




○添付資料の目次 

 

１．経営成績                               ・・・・・・・・・・・・・ 2 

（１）経営成績に関する分析              ・・・・・・・・・・・・・ 2 

（２）財政状態に関する分析              ・・・・・・・・・・・・・ 3 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  ・・・・・・・ 4 

２．企業集団の状況                         ・・・・・・・・・・・・・ 5 

３．経営方針                               ・・・・・・・・・・・・・ 8 

（１）会社の経営の基本方針              ・・・・・・・・・・・・・ 8 

（２）目標とする経営指標                ・・・・・・・・・・・・・ 8 

（３）中長期的な会社の経営戦略          ・・・・・・・・・・・・・ 8 

（４）会社の対処すべき課題              ・・・・・・・・・・・・・ 8 

４．連結財務諸表                           ・・・・・・・・・・・・・ 9 

（１）連結貸借対照表                    ・・・・・・・・・・・・・ 9 

（２）連結損益及び包括利益計算書        ・・・・・・・・・・・・・11 

（３）連結株主資本等変動計算書          ・・・・・・・・・・・・・12 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書      ・・・・・・・・・・・・・14 

（５）継続企業の前提に関する注記        ・・・・・・・・・・・・・16 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項・・・・・・・・16 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更・・・・・17 

（８）連結財務諸表に関する注記事項      ・・・・・・・・・・・・・18 

（連結損益及び包括利益計算書関係）   ・・・・・・・・・・・・18 

（セグメント情報）                 ・・・・・・・・・・・・・19 

（１株当たり情報）                 ・・・・・・・・・・・・・21 

（重要な後発事象）                 ・・・・・・・・・・・・・21 

５．その他                                 ・・・・・・・・・・・・・22 

      役員の異動                        ・・・・・・・・・・・・・22 

 

-　1　-



１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、為替が円安・ドル高基調で推移する中、輸出が回復し、株高に

よる資産効果や、消費税増税前の住宅、自動車の駆け込み需要等で個人消費は上向き、公共投資の執行な

どもあり内需は堅調に推移し、企業収益も大幅に改善され、景気回復の裾野が広がってきました。中国経

済には減速感もみられますが、米国経済は緩やかな回復基調を維持し、欧州経済やアジア経済も持ち直し

の動きをみせ、世界の景気回復に底堅さが増してきました。 

このような環境のもと当社グループは、産業構造や市場動向の変化に対応し、組織の一部改編や海外製

造関係会社への設備投資、タイにおける金属切削加工会社の新設など、グローバルな事業推進の組織体制

をさらに強化し、国内外における情報通信関連、自動車関連、電機・電子関連、住建・住設関連、産業機

器関連各分野への積極的な増拡販活動に取組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は98,778百万円と前期比6,804百万円の増収となりました。営業利益

は3,289百万円と前期比1,494百万円の増益、経常利益は3,574百万円と前期比1,603百万円の増益、当期純

利益は2,193百万円と前期比945百万円の増益となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①情報通信関連事業 

 情報通信関連事業では、デジタルカメラ及び携帯関連部品の落ち込みがありましたが、日本及び東アジア

においてスマートフォン向けタッチパネル等が引き続き好調に推移し、全体として売上高は24,262百万円と

なり、経常利益は718百万円となりました。 

②自動車関連事業 

 自動車関連事業では、北米及び東アジアにおいて伝達駆動系部品等の販売が増加し、全体として売上高は

25,658百万円となり、経常利益は1,395百万円となりました。 

③電機・電子関連事業 

 電機・電子関連事業では、当連結会計年度における連結子会社から持分法適用会社への変更により売上高

が縮小しました。また、日本及び東南アジアにおける家庭用電化製品向け部品並びに北米におけるテレビ関

連部品の販売が減少し、全体として売上高は21,091百万円となり、経常利益は984百万円となりました。 

④住建・住設関連事業 

 住建・住設関連事業では、日本及び北米において太陽光発電関連部品の販売が好調に推移し、全体として

売上高は18,688百万円となり、経常利益は606百万円となりました。 

⑤産業機器関連事業 

 産業機器関連事業では、各関連設備部品の需要が増加したものの、全体として売上高は9,078百万円となり、

経常損失は94百万円となりました。 

 

・次期の見通し 

 次期（平成27年３月期）の業績見通しについては、連結売上高92,000百万円、連結営業利益2,800百万円、

連結経常利益2,800百万円、連結当期純利益1,900百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

・資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、主に商品及び製品、受取手形及び売掛金等が減少したことにより、前

連結会計年度末に比べて6,710百万円減の57,335百万円となりました。 

また負債合計は、主に支払手形及び買掛金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて9,397百万

円減の18,120百万円となりました。純資産合計は、主に利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年

度末に比べて2,686百万円増の39,215百万円となりました。 

 

・キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、4,991百万円（前連結会計年度は1,671百万円の収入）となりました。

これは主に、売上債権が4,828百万円減少（前連結会計年度は1,618百万円の増加）、税金等調整前当期

純利益を3,350百万円計上した（前連結会計年度は1,849百万円の利益）ことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、67百万円（前連結会計年度は485百万円の支出）となりました。これ

は主に、メキシコの倉庫建設及び機械設備への投資により、有形固定資産の取得に係る支出が671百万円

あった（前連結会計年度は848百万円の支出）ことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、4,228百万円（前連結会計年度は118百万円の支出）となりました。

これは主に、運転資金としての短期借入金が5,313百万円減少した（前連結会計年度は350百万円の減少）

ことによるものであります。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率（％） 63.5 62.9 61.3 56.0 67.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
25.2 25.2 23.3 21.6 35.0

債務償還年数（年） 2.1 2.3 － 3.7 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 47.5 38.1 － 26.0 54.9

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息支払額 

（注１）いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による営業キャッシュ･フロ

ーを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金額を対象としております。 

（注５）利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの利息の

支払額を使用しております。 

（注６）平成24年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは算定しておりません。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主各位への利益配分につきましては、長期的観点に立ち安定的な配当を維持し、財務体質を一層健全

化することを基本としております。また内部留保につきましては、将来の収益力維持向上を図るため経営

体制の効率化・省略化のための投資等に活用し企業体質と企業競争力のさらなる強化に取組んでまいりま

す。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社16社及び関連会社3社で構成され、情報通信関連、自動車関連、電機・電子関

連、住建・住設関連、産業機器関連の各事業に、鋲螺商品及び非鉄金属材料を中心とした生産材の販売を国内

外に広く展開しております。特に、近年は、加工品分野に注力し、業容の拡大を推進しております。 

また、主要株主の住友電気工業㈱はその他の関係会社（議決権比率35.1%〔うち間接保有0.1%〕）であり、当

社はそのグループの一員であります。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

関連事業 主要な会社 主要商品及び製品 

情報通信 

関連事業 

国内 

㈱テクノアソシエ 販売 
鋲螺、化成品 

タッチパネル用強化ガラス 

情報端末筐体 

防水LIM成型部品 

ヒンジ・飛散防止フィルム 

アルミダイカスト部品 

トーブツテクノ㈱ 
製造・加工

㈱舟越製作所 

海外 

テクノアソシエ・シンガポール 

販売 科友香港 

科友上海 

昆山東訊機電 加工 

自動車 

関連事業 

国内 ㈱テクノアソシエ 

販売 鋲螺、化成品 

シートベルト部品 

特殊冷間圧造品 

精密ダイカスト品 

海外 

テクノアソシエ・シンガポール 

Ｔ・Ａ・アメリカ 

科友台湾 

科友上海 

テクノアソシエ・タイ 

科友広州 

日星金属制品 製造・加工

嘉善科友盛科技 
製造 

Ｔ・Ａ・オートモティブ・タイ 

電機・電子 

関連事業 

国内  ㈱テクノアソシエ 

販売 

鋲螺、化成品 

金属+樹脂一体成形品 

樹脂筐体 

アルミニウム端子 

海外 

 Ｔ・Ａ・アメリカ 

テクノアソシエ・シンガポール 

科友香港 

科友上海 

 テクノアソシエ・タイ 

 科友大連 

テクノアソシエ・チェコ 
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住建・住設 

関連事業 

国内 

㈱テクノアソシエ 販売 鋲螺、化成品、板金プレス品 

電設資材、ユニット組立品 

太陽光部材（モジュール／架台／

ケーブル／接続箱） 

リフォーム材工 

トーブツテクノ㈱ 製造・加工

海外 

Ｔ・Ａ・アメリカ 

販売  科友台湾 

 科友上海 

産業機器 

関連事業 

国内 
 ㈱テクノアソシエ 販売 

鋲螺・化成品 

半導体装置部品 

省力機器 

アクチュエータ部品 

 トーブツテクノ㈱ 製造・加工

海外 

 科友台湾 

販売  科友上海 

 科友大連 

その他 

国内  ㈱テクノアソシエ 販売 

鋲螺、化成品 

高強度・高耐食ファスナー 

高機能リベット、特殊ファスナー

吸音断熱材、各種シート加工 

シールド・放熱部品 

海外  昆山東訊機電 加工 

（注）当社子会社は、下記の通り記載しております。 

テクノアソシエ・シンガポール・プライベート・リミテッド 
ティー・エー・アメリカ・コーポレーション          
科友貿易（香港）有限公司                 
テクノアソシエ・デ・メヒコ・エセアデセベ          
テクノアソシエ・（タイランド）・カンパニー・リミテッド   
台湾科友貿易（股）有限公司                
科友貿易（上海）有限公司                 
昆山東訊機電有限公司                   
科友貿易（大連保税区）有限公司              
科友貿易（広州）有限公司                 
テクノアソシエ・チェコ・エス・アール・オー         
日星金属制品（上海）有限公司               
嘉善科友盛科技有限公司                  
ティー・エー・オートモティブ・パーツ（タイランド）・ 
カンパニー・リミテッド 

…テクノアソシエ・シンガポール 
…Ｔ・Ａ・アメリカ 
…科友香港 
…テクノアソシエ・メキシコ 
…テクノアソシエ・タイ 
…科友台湾 
…科友上海 
…昆山東訊機電 
…科友大連 
…科友広州 
…テクノアソシエ・チェコ 
…日星金属制品 
…嘉善科友盛科技 
…Ｔ・Ａ・オートモティブ・タイ 
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〔事業系統図〕 

  事業系統図は次のとおりであります。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、 

（４）会社の対処すべき課題 

 

平成25年３月期決算短信（平成25年５月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

  http://www.technoassocie.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

       該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

  (1)連結子会社（16社） 

トーブツテクノ㈱ 

㈱舟越製作所 

テクノアソシエ・シンガポール 

テクノアソシエ・タイ 

Ｔ・Ａ・オートモティブ・タイ 

科友香港 

科友広州 

科友上海 

昆山東訊機電 

科友大連 

日星金属制品 

嘉善科友盛科技 

科友台湾 

Ｔ・Ａ・アメリカ 

テクノアソシエ・メキシコ 

テクノアソシエ・チェコ 

 Ｔ・Ａ・オートモティブ・タイは、重要性が増加したため、当第４四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。 

 また、前連結会計年度において連結子会社であったＭ・Ｐ・Ｍは、経営体制の見直しに

伴い、連結子会社の要件を満たさなくなったため、第１四半期連結会計期間より連結の範

囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。 

 

  (2)非連結子会社（－社） 

 該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱テクノアソシエ(8249)　平成26年３月期決算短信

-　16　-



２．持分法の適用に関する事項 

  (1)持分法適用の関連会社（２社） 

大洋産業㈱ 

Ｍ・Ｐ・Ｍ 

 前連結会計年度において連結子会社であったＭ・Ｐ・Ｍは、第１四半期連結会計期間よ

り連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。 

 

  (2)持分法を適用していない関連会社（１社） 

オーアイテック㈱ 

持分法を適用していない関連会社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

・会計方針の変更 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17

日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第

35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を

控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤

務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、

当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額

に加減しております。 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が30百万円計上されております。また、そ

の他の包括利益累計額が19百万円減少しております。 

 

（追加情報） 

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４

月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に

解消が見込まれる一時差異については従来の37.96％から35.59％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は30百万円減少し、法

人税等調整額が同額増加しております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結損益及び包括利益計算書関係) 

・減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しました。 

（単位：百万円） 

場 所 用 途 種 類 減損損失 

旧群馬営業所 

（群馬県伊勢崎市） 

 建物及び構築物 74

遊休資産 工具、器具及び備品 0

 土地 40

小計 114

場 所 用 途 種 類 減損損失 

旧北関東営業事務所 

（栃木県栃木市） 
遊休資産 

建物及び構築物 33

土地 67

小計 100

場 所 用 途 種 類 減損損失 

旧茨城営業所 

（茨城県笠間市） 
賃貸等不動産 

建物及び構築物 21

土地 54

小計 75

合計 291

(減損損失の認識に至った経緯)  

 旧群馬営業所及び旧北関東営業事務所については遊休状態にあり、将来の用途が定まっておらず、回

収可能価額が帳簿価額を下回ったこと、旧茨城営業所については、収益性が著しく低下したことから減

損損失を計上しております。 

(グルーピングの方法) 

 当社グループは原則として事業本部を単位として資産のグルーピングを行っております。また、遊休

資産、賃貸等不動産及び処分予定資産については、個々の物件単位でグルーピングを行っております。 

(回収可能価額の算定方法) 

 旧群馬営業所及び旧北関東営業事務所については、固定資産税評価額を基に算定した正味売却価額、

旧茨城営業所については、将来キャッシュ・フローを2.76％で割引いた使用価値により測定し回収可能

価額を算定しております。 

 

・固定資産売却益 

   固定資産売却益の内容は、次のとおりです。 

       旧浦和営業所    95百万円 

 

・固定資産売却損 

   固定資産売却損の内容は、次のとおりです。 

       旧阪奈営業所    28百万円 
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（セグメント情報） 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社及び関係会社（以下、当社グループ）の構成単位のうち分離された財務情報

が入手可能であり、 高経営意思決定機関が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を

行う対象となっているものであります。 

当社グループは市場分野別に5つの事業本部を置き、鋲螺商品及び非鉄金属素材を中心とした生産材を販売し

ております。各事業本部は、取扱商品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開してい

るため、各事業本部の関連事業ごとに「情報通信関連事業」、「自動車関連事業」、「電機・電子関連事

業」、「住建・住設関連事業」、「産業機器関連事業」の５つを報告セグメントとしております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場

実勢価格に基づいております。 

 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務
諸表計上
額(注)２

情報通信
関連事業 

自動車関
連事業

電機・
電子関連
事業 

住建・
住設関連
事業 

産業機器
関連事業

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 21,147 23,130 22,522 17,037 8,136 91,974 － 91,974

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － －

計 21,147 23,130 22,522 17,037 8,136 91,974 － 91,974

セグメント利益又は 
損失（△） 

326 715 752 502 △202 2,094 △123 1,970

セグメント資産 15,384 13,229 13,116 10,444 5,195 57,370 6,676 64,046

その他の項目    

  減価償却費 274 338 226 146 107 1,093 314 1,408

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

404 376 124 56 45 1,007 111 1,119

（注） １ 調整額は、以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益又は損失の調整額△123百万円には、各報告セグメントに配分していない本社費用等8

7百万円、賞与引当金等の決算調整△211百万円が含まれております。 

（２）セグメント資産の調整額6,676百万円には、各報告セグメントに配分していない本社資産9,456百万

円、セグメント間消去△2,779百万円の決算調整が含まれております。 

（３）減価償却費の調整額314百万円は、各報告セグメントに配分していない本社費用であります。 

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額111百万円は、各報告セグメントに配分していない

本社資産であります。 

    ２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自  平成25年４月１日  至  平成26年３月31日） 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務
諸表計上
額(注)２

情報通信
関連事業 

自動車関
連事業

電機・
電子関連
事業 

住建・
住設関連
事業 

産業機器
関連事業

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 24,262 25,658 21,091 18,688 9,078 98,778 － 98,778

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － －

計 24,262 25,658 21,091 18,688 9,078 98,778 － 98,778

セグメント利益又は 
損失（△） 

718 1,395 984 606 △94 3,612 △37 3,574

セグメント資産 6,732 15,444 11,934 10,928 5,747 50,787 6,548 57,335

その他の項目    

  減価償却費 237 292 186 119 95 930 197 1,128

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の 
  増加額 

71 761 101 55 27 1,017 30 1,047

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益又は損失の調整額△37百万円には、各報告セグメントに配分していない本社費用等85

百万円、為替差損益等の決算調整△122百万円が含まれております。 

（２）セグメント資産の調整額6,548百万円には、各報告セグメントに配分していない本社資産9,137百万

円、セグメント間消去△2,589百万円が含まれております。 

（３）減価償却費の調整額197百万円は、各報告セグメントに配分していない本社費用であります。 

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額30百万円は、各報告セグメントに配分していない本

社資産であります。  

    ２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。 
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 （１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
  至  平成26年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,860円43銭 １株当たり純資産額 2,004円38銭 

１株当たり当期純利益金額 64円72銭 １株当たり当期純利益金額 113円78銭 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
  至  平成26年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 36,528 39,215 

普通株式に係る純資産額(百万円) 35,858 38,643 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

669 571 

普通株式の発行済株式数(千株) 20,036 20,036 

普通株式の自己株式数(千株) 761 756 

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

19,274 19,279 

 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
  至  平成26年３月31日) 

当期純利益(百万円) 1,247 2,193 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,247 2,193 

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,274 19,275 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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５．その他 

役員の異動（平成 26 年 6 月 19 日付） 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

② 新任取締役候補者 

専務取締役 専務執行役員        新宮
しんぐう

 寿人
ひ さ と

     現 株式会社ブロードネットマックス 

経営企画室統轄、監理室管掌                 代表取締役社長 

 

③ 新任監査役候補者 

常勤監査役              藤井
ふ じ い

 賢治
け ん じ

    現 貿易部 嘱託 

   

④ 退任予定取締役 

該当事項はありません。 

 

⑤ 退任予定監査役 

常勤監査役              船越
ふなこし

 眞道
まさみち

    特別嘱託  

特命事項担当（業務管理室担当）就任 

 

⑥役付役員の異動 

該当事項はありません。 
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新任役員の略歴 

 
新任取締役候補者の略歴 

  氏 名        新宮
しんぐう

 寿人
ひ さ と

 

  生 年 月 日        昭和 29 年 2 月 10 日生 60 才 

  最 終 学 歴        昭和 51 年 3 月 関西学院大学 経済学部卒 

  職 歴        昭和 51 年 4 月 住友電気工業株式会社 入社 

            平成 13 年 6 月 同社通信営業部長 

 平成 17 年 1 月 同社営業企画部長 

 平成 20 年 6 月 同社執行役員 情報通信・システム事業本部企画業務部長 

 平成 21 年 3 月 同社執行役員 情報通信・システム事業本部企画業務部長 

  情報通信・システム事業本部伝送デバイス新体制準備室 

 平成 21 年 8 月 同社執行役員 情報通信・システム事業本部企画業務部長 

 平成 22 年 5 月 同社執行役員 

 平成 23 年 6 月 株式会社ブロードネットマックス 専務取締役 

 平成 24 年 6 月 同社代表取締役社長 

                （現在に至る） 
   
 

 

新任監査役候補者の略歴 

  氏 名        藤井
ふ じ い

 賢治
け ん じ

 

  生 年 月 日        昭和 28 年 12 月 7 日生 60 才 

  最 終 学 歴        昭和 52 年 3 月 大阪経済大学 経済学部卒 

  職 歴        昭和 52 年 4 月 当社入社 

          平成 14 年 4 月 北海道・東北営業部次長 

          平成 17 年 1 月 科友貿易（広州）有限公司 総経理 

 平成 20 年 11 月 大阪営業部主幹 

 平成 22 年 10 月  国際部主幹 

 平成 24 年 10 月  貿易部主幹 

 平成 26 年 1 月 貿易部嘱託 

                                       （現在に至る） 
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