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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第3四半期 59,494 △0.5 1,691 △31.7 1,837 △33.8 1,205 △35.1

2019年3月期第3四半期 59,781 3.2 2,477 △5.9 2,775 △0.8 1,858 △1.8

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　1,099百万円 （△37.0％） 2019年3月期第3四半期　　1,743百万円 （△40.5％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2020年3月期第3四半期 64.65 ―

2019年3月期第3四半期 99.68 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年3月期第3四半期 65,409 48,308 71.7 2,516.76

2019年3月期 64,982 47,764 71.7 2,498.16

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 46,914百万円 2019年3月期 46,569百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00

2020年3月期 ― 14.00 ―

2020年3月期（予想） 14.00 28.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 80,000 0.6 2,400 △20.3 2,600 △22.8 1,600 △30.2 85.83

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、添付資料Ｐ．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期3Q 20,036,400 株 2019年3月期 20,036,400 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 1,395,482 株 2019年3月期 1,394,834 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 18,641,169 株 2019年3月期3Q 18,641,883 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高59,494百万円と前年同四半期比287百万円の減収、営業利益

は1,691百万円と前年同四半期比785百万円の減益、経常利益は1,837百万円と前年同四半期比938百万円の減益、

親会社株主に帰属する四半期純利益は1,205百万円と前年同四半期比653百万円の減益となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の様々な要

因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、2019年10月30日に公表いたしました通期業績予

想からの変更はありません。

決算短信（宝印刷） 2020年01月30日 11時07分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社テクノアソシエ(8249) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

―3―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,982 15,189

受取手形及び売掛金 21,495 20,426

電子記録債権 4,769 4,291

商品及び製品 8,053 8,278

仕掛品 465 425

原材料及び貯蔵品 150 147

その他 817 902

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 49,711 49,639

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,425 4,232

土地 3,690 3,688

使用権資産（純額） － 1,005

建設仮勘定 451 168

その他（純額） 1,490 1,928

有形固定資産合計 10,058 11,023

無形固定資産 358 465

投資その他の資産

投資有価証券 2,970 3,024

その他 1,906 1,277

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 4,854 4,280

固定資産合計 15,271 15,769

資産合計 64,982 65,409

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,842 12,829

短期借入金 1,300 290

未払法人税等 179 276

賞与引当金 670 362

その他 1,548 1,869

流動負債合計 16,541 15,627

固定負債

役員退職慰労引当金 153 －

退職給付に係る負債 34 38

資産除去債務 200 203

その他 288 1,231

固定負債合計 677 1,472

負債合計 17,218 17,100
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,128 5,128

利益剰余金 36,489 37,147

自己株式 △1,317 △1,318

株主資本合計 45,301 45,958

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 656 693

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 580 230

退職給付に係る調整累計額 33 33

その他の包括利益累計額合計 1,268 955

非支配株主持分 1,194 1,393

純資産合計 47,764 48,308

負債純資産合計 64,982 65,409
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 59,781 59,494

売上原価 46,561 47,231

売上総利益 13,219 12,262

販売費及び一般管理費 10,742 10,571

営業利益 2,477 1,691

営業外収益

受取利息 45 58

受取配当金 65 40

仕入割引 43 40

為替差益 8 －

その他 177 140

営業外収益合計 339 279

営業外費用

支払利息 3 38

売上割引 7 8

為替差損 － 25

その他 29 62

営業外費用合計 41 133

経常利益 2,775 1,837

特別利益

関係会社株式売却益 － 37

特別利益合計 － 37

特別損失

固定資産廃却損 15 －

特別損失合計 15 －

税金等調整前四半期純利益 2,760 1,874

法人税等 753 516

四半期純利益 2,006 1,357

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,858 1,205

非支配株主に帰属する四半期純利益 148 152

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △266 37

繰延ヘッジ損益 △2 0

為替換算調整勘定 19 △283

退職給付に係る調整額 △7 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △12

その他の包括利益合計 △262 △258

四半期包括利益 1,743 1,099

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,593 892

非支配株主に係る四半期包括利益 149 206
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

当社グループの一部の海外連結子会社は、第１四半期連結会計期間より国際財務報告基準第16号「リース」を

適用しております。これにより、借手としてのリース取引については、原則としてすべてのリースについて資産

及び負債を認識しております。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用によ

る累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

この結果、当第３四半期連結貸借対照表上、使用権資産（純額）として1,005百万円が計上され、リース債務が

流動負債及び固定負債のその他にそれぞれ267百万円、798百万円が含まれております。また、利益剰余金の期首

残高は30百万円減少しております。

なお、この変更により当第３四半期連結累計期間の営業利益が３百万円増加しており、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益がそれぞれ31百万円減少しております。
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