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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第１四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年２月28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 ％

2021年11月期第１四半期 524 △6.0 △5 － 9 － 3 －

2020年11月期第１四半期 557 △34.1 △43 － △40 － △31 －
(注) 包括利益 2021年11月期第１四半期 5百万円( －％) 2020年11月期第１四半期 △31百万円( －％)

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

2021年11月期第１四半期 1.96 －

2020年11月期第１四半期 △18.09 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年11月期第１四半期 2,138 1,399 65.5

2020年11月期 2,167 1,438 66.4
(参考) 自己資本 2021年11月期第１四半期 1,399百万円 2020年11月期 1,438百万円
　　　

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

2020年11月期 － 0.00 － 25.00 25.00

2021年11月期 －

2021年11月期(予想) 0.00 － 25.00 25.00
　

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年11月期の連結業績予想（2020年12月１日～2021年11月30日）

2021年11月期の連結業績予想については、現時点で合理的な算定が困難なため、開示しておりません。

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無
　　

（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 ： 無

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) 2021年11月期１Ｑ 2,316,000株 2020年11月期 2,316,000株

② 期末自己株式数 2021年11月期１Ｑ 550,184株 2020年11月期 550,184株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期１Ｑ 1,765,816株 2020年11月期１Ｑ 1,765,816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
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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

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

当第１四半期連結累計期間においては、世界的に新型コロナウイルスによる先行きの不透明感が継続する中、当

社グループは、可能な限りの在宅勤務体制を取り、お客様への商品・サービスの供給継続に努めるとともに、対面

での営業活動が制限される中、オンラインでの営業活動を推進し、主な課題である新たな商材・マーケットの開拓、

事業間の連携と開発力の強化およびサイエンス事業の強化に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は524,362千円(前年同四半期比6.0％減)、営業損失は

5,275千円(前年同四半期は、43,356千円の営業損失)、経常利益は9,735千円(前年同四半期は、40,761千円の経常損

失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,464千円(前年同四半期は、31,941千円の親会社株主に帰属する四半期

純損失)となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

① エレクトロニクス事業

当事業においては、新たな商材・マーケットの開拓および当社製装置を含む製造ライン向け装置一式の一括提

案・販売の強化に注力しております。前連結会計年度後半から、比較的大型の装置類の引き合いおよび受注は増

加傾向にありますが、これらの案件は第２四半期以降に検収となる予定のものが多く、当第１四半期連結累計期

間における販売実績は低調に推移いたしました。

これらの結果、売上高は236,973千円(前年同四半期比16.6％減)、営業利益は14,988千円(前年同四半期は

18,549千円の営業損失)となりました。

② マリン・環境機器事業

当事業においては、巡視船および測量船向けのダビット等に加え、新たな主力商材として、欧州メーカー製舶

用多関節伸縮クレーン等の特殊甲板機器の販売強化に注力しております。これらの舶用機器については、受注か

ら検収までの期間が長く、当第１四半期連結累計期間においては、前連結会計年度以前に受注した舶用機器を予

定どおりに販売いたしました。

これらの結果、売上高は16,408千円(前年同四半期比85.5％減)、営業損失は4,595千円(前年同四半期は、

21,439千円の営業利益)となりました。

③ ＳＩ事業

当事業においては、ASEAN諸国におけるビジネスの開拓・強化、プログラミング教育ビジネスの強化および前連

結会計年度は低調であった国内におけるシステムインテグレーションビジネスの強化に注力しております。当第

１四半期連結累計期間においては、前連結会計年度後半から取り組んできた営業体制の再構築などの施策により、

国内でのシステムインテグレーションビジネスの回復が進んでおります。

これらの結果、売上高は224,028千円(前年同四半期比64.6％増)、営業利益は10,823千円(前年同四半期は、

8,876千円の営業損失)となりました。

④ サイエンス事業

当事業においては、海外メーカー製イメージング関連機器の販売強化、当社の神奈川エンジニアリングセンタ

ーと連携した製品開発の強化および国内メーカー製計測機器の販売強化に注力しております。当第１四半期連結

累計期間においては、海外メーカーのエンジニアが来日できないことによる検収の遅れなど、コロナ禍の影響は

あるものの、イメージング関連機器の販売強化が順調に進んでおります。

これらの結果、売上高は46,952千円(前年同四半期比90.2％増)、営業利益は5,621千円(前年同四半期は、4,914

千円の営業損失)となりました。

　



テクノアルファ株式会社(3089) 2021年11月期 第１四半期決算短信

- 3 -

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,138,379千円(前連結会計年度末比28,929千円の減少)となりまし

た。これは主に、売掛金の増加48,389千円、商品の増加30,552千円および仕掛品の増加51,853千円の一方で、現金

及び預金の減少130,510千円、受取手形の減少4,976千円および電子記録債権の減少10,298千円による流動資産の減

少28,637千円によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,399,888千円(前連結会計年度末比38,269千円の減少)となりまし

た。これは主に、その他の包括利益累計額が2,411千円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益3,464

千円の計上の一方で、配当金の支払いにより、利益剰余金が40,681千円減少したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、65.5％(前連結会計年度末比0.9ポイント減)となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年11月期の連結業績予想については、現時点で合理的な通期の業績予想の算定が困難なため開示しておりま

せん。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響については、今後も注視してまいります。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 750,129 619,618

受取手形 27,844 22,867

電子記録債権 45,342 35,043

売掛金 371,691 420,080

商品 189,870 220,423

仕掛品 50,035 101,888

その他 197,125 183,478

貸倒引当金 △84 △84

流動資産合計 1,631,954 1,603,316

固定資産

有形固定資産

有形固定資産 178,859 176,225

無形固定資産

その他 7,083 6,783

無形固定資産合計 7,083 6,783

投資その他の資産

投資有価証券 214,574 217,569

繰延税金資産 48,904 49,102

その他 85,932 85,383

投資その他の資産合計 349,411 352,054

固定資産合計 535,355 535,063

資産合計 2,167,309 2,138,379
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 201,247 177,481

短期借入金 200,000 200,000

リース債務 1,264 1,164

未払法人税等 781 7,917

賞与引当金 － 16,862

その他 103,172 113,811

流動負債合計 506,465 517,238

固定負債

長期借入金 100,000 100,000

リース債務 2,072 1,779

退職給付に係る負債 50,694 47,497

役員退職慰労引当金 63,134 65,213

資産除去債務 3,359 3,361

その他 3,425 3,401

固定負債合計 222,685 221,253

負債合計 729,151 738,491

純資産の部

株主資本

資本金 100,210 100,210

資本剰余金 121,646 121,646

利益剰余金 1,878,628 1,837,946

自己株式 △657,398 △657,398

株主資本合計 1,443,085 1,402,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,777 △3,555

繰延ヘッジ損益 △1,151 1,039

その他の包括利益累計額合計 △4,928 △2,516

純資産合計 1,438,157 1,399,888

負債純資産合計 2,167,309 2,138,379
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 557,829 524,362

売上原価 376,315 325,183

売上総利益 181,514 199,179

販売費及び一般管理費 224,870 204,454

営業損失（△） △43,356 △5,275

営業外収益

受取利息 3,092 2,911

受取配当金 1,536 1,431

為替差益 － 2,762

助成金収入 － 8,000

その他 31 151

営業外収益合計 4,660 15,256

営業外費用

支払利息 204 245

為替差損 1,790 －

支払手数料 21 0

その他 49 －

営業外費用合計 2,065 246

経常利益又は経常損失（△） △40,761 9,735

特別損失

固定資産除却損 － 207

役員退職慰労金 300 －

特別損失合計 300 207

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△41,061 9,528

法人税、住民税及び事業税 1,090 7,326

法人税等調整額 △10,211 △1,261

法人税等合計 △9,120 6,064

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,941 3,464

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△31,941 3,464
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年２月28日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,941 3,464

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 505 221

繰延ヘッジ損益 433 2,190

その他の包括利益合計 939 2,411

四半期包括利益 △31,002 5,876

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △31,002 5,876

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2019年12月１日　至 2020年２月29日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
エレクトロニク

ス事業
マリン・環境機

器事業
ＳＩ事業 サイエンス事業

売上高

外部顧客への売上高 284,091 112,931 136,115 24,690 557,829

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 284,091 112,931 136,115 24,690 557,829

セグメント利益又は損失
(△)

△18,549 21,439 △8,876 △4,914 △10,899

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △10,899

全社費用(注) △32,456

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △43,356

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自 2020年12月１日　至 2021年２月28日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
エレクトロニク

ス事業
マリン・環境機

器事業
ＳＩ事業 サイエンス事業

売上高

外部顧客への売上高 236,973 16,408 224,028 46,952 524,362

セグメント間の内部売上高
又は振替高

600 － － － 600

計 237,573 16,408 224,028 46,952 524,962

セグメント利益又は損失
(△)

14,988 △4,595 10,823 5,621 26,838

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 26,838

全社費用(注) △32,113

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △5,275

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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３．その他

（１）仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第１四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

エレクトロニクス事業 164,804 ＋3.2

マリン・環境機器事業 11,133 △85.7

ＳＩ事業 － －

サイエンス事業 31,460 ＋17.3

合計 207,398 △21.6

(注) １ セグメント間取引については相殺消去しております。

２ 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

② 受注状況

当第１四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

エレクトロニクス事業 651,419 ＋167.7 880,093 ＋336.1

マリン・環境機器事業 235,587 △4.5 684,859 ＋11.2

ＳＩ事業 130,194 ＋41.7 127,943 △13.9

サイエンス事業 28,375 △17.0 36,880 ＋95.3

合計 1,045,576 ＋69.7 1,729,777 ＋75.5

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

エレクトロニクス事業 236,973 △16.6

マリン・環境機器事業 16,408 △85.5

ＳＩ事業 224,028 ＋64.6

サイエンス事業 46,952 ＋90.2

合計 524,362 △6.0

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


