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第88期 株主通信
2016年4月1日～2017年3月31日

証券コード ： 8249株主メモ
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月に開催
基 準 日 毎年3月31日（定時株主総会）
 毎年3月31日（期末配当）
 毎年9月30日（中間配当）
株主名簿管理人および 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
事 務 取 扱 場 所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵 便 物 送 付 先 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 照 会 先 0120-782-031（フリーダイヤル）
インターネット http://www.smtb.jp/personal/
ホームページURL agency/index.html

公 告 の 方 法 電子公告
http://www.technoassocie.co.jp/ir/koukoku.html
但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第二部

【株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会】
証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式
会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会
ください。証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話
照会先までご連絡ください。

テクノアソシエホームページ
http://www.technoassocie.co.jp/

会社の概要（2017年3月31日現在）
設　　　立 1946年8月1日
資　本　金 5,001百万円
本　　　社 大阪市西区土佐堀3丁目3番17号
事業拠点数 国内26カ所　海外21カ所
従 業 員 数 連結1,697名
（注）従業員数には契約従業員82名および準従業員239名を含めておりません。

株主の皆さまへ

●業績の概況
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境は堅調に推移
しましたが、上期は円高により企業収益が圧迫されました。下期以降は
新興国の成長鈍化はあるものの、米国は好調を維持し、英国のＥＵ離脱で
心配された欧州経済への大きな影響もなく、円安に転じて輸出が好調に
推移し、企業収益が改善し景気は緩やかに回復いたしました。
　このような環境のもと当社グループの業績は、上期の為替環境による
収益圧迫と太陽光発電の需要減退が続いたことなどにより、当連結会計
年度の売上高は74,371百万円と前期比4,744百万円の減収となりました。
一方、営業利益は3,171百万円と、営業資産の評価損失の計上を行った
前期に比べ1,132百万円の増益、経常利益は3,466百万円と前期比
1,180百万円の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は2,385百万円
と前期比919百万円の増益となりました。

●対処すべき課題
　当社グループは、売上の拡大、収益力の強化、業務運営品質の改善・
現場力向上を重点課題とし、仕入先様、国内・海外関係会社20社との連携
により、国内外の注力市場分野・主要顧客への深耕と新規顧客の開拓に努
めてまいります。2020年度を到達目標とした中長期経営ビジョン
「Vision2020」の達成に向け、創立以来の主力製品である鋲螺類の営業
力を強化し、グループの開発力、提案力により幅広い市場分野、成長期待
分野に対し、積極的な増拡販活動を展開してまいります。国内では拠点の
最適配置によって営業・物流体制の強化・効率化と総原価低減を進めると
ともに、海外においては、ベトナムの現地法人設立やメキシコへの製造進
出等、グローカル（グローバル＆ローカル）に事業を推進してまいります。
拡大する海外拠点のマネジメント力を強化するため、グローバル人材を
育成するための教育・研修等も拡充してまいります。
　さらに、コンプライアンスを遵守し、ＢＣＰ（事業継続計画）を基本においた
リスク対策、内部統制システムの充実、ガバナンス体制の強化に努めると
ともに、引き続き事業活動における電力使用量、CO2排出量削減、廃棄物
の再資源化など環境保全活動に取り組み、社会の持続可能な発展に貢献
していく所存でございます。
　引き続き、経営理念と事業精神「心と心の絆」を基本にお客様と仕入先
様との間でより良きインテグレーターとなることを目指して活動し、深い
専門知識と能力とを持って事業の拡大とさらなる経営効率化を進め、
業績向上に努める所存でございます。
　株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご支援を賜わりますよう
お願い申し上げます。

2017年6月
　　　　　　　　代表取締役社長

　平素は格別のご高配を賜わり厚くお礼
申し上げます。
　当社第88期（平成28年4月1日から平成
29年3月31日まで）における営業の概況を
ここにご報告申し上げます。

財務ハイライト

株主への還元方針
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▼ 親会社株主に帰属する
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▼ 配当金
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　経営の着実な成長発展を主眼に、必要な内部留保を確保しつつ
経営環境等を勘案し、継続して安定した配当を行うことを基本方針と
しております。



エネルギー

営業基盤 財務基盤

人材基盤

企業行動憲章経営理念
事業精神

市場領域

Value

知見・
ナレッジ

事業基盤

材料・製法・多彩なサプライヤー

ガラス

設計・試作鋲 螺

金属加工品 化成品

液晶・
デバイス

エネルギーエネルギー

材基

彩な
サービスと付加価値（QCD）

グローカルな営業展開

自動車 住 宅

エレクトロニクス 産業インフラ

Excellent Engineering Company
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中長期経営ビジョン 「Vision2020」

セグメント別
売上高

百万円
74,371
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　当社グループは、創立以来70年を超えて事業精神「心と心の絆」を
基本に、永年にわたりお客様のニーズに応え、鋲螺類をはじめ産業を
支える様々な部品・パーツ、技術・ソリューションを提供してまいりました。
　これからも私たちは、これまで積上げてきた要素技術・市場ニーズに
対する知見、サプライヤーネットワーク、国内26カ所、海外21カ所の事
業拠点の事業基盤・経営資源を活かし産業構造の変化と多様化する
ニーズに対応し、安心と満足を提供するお客様の「頼れるパートナー」と
して、事業の成長発展を目指してまいります。
　自動車関連・エレクトロニクス関連・住宅・産業インフラ・エネルギー
関連の主要市場分野に対して、永年の事業を通じて培った知見と、エン
ジニアリング・カンパニーとしてのナレッジを活かし、鋲螺・金属加工品・
化成品をはじめ、ガラス・液晶・デバイス等の部品・部材を中核製品と
して、開発提案型の営業を強化しQ、C、D各面での高い付加価値とサー
ビス（Value）をグローカル（グローバル＆ローカル）に提供し、お客様に
『選ばれる企業』として事業の拡大を図ります。
　内外の需要動向を見極め、グローバルな成長を加速し、事業機会と
市場領域の拡大のためのアライアンスや提携・協業についても積極的な
検討を進めていきます。

2016年11月、ベトナム社会主義共和国に現地法人を設立することを
発表しました。当社は、2006年1月にホーチミン市に駐在員事務所を
開設し、ベトナムにおいて営業ネットワークの構築及び市場調査活動等を
行ってきましたが、現地における需要の増加が見込まれることから、
一層の対応力強化を図るためホーチミン市に現地法人を設立、併せて
ハノイ市に同法人の支店を開設します。
商号：TECHNO ASSOCIE VIETNAM CO., LTD.（仮称）
営業開始日：2017年10月（予定）

ベトナムに現地法人を設立
　海外子会社であるテクノアソシエ・メキシコ（TECHNO ASSOCIE DE 
MEXICO, S.A. DE C.V.）において、メキシコ・グアナファト州シラオの拠点
敷地内に新たに製造建屋を建設し自動車部品を中心とする切削加工部品
の製造事業を開始いたします。稼働は2018年4月を予定していますが、
設備投資は市場環境を見極めながら段階的に行うこととしております。

メキシコでの切削加工部品製造事業開始

セグメント別概況

トピックス

　情報通信関連事業では、デジカメ、車載・監視カメラなどの分野に参入
し、販売拡大を積極的に進めたものの、東アジアにおいてスマートフォン
関連部品の販売が減少したことにより、全体として売上高は6,772百万
円と前期比541百万円（7.4％）の減収となりました。営業利益は高利益部
品の比率が上昇したことに加え、前連結会計年度において営業資産の評
価損失の計上を行ったこと等から、270百万円と前期比1,389百万円(前
期は1,119百万円の営業損失）の増益となりました。

　自動車関連事業では、北米および東アジアの連結子会社にお
いて現地通貨ベースでは増収となったものの、為替の影響が
あったこと等により、全体として売上高は25,323百万円と前期
比649百万円（2.5％）の減収となりました。営業利益は拡販案件
の寄与、経費削減効果で2,116百万円と前期比128百万円
（6.4％）の増益となりました。

　電機・電子関連事業では、日本において車載電池関連の新規立上げ等
により販売が増加し、東南アジアにおいては空調機器関連部品の売上が
好調を持続したものの、東アジアにおいてノートパソコンの価格競争激
化の影響および為替の影響もあったこと等により、全体として売上高は
16,689百万円と前期比313百万円（1.8％）の減収となりました。営業利
益は619百万円と前期比16百万円（2.5％）の減益となりました。

　その他の地域営業等では、一部得意先の販売不振による
自動車関連部品の生産減および在庫調整、設備機器関連等
の販売に期ずれが生じたこと等により、全体として売上高は
9,404百万円と前期比411百万円（4.2％）の減収となりまし
た。営業利益は経費削減効果で306百万円と前期比49百万
円（19.1％）の増益となりました。

　産業機器関連事業では、既存得意先の建設機械
用部品や、医療機器関連装置の需要が減少し、全
体として売上高は5,822百万円と前期比321百万
円（5.2％）の減収となりました。営業損失は６百万
円（前期は104百万円の営業利益）となりました。

　住建・住設関連事業では、北米および日本において太陽光
関連部品の販売が減少し、かつ住宅着工件数は回復傾向に
あったものの、戸建て向け関連の需要が伸びず、全体として
売上高は10,359百万円と前期比2,506百万円（19.5％）の
減収となりました。営業損失は127百万円（前期は２百万円の
営業損失）となりました。

電機・電子関連事業　16,689百万円

情報通信関連事業　6,772百万円

自動車関連事業　25,323百万円

住建・住設関連事業　10,359百万円

産業機器関連事業　5,822百万円

その他の地域営業等　9,404百万円

ものづくりの現場で、あるいは日々の生活で̶
社会のあらゆる場所でテクノアソシエの
製品が活躍しています。

（単位：百万円）▼ 連結損益計算書

▼ 連結貸借対照表 （単位：百万円）

▼ 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

2015年度 2016年度
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△ 120
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△ 1,071
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連結財務諸表

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

2015年度 2016年度 2017年度（予想）

79,115

2,038

2,285

1,465

74,371

3,171

3,466

2,385
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現地法人事務所の入るホーチミン市内
のビル

テクアソシエ・メキシコ　シラオ支店

科目

流動資産

固定資産

資産合計

流動負債

固定負債

負債合計

株主資本

その他の包括利益累計額

非支配株主持分

純資産合計

負債及び純資産合計

2017年3月31日現在
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13,233
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14,976

1,081

16,057
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2016年3月31日現在


