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

第89期 中間株主通信
（2017年4月1日から2017年9月30日まで）

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
ただし、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。（単位：百万円）▼ 連結損益計算書

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
上半期実績

2017年度
通期予想
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▼ 配当金 期末配当 中間配当
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連結財務諸表（要旨）

株主への還元方針
会社の概要（2017年9月30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22カ所
従 業 員 数 1,700名
(注）従業員数には契約従業員87名および準従業員238名を含めておりません。

（※2016年度中間配当14円には、創立70周年記念配当4円が含まれています）

▼ 連結貸借対照表 （単位：百万円）

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

負債純資産合計

2017年9月30日現在

48,499

13,979

62,478

15,481

1,283

16,765

42,905

1,947

860

45,713

62,478

47,391

12,823

60,214

15,021

1,206

16,227

41,815

1,402

769

43,987

60,214

2017年3月31日現在

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。



セグメント別
売上高

百万円
38,114

9.5%

34.1%

21.7%

13.3%

21.4%

当社グループは、主として各種の金属や化成品、樹脂類を用い、種々の加工方法による製品またはモジュール品の製造・販売を国内外
で広く展開しています。また、従来からの主力製品である、あらゆるタイプの鋲螺類の仕入れ・販売でもトップクラスの実績を続けてい
ます。
※第１四半期会計期間より「産業機器関連事業」と「その他の地域営業等」を統合し、報告セグメントの区分方法を変更しております。これに伴い、前年同
四半期比は変更後の区分で組み替えた前年同四半期実績を基に算出しております。

トップメッセージ
セグメント別概況

・東アジアにおいてスマートフォン関連部品の販売が
増加し、前年同四半期比502百万円（16.1％）の増収

・営業利益は増収及び経費削減効果により194百万
円（前年同四半期比149百万円（330.8％）の増益）

・日本および東アジアの連結子会社において
販売が好調に増加し、前年同四半期比924
百万円（7.7％）の増収

・営業利益は経費増により870百万円（前年同
四半期比87百万円（9.1％）の減益）

・日本で工作機械向け制御盤等の生産増等に伴う部品の受注、ＥＶ関連の試作受注が増加、中国でも空
調機器関連部品の販売が好調を持続したが、東南アジアでは冷夏による空調機器関連部品の販売が
低迷し、東アジアではノートパソコン用部品の販売が減少し、前年同四半期比88百万円（1.1％）の減収

・営業利益は経費削減効果等により385百万円（前年同四半期比65百万円（20.6％）の増益）

・半導体製造装置、工作機械等の生産需要増加に伴い、
前年同四半期比838百万円（11.5％）の増収。

・営業利益は増収により268百万円（前年同四半期比
191百万円（248.4％）の増益）

・一部住宅関連向けの受注の回復があった
ものの、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、前年同四半期比
144百万円（2.8％）の減収

・営業損失は69百万円（前年同四半期は
105百万円の営業損失）

電機・電子関連事業　8,267百万円

情報通信関連事業　3,614百万円

自動車関連事業　12,996百万円
住建・住設関連事業　5,086百万円

その他の地域営業等　8,148百万円

●業績の概況
　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の
安定により消費が下支えされ、設備投資も堅調に推移し企業業績は
好調を維持しています。世界景気は好調を維持し、円相場は安定し
輸出も堅調に推移し、緩やかな景気拡大が続いています。このような
環境のもと当社グループの業績は、東アジアにおいてスマートフォン
向け関連部品の新規受注や半導体製造装置、工作機械市場での受注
が増加したこと等により、当該期間の売上高は38,114百万円と前年同
四半期比2,032百万円の増収となりました。営業利益は1,737百万円と
前年同四半期比483百万円の増益、経常利益は1,852百万円と前年
同四半期比520百万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は
1,279百万円と前年同四半期比381百万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。国内ではより良いサービス提供のための営業体制の見直しと
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、各地域で広域に拠点連携する
営業体制に移行し、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。
　株主の皆さまにおかれましては、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12月
　　　　　　代表取締役社長

「Vision2020」達成に向け、
グローカルに事業を推進します

http://www.technoassocie.co.jp/csr/report.html産業機器営業本部と広域営業本部の統合
2017年4月１日付、両営業本部を統合し広域営業本部といたしました。
これにより、ニーズに対する迅速かつ機動的な対応力の強化と質量両
面でのサービスの向上を図るとともに営業効率を高め、事業の拡大と
収益力の向上に努めてまいります。

自動車営業本部の改編
2017年7月1日付、自動車営業本部の組織改編を行いました。営業組織
として機構部品営業部を新設し鍛造・切削加工品の販売を強化する
一方で、鋲螺・化成品等広範な製品の販売は東日本・中日本・西日本の
3営業部で担当します。
併せて、新設した製造部において鍛造・切削加工品の品質改善、機能
向上に取り組み、より良いサービスの提供に努めてまいります。

組織変更のお知らせ テクノアソシエCSR報告書2017を発行しました

2

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。

事業概要

1 背面開閉用シリンダー
ハッチバック車背面開閉用

2 特殊塗装複層シート
ワイヤレス充電器滑り止め用

3 トランスミッション用部品自動変速機、クラッチの構成部品

7 各種金属部品
電力会社向けスマートメーター用通電部品

8 架台、モジュール枠、機器類（接続箱・ケーブル）
太陽光発電システム用部材

9 ZEH住宅（ネットゼロエネルギーハウス）用
太陽光発電システム

10 人工木材ウッドデッキ構成用木代替部材

19 金属部品電動アクチュエータ用精密摺動部品

23 回転機構のギヤ血液遠心分離分析装置用機構部品

25 ケーブルクリップ観覧車用ＬＥＤ配線固定クリップ

24 省エネセンサーカメラモジュール付構成部品

11 有機ELパネル組み込み鏡有機ＥＬ光利用の洗面台鏡

4 ディスクキャリパー用ピストン
ディスクブレーキの構成部品

5 防振ゴム芯金
車体防振用ゴム部品の構成部品

6 充電ガン/高圧ハーネス用部品
EV/PHVカー用構成部品

12 化粧ネジウォーターサーバー本体用ネジ

20 スマートフォン用部品機構部品・外装パネル・防水部品

21 蓄光タイル避難誘導表示用発光タイル

22 TAFF（高強度ネジ）デジタルカメラ用高強度精密ネジ、エアコン室外機

13 深紫外線LEDモジュールウォーターサーバー給水部用殺菌装置

14 フィルター複合機・プロジェクター冷却ユニット部品

15 真空断熱材床暖房・浴槽・保冷車・自動販売機用断熱部材

16 鋲螺・樹脂成形品・プレス部品・化成品高機能衛生機器（トイレ・浴室）用樹脂・金属部品

17 鋲螺類・外装パネル部品ファンヒーター用部品

18 防湿型LED蛍光灯冷蔵ショーケース省エネタイプ用光源
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