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第11期中間報告書
株主・投資家の皆様へ

2020年４月１日から2020年９月30日まで

会社概要

株主の皆様へ

当社グループ経営体制再編に先行した社名変更のお知らせ

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。

　テクノホライゾングループ2021年３月期第２四半期（2020年４月１日から９月30日まで）の
中間報告書をお届けするにあたりましてごあいさつ申しあげます。

　当社グループは、ＩＴ化が一層進む「教育」市場、中国を中心に自動化ニーズが高まる「FA」
市場、高度化が求められる「医療」市場、セキュリティや自動車関連などのマーケットがさらに進
化する「安全・生活」市場の４つの市場を重点市場と定め、活動を強化しております。
　光学事業においては、教育市場向けに書画カメラや電子黒板を販売することを主力事業としてお
ります。学校設備は、文部科学省主導でＩＣＴ機器の導入を進めており、市場は拡大しています。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大で夏休みが短縮する等の影響を受け、電子黒板など
の納入・設置工事が後ろ倒しになったことにより、下期以降の業績に貢献する見込みです。また、
Ｍ＆Ａ費用の一時費用を計上しました。
　電子事業においては、電子事業の売上高は、主力事業であるFA関連機器が、設備投資意欲が後
退し市況が悪化するも、労働力不足から来る自動化・省力化ニーズは高く、前期並水準を維持しました。また、前期に買収した企業が
売上に貢献しました。一方、利益面では価格競争の激化や工場操業度の低下により利益率が悪化しました。
　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高9,754百万円（前年同四半期比15.1％減）、営業
利益138百万円（前年同四半期比82.6％減）、経常利益88百万円（前年同四半期比88.3％減）となりました。親会社株主に帰属する
四半期純利益は、事務所移転に伴う移転補償金89百万円を計上する一方、法人税等が139百万円であったこと等により34百万円（前
年同四半期比95.5％減）となりました。

　テクノホライゾン・ホールディングス株式会社は、2020年10月１日付けで「テクノホライゾン株式会社 （英語表記：TECHNO 
HORIZON CO.,LTD.）」に社名変更いたしました。また、これに伴いコーポレートロゴも変更いたしました。

　テクノホライゾングループは経営体制強化のため、2021年４月１日付けで当社100％出資の連結子会社であるエルモ社、中日諏訪オ
プト電子及びタイテックの３社を、当社を存続会社として吸収合併を行い、持株会社から自ら事業を行う事業会社へと移行いたします。
これに先行して社名変更を行い、新たなスタートを切りました。

代表取締役社長　野村　拡伸

2020年９月30日現在

商 号 テクノホライゾン株式会社
（英文名：TECHNO HORIZON CO.,LTD.）

設 立 2010年４月１日
事 業 内 容 テクノホライゾングループの事業内容は「光学事

業」と「電子事業」に分類され、テクノホライゾ
ン株式会社は傘下の事業会社の経営管理を行って
おります。

所 在 地 〒457－0071
愛知県名古屋市南区千竈通（チカマトオリ）二丁目13番地１
TEL.　052－823－8551（代）

代 表 者 代表取締役社長　野村 拡伸
資 本 金 25億円
従 業 員 数 連結1,115名
主要子会社 株式会社エルモ社

株式会社中日諏訪オプト電子
株式会社タイテック

ホームページ https://www.technohorizon.co.jp/



テクノホライゾングループの動き

　2020年５月28日、タイテックがブルービジョンの株式（81.11％）を取得し子会社化いたしました。高度なマ
シンビジョンカメラを提供し海外でも技術力に定評のある当該企業を取り込むことで、さらなる魅力ある製品の
提供につなげてまいります。

　2020年７月15日、タイテックがファインシステムの全株式を取得し子会社化いたしました。ソフトウェア開
発の「職人集団」である当該企業を取り込むことで、FA事業におけるシナジー効果を高め、更なる魅力ある製品
の提供につなげてまいります。

　2020年７月３日、エルモ社がグローバル展開を大きく促進するため、Esco Pte.Ltd.（所在地：シンガポール）
の全株式を取得し子会社化いたしました。EscoはAV機器・システムの販売及び設置工事業を展開する企業で、ア
ジア広域に拠点を構えております。

　2020年９月30日、現在閉鎖しているエルモタイ工場を清算する事を決議いたしました。今後、タイ王国諸法制に従っ
て必要な手続きを進め、清算を完了する予定です。本件による連結業績に与える影響は、軽微であると予想しております。

新製品紹介

　エルモ社が、一般社団法人ICT CONNECT21が設立
したGIGAスクール構想推進委員会の利用促進部会「遠
隔教育サブ部会」のサブ部会長として参画します。

　エルモ社が、学びを止めない授業づくりのために、教
室のどこからでもワイヤレス接続できる「ミラキャスト
レシーバーELMO CAST（エルモキャスト）」を発売し
ました。

GIGAスクール構想推進委員会に参画 ミラキャストレシーバーELMO CAST 発売

株式会社ブルービジョンの株式取得

株式会社ファインシステムの株式取得

Esco Pte.Ltd.の株式取得

エルモタイ工場の清算

　エルモ社が、GIGAスクール構想に向けた新モデルも
ラインナップした「xSync Board 2020年度モデル」を
発売しました。

　エルモ社が、オンライン授業の準備を進めておられる
教育機関に向けて「Web版Hot Edu Growingサイト」
を立ち上げました。実物投影機の活用事例を公開して、
学びを止めないオンライン授業づくりをサポートします。

Web版Hot Edu Growingサイトの立ち上げ xSync Board 2020年度モデル発売

　2020年９月７日、中日諏訪オプト電子が、株式
会社TAOS研究所と業務提携いたしました。TAOS
研究所がもつ健康状態予測技術を融合することによ
り、医療・介護にて新たに製品展開を行い、医療分
野での事業拡大を目指してまいります。

　新型コロナウイルス感染症の対策として、
非接触サーマルカメラ２機種の販売を開始し
ました。
　① AI顔認証付きモデル
　② サーマルカメラ付き監視システム

株式会社TAOS研究所
との業務提携

非接触サーマルカメラ
２機種を販売開始

×
株式会社TAOS研究所 AI顔認証付きモデル サーマルカメラ付き

監視システム

　タイテックの工場現場担当
者向け管理システム「タイ
テック・タブレット
コミュニケーター」が、
株式会社日本能率協
会コンサルティング

（JMAC）の「IoT ７
つ道具」に認定され
ました。

　タイテックITANZIが、製造業
における外観検査の省人化に寄
与する３種の外観検査
ソフトウェアの販売を
開始しました。
　①   外観検査ソフト

ウェア「EyeVision」
　② AI 外観検査ソフトウェア「PEKAT VISION」
　③ AI 外観検査ソフトウェア「Roxy AI」

　ブルービジョンが、新規開発のラインセンサ用４波長
帯大型プリズム搭載の産業用ラインスキャンカメラ２機
種を発売しました。

　タイテックITANZIが、画像
処理業界向け産業用フレームグ
ラバー（画像入力
ボード）の海外大
手メーカーである
BitFlow社との正
規代理店契約を締
結しました。

　タイテックが、製造現場に向け、画像処理技術を活用
した作業支援システム「VisualCheckEye（ビジュアル
チェックアイ）」の販売を開始しました。

BitFlow社との正規代理店
契約

VisualCheckEye 販売
開始

JMAC「IoT ７つ道具」認定取得製造業向け３種の外観検査ソフトウェ
アの販売開始

新開発「４波長帯プリズ
ム分光カメラ」発売



第2四半期連結貸借対照表
（単位：百万円） 

科　　目 第2四半期末
2020年9月30日

資産の部

　流動資産 17,598

　固定資産 7,554

　資産合計 25,152

負債の部

　流動負債 15,644

　固定負債 2,268

　負債合計 17,912

純資産の部

　株主資本 6,899

　その他の包括利益累計額 340

　純資産合計 7,239

　負債純資産合計 25,152

第2四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

科　　目
第2四半期累計
自 2020年4月 1 日
至 2020年9月30日

売上高 9,754

売上原価 7,051

売上総利益 2,703

販売費及び一般管理費 2,564

営業利益 138

営業外収益 31

営業外費用 82

経常利益 88

特別利益 89

特別損失 3

税金等調整前四半期純利益 174

法人税等 139

四半期純利益 34

親会社株主に帰属する四半期純利益 34

第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　　目
第2四半期累計
自 2020年4月 1 日
至 2020年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー △233

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,208

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,075

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14

現金及び現金同等物の増減額 618

現金及び現金同等物の期首残高 4,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,571

事業別売上高構成

電子事業
3,573百万円

36.63％

光学事業
6,181百万円
63.37％

売上高　9,754百万円

連結業績ハイライト
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所有者別状況

所有数別状況

4.66%

3.78%

11.70%

8.51%

71.32%

983千株

796千株

2,466千株

1,793千株

15,022千株

金融機関

金融商品取引業者

国内法人

外国法人等

個人・その他

（注）自己株式7,586千株は、「個人・その他」に含めて記載しております。

100株未満

100株以上～500株未満

500株以上～1,000株未満

1,000株以上～5,000株未満

5,000株以上～10,000株未満

10,000株以上～50,000株未満

50,000株以上～100,000株未満

100,000株以上～500,000株未満

500,000株以上

21千株

659千株

515千株

2,530千株

867千株

1,875千株

1,210千株

2,930千株

10,451千株

0.10%

3.13%

2.44%

12.01%

4.11%

8.90%

5.74%

13.91%

49.61%

株式情報

株主メモ

2020年９月30日現在

〒457－0071
愛知県名古屋市南区千竈通（チカマトオリ）二丁目13番地１
TEL.　052－823－8551（代）

大株主

株主名 所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

有限会社野村トラスト 1,480 10.98

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 800 5.93

有限会社野村興産 585 4.34

株式会社SBI証券 320 2.37

テクノホライゾン・ホールディングス従業員持株会 313 2.32

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 300 2.22

榊　泰彦 295 2.19

第一生命保険株式会社 290 2.15

株式会社大垣共立銀行 264 1.95

MSIP CLIENT SECURITIES 253 1.87
（注）１．  当社は、自己株式7,586千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

株式の状況

発行可能株式総数 50,000,000株

発行済株式総数 21,063,240株

株主数 7,832名

（ご注意）
１．  株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証

券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託
銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

２．  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記
特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたしま
す。

３．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

事 業 年 度 ４月１日〜翌年３月31日
定 時 株 主 総 会 毎年６月
株 主 確 定 基 準 日 ⑴ 定時株主総会、期末配当金　３月31日

⑵ 中間配当を行う場合　　　　９月30日
⑶   その他必要があるときには、あらかじめ

公告して臨時に基準日を定めます。
株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒183－0044
東京都府中市日鋼町1－1
℡　0120－232－711（通話料無料）

郵 送 先 〒137－8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公 告 掲 載 方 法 電子公告により行います。
公告掲載URL　https://www.technohorizon.co.jp/ir/stocks/koukoku/

（ただし、やむを得ない事由により、電子公
告によることができない場合は、日本経済新
聞に公告いたします。）

2020年9月30日現在

役　員
紹　介

代表取締役社長 野村 拡伸 社外取締役 寺澤 和哉 常勤監査役 渡邉 哲也
常務取締役 水上 康 社外取締役 越原 洋二郎 社外監査役 原田 彰好
取締役 口野 達也 社外監査役 飯田 浩之

社外監査役 井上 龍哉


