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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 3,270 ― 422 ― 412 ― 254 ―

24年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 254百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 ―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

25年３月期第３四半期 178.05 ―

24年３月期第３四半期 ― ―

(注) １．平成24年９月25日開催の取締役会決議により、平成24年10月12日付で普通株式１株につき200株の株式分割を
行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定
しております。

２．当社は、平成24年３月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第３
四半期の数値及び平成25年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、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 ％

25年３月期第３四半期 3,823 3,195 83.6

24年３月期 3,218 2,621 81.4

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 3,195百万円 24年３月期 2,621百万円

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

24年３月期 ―     ―     ―     15,000.00 15,000.00

25年３月期 ―     0.00 ―     

25年３月期(予想) 75.00 75.00

(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
２．平成24年９月25日開催の取締役会決議により、平成24年10月12日付で普通株式１株につき200株の株式分割を
行っております。24年３月期は、分割前の発行済み株式に対するものであり、25年3月期(予想)の１株当たり配
当金については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 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 4,090 20.3 446 36.8 424 24.3 272 15.7 181.94

(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 ： 無

（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 ： 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細に
つきましては、添付資料P３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年３月期３Ｑ 1,700,000株 24年３月期 1,400,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 1,428,363株 24年３月期３Ｑ 1,400,000株

(注) １．平成24年９月25日開催の取締役会決議により、平成24年10月12日付で普通株式１株につき200株の株式分割
を行っております。このため、平成24年３月期の期末発行済株式数及び平成24年３月期第３四半期累計期間の
期中平均株式数は、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。

２．平成24年12月６日付で公募増資により300,000株増加し、1,700,000株となっております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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、添付資料P２「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。



１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４

（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 …………………………６

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………８

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８

○添付資料の目次

株式会社テクノスジャパン（3666）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

1



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の本格的な復興需要等を背景に景気の

拡大が期待されている一方、欧州債務問題の長期化や、中国をはじめとする海外の景気の減速感の影響を

受け、設備投資の伸び悩み等、先行き不透明な状況で推移しました。

情報サービス業界におきましては、クラウドサービスやビッグデータなどの新しい分野が注目される一

方、企業のシステム投資やシステム運用に対するコスト低減の要求は強くなってきております。

このような状況のもと、当社におきましては、来たる平成26年４月の創立20周年に向け「Open The

Future～未来を切り拓く～」というグループ経営ビジョンを新たに策定するとともに、10年後「トップク

ラスのICTコンサルティング企業」を目指す、という方針を明確にしました。このような中、豊富な経験

と高い技術力をベースとした「テクノスブランド」を浸透させることをモットーに営業活動に取り組んで

おり、既存顧客の深耕とともに、主に小売業・サービス業を中心とした新規顧客の開拓にも注力しており

ます。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、大手家電量販店向けＥＲＰパッケージ導入の大型案件

などにより、売上高3,270,792千円、営業利益422,457千円、経常利益412,752千円、四半期純利益254,322

千円となりました。

業務区分別の業績は次のとおりであります。

a 基幹システム及び周辺ソリューション

小売業向け及びメーカー向けのＥＲＰ導入支援を中心に、売上高は3,270,403千円となりました。

b その他

手数料等により、売上高は388千円となりました。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ604,671千円増加（18.8％）し、

3,823,012千円となりました。主な残高は現金及び預金2,578,576千円、売掛金832,854千円などによる

ものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ30,308千円増加（5.1％）し、

627,430千円となりました。主な残高は買掛金183,555千円、長期未払金135,374千円などによるもので

あります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ574,362千円増加（21.9％）し、

3,195,581千円となりました。

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年12月７日に公表いたしました「大阪証券取引所Ｊ

ＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」における通期の業績予想から変更はありませ

ん。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽
微であります。
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,977,219 2,578,576

売掛金 746,336 832,854

仕掛品 62,755 2,583

貯蔵品 2,245 1,547

前払費用 38,430 36,428

繰延税金資産 27,861 21,432

その他 12,809 20,523

流動資産合計 2,867,659 3,493,945

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 87,136 96,023

減価償却累計額 △35,560 △34,680

建物附属設備（純額） 51,576 61,342

工具、器具及び備品 43,485 46,130

減価償却累計額 △27,795 △31,454

工具、器具及び備品（純額） 15,689 14,675

有形固定資産合計 67,266 76,018

無形固定資産

ソフトウエア 25,775 25,413

その他 73 73

無形固定資産合計 25,849 25,487

投資その他の資産

投資有価証券 10,000 10,000

長期前払費用 40,347 53,576

繰延税金資産 54,429 52,450

敷金及び保証金 113,233 109,075

保険積立金 34,905 －

その他 4,650 2,458

投資その他の資産合計 257,565 227,560

固定資産合計 350,681 329,066

資産合計 3,218,340 3,823,012
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 110,672 183,555

未払金 44,292 63,405

未払費用 41,301 42,164

未払法人税等 95,775 100,681

未払消費税等 38,698 12,772

品質保証引当金 9,500 24,110

受注損失引当金 37,210 5,148

役員賞与引当金 3,496 －

その他 50,078 21,294

流動負債合計 431,023 453,132

固定負債

長期未払金 132,254 135,374

繰延税金負債 － 781

資産除去債務 33,844 38,142

固定負債合計 166,098 174,297

負債合計 597,121 627,430

純資産の部

株主資本

資本金 350,000 562,520

資本剰余金 － 212,520

利益剰余金 2,271,218 2,420,541

株主資本合計 2,621,218 3,195,581

純資産合計 2,621,218 3,195,581

負債純資産合計 3,218,340 3,823,012
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 3,270,792

売上原価 2,229,483

売上総利益 1,041,308

販売費及び一般管理費 618,850

営業利益 422,457

営業外収益

受取利息 553

受取保険金 888

補助金収入 1,841

その他 1,520

営業外収益合計 4,804

営業外費用

株式交付費 5,529

株式公開費用 8,979

営業外費用合計 14,509

経常利益 412,752

特別利益

保険解約返戻金 5,142

特別利益合計 5,142

特別損失

固定資産除却損 5,568

ゴルフ会員権評価損 2,400

特別損失合計 7,968

税金等調整前四半期純利益 409,925

法人税、住民税及び事業税 146,412

法人税等調整額 9,190

法人税等合計 155,602

少数株主損益調整前四半期純利益 254,322

少数株主利益 －

四半期純利益 254,322
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 254,322

その他の包括利益 －

四半期包括利益 254,322

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 254,322

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

当社グループは、情報システムソリューションサービスの単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

当社は、平成24年12月７日における大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への株式上場にあ

たり、公募増資による払込みを平成24年12月６日に受けました。この結果、資本金が212,520千円、資

本準備金が212,520千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が562,520千円、資本剰余

金が212,520千円となっております。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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