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１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 904 － 20 － 23 － 14 －

25年３月期第１四半期 － － － － － － － －

(注)1. 包括利益 26年３月期第１四半期 14百万円( －％) 25年３月期第１四半期 －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

26年３月期第１四半期 8.29 －

25年３月期第１四半期 － －

（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 ％

26年３月期第１四半期 3,608 3,057 84.7

25年３月期 3,801 3,213 84.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 3,057百万円 25年３月期 3,213百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 100.00 100.00

26年３月期 －

26年３月期(予想) 0.00 － 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. 25年３月期期末配当には上場記念配当25円を含んでおります。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

第２四半期(累計) 2,023 △6.8 143 △52.8 149 △51.3 103 △45.9 60.59
通期 4,459 6.2 415 △7.5 426 △3.5 268 △1.6 157.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



（連結の範囲に伴う特定子会社の異動）

※ 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 ： 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) 26年３月期１Ｑ 1,700,000株 25年３月期 1,700,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 75株 25年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 1,699,995株 25年３月期１Ｑ 1,400,000株

（注） 当社は、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、前連結会計年度の期首に当該株式
分割が行われたと仮定して、期中平均株式数(四半期累計)を算出しております。

※ 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連結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P3「連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後における円安、株高基調により景気は

持ち直しつつあり、企業収益も大企業を中心に改善に向かっております。

当社グループの属する情報サービス業界におきましては、クラウド・ビッグデータ等が注目される

中、企業における情報化投資も更新需要を中心に改善されてきているものの、市場全体の成長率は緩や

かで引き続き厳しい環境となっております。

このような状況の中、当社グループでは平成25年５月20日付で平成25年度から平成27年度までの「中

期経営計画」を策定し、その初年度として基本戦略を強力に推進するとともに、優秀な人材の確保と育

成、海外拠点の新規開設等にも積極的に投資を行い、中期経営計画の達成が確実なものとなるよう事業

基盤の確立に努めております。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は904,811千円、営業利益20,101千円、経常利益23,417

千円、四半期純利益14,096千円となりました。

業務区分別の業績について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

メーカー・小売業向けのＥＲＰシステム導入支援を中心に、売上高は904,794千円となりまし

た。

b その他

ライセンス販売により、売上高は17千円となりました。

①資産

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して192,933千円減少し

て3,608,187千円となりました。これは主として、現金及び預金が130,623千円、仕掛品が11,050千円増

加し、売掛金が350,614千円減少したことによるものであります。

②負債

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して36,870千円減少して

550,637千円となりました。これは主として、未払金が16,641千円、未払消費税等が39,220千円、品質

保証引当金が23,404千円増加し、未払法人税等が107,166千円減少したことによるものであります。

③純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して156,062千円減少して

3,057,550千円となりました。これは主として、利益剰余金が155,903千円減少したことによるものであ

ります。

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

（２）財政状態に関する説明

株式会社テクノスジャパン（3666）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

2



平成26年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績は当初計画を上回

る進捗となっておりますが、第２四半期連結累計期間以降を慎重に判断して、現時点におきましては平

成25年５月14日に発表いたしました業績予想と変更はございません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表において入手可能な情報に基づいて当社が判断したも

のであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる場合があります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,546,670 1,677,294

売掛金 954,431 603,817

有価証券 500,493 500,095

商品 － 2,250

仕掛品 1,384 12,434

貯蔵品 2,091 1,911

前払費用 31,220 37,024

繰延税金資産 23,228 24,648

その他 12,607 12,656

流動資産合計 3,072,128 2,872,133

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 95,838 95,838

減価償却累計額 △37,070 △39,375

建物附属設備（純額） 58,768 56,463

工具、器具及び備品 45,668 40,352

減価償却累計額 △33,002 △28,904

工具、器具及び備品（純額） 12,665 11,447

有形固定資産合計 71,433 67,911

無形固定資産

ソフトウエア 22,841 20,286

その他 73 73

無形固定資産合計 22,915 20,360

投資その他の資産

投資有価証券 411,769 411,512

長期前払費用 58,024 59,455

繰延税金資産 52,763 53,012

敷金及び保証金 108,993 109,814

保険積立金 － 3,913

その他 3,093 10,074

投資その他の資産合計 634,643 647,782

固定資産合計 728,992 736,054

資産合計 3,801,121 3,608,187
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 115,135 105,322

未払金 52,124 68,766

未払費用 43,679 34,718

未払法人税等 119,850 12,684

未払消費税等 8,124 47,344

品質保証引当金 27,655 51,060

受注損失引当金 949 532

賞与引当金 － 8,438

その他 46,004 48,013

流動負債合計 413,524 376,880

固定負債

長期未払金 135,041 134,709

繰延税金負債 696 698

資産除去債務 38,245 38,349

固定負債合計 173,983 173,757

負債合計 587,508 550,637

純資産の部

株主資本

資本金 562,520 562,520

資本剰余金 212,520 212,520

利益剰余金 2,438,572 2,282,669

自己株式 － △159

株主資本合計 3,213,612 3,057,550

純資産合計 3,213,612 3,057,550

負債純資産合計 3,801,121 3,608,187
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 904,811

売上原価 663,451

売上総利益 241,360

販売費及び一般管理費 221,259

営業利益 20,101

営業外収益

受取利息 395

有価証券利息 1,755

その他 1,165

営業外収益合計 3,316

経常利益 23,417

特別損失

固定資産除却損 172

特別損失合計 172

税金等調整前四半期純利益 23,245

法人税、住民税及び事業税 10,816

法人税等調整額 △1,667

法人税等合計 9,149

少数株主損益調整前四半期純利益 14,096

少数株主利益 －

四半期純利益 14,096
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 14,096

その他の包括利益 －

四半期包括利益 14,096

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 14,096

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。

該当事項はありません。

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。

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

株式会社テクノスジャパン（3666）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

8




