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(百万円未満切捨て)
１．平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 5,956 27.3 728 25.6 735 22.9 471 19.5

28年３月期 4,678 14.3 580 30.9 598 29.4 394 37.7
(注) 包括利益 29年３月期 505百万円( 25.8％) 28年３月期 401百万円( 40.2％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年３月期 23.64 23.59 14.0 16.4 12.2

28年３月期 19.50 ― 11.8 14.5 12.4
(参考) 持分法投資損益 29年３月期 ―百万円 28年３月期 ―百万円

(注) 当社は平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、さらに平成28年12月17日付で普通株式１
株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期 4,674 3,718 73.6 172.44

28年３月期 4,274 3,456 76.7 164.32
(参考) 自己資本 29年３月期 3,439百万円 28年３月期 3,277百万円

(注) 当社は平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、さらに平成28年12月17日付で普通株式１
株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
純資産を算定しております。

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

29年３月期 183 26 △273 1,715

28年３月期 419 305 △357 1,778
　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年３月期 ― 0.00 ― 62.00 62.00 309 79.5 9.3

29年３月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00 378 80.4 11.3

30年３月期(予想) ― 0.00 ― 19.00 19.00 73.4
(注) 平成28年３月25日開催の取締役会決議に基づき、平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行

い、さらに平成28年12月17日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。28年３月期の１株当たり配
当金は、当該株式分割調整前の内容を記載しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

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) 3,015 0.5 325 0.4 328 0.5 215 0.8 10.78

通 期 6,614 11.0 814 11.7 815 10.9 516 9.5 25.87
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

　新規 １社（社名）株式会社テクノスグローバルカンパニー、除外 －社

　　

（２）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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、添付資料P11「３．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。
　

（３）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) 29年３月期 20,400,000株 28年３月期 20,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期 455,300株 28年３月期 455,300株

③ 期中平均株式数 29年３月期 19,944,700株 28年３月期 20,236,275株
　

平成28年３月25日開催の取締役会決議に基づき、平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割
を行い、さらに平成28年11月14日開催の取締役会決議に基づき、平成28年12月17日付で普通株式１株につき２株の割
合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当期株式分割が行われたと仮定して、期末発行
済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年３月期の個別業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 5,000 22.7 557 9.4 574 10.5 402 15.8

28年３月期 4,075 9.1 509 34.5 520 31.9 347 27.3
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期 20.16 20.13

28年３月期 17.16 ―
　

(注) 当社は平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、さらに平成28年12月17日付で普通株式
１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当た
り当期純利益を算定しております。

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期 4,200 3,363 78.6 165.62

28年３月期 3,941 3,210 81.4 160.96

(参考) 自己資本 29年３月期 3,303百万円 28年３月期 3,210百万円
　

(注) 当社は平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、さらに平成28年12月17日付で普通株式
１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当た
り純資産を算定しております。

　　

２．平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
　

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 2,388 △6.5 303 7.6 209 5.6 10.48

通 期 5,200 4.0 628 9.2 434 7.9 21.76
　

　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 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
判断した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。
業績予想に関しては、添付資料P３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策等を背景に企業収益や設備投資等の改善がみられるな

ど、景気は緩やかな回復基調にあったものの、個人消費は低調に推移しました。また、米国の新政権移行による政

策動向や英国のＥＵ離脱問題による国内経済への影響など、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループの主力事業である基幹業務システム導入においては、既存顧客の深耕、ＩＴ

投資へ意欲の高い新規顧客への積極的な営業活動を行うとともに、プロジェクト管理の徹底に努めました。

また、セキュリティベンチャー企業への出資のほか、子会社においては将来的なＩｏＴ・ＡＩ関連業務の事業拡

大を見据えた他の企業との連携や、人材の確保・育成にも注力いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は5,956,209千円（前年同期比27.3%増）、営業利益

728,745千円（同25.6%増）、経常利益735,039千円（同22.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益471,428千円

（同19.5%増）と増収増益となりました。

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

製造業、商社・小売業向けのＥＲＰシステム導入支援業務を中心に、売上高は5,790,478千円（前年同期比

27.4%増）となりました。このうち、ビッグデータ活用支援業務に関連する売上高は、739,305千円（同49.4%

増）となりました。

b その他

ツール・ライセンスの販売等により、売上高は165,731千円（前年同期比25.6%増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

①資産

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ399,838千円増加し4,674,154千円となりまし

た。

（流動資産）

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ398,768千円増加し3,823,522千円となりました。これは主に売

掛金が495,744千円増加し、有価証券が100,086千円減少したこと等によるものであります。

（固定資産）

固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,069千円増加し850,631千円となりました。これは主に投資有

価証券が23,888千円、保険積立金が13,589千円増加し、建物附属設備が11,513千円、繰延税金資産が15,828千

円減少したこと等によるものであります。

②負債

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ137,675千円増加し955,557千円となりまし

た。

（流動負債）

流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ253,367千円増加し912,240千円となりました。これは主に買掛

金が26,785千円、短期借入金が30,000千円、未払金が96,798千円、未払法人税等が11,536千円、未払消費税等

が71,062千円、品質保証引当金が18,342千円増加したこと等によるものであります。

（固定負債）

固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ115,692千円減少し43,317千円となりました。これは主に長期

未払金が115,512千円減少したこと等によるものであります。
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株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

③純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ262,163千円増加し3,718,596千円となり

ました。これは主に利益剰余金が162,285千円、新株予約権が60,506千円、非支配株主持分が39,716千円増加し

たこと等によるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、63,621千円減少し1,715,284千円（前連結会計年度1,778,905

千円）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が739,069千円（前連結会計年度612,594千円）

と前年同期と比べ126,474千円の増益となりましたが、売上債権の増加や法人税等の支払額の増加等により、

183,295千円（前連結会計年度419,302千円）と前年同期と比べ収入が236,006千円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により、26,380千円（前連結会計年度

305,784千円）と前年同期と比べ収入が279,403千円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額の増加や短期借入金の増減等により、△273,298千円

（前連結会計年度△357,022千円）と前年同期と比べ支出が83,724千円の減少となりました。

（４）今後の見通し

次連結会計年度のわが国経済は、国外の動向に懸念はあるものの、景気の緩やかな回復基調は今後も継続すると

思われます。当社グループの属する情報サービス業界におきましても、こうした国内景気の回復を受けて、クラウ

ドやビッグデータ、ＩｏＴなどへの投資が、今後ますます存在感を増してくるものと思われます。

このような状況のもと、当社グループの今後の見通しにつきましては、ＥＲＰビジネスにおける既存顧客の深耕

や新規顧客の開拓を継続していくとともに、ＡＩビジネス・ＩｏＴビジネスの幅広い分野への拡張、さらに、２月

に設立した株式会社テクノスグローバルカンパニーを本格稼働させ、国内のみならず海外への事業展開も進めてま

いります。

平成30年３月期の業績見通しは、売上高6,614,000千円（前年同期比11.0%増）、営業利益814,000千円（同11.7%

増）、経常利益815,000千円（同10.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益516,000千円（同9.5%増）を見込ん

でおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内向けの事業が主であること、株主構成が国内中心であることから、当面は日本基準を採用

しておりますが、海外への事業展開の状況や国内外の動向を踏まえ、ＩＦＲＳの適用に関する検討を進めてまいり

ます。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,778,905 1,715,284

売掛金 1,216,734 1,712,478

有価証券 300,086 200,000

商品 23 ―

仕掛品 15,269 12,318

貯蔵品 1,830 1,746

前払費用 62,404 58,753

繰延税金資産 35,097 71,717

その他 14,400 51,223

流動資産合計 3,424,753 3,823,522

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 109,175 109,175

減価償却累計額 △30,269 △41,783

建物附属設備（純額） 78,905 67,391

工具、器具及び備品 49,376 55,699

減価償却累計額 △31,427 △38,945

工具、器具及び備品（純額） 17,949 16,754

有形固定資産合計 96,855 84,145

無形固定資産

ソフトウエア 81,269 70,669

その他 36 36

無形固定資産合計 81,306 70,706

投資その他の資産

投資有価証券 317,429 341,317

関係会社株式 44,358 44,358

長期前払費用 41,956 49,563

繰延税金資産 38,957 23,128

敷金及び保証金 172,027 172,044

保険積立金 40,767 54,356

その他 15,904 11,010

投資その他の資産合計 671,400 695,779

固定資産合計 849,562 850,631

資産合計 4,274,316 4,674,154
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 235,207 261,992

短期借入金 ― 30,000

未払金 53,384 150,182

未払費用 81,471 62,373

未払法人税等 160,338 171,875

未払消費税等 27,053 98,115

品質保証引当金 19,387 37,730

受注損失引当金 5,636 5,636

賞与引当金 6,057 7,659

その他 70,335 86,673

流動負債合計 658,872 912,240

固定負債

長期未払金 115,512 ―

繰延税金負債 1,128 833

資産除去債務 42,369 42,484

固定負債合計 159,009 43,317

負債合計 817,882 955,557

純資産の部

株主資本

資本金 562,520 562,520

資本剰余金 203,093 202,747

利益剰余金 2,811,539 2,973,825

自己株式 △299,865 △299,865

株主資本合計 3,277,287 3,439,227

新株予約権 ― 60,506

非支配株主持分 179,146 218,862

純資産合計 3,456,433 3,718,596

負債純資産合計 4,274,316 4,674,154
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

売上高 4,678,481 5,956,209

売上原価 3,055,535 4,171,606

売上総利益 1,622,946 1,784,603

販売費及び一般管理費 1,042,616 1,055,858

営業利益 580,329 728,745

営業外収益

受取利息 292 15

有価証券利息 7,136 3,361

受取手数料 ― 906

還付消費税等 9,646 ―

その他 4,915 2,620

営業外収益合計 21,990 6,904

営業外費用

支払利息 ― 98

為替差損 3,055 512

支払手数料 1,069 ―

その他 117 ―

営業外費用合計 4,241 610

経常利益 598,078 735,039

特別利益

保険解約返戻金 14,971 6,635

特別利益合計 14,971 6,635

特別損失

ゴルフ会員権売却損 ― 2,210

保険解約損 455 395

特別損失合計 455 2,606

税金等調整前当期純利益 612,594 739,069

法人税、住民税及び事業税 215,653 254,585

法人税等調整額 △4,857 △21,086

法人税等合計 210,795 233,499

当期純利益 401,798 505,569

非支配株主に帰属する当期純利益 7,219 34,141

親会社株主に帰属する当期純利益 394,579 471,428
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当期純利益 401,798 505,569

その他の包括利益 ― ―

包括利益 401,798 505,569

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 394,579 471,428

非支配株主に係る包括利益 7,219 34,141
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権

非支配株主持

分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 562,520 212,520 2,646,450 △159 3,421,331 ― ― 3,421,331

当期変動額

剰余金の配当 △229,489 △229,489 △229,489

親会社株主に帰属す

る当期純利益
394,579 394,579 394,579

自己株式の取得 △299,706 △299,706 △299,706

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△9,426 △9,426 171,926 162,500

連結子会社株式の売

却による持分の増減
― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― 7,219 7,219

当期変動額合計 ― △9,426 165,089 △299,706 △144,043 ― 179,146 35,102

当期末残高 562,520 203,093 2,811,539 △299,865 3,277,287 ― 179,146 3,456,433

当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権

非支配株主持

分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 562,520 203,093 2,811,539 △299,865 3,277,287 ― 179,146 3,456,433

当期変動額

剰余金の配当 △309,142 △309,142 △309,142

親会社株主に帰属す

る当期純利益
471,428 471,428 471,428

自己株式の取得 ― ― ―

連結子会社の増資に

よる持分の増減
― ― ―

連結子会社株式の売

却による持分の増減
△345 △345 △345

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― 60,506 39,716 100,223

当期変動額合計 ― △345 162,285 ― 161,940 60,506 39,716 262,163

当期末残高 562,520 202,747 2,973,825 △299,865 3,439,227 60,506 218,862 3,718,596
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 612,594 739,069

減価償却費 50,740 40,092

のれん償却額 3,125 ―

保険解約損 455 395

株式報酬費用 ― 60,506

品質保証引当金の増減額（△は減少） △19,577 18,342

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,636 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,698 1,601

ゴルフ会員権売却損益（△は益） ― 2,210

受取利息 △7,428 △3,377

支払利息 117 98

支払手数料 1,069 ―

雑収入 ― △251

売上債権の増減額（△は増加） △211,320 △495,744

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,366 3,058

仕入債務の増減額（△は減少） 142,670 26,785

未払金の増減額（△は減少） △12,716 6,479

その他の資産の増減額（△は増加） △23,522 △43,466

その他の負債の増減額（△は減少） 27,644 81,566

小計 549,424 437,366

利息及び配当金の受取額 11,010 4,747

利息の支払額 △117 △98

法人税等の支払額 △136,083 △253,660

役員退職慰労金の支払額 △4,932 △5,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 419,302 183,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △6,400 ―

有価証券の償還による収入 400,000 300,000

投資有価証券の取得による支出 ― △225,072

有形固定資産の取得による支出 △22,586 △18,545

資産除去債務の履行による支出 ― △9,600

無形固定資産の取得による支出 △1,020 △9,434

関係会社株式の取得による支出 △24,268 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△7,813 ―

敷金及び保証金の差入による支出 △51,525 △533

敷金及び保証金の回収による収入 30,841 341

保険積立金の積立による支出 △13,599 △13,644

保険積立金の解約による収入 2,156 54

ゴルフ会員権の売却による収入 ― 2,812

投資活動によるキャッシュ・フロー 305,784 26,380
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △7,875 ―

自己株式の取得による支出 △300,861 ―

配当金の支払額 △210,786 △308,373

非支配株主への配当金の支払額 ― △8,125

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

― 13,200

短期借入金の純増減額（△は減少） ― 30,000

非支配株主からの払込みによる収入 162,500 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,022 △273,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 368,064 △63,621

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,841 1,778,905

現金及び現金同等物の期末残高 1,778,905 1,715,284
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（５）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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当連結会計年度において、連結財務諸表への影響額はありません。

(セグメント情報等)

　

【セグメント情報】

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。

　

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 682,064 情報システムソリューションサービス

アクセンチュア株式会社 673,195 情報システムソリューションサービス

当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
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(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

アクセンチュア株式会社 776,187 情報システムソリューションサービス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 739,271 情報システムソリューションサービス

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

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。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

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。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　 該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日）

１株当たり純資産額 164.32円 172.44円

１株当たり当期純利益金額 19.50円 23.64円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

― 23.59円

（注）１．前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記

載しておりません。

２．平成28年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、さらに平成28年12月17日付で普通株

式１株につき２株の株式分割を行いましたが、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、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を

算定しております。
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３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

項目
前連結会計年度

（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益
（千円）

394,579 471,428

普通株主に帰属しない金額（千
円）

― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属
する当期純利益（千円）

394,579 471,428

普通株式の期中平均株式数（株） 20,236,275.96 19,944,700.00

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額
親会社株主に帰属する当期純利益
調整額（千円）

― ―

普通株式増加数（株） ― 38,236.83

（うち新株予約権（株）） ― （38,236.83）

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に含めなかった潜在株式の概
要

― ―

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当連結会計年度

（平成29年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,456,433 3,718,596

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
179,146 279,369

（うち新株予約権（千円）） ― （60,506）

（うち非支配株主持分（千円）） （179,146） （218,862）

普通株式に係る期末の純資産額（千
円）

3,277,287 3,439,227

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（株）
19,944,700.00 19,944,700.00

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,306,811 1,067,514

売掛金 1,100,587 1,548,921

有価証券 300,086 200,000

商品 23 ―

仕掛品 15,243 12,318

貯蔵品 1,830 1,293

前渡金 13,657 43,841

前払費用 46,700 45,429

繰延税金資産 33,142 66,506

その他 2,432 6,486

流動資産合計 2,820,516 2,992,311

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 98,610 98,610

減価償却累計額 △26,286 △36,845

建物附属設備（純額） 72,324 61,764

工具、器具及び備品 45,208 50,546

減価償却累計額 △27,948 △35,118

工具、器具及び備品（純額） 17,259 15,428

有形固定資産合計 89,584 77,192

無形固定資産

ソフトウエア 81,269 69,942

その他 36 36

無形固定資産合計 81,306 69,979

投資その他の資産

投資有価証券 307,000 330,888

関係会社株式 356,858 445,858

長期前払費用 40,856 47,384

繰延税金資産 38,957 22,953

敷金及び保証金 150,030 150,047

保険積立金 40,516 52,943

その他 15,904 11,006

投資その他の資産合計 950,123 1,061,081

固定資産合計 1,121,013 1,208,254

資産合計 3,941,530 4,200,566
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株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 221,737 270,250

短期借入金 ― 30,000

未払金 47,740 142,072

未払費用 70,664 52,286

未払法人税等 138,522 120,107

未払消費税等 20,157 63,445

前受金 23,301 52,709

預り金 21,988 16,037

品質保証引当金 19,024 36,188

受注損失引当金 5,636 5,636

賞与引当金 5,237 6,283

その他 4,075 3,994

流動負債合計 578,088 799,012

固定負債

長期未払金 115,512 ―

資産除去債務 37,715 37,814

固定負債合計 153,228 37,814

負債合計 731,316 836,826

純資産の部

株主資本

資本金 562,520 562,520

資本剰余金

資本準備金 212,520 212,520

資本剰余金合計 212,520 212,520

利益剰余金

利益準備金 119,799 119,799

その他利益剰余金

別途積立金 700,000 700,000

繰越利益剰余金 1,915,239 2,008,258

利益剰余金合計 2,735,038 2,828,058

自己株式 △299,865 △299,865

株主資本合計 3,210,213 3,303,232

新株予約権 ― 60,506

純資産合計 3,210,213 3,363,739

負債純資産合計 3,941,530 4,200,566

決算短信（宝印刷） 2017年05月12日 17時52分 17ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

15



株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

売上高 4,075,075 5,000,717

売上原価 2,733,004 3,645,560

売上総利益 1,342,070 1,355,156

販売費及び一般管理費 832,256 797,583

営業利益 509,813 557,573

営業外収益

受取利息 259 10

有価証券利息 7,136 3,361

受取配当金 ― 10,625

その他 4,100 3,466

営業外収益合計 11,496 17,463

営業外費用

支払利息 ― 98

為替差損 118 ―

支払手数料 1,069 ―

営業外費用合計 1,187 98

経常利益 520,122 574,939

特別利益

保険解約返戻金 9,571 6,635

関係会社株式売却益 ― 2,200

特別利益合計 9,571 8,835

特別損失

ゴルフ会員権売却損 ― 2,210

保険解約損 455 ―

特別損失合計 455 2,210

税引前当期純利益 529,238 581,564

法人税、住民税及び事業税 188,514 196,763

法人税等調整額 △6,483 △17,360

法人税等合計 182,031 179,402

当期純利益 347,207 402,161
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株式会社テクノスジャパン(3666) 平成29年３月期 決算短信

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金利益剰余金合計

当期首残高 562,520 212,520 212,520 119,799 700,000 1,797,521 2,617,321

当期変動額

剰余金の配当 △229,489 △229,489

当期純利益 347,207 347,207

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 117,717 117,717

当期末残高 562,520 212,520 212,520 119,799 700,000 1,915,239 2,735,038

株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △159 3,392,202 ― 3,392,202

当期変動額

剰余金の配当 △229,489 △229,489

当期純利益 347,207 347,207

自己株式の取得 △299,706 △299,706 △299,706

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― ―

当期変動額合計 △299,706 △181,988 ― △181,988

当期末残高 △299,865 3,210,213 ― 3,210,213
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当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金利益剰余金合計

当期首残高 562,520 212,520 212,520 119,799 700,000 1,915,239 2,735,038

当期変動額

剰余金の配当 △309,142 △309,142

当期純利益 402,161 402,161

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 93,019 93,019

当期末残高 562,520 212,520 212,520 119,799 700,000 2,008,258 2,828,058

株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △299,865 3,210,213 ― 3,210,213

当期変動額

剰余金の配当 △309,142 △309,142

当期純利益 402,161 402,161

自己株式の取得 ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― 60,506 60,506

当期変動額合計 ― 93,019 60,506 153,525

当期末残高 △299,865 3,303,232 60,506 3,363,739
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