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I　当期の業績

(I)損益計算書
(単位:千円)

第21期 剔�22期 

期別 俾兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?｢�俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

科目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�
金額 儷9ZｩNB�金額 儷9ZｩNB�������

I売上高 鉄cづ##��100.0 鉄S�ﾃ�#��

Ⅱ売上原価 鼎�rﾃ�#2�73.5 鼎#bﾃCS��77.5 ノ 売上総利益 ��S�ﾃC�b�26.5 ��#2ﾃSs��22.5 

販売費及び一般管理費 ��Cづ����26.0 ���"ﾃc�"�20.5 

営業利益 �"ﾃ3途�0.5 ���ﾃ都R�2.0 

Ⅲ営業外収益 ��"ﾃイ"�2.2 �2ﾃ鉄��0.7 

Ⅳ営業外費用 ��Bﾃ##B�2.5 ���ﾃ�3"�2.0 

経常利益 ��ﾃ��b�0.2 �2ﾃ涛2�0.7 

Ⅴ特別利益 ���ﾃS�B�1.8 ��6.9 

Ⅵ特別損失 ��ﾃ�#B�0.3 �3づ#コ�

税引前当期純利益又は純損失(A) 湯ﾃS迭�I.7 ��#3Bﾃ#���△6.2 

法人税､住民税及び事業観 ��ﾃ都��0,4 ��ﾃcS��0.3 

法人税等調整額 �##B�0.0 ��#Cb�0.0 

当期純利益又は純損失(△) 途ﾃC���1.3 ��#3Rﾃ��2�△6.5 

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡
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期別 ��c#�ｯ｢�第22期 

科目 俾兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?｢�自平成23年4月1日 至平成23年3月31日 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�

期中平均株式数 途ﾃ3ヨｩB�7,658株 

1株当たり当期純利益又は 純損失(△) 白ﾃ���励cI�ｲ�△4,688円31銭 

※　潜在株式詞整後1株当たり当期純利益は､期中平均株価の算定が困難であるため記載しておりません｡

(2)事業部門別売上高

(単位:千円)

期別 ��c#�ｯ｢���c#(ｯ｢�
自平成22年4月1日 剋ｩ平成23年4月1日 

事業部門 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

テクニカルスタッフ派遣事業 �#3rﾃ����41.8 �#CづCッ�45.2 

受託開発事業 �#32ﾃsS��41.1 �#�Bﾃ3�R�39.0 

自社ブランド製品事業 釘ﾃゴ"�0.9 �"ﾃ�#B�0,5 

幼児教育事業 塔"ﾃ��r�14.6 都づC湯�14.3 

不動産賃貸事業 澱ﾃ##r�1.1 �2ﾃCc2�0.6 

健康事業 �"ﾃc���0.5 �"ﾃC3��0.4 

合計 鉄cづ##��100.0 鉄S�ﾃ�#��100.0 
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(3)貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

期別 科目 ��c#�ｯ｢���c#(ｯ｢�
(平成23年3月31日現在) �(平成24年3月31日現在) 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

(資産の部) I流動資産 1.現金及び預金 �3づCsr�% 38.8 42.6 7.6 ll.0 ��2ﾃCSr�% 19.1 41.3 24.9 14.7 

2.営業未収入金 ��3づ�SB�塔"ﾃ����

3.未収入金 ��#�ﾃ�c2�唐ﾃ����

4.商品及び製品 釘ﾃゴR�釘ﾃsCB�

5.原材料及び貯蔵品 �"ﾃSS����ﾃ33r�

6.前払費用 釘ﾃ##2���ﾃsC��

7.その他 �2ﾃ3C���2ﾃ#�r�

8.貸倒引当金 流動資産合計 Ⅱ固定資産 i.有形固定資産 (1)建物 ��#�ﾃSC����#SSR�

310,126 144,232 �115,032 102,684 

(2)構築物 �2ﾃs迭��2ﾃ�C��

(3)車両運搬具 釘ﾃS途��2ﾃ�Sb�

(4)工具､器具及び備品 �2ﾃcS"���ﾃs#��

(5)土地 有形固定資産合計 ���2ﾃ��r���3づ3���

340,085 �249,101 

2.無形固定資産 (1)ソフトウエア �#2ﾃS�����#�ﾃc���

(2)のれん �3rﾃ��b��#津#sB�

(3)その他 無形固定資産合計 鼎�2��3�2�

60,930 �150,349 

3.投資その他の資産 (I)出資金 �#づャ2��#づャ2�

(2)長期貸付金 途ﾃ3C��售rﾃ#C��

(3)長期未収入金 途ﾃ����澱ﾃsC��

(4)長期前払費用 �#bﾃc����#Bﾃ鉄"�

(5)保険積立金 ��Bﾃ鉄����bﾃC���

(6)長期預け金 �"ﾃ�コ��2ﾃイb�

(7)その他 ���ﾃ�3b����ﾃ�3b�

(8)貸倒引当金 投資その他の資産合計 ��#津ssr���#��ﾃ��B�

88,048 �88,910 

固定資産合計 鼎ヲﾃ�cR�61.2 鼎モﾃ3c"�80-9 

資産合計 都湯ﾃ����100.0 田�2ﾃ3釘�loo.0 

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

テクノシステムズ 3



(単位:千円)

期別 科目 ��c#�ｯ｢���c#(ｯ｢�
(平成23年3月31日現在) �(平成24年3月31日現在) 

金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

(負債の部) I流動負債 I.営業未払金 ��ﾃ�C��% 33.5 56.7 鉄�B�% 45.5 47.5 

2.短期借入金 塔�ﾃ�#��涛づcモ�

3.-年以内返済予定長期借入金 塔"ﾃゴR��3rﾃ��"�

4.-年以内償還予定社債 �#�ﾃc���鼎"ﾃC���

5.未払金 ��"ﾃ##����"ﾃccB�

6.未払費用 �32ﾃ��2�鼎Bﾃ�#r�

7.未払法人税等 ��ﾃ田r�亦ﾃcSR�

8.未払消費税等 迭ﾃ��2�唐ﾃc#R�

9.前受金 唐ﾃs#2�唐ﾃ��2�

10.預り金 流動負債合計 Ⅱ固定負債 I.長期借入金 �#�ﾃ33����づ�#��

268,048 344,622 �274,318 231,027 54,455 

2.社債 鉄"ﾃ����

3.長期未払金 鉄"ﾃ��r�

4.預り敷金 白ﾃ#c��辻�

5.繰延税金負債 �##B���s��

6.資産除去債務 固定負債合計 涛c2�涛c2�

452,788 �286,624 

負債合計 (純資産の部) I株主資本 1資本金 2資本剰余金 (1)資本準備金 資本剰余金合計 3利益剰余金 (I)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 都#�ﾃ�3b�90,2 ll.4 3.2 △4.8 鉄c�ﾃ鼎2�93.0 15.1 4.3 △12.4 

91,248 25,748 �91,248 25,748 

25,748 954 △39,595 �25,748 954 △75,498 

△38,641 凵｢74,544 

株主資本合計 都づ3SB�9.8 鼎"ﾃCS��7,0 

純資産合計 都づ3SB�9.8 鼎"ﾃCS��7.0 

負債.純資産合計 都湯ﾃ����100.0 田�2ﾃ3釘�100.0 

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

期別 ��c#�ｯ｢�第22期 

科目 忠[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年3月31日現在) 

発行済株式数 途ﾃcS茜B�7,658株 

1株当たり純資産 ���ﾃ#3�励s)�ｲ�5,543円42銭 
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(4)株主資本等変動計算書

第21期(自平成22年4月1日　至　平成23年3月31日)

(単位:千円)

項目 乘H皦��gｲ�劔純資産 合計 
資本金 倬�gｸ�疫ﾘｾ��利益剰余金 刳博蜴走{ 合計 

資本準備金 凉�h��OXｾ��その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

平成22年4月1日 残高 塔Rﾃ����19,508 涛SB�△46,996 鉄づCs2�58,473 

事業年度中の 変動額 �� �� �� 

当期純利益 辻�- 辻�7,400 途ﾃC���7,400 

新株の発行 澱ﾃ#C��6,240 辻�- ��"ﾃC���12,480 

事業年度中の 変動額合計 澱ﾃ#C��6,240 辻�7,400 ��津ャ��19,880 

平成23年3月31日 残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△39,595 都づ3SB�78,354 

第22期(自平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

(単位:千円)

項目 乘H皦��gｲ�劔純資産 合計 
資本金 倬�gｸ�疫ﾘｾ��利益剰余金 刳博蜴走{ 合計 

資本準備金 凉�h��OXｾ��その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

平成23年4月1日 残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△39,595 都づ3SB�78,354 

事業年度中の 変動額 �� �� �� 

当期純損失(△) 辻�- 辻�△35,903 ��#3Rﾃ��2�△35,903 

事業年度中の 変動額合計 辻�- 辻�△35,903 ��#3Rﾃ��2�△35,903 

平成24年3月31日 残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△75,498 鼎"ﾃCS��42,451 
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(5)継続企業の前提に関する注記

第21期

日平成22年4月1日

至平成23年3月31日

第22期

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

当社の当期における売上高は､ 550,029千円となり､前期に比べて

3.2%減収となっており､また事業整理のための特別損失

38,285千円が発生しております｡その結果､営業利益10,975

千円､経常利益3,993千円､当期純損失35,903千円を計上し

ております｡

また､資金繰りの安定化のため､取引先金融機関7行に対
し借入金総額382,529千円に関して､平成23年11月～平成

24年10月の12ケ月間(一部の金融機関については､平成23

年12月～平成24年11月の12ケ月間)､約定返済元金を据え

置き､借入金利息のみ返済する借入金返済期限の延長を要請
し､ご了承を頂いています｡

当社は､当該状況を解消すべく､下記の施策を確実に実施
して参ります｡

1)主力事業の強化

当期の売上の84,2%を占めているテクニカルスタッフ

派遣事業及び受託開発事業に関しては､事業再構築の中

核として最大限の努力により収益力の強化に邁進する所

存でございます｡

具体的には､次の施策を実行して参ります｡
ア.当社代表取締役が､両事業を担当するシステム事業

本部長を代行し陣頭指揮を取り､迅速な意思決定と
トップセールスを実施します｡

ィ,平成23年12月から技術教育講座を開設し､社員の

みでなく採用内定や入社応募者も受け入れ､技術教育

専任者による教育を開始しました｡これにより､社員
の技術力を向上させ､個人単金(売上)をアップさせ

るとともに､優れた人材の発掘･採用を行います｡

2)固定資産の売却

ア.約1年間入居者がなく負担になっていた小田急

桜ケ丘駅前ビルを売却しました｡ (平成23年3月契約､

同年5月清算)

ィ.老朽化し入居者の減少や修理費が増加傾向であった

賃貸マンション｢コーポ鶴立｣を平成23年9月に売

却しました｡

ウ.長野県飯田市に所有している工場用地の売却を予定
しており､既に業者に委託しています｡

3)健康関連事業の縮小

平成23年7月に､横浜市桜木町駅前のホテル建屋内
で営業していた健康関連製品のサテライトショップを

閉店し､店舗家賃や人件費等の経費を削減しました｡

事業は法人及び固定客を中心として､本社内に拠点を

置いて継続します｡
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4)固定費の削減

役員数(取締役+監査役)を計9名から8名に削減し(6月
23日以降)､役員報酬は10%カット(平成24年4月以降)とし

ます｡

当社は､上記諸施策により､継続企業の前提に関する重要な疑義
が解消できるものと確信しております｡

しかしながら､これらの対応策は実施途上にあるため､現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます｡

なお､財務諸表は継続企業を前提として作成されており､継続企

業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しており
ません｡

(6)重要な会計方針

期別 ��c#�ｯ｢�第22期 
自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

項目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�至平成24年3月31日 

1.たな卸資産の評価基準 傅IV亶�-��ｹV定覃ｧﾉV��商品及び製品.仕掛品 

及び評価方法 辻ﾒ韵9(ﾙ�ｸﾞﾉV定5ﾈ7H6x4X4x4�､ｩJﾒ�9�,�,(*(,H,ﾚHﾌ)¥ｩd�,�.h.侏H廂d��茨ｸ擁�ｸ,ﾉ.�岑,舒�,8*ﾙ^ｸ廂��｢�+�,ﾉ_ｹd���齪��7X8�986��ｹV�9�,�,(*(,B�,ﾚI�ﾙ[ﾘｼ��,�.h.侏H廂d�茨ｸ擁�ｲ�,ﾉ.�岑,舒�,8*ﾙ^ｸ廂��ｨ+�,ﾉ_ｹd���ﾋHﾝ驅��-�)���V��同左 原材料及び貯蔵品 

--総平均法による原価法(収益 性の低下に基づく簿価切下げの方 法) �:�b�

2,デリバティブの評価基準及び 評価方法 倬陋��/�ﾜﾉw�+X,H*�.�-ﾈ+x�ｲ�同左 

3.有形固定資産の減価償却 �.越id�/�ﾜﾉw�+X,H*(-ﾈ+x�ｲ�同左 

方法 �+ﾘ+�+ZI[ﾙ�ﾃ��D紿ﾈ��?ｨ決ﾗ��,偃i;�+X+ﾘﾉｩZｉWI���ﾙOX,ﾘ�*ﾒ��,�,(*(,H,ﾙ.逢ｩd�/�ﾜﾉw�+X,H*(-ﾂ�+x�ｲ�,�*芥皦,����D��H,ﾘ決岑,ﾈ,h*��.�,X*�.�-ﾈ+z��ﾉｩZｈﾉｩZ姥I���ﾙOR��bﾓ3僖��モﾓ�YD竰�ﾕﾉ'ｩZ�"ﾓ3�D��鋹{ﾈ暮L�ｾ�2ﾓiD��ﾔ粟ⅸｮﾘｾ��-�OYV�"ﾓ��D��
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4.無形固定資産の減価償却 俾倆�y駅�,ﾈ5ﾈ7H6x4X4x4�,�,(*"�同左 

方法 �,H,ﾚH��>�,�*�*�.凉駅��)EﾈｯｨｭBコ�D笘,舒�,8*ﾙ.逢ｩd�/�ﾜﾉw�+X,H*(-ﾂ�+z��-ﾈ+ﾚH�8�ｩLﾉHImｩ4�,ﾈ5ﾈ7H6x4X4r�4�,�,(*(,H,ﾚILﾉHH�)Eﾈ,位俛騁ﾈﾏ��ｯｨｭB�9D闌�>��,舒�,8*ﾙ.逢ｩd�/��ﾜﾉw�+X,H*(-ﾈ+x�ｲ�,ﾈ.ｨ/�,�,(*(,H,ﾚC吋隴H,ﾈｼ�9���ｷ�,�.h,�,H*�.�-ﾈ+x�ｲ�

5.引当金の計上基準 ��ﾙ7ﾈ初9hｾ��停飃H�8ﾜ(ﾊ���ﾙWHｾ�9�,ﾉ�ﾙ7ﾉ����,儖X*h.�+ﾘ-ⅸ自Lｨ,ﾈﾜ(ﾊ�,��,(*(,H,ﾙ�ﾙ7ﾈ����zh,�.h.蟹�ﾒ�7ﾈﾉﾉD�(ﾊ�9�<�.�,ﾈﾜ(ﾊ�,�,(*"�,H,ﾘﾌ)¥ｨ,弌���)Eﾉ�ｸ/�ﾉ�:"�+ZH���W9Eﾈﾊ俛隗ｨ/�ﾇh�8+X,B�*�.�-ﾈ+x�ｲ�同左 

6.-ツジ会計の方法 ��ﾘ685x檍ﾇh,ﾉ_ｹd��<�~��yﾘ,ﾉwhﾈ�/�i�+ﾘ+X,H*(.��ｾ�y�5�8�6(7h,�,(*(,H,ﾚI<�~��yﾒ�/�ﾜﾉw�+X,H*�.�-ﾈ+x�ｲ�t�ﾘ685x詹&�,bﾘ685y���ｲ�7x6(5x詹&坪ｾ�y�5�8�6(7b�ﾘ685y���ｲﾘ妺?ﾈｾ��t"ﾘ685y_ｹ�｢�ｾ�y�8ｨ5�4�,ﾉ.�ﾋ�,ﾈ+ﾘ-ⅹ���ｸﾜ"�k�,ﾉLﾘ雇>�,Rﾘ685x/�ﾗ8,�,H*�.��-ﾈ+x�ｲ�t2ﾘ685ytﾈﾏ��ｹUﾘ廁,ﾉ_ｹd��ｾ�y�5�8�6(7h,ﾉ<�~��yﾘ,ﾉwhﾈ��/�i�+ﾘ+X,H*(.�+ﾘ-ⅹtﾈﾏ��ｸ,ﾉKｹ.��/��zｨ+X,H*�.�-ﾈ+x�ｲ�同左 

7.消費税等の会計処理 ��YK)_ｸ�,�.h,�,H*�.�-ﾈ+x�ｲ�同左 
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7会言ーの′､ 

第21期 ��c#(ｯ｢�

自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

至平成23年3月31日 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 当事業年度より､｢資産除去債務に関する会計基 準｣(企業会計基準第18号平成20年3月31日) 及び｢資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31 冒)を適用しております○これにより､営業利益､ 経常利益､税引前当期純利益は､それぞれ173千円 減少しております｡また､当会計基準等の適用開始 による資産除去債務の変動額は954千円でありま す○ ��

8示‡の′" 

第21期 ��c#(ｯ｢�

自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

至平成23年3月31日 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�

(貸借対照表関係) 前事業年度まで､｢流動資産｣の｢その他｣に含め て表示しておりました｢未収入金｣は､金額的重要 性が増加したため､区分掲記しております○なお､ 前事業年度における｢未収入金｣は7,829千円であ ります○ ��
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Ⅱ　第22期(平成23年4月1日～平成24年3月31日)の業績の概況

当事業年度は､景気低迷の回復の遅れに加えて､平成23年3月の震災の影響により､当

社の主力事業部門であるテクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業の売上は､前事業

年度後半の回復傾向が減速し､当事業年度前半では売上の伸びが停滞したこと､加えて当

事業年度前半の健康関連事業及び不動産事業部門の不振が続き､資金の調達が困難な状況

になり取引先金融機関に対して金融支援(借入金の返済元金の据え置き)をお願いする事

態に至りました｡

これに対して､事業を再構築するために不採算事業の撤退､固定資産の売却等の対策を

実施してきましたが､これに伴い資産売却損等が発生し特別損失38,285千円を計上しまし

た｡

テクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業においては､当事業年度前半は､震災の影

響による顧客の作業中断や先送りによって売上が停滞し､待機者も発生し経費を圧迫するこ

とになりました｡当事業年度後半からは､臨時体制をとり代表取締役が事業責任部門である

システム事業本部長を代行し注力した結果､自動車関連やスマートフォン関連の開発及び評

価作業の受注が増加し､また製造設備関係やweb関係のプログラム受託開発の受注があり挽

回しましたが､売上は前年同期比98.1%に止まりました｡

自社ブランド製品事業に関しては､前述のシステム事業本部強化のため､例年より製品開

発及び営業展開が遅れため売上は､前年同期比58.2%となりました｡

幼児教育事業は､幼児園は園児数､売上ともに前事業年度に続き安定していますが､保育

園において､当事業年度初めに職員の退職が続き､これに伴い保育可能な園児数の減少した

ための売上減少となり､前年同期比94.7%となりました｡

不動産賃貸事業に関しては､平成23年9月に所有していた賃貸マンションを売却したた

め､売上は前年同期比55.6%となりました｡

また､平成23年5月小田急桜ケ丘駅前ビルの売却清算に伴う損失及び賃貸マンションを

入居率の低下及び老朽化による修理費の増加のため平成23年9月に売却したことにより

17,836千円の特別損失が発生しました｡

前事業年度に着手した健康関連事業は､横浜市の桜木町駅前のホテル内のサテライトショ

ップや製品の知名度が浸透せず売上が伸びず､一方で店舗家賃､人件費等の負担が大きく経

費を圧迫した状態が続いたため､平成23年7月に閉店しました｡これに伴い内部造作物の

滅却等で20,449千円の特別損失を計上しました｡

以上の結果､売上高550,029千円(前年同期比3.2%減)､営業利益10,975千円(前年同

期比357.9%増)､経常利益3,993千円(前年同期比293.0%増)となりました｡また､特別

損失38,285千円(前年同期特別損失1,924千円､特別利益10,504千円)のため､当期純

損失は35,903千円(前年同期当期純利益7,400千円)となりました｡
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Ⅲ　第23期の売上高及び利益の予測について
(単位:千円)

期別 ��c#(ｯ｢溢�����第23期(予想) 

自平成23年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��?｢�

科目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?｢�至平成25年3月31日 

売上高 鉄S�ﾃ�#��670,000 

営業利益 ���ﾃ都R�33,000 

経常利益 �2ﾃ涛2�25,000 

当期純利益又は純損失(A) ��#3Rﾃ��2�22,000 

Ⅳ　資金及び借入金の状況

(1)現金及び預金の増減(単位:千円) 

期別 ��c#�ｯ｢�第22期 

自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

科目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�至平成24年3月31日 

現金及び預金の増減額 ��#SづSc��△25,019 

現金及び預金の期首残高 涛rﾃ�3r�38,477 

現金及び預金の期末残高 �3づCsr�13,457 

(主な増減理由)

運転資金の借入れによる新規借入金の増加と借入金の返済､経費支出との相殺による減少です｡

(2)短期昔入金のし辛1lL:TH) 

期別 ��c#�ｯ｢�第22期 

自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

科目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�至平成24年3月31日 

短期借入金の増減額 迭ﾃ�#��18,566 

短期借入金の期首残高 都Rﾃ����80,121 

短期借入金の期末残高 塔�ﾃ�#��98,688 

(主な増減理由)

運転資金の借入れによる新規借入金の増加と借入金の返済との相殺による増加です｡

(3)長期借入金の増減(一年内返済予定長期借入金を含む)(単位:十円) 

期別 ��c#�ｯｩ�c#(ｯ｢�

自平成22年4月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�

科目 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#9D�8ﾈ�3�?｢�至平成24年3月31日 

長期借入金の増減額 釘ﾃ��B�△158,548 

長期借入金の期首残高 鼎#"ﾃSs2�427,477 

長期借入金の期末残高 鼎#rﾃCsr�268,929 

(主な増減理由)

運転資金の借入れによる新規借入金の増加と固定資産売却に伴う借入金の返済との相殺によ

る減少です｡

Ⅴ　その他

該当ありません｡
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