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I　四半期の業績

(1)損益計算書

(単位:千円)

第23期 第1四半期 ��c#8ｯ｢��c(賈Kﾈｯ｢�第23期 第3四半期 �9hｯｩ}ﾘﾇb�前年同期累計 

自平成24年4月1日 ��自平成24年10月1日 俾兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��?｢�自平成23年4月1日 

至平成24年6月30日 ��至平成24年12月31日 倩ｩ[ﾙ�ﾃ#ID��(ﾈ�3�?｢� 

I売上高 ��SBﾃsSr�153,276 ��c2ﾃ#�2�471,327 鼎�bﾃ�3"�

Ⅱ売上原価 売上総利益 ��#"ﾃsc��122,101 ��3BﾃS32�379,395 �3#"ﾃSCR�

31,995 �3�ﾃ�sR�28,760 涛�ﾃ�3��93,586 

Ⅲ販売費及び一般管理費 営業利益 �#rﾃCモ�26,730 �#づs�R�82,924 塔Rﾃ����

4,507 釘ﾃCCB�55 湯ﾃ��b�8,495 

Ⅳ営業外収益 ��ﾃ3���541 都#��2,643 �"ﾃ#���

Ⅴ営業外費用 経常利益又は損失(△) �2ﾃ�#2�2,299 �"ﾃ�s��7,502 途ﾃ�唐�

2,864 �"ﾃcコ�△1,403 釘ﾃ�Cb�3,588 

Ⅵ特別利益 ���0 ���0 ���

Ⅶ特別損失 税引前(四半期)当期純利益又 は純損失(△) ��ﾃ�#2�0 途ﾃ����9,042 ��Bﾃゴ"�

1,741 �"ﾃcコ�△9,322 ��#BﾃンR�△11,264 

法人税､住民税及び事業税 四半期(当期)純利益又は純損失(△) �##"�401 鼎���1,025 ��ﾃ3���

1,518 �"ﾃ#ィ�△9,724 ��#Rﾃ�#��△12,644 

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

(注)

期別 ��c#8ｯ｢��c�賈Kﾈｯ｢�第23期 第2四半期 ��c#8ｯ｢��c8賈Kﾈｯ｢�当期累計 ����:�ｩ}ﾘﾇb�

科目 俾兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��?｢� 俾兌ﾙ�ﾃ#ID���ﾈ��?｢�自平成24年4月1日 ��

至平成24年6月30日 ��至平成24年12月31日 ��至平成23年12月31日 

期中平均株式数 途ﾃcS茜B�7,658株 途ﾃcS茜B�7,658株 途ﾃcS茜B�

1株当たり四半期(当期)純利 益又は損失(△) ��嶋励3)�ｲ�298円32銭 ��#�ﾃ#c�繝��ｲ�△773円16銭 ��#�ﾃcS�励�Y�ｲ�

潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益 �� �� ��

※潜在株式調整後1株当たり四半期(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｡
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(2)事業部門別売上高

(単位:千円)

期別 ��c#8ｯ｢��c�賈Kﾈｯ｢�第23期 第2四半期 ��c#8ｯ｢��c8賈Kﾈｯ｢�当期累計 ����:�ｩ}ﾘﾇb�

事業の種類 �� 俾兌ﾙ�ﾃ#ID���ﾈ��?｢� 俾兌ﾙ�ﾃ#9D紿ﾈ��?｢�
至平成24年9月30日 �� ��

テクニカルスタッフ派遣事業 都BﾃC�2�81,390 塔bﾃ都��242,863 ��ィﾃピ��

受託開発事業 鉄Bﾃ3sb�50,914 鉄BﾃccB�159,955 ��c"ﾃゴ��

自社ブランド製品事業 �#Cr�807 鉄SR�1,610 �"ﾃ3�B�

幼児教育事業 �#RﾃS���19,989 �#�ﾃ田R�66,474 田�ﾃ#cB�

不動産賃貸事業 �� �� �2ﾃCc2�

健康事業 �����174 ��#��423 �"ﾃ3c��

合計 ��SBﾃsSr�153,276 ��c2ﾃ#�2�471,327 鼎�bﾃ�3"�
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(3)貸借対照表

(単位:千円)

期別 ��c#(ｯｩib�第23期 ��c#8ｯ｢�第23期 
第1四半期 ��c(賈Kﾈｯ｢�第3四半期 

科目 忠[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年6月30日現在) 忠[ﾙ�ﾃ#ID纔ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年12月31日狸在) 

(資産の部) I流動資産 1.現金及び預金 ��2ﾃCSr�14,642 ��rﾃ�Cb�36,386 

2.営業未収入金 塔"ﾃ����82,233 都bﾃ�s��81,147 

3.未収入金 唐ﾃ����8,958 唐ﾃ�3��8,868 

4.商品及び製品 釘ﾃsCB�4,626 釘ﾃ�C��3,763 

5.原材料及び貯蔵品 ��ﾃ33r�1,245 ��ﾃ#c��1,259 

6.前払費用 ��ﾃsC��4,351 澱ﾃ3�r�6,405 

7.その他 �2ﾃ#�r�10,061 ���ﾃC3��9,835 

8.貸倒引当金 流動資産合計 Ⅱ固定資産 1,有形固定資産 (1)建物 ��#SSR�△555 ��#SSR�△555 

115,032 102,684 ��#RﾃScB���2ﾃ�CR�123,652 101,740 ��Crﾃ�������ﾃC3b�

(2)構築物 �2ﾃ�C��3,019 �"ﾃン��2,761 

(3)車両運搬具 �2ﾃ�Sb�2,907 �"ﾃcS��2,410 

(4)工具器具備品 ��ﾃs#��3,825 �2ﾃC���3,262 

(5)土地 有形固定資産合計 2I無形固定資産 (1)のれん ��3づ3���138,391 ��3づ3���96,071 

249,101 �#S�ﾃ�ヲ�249,172 �#�Bﾃ鼎��

29,274 �#rﾃ3C��25,408 �#2ﾃCsR�

(2)ソフトウエア ��#�ﾃc���113,747 ���bﾃ��R�99,882 

(3)その他 無形固定資産合計 3.投資その他資産 (1)出資金 �3�2�391 �3モ�386 

150,349 ��C�ﾃC���132,612 ��#2ﾃsCB�

28,883 �3"ﾃ33��32,339 �3"ﾃ33��

(2)長期貸付金 途ﾃ#C��7,240 途ﾃ#C��7,190 

(3)長期未収入金 澱ﾃsC��6,748 澱ﾃsC��6,748 

(4)長期前払費用 �#Bﾃ鉄"�24,865 �#BﾃCs��24,091 

(5)保険積立金 ��bﾃC���16,662 ��rﾃ�#��17,397 

(6)長期預け金 �2ﾃイb�827 ��ﾃ#S��1,705 

(7)その他 ���ﾃ�3b�4,238 釘ﾃ#3��4,238 

(8)貸倒引当金 投資その他資産合計 固定資産合計 資産合計 ��#��ﾃ��B�△10,114 ��#��ﾃ��B�△10,114 

88,910 塔"ﾃ��r�83,219 塔2ﾃS迭�

488,362 鼎sRﾃCsr�465,004 鼎�"ﾃ#���

603,394 田��ﾃ�C"�588,657 鉄S津3�"�
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(単位:千円)

期別 ��c#(ｯｩib�第23期 ��c#8ｯ｢�第23期 
第1四半期 ��c(賈Kﾈｯ｢�第3四半期 

科目 忠[ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年6月30目安在) 忠[ﾙ�ﾃ#ID纔ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年12月31日現在) 

(負債の部) I流動負債 1.営業未払金 鉄�B�- 辻�141,675 

2.短期借入金 涛づcモ�141,088 ��C�ﾃ都"�

3.1年以内返済予定長期借入金 �3rﾃ��"�37,902 14,243 �3rﾃ��"��Bﾃ�澱�37,008 

4.1年以内償還予定社債 鼎"ﾃC����- 

5.未払金 ��"ﾃccB��13,883 

6.未払費用 鼎Bﾃ�#r�46,350 �3づss��31,560 

7.未払法人税等 ��ﾃcSR�398 都湯�1,200 

8.未払消費税等 唐ﾃc#R�8,619 唐ﾃ�#��8,783 

9.前受金 10.仮受金 ll.預り金 流動負債合計 Ⅱ固定負債 I.長期借入金 唐ﾃ��2�226 鉄sb�6,771 859 3,955 

18,828 ��津c���12,172 

274,318 �#cづS���254,427 �#CRﾃc唐�

231,027 �#3�ﾃ�#r�231,027 �##�ﾃs�2�

2.長期未払金 鉄BﾃCSR�57,525 鉄bﾃ鼎r�56,370 

3.繰延税金負債 4.資産除去債務 固定負債合計 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 3利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 株主資本合計 純資産合計 負債.純資産合計 ��s��田2���

286,624 �#モﾃSS"�287,974 �#srﾃ�c2�

560,943 鉄Srﾃ�s"�542,402 鉄#"ﾃツ"�

91,248 涛�ﾃ#C��91,248 涛�ﾃ#C��

25,748 �#RﾃsC��25,748 �#RﾃsC��

954 涛SB�954 涛SB�

△75,498 ��#s2ﾃ都��△71,695 ��#��ﾃC���

42,451 鼎2ﾃ都��46,254 �3bﾃS3��

42,451 鼎2ﾃ都��46,254 �3bﾃS3��

603,394 田��ﾃ�C"�588,657 鉄S津3�"�

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡

(注)

期別 ��c#(ｯｩib�第23期 ��c#8ｯ｢�第23期 

科目 冤四"'/ �(賈Kﾈｯ｢�3四半/ 
(平成24年3月31日現在) 忠[ﾙ�ﾃ#ID緝ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��(平成24年9月30日現在) 忠[ﾙ�ﾃ#ID��(ﾈ�3�?ｨﾋｸﾝﾒ��

発行済株式総数 途ﾃcS茜B�7,658株 途ﾃcS茜B�7,658株 

1株当たり純資産額 迭ﾃSC8励C)�ｲ�5,741円74銭 澱ﾃ�C�励�i�ｲ�4,770円26銭 

(4)株主資本等変動計算書
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(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 又ｨ揺��OXｾ��その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

平成24年4月1日残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△75,498 鼎"ﾃCS��42,451 

第1四半期中の変動額 �� �� �� 

四半期純利益 辻�- 辻�1,518 ��ﾃS���1,518 

第1四半期中の変動額合計 辻�- 辻�1,518 ��ﾃS���1,518 

平成24年6月30日残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△73,979 鼎2ﾃ都��43,970 

第2四半期中の変動額 �� �� �� 

四半期純利益 �� ��2,284 �"ﾃ#ィ�2,284 

第2四半期中の変動額合計 �� ��2,284 �"ﾃ#ィ�2,284 

平成24年9月30日残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△71,695 鼎bﾃ#SB�46,254 

第3四半期中の変動額 �� �� �� 

四半期純損失(△) �� ��△9,724 ��#津s#B�△9,724 

第3四半期中の変動額合計 �� ��△9,724 ��#津s#B�△9,724 

平成24年12月31日残高 涛�ﾃ#C��25,748 涛SB�△81,419 �3bﾃS3��36,530 

(5)貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は､

下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております｡正

規の決算において採用している会計方針は｢会社内容説明書　第5経理の状況　重要な会計

方針に係る事項に関する注記｣をご参照下さい｡

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために薬用している会計処理の原則及び

手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです｡

1,消費税等の処理方法 

仮払消費税等と仮受消費税等を相殺し､未払消費税等として表示しております○ 

2.法人税､住民税及び事業税の計上基準 

法人税､住民税及び事業税は､税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた 

金額を計上しております○ 

なお､当該四半期の貸借対照表､損益計算書及び株主資本等変動計算書については､公認

会計士の監査を受けておりません｡

(6)会計方針の変更

該当事項はありません｡
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Ⅱ　第23期第3四半期(平成24年10月1日から平成24年12月31日)の業績の概況

テクニカルスタッフ派遣事業及び受託開発事業については､前期に続いてLTEサービスに関係

する基地局用のプログラム開発及びそれに関係する評価作業の受注が増加し､さらに無線通信機

の整備調整作業を新規に受注したことにより､売上は両事業合わせて前年同期に比べて増加しま

した｡ (前期比107.1%､前年同期比122.0%)

両事業合わせて､当期累計においても前年同期累計に対して115.8%と増加しました｡

自社ブランド製品事業及び健康関連事業については､前年度に行った事業整理の影響と､主力

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業績回復を優先しているために両事業

合わせた売上累計は前年同期比43. 5%と減少しました｡

また､長野県飯田市に所有していた工場用地を12月に売却したことによる特別損失7,919千

円を計上しています｡

この結果､当四半期につきましては､売上高163,293千円(前年同期比121.8%)､営業利益

55千円(前年同期　営業損失156千円)､経常損失1,403千円(前年同期　経常損失1,069千

円)､四半期純損失9,724千円(前年同期　四半期純損失8,913千円)となりました｡

Ⅲ　第23期通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) 

科目 ��ｹ.iDi���8葈�ﾂ�〔呈認諾嵩冨 

売上高 鉄S�ﾃ�#��650,000 

営業利益 ���ﾃ都R�20,000 

経常利益 �2ﾃ涛2�13,000 

当期純利益又は純損失(△) ��#3Rﾃ��2�4,000 
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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#8ｯｩ�c�賈Kﾈｯ｢�第23期第2四半期 ��c#8ｯｩ�c8賈Kﾈｯ｢�

科目 俾兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��?｢� ��

至平成24年12月31日 

現金及び預金の増減額 ��ﾃ�ィ�2,404 ��津33��

現金及び預金の四半期首残高 ��2ﾃCSr�14,642 ��rﾃ�Cb�

現金及び預金の四半期末残高 ��BﾃcC"�17,046 �3bﾃ3ッ�

(主な増減理由)

不動産の売却による増加です｡

(2)短期借入金の増減

(単位:千円)

期別 ��c#8ｯｩ�c�賈Kﾈｯ｢�第23期第2四半期 ��c#8ｯｩ�c8賈Kﾈｯ｢�

科目 �� ��

短期借入金の増減額 鼎"ﾃC���883 ��##途�

短期借入金の四半期首残高 涛づcモ�141,088 ��C�ﾃ都"�

短期借入金の四半期末残高 ��C�ﾃ�モ�141,972 ��C�ﾃcsR�

(主な増減理由)

借入金返済による減少です｡

(3)長期借入金の増減

(単位:千円)

期別 ��c#8ｯｩ�c�賈Kﾈｯ｢�第23期第2四半期 ��c#8ｯｩ�c8賈Kﾈｯ｢�

科目 �� 僮)[ﾙ�ﾃ#ID���ﾈ��?｢�

長期借入金の増減額 辻�- ��#��ﾃ�#��

長期借入金の四半期首残高 �#cづ�#��268,929 �#cづ�#��

長期借入金の四半期末残高 �#cづ�#��268,929 �#Srﾃ����

(主な増減理由)

不動産売却にともなう借入金返済による減少です｡

(注)長期借入金には1年以内返済予定長期借入金を含んでおります｡

Ⅴ　その他

該当ありません｡

テクノシステムズ


