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１．１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日）
(1) 経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売 上 高 営業利益 経常利益

18年９月中間期
17年９月中間期

百万円　　　％
　　　　６３４　　　△7.1
　　　　６８３　　　 22.6

百万円　　　％
　　　　　　１　　　 －
　　　　△２１　　　 －

百万円　　　％
　　　　　１０　　　 －
　　　　△１８　　　 －

18年３月期 　　 １,２５６ 　　　　　△５ 　　　　　△２

中間(当期)純利益 １株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

18年９月中間期
17年９月中間期

百万円　　　％
　　　　△６４　　　 －
　　　　△１５　　　 －

円　　　銭
　　　　　△１８　　６１
　　　　　　△４　　５１

円　　　銭
－
－

18年３月期 　　　　　△０ 　　　　　　△０　　０７ －
(注)①持分法投資損益　18年９月中間期　－　百万円　17年９月中間期　－　百万円　18年３月期　－　百万円
②期中平均株式数　18年９月中間期 3,464,262株　17年９月中間期 3,496,907株　18年３月期 3,487,753株
③会計処理の方法の変更　　　有
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）
総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

18年９月中間期
17年９月中間期

百万円
　　 １,１７３
　　 １,３３８

百万円
　　　　６９７
　　　　７８３

％
　　　　　５９.４
　　　　　５８.５

円　　　銭
　　２０２　　２４
　　２２５　　３１

18年３月期 　　 １,１９０ 　　　　８３１ 　　　　　６９.９ 　　２３９　　６２
(注)①期末発行済株式数　18年９月中間期 3,449,000株　17年９月中間期 3,479,000株　18年３月期 3,471,000株
②期末自己株式数　　18年９月中間期    51,000株　17年９月中間期    21,000株　18年３月期    29,000株

(3) キャッシュ･フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （百万円未満切捨）
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

18年９月中間期
17年９月中間期

百万円
　　　　１０８
　　　　△１１

百万円
　　　　△２５
　　　　　　０

百万円
　　　　△５２
　　　　△８１

百万円
　　　　１６３
　　　　１９０

18年３月期 　　　　△３１ 　　　　△１３ 　　　△１０４ 　　　　１３３

２．１９年３月期の業績予想(平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日)
売 上 高 経常利益 当期純利益

通　期
百万円

　　１,４００
百万円

　　　　 ８０
百万円

　　　　 １２
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　３円47銭

３．配当状況
・現金配当 １株当たり配当金(円)

中間期末 期末 年間
18年３月期 － ８.５ ８.５
19年３月期(実績) － －
19年３月期(予想) － ８.５ ８.５

※業績予想につきましては、発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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１． 事業の内容
　　　当社は、主に国内の流通業（小売業・卸売業）を対象として、自社開発のパッケージ・ソフト

    ウェアを中核ソリューションとするソフトウェア開発とコンピュータ機器（主にＩＢＭ製品）の

    販売並びにシステム導入後のソフトウェア運用支援とコンピュータ機器保守業務を行っており

    ます。

　　　事業の系統図は次のとおりであります。

エンド・ユーザー（主に流通業者）

コンピュータ機器販社

　　 コンピュータ機器等　　　　　　システム開発　　　　　　　　システム開発

　　 商 品 仕 入         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商 品 販 売      

株式会社テスク（当社）

２．経営方針
（１） 会社の経営の基本方針

　当社は、流通システム・プランナーとして流通業の繁栄に貢献し、仕事を通して社員の自己実

現を図ることを基本理念とし、次の基本方針を掲げその実現に努力しております。

　　 ① 社会に存在価値のあるソリューション・カンパニーを目指す。

　　 ② 会社を自己実現と豊かな個人生活の基盤と考え、やりがいのある企業とする。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　　　利益配分につきましては、経営の重要課題との認識にたち、安定かつ継続した配当の実施に努

    める方針であり、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保などを総合的

    に勘案して決定してまいります。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　　　投資単位の引下げにつきましては、個人投資家層の拡大並びに株式流通の活性化を図るための

　　有効な施策であると認識しております。当社といたしましては、業績、市場の要請等を勘案し、

　　その費用並びに効果等を慎重に検討していく所存であり、現段階におきましては、具体的な施策

    及びその時期等については未定であります。
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（４）目標とする経営指標

　　　当社は、以下の経営指標を当面の目標とし、その実現に向けて努力してまいります。

　　　 ① 売上高経常利益率　　　　10％以上

　　　 ② １株当たり当期純利益　　50円以上

（５）中期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社は、競争激化の中、企業価値の向上を図るため、主に次の課題に取組んでおります。

       ① 製品及びサービスの品揃えを強化し、顧客の必要とするソリューション提供能力を強化し

てまいります。

       ② 同業他社との協業をより一層推進してまいります。

       ③ プロジェクト管理を強化し、品質の向上と原価の低減を図ってまいります。

       ④ 能力・成果に応じた人事評価・処遇制度並びに教育制度の見直しを行い、活力のある企業

　　　　　風土をつくってまいります。
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３．経営成績及び財政状態
（１） 経営成績

　　　当中間会計期間における日本経済は、企業収益の改善や、設備投資及び個人消費の増加等によ

り、景気は緩やかに拡大しております。

　　　当情報サービス業界におきましては、金融業等を中心に企業の情報化投資は緩やかに増加して

おりますが、お客様のニーズは多様化・複雑化しており、厳しい収益環境が続いております。

　　　このような状況下、当社の当中間会計期間の業績は、システム開発売上高４億９百万円（前年

同期比 109.2％）、商品売上高２億 24 百万円（前年同期比 72.8％）の売上高合計６億 34 百万

円（前年同期比 92.8％）、経常利益 10百万円（前年同期は経常損失 18百万円）となりました。

しかしながら、当中間会計期間より役員退職慰労引当金を計上すべく会計方針を変更したため、

中間純損失 64百万円（前年同期は中間純損失 15百万円）となりました。

（２）平成 19年３月期の見通し

　　　下半期の見通しにつきましては、先行きは予断を許さない状況が続くものの、景気は堅調に推

移するものと想定されます。

　　　当社といたしましては、お客様のニーズにお応えしていくとともに、プロジェクト管理の徹底

による不採算案件の発生回避並びに品質向上に努めてまいります。

　　　通期の業績につきましては、最近の受注・受注見込状況並びに当期からの役員退職慰労引当金

の計上を勘案し、売上高 14億円（前年同期比 111.4%）、経常利益 80 百万円（前年同期は経常

損失２百万円）、当期純利益 12百万円（前年同期は当期純損失 0.2百万円）へと予想を修正する

ことといたしました。

　　　本日公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」もご参照ください。

（３）財政状態

　（ａ）資産の状況

　　　　当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ 16百万円減少し、11億 73百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加したものの、投資有価証券が時価下落に

より減少したことによるものであります。

　（ｂ）負債の状況

　　　　当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ１億 17百万円増加し、４億 76

百万円となりました。これは主に、当中間会計期間からの役員退職慰労引当金の計上及び買掛

金の増加によるものであります。

　（ｃ）純資産の状況

　　　　当中間会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ１億 34百万円減少し、６億

97 百万円となりました。これは主に、中間純損失の計上及びその他有価証券評価差額金の減

少によるものであります。
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（４）キャッシュ・フローの状況

　　　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間会計期間末残高は、期首残高に比べ 29

百万円増加し、１億 63百万円（前年同期比 85.5％）となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果得られた資金は、１億８百万円（前年同期は 11百万円の使用）となりました。

　　　これは主に、税引前中間純損失が 54 百万円（前年同期は税引前中間純損失 22 百万円）であ

ったものの、役員退職慰労引当金の増加額 76 百万円並びに仕入債務の増加額 32 百万円（前年

同期比 37.2％）があったことによるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は、25百万円（前年同期は 0.8百万円の獲得）となりました。

　　　これは主に、無形固定資産開発・取得による支出 25百万円（前年同期比 124.5％）によるも

のであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果使用した資金は、52百万円（前年同期比 65.1%）となりました。

　　　これは主に、配当金の支払額 29百万円（前年同期比 98.8％）並びに長期借入金の返済による

支出 16百万円（前年同期比 83.3%）によるものであります。

　　　当社のキャッシュ・フロー等に関する主要指標のトレンドは下記のとおりです。
平成 16年
９月中間期

平成 17年
９月中間期

平成 18年
９月中間期

平成 18年
３月期

自己資本比率（％） 62.9 58.5 59.4 69.9
時価ベースの自己資本比率（％） 95.4 84.4 94.0 106.7

債務償還年数（年） 9.8 － 0.4 －
インタレスト・カバレッジ・レシオ 6.1 － 124.9 －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　　　　　中間期は　有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　１．株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

　　２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

　　　　ーを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

　　　　っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー

　　　　計算書の利息の支払額を使用しております。

　　３．平成 17年９月中間期及び平成 18年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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（５）事業等のリスク

　　　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、当資料作成日現在において当社が判断したものであります。

　（ａ）流通業界への特化について

　　　　当社は、主に国内の流通業（小売業・卸売業）に顧客対象を絞り込んでおります。

　　　　今後につきましても流通業界に特化し、中堅・中小の企業をターゲットとして取引の拡大に

努力してまいりますが、対象業種を限定することにより営業及び開発スキルで他社との差別化

や製品開発投資の集約化による品揃えと機能強化の差別化を図る事ができるというメリット

がある反面、活動範囲が限定されることや、当社の受注状況が流通業界のシステム投資動向に

影響を受けるというデメリットが考えられます。

　（ｂ）ＩＢＭ製ハードウェア機器について

　　　　「ＣＨＡＩＮＳ」や「ＧＲＯＷＢＳ」等をはじめとする当社の主力パッケージ・ソフトウェ

アはＩＢＭ製ハードウェア機器に導入されるべく開発が行われており、ハードウェア機器販売

もＩＢＭ製品をメインとしているため、日本アイ・ビー・エム株式会社における製品のマーケ

ティング戦略が当社の業績に影響を与える可能性があります。

　（ｃ）システム開発に関するリスクについて

　　　・当社のパッケージ・ソフトウェア開発は、多様化する顧客のニーズや技術動向に対応してパ

ッケージ・ソフトウェアの開発を行っておりますが、開発活動が計画通り進まなかった場合、

あるいは製品化したものの製品の販売が目論み通り進まない場合には、当該開発費用を回収

することができず、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

・ システム開発の受注内容については、商談時に詳細な要件・仕様まで固めることが困難なた

め、開発工程の各段階において、レビューやテスト・検収等を行い、早期にお客様との認識

不一致を回避し、開発工数の増加やトラブル・クレームが発生しないよう努めております。

しかしながら、当社とお客様との間に微妙な認識のずれが発生することは否定できず、シス

テム納品後等においてトラブル・クレームが発生した場合は、早期に安定稼動するよう対処

しております。

　　　・個別のプロジェクトにおいて、生産ロスを発生させる可能性があります。当社の開発言語別

での受注状況と、要員の配分、増員、減員計画と実績を一致させることは大変困難でありま

す。ロス発生を抑えるべく、予算作成段階での精度向上や柔軟なプロジェクト構成を可能に

する要員養成など、さらなる改善が必要であると考えております。

　　　・当社は現在のところソフトウェアの特許権取得及び著作権の登録を行っておりません。現時

点では係争事件等はありませんが、著作権等の知的所有権に係る係争事件等の発生可能性を

完全に否定することは困難であり、またそのような場合には当社の事業及び業績に影響を与

える可能性があります。

　　　・システム開発業務は、性格上顧客並びにコンピュータ機器メーカー等の機密情報にふれるこ

とが多いため、機密情報の取扱いには注意をはらっておりますが、万一機密情報が漏洩した

場合には当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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　（ｄ）人材の確保

　　　　今後継続して競争力のある製品及びサービスの提供を推進していくためには、優秀な人材の

確保が不可欠となります。当社の求める人材が十分に確保できない場合、または現在在職して

いる人材が流出するような場合には、当社の事業推進に支障が生じる可能性があります。
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４．中間財務諸表等
(１）中間貸借対照表 （単位：千円）

前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日現在)

期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 210,706 183,158 153,316

２　受取手形 6,139 2,761 16,825

３　売掛金 327,136 195,520 186,502

４　たな卸資産 34,506 35,415 35,772

５　繰延税金資産 28,825 23,944 19,962

６　その他 37,589 40,976 32,975

貸倒引当金 △10 △176 △6

流動資産合計 644,893 48.2 481,601 41.0 445,347 37.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 70,213 66,554 68,210

(2）土地 ※２ 165,110 165,110 165,110

(3）その他 3,317 3,746 3,900

計 238,640 235,411 237,220

２　無形固定資産

(1）製品開発費 51,318 51,686 44,756

(2）その他 2,871 3,003 2,913

計 54,190 54,689 47,669

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 375,046 373,096 423,266

(2）その他 26,209 29,110 37,035

計 401,256 402,207 460,302

固定資産合計 694,087 51.8 692,308 59.0 745,193 62.6

資産合計 1,338,981 100.0 1,173,909 100.0 1,190,540 100.0
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（単位：千円）

前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日現在)

期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 197,559 73,865 40,992

２　１年以内返済予
　　定の長期借入金 ※２ 36,476 39,792 36,476

３　未払法人税等 1,736 14,551 1,556

４　未払消費税等 ※３ 5,688 8,124 3,819

５　前受金 21,636 8,306 3,702

６　前受収益 51,382 45,591 48,024

７　賞与引当金 45,752 49,549 37,331

８　その他 44,239 47,755 33,822

流動負債合計 404,471 30.2 287,535 24.5 205,725 17.3

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 103,836 64,044 83,940

２　繰延税金負債 46,691 47,517 69,144

３　役員退職慰労引当金 － 76,944 －

４　長期前受収益 106 328 －

固定負債合計 150,633 11.3 188,835 16.1 153,084 12.8

負債合計 555,105 41.5 476,370 40.6 358,809 30.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 221,240 16.5 － － 221,240 18.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 186,906 － 186,906

資本剰余金合計 186,906 13.9 － － 186,906 15.7

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 15,729 － 15,729

２　任意積立金 235,000 － 235,000

３　中間(当期)未処分利益 50,426 － 65,967

利益剰余金合計 301,155 22.5 － － 316,696 26.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 81,168 6.1 － － 116,283 9.8

Ⅴ　自己株式 △6,595 △0.5 － － △9,395 △0.8

資本合計 783,875 58.5 － － 831,731 69.9

負債資本合計 1,338,981 100.0 － － 1,190,540 100.0
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（単位：千円）

前中間会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日現在)

期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 221,240 18.8 － －

２　資本剰余金

(1）資本準備金 － 186,906 －

計 － － 186,906 15.9 － －

３　利益剰余金

(1）利益準備金 － 15,729 －

(2）その他利益剰余金

　　　別途積立金 － 235,000 －

　　　繰越利益剰余金 － △28,018 －

計 － － 222,710 19.0 － －

４　自己株式 － － △16,413 △1.4 － －

　　株主資本合計 － － 614,443 52.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
　　差額金 － － 83,095 7.1 － －

　　評価・換算差額等合計 － － 83,095 7.1 － －

純資産合計 － － 697,539 59.4 － －

負債純資産合計 － － 1,173,909 100.0 － －
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(２）中間損益計算書 （単位：千円）

前中間会計期間

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度の
要約損益計算書

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　　別

科　　目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

％ ％ ％
Ⅰ　売上高 683,035 100.0 634,187 100.0 1,256,431 100.0

Ⅱ　売上原価 541,706 79.3 479,753 75.6 953,175 75.9

売上総利益 141,328 20.7 154,433 24.4 303,256 24.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 163,078 23.9 153,234 24.2 309,217 24.6

営業利益又は営業損失（△） △21,750 △3.2 1,199 0.2 △5,960 △0.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 4,281 0.6 10,257 1.6 5,982 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,347 0.2 933 0.1 2,371 0.2

経常利益又は経常損失（△） △18,815 △2.8 10,523 1.7 △2,350 △0.2

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,830 0.3 10,237 1.6 11,708 0.9

Ⅶ　特別損失 ※
４、５ 5,825 0.8 75,134 11.8 5,825 0.4

税引前中間純損失（△）
又は税引前当期純利益 △22,811 △3.3 △54,373 △8.5 3,532 0.3

法人税、住民税及び事業税 647 0.1 13,070 2.0 4,095 0.3

法人税等調整額 △7,662 △1.1 △2,962 △0.4 △307 △0.0

中間（当期）純損失（△） △15,795 △2.3 △64,482 △10.1 △255 △0.0

前期繰越利益 66,222 － 66,222

中間(当期)未処分利益 50,426 － 65,967
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(３）中間株主資本等変動計算書
　  当中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年 9月30日）　　　     　　　　（単位：千円）

株　主　資　本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
資本金 資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金 別途

積立金
繰越利益
剰余金

利益
剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

平成18年3月31日残高 221,240 186,906 186,906 15,729 235,000 65,967 316,696 △9,395 715,447

中間会計期間中の変動額

      剰余金の配当（注） △29,503 △29,503 △29,503

　　　中間純損失 △64,482 △64,482 △64,482

　　　自己株式の取得 △7,018 △7,018

　　　株主資本以外の項目の
　　　中間会計期間中の変動
　　　額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 － － － － － △93,985 △93,985 △7,018 △101,003

平成18年9月30日残高 221,240 186,906 186,906 15,729 235,000 △28,018 222,710 △16,413 614,443

評価・換算差額等

その他
有価証券
評価差額金

評価･換算
差額等合計

純資産合計

平成18年3月31日残高 116,283 116,283 831,731

中間会計期間中の変動額

      剰余金の配当（注） △29,503

　　　中間純損失 △64,482

　　　自己株式の取得 △7,018

　　　株主資本以外の項目の
　　　中間会計期間中の変動
　　　額(純額)

△33,188 △33,188 △33,188

中間会計期間中の変動額合計 △33,188 △33,188 △134,192

平成18年9月30日残高 83,095 83,095 697,539

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(４）中間キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

前中間会計期間

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　　別

科　　目 金 額 金 額 金 額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１． 税引前中間純損失（△）
　　　 又は税引前当期純利益 △22,811 △54,373 3,532

２．減価償却費 23,632 20,661 55,764

３．減損損失 2,836 － 2,836

４．貸倒引当金の増加額(△減少額) 2 169 △1

５．賞与引当金の増加額(△減少額) 5,464 12,218 △2,957

６．役員退職慰労引当金の増加額 － 76,944 －

７．受取利息及び受取配当金 △2,678 △3,069 △3,771

８．支払利息 1,281 863 2,278

９．投資有価証券売却益 △1,830 △10,237 △11,706

10．投資有価証券売却損 1,327 － 1,327

11．固定資産除却損 529 － 529

12．保険解約損 582 － 582

13．売上債権の減少額(△増加額) △81,911 5,045 48,037

14．たな卸資産の減少額(△増加額) △19,240 357 △20,506

15．その他流動資産の減少額 1,077 1,466 8,143

16．仕入債務の増加額(△減少額) 88,345 32,873 △68,221

17．前受金の増加額（△減少額） 17,587 4,603 △346

18．その他流動負債の増加額（△減少額） △12,802 12,341 △26,554

19．未払消費税等の増加額（△減少額） △2,592 4,305 △4,461

20．役員退職慰労金 549 － 549

小計 △649 104,169 △14,945

21．利息及び配当金の受取額 2,749 3,083 3,888

22．利息の支払額 △1,281 △864 △2,277

23．役員退職慰労金の支払額 △549 － △549

24．法人税等の還付額 － 2,350 －

25．法人税等の支払額 △11,929 △695 △17,967

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,660 108,044 △31,851
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（単位：千円）

前中間会計期間

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　　別

科　　目 金 額 金 額 金 額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出 － － △10,000

２．有形固定資産の取得による支出 △138 △443 △1,642

３．投資有価証券の取得による支出 △622 △7,256 △1,222

４．投資有価証券の売却による収入 13,821 － 35,084

５．無形固定資産開発・取得による支出 △20,415 △25,428 △43,101

６．その他固定資産の純減少額 8,165 7,921 7,339

投資活動によるキャッシュ・フロー 810 △25,207 △13,542

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入金の減少額 △25,100 － △25,100

２．長期借入金の返済による支出 △19,896 △16,580 △39,792

３．自己株式取得による支出 △6,595 △7,018 △9,395

４．配当金の支払額 △29,733 △29,396 △29,882

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,324 △52,994 △104,169
Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少

額） △92,173 29,842 △149,563

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 282,879 133,316 282,879

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 190,706 163,158 133,316



－　　－15

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法又は償却原価

法により算定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法又は償却原

価法により算定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法又は償却

原価法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価

法

時価のないもの

　同　　　　左

時価のないもの

　同　　　　左

(2）たな卸資産

商品

　個別法による原価法

仕掛品

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

商品

　同　　　　左

仕掛品

　同　　　　左

(2）たな卸資産

商品

　同　　　　左

仕掛品

　同　　　　左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減価

償却資産については、３年

間均等償却

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　　　８～50年

(1）有形固定資産

同　　　　左

(1）有形固定資産

同　　　　左

(2）無形固定資産

定額法

　ただし、製品開発費（市

場販売目的ソフトウェア）

については、３年以内の見

込販売可能期間（完成年度

を含む３年間）で均等償却

しております。なお、ソフ

トウェア（自社利用目的）

については、社内における

見込利用可能期間（５年）

による定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

同　　　　左

(2）無形固定資産

同　　　　左



－　　－16

期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に

充てるため、支給対象期

間に応じた支給見込額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

同　　　　左

(3）　　────── (3）役員退職慰労引当金

　　　役員の退職慰労金の支出に

備えるため、規程に基づく中

間会計期間末要支給額を計上

しております。

　　（会計方針の変更）

　　　役員退職慰労金について

は、従来支出時の費用として

処理しておりましたが、当中

間会計期間より規程に基づく

中間会計期間末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しておりま

す。この変更は、役員退職慰

労引当金の計上が会計慣行と

して定着してきたことを踏ま

え、役員の在任期間にわたり

費用を合理的に配分すること

により、期間損益の適正化及

び財務体質の健全化を図るた

めに行ったものであります。

　　　この変更により、当中間会

計期間発生額1,809千円は販

売費及び一般管理費に、ま

た、過年度分相当額75,134千

円は特別損失に計上しており

ます。この結果、従来と同一

の方法によった場合に比べて

営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ1,809千円、税引前中間

純利益は76,944千円減少し、

税引前中間純損失となりまし

た。

(3）　　──────
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期　　別

項　　目

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同　　　　左 同　　　　左

 

５．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び、

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か

月以内に満期日又は償還日の到

来する短期的な投資からなって

おります。

同　　　　左 同　　　　左

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっておりま

す。

(1）消費税等の会計処理

同　　　　左

(1）消費税等の会計処理

同　　　　左

 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 (2）退職給付制度

　当社は確定拠出型の退職

金制度を採用しており、従

業員退職金の100％につい

て、特定退職金共済制度に

加入しております。

　なお、平成17年９月30日

現在の積立金合計額は

126,894千円であります。

(2）退職給付制度

　当社は確定拠出型の退職

金制度を採用しており、従

業員退職金の100％につい

て、特定退職金共済制度に

加入しております。

　なお、平成18年９月30日

現在の積立金合計額は

128,220千円であります。

(2）退職給付制度

　当社は確定拠出型の退職

金制度を採用しており、従

業員退職金の100％につい

て、特定退職金共済制度に

加入しております。

　なお、平成18年３月31日

現在の積立金合計額は

131,580千円であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税引前中間純損失は

2,836千円増加しております。

　なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。

──────

──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は697,539千円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により税引前当期純利益は2,836千

円減少しております。

　なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。

──────
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　注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計

額　　　　　　　 170,377千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額　　　　　　　 175,555千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額　　　　　　　 173,302千円

※２．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。

担保提供資産 担保提供資産 担保提供資産

建物 70,226千円 建物 66,554千円 建物 68,210千円

土地 103,110千円 土地 103,110千円 土地 103,110千円

計 173,336千円 計 169,664千円 計 171,320千円

対応する債務 対応する債務 対応する債務

１年以内返済予

定の長期借入金
36,476千円

１年以内返済予

定の長期借入金
39,792千円

１年以内返済予

定の長期借入金
36,476千円

長期借入金

　計

103,836千円

140,312千円

長期借入金

　計

64,044千円

103,836千円

長期借入金

　計

83,940千円

120,416千円

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債に

表示しております。

※３．消費税等の取扱い

同　　　　左

※３．　　　──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 163千円 受取利息 220千円 受取利息 347千円

受取配当金 2,514千円 受取配当金 2,849千円 受取配当金 3,424千円

受取保険配当金 777千円 受取保険配当金 879千円 受取保険配当金 785千円

受取保険金 5,000千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,281千円 支払利息 863千円 支払利息 2,278千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益       1,830千円 投資有価証券売却益       10,237千円 投資有価証券売却益       11,706千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券売却損       1,327千円 投資有価証券売却損       1,327千円

減損損失 2,836千円

過年度役員退職

慰労引当金繰入額
75,134千円

減損損失 2,836千円
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前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

※５．減損損失 ※５．　　　────── ※５．減損損失

当中間会計期間において、以下

の資産について減損損失を計上

しております。

当事業年度において、以下の

資産について減損損失を計上し

ております。

場所 用途 種類 減損損失

（千円）
場所 用途 種類

減損損失

（千円）

名古屋市遊休資産
土地及び

建物
967 名古屋市 遊休資産

土地及

び建物
967

－ 遊休資産

無形 固 定

資 産 そ の

他 （ 電 話

加入権）

1,868 － 遊休資産

無形固定

資産その

他（電話

加入権）

1,868

当社は、情報サービス業のみ

を営んでおり、全ての資産が一体

となってキャッシュ・フローを生

成していることから、全体を１つ

の資産グループとし、遊休資産に

ついては個別の資産単位毎に、資

産のグルーピングを行っておりま

す。

上記遊休資産に関しては、今

後の用途が定まっていないため、

回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（2,836千円）と

して特別損失に計上しておりま

す。

なお、回収可能価額は正味売

却価額で測定しており、他への転

用・売却の可能性がないことなど

から、備忘価額としております。

当社は、情報サービス業のみ

を営んでおり、全ての資産が一

体となってキャッシュ・フロー

を生成していることから、全体

を１つの資産グループとし、遊

休資産については個別の資産単

位毎に、資産のグルーピングを

行っております。

上記遊休資産に関しては、今

後の用途が定まっていないた

め、回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（2,836千

円）として特別損失に計上して

おります。

なお、回収可能価額は正味売

却価額で測定しており、他への

転用・売却の可能性がないこと

などから、備忘価額としており

ます。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 2,482千円 有形固定資産 2,253千円 有形固定資産 5,406千円

無形固定資産 21,150千円 無形固定資産 18,408千円 無形固定資産 50,357千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）
当中間会計期間末
株式数（千株）

　発行済株式

　　普通株式 　　　　　　3,500 　　　　　　　 － 　　　　　　　 － 　　　　　　3,500

合　　計 　　　　　　3,500 　　　　　　　 － 　　　　　　　 － 　　　　　　3,500

　自己株式

　　普通株式（注） 　　　　　　　 29 　　　　　　　 22 　　　　　　　 － 　　　　　　　 51

合　　計 　　　　　　　 29 　　　　　　　 22 　　　　　　　 － 　　　　　　　 51

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加22千株は、定款に基づく取締役会決議による自己株式の取得による増加
であります。

　２．配当に関する事項

　　　配当金支払額

　（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日
定時株主総会 普通株式 　　　　29,503 　　　　　8.5 平成18年３月31日 平成18年６月27日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） （単位：千円）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 210,706 現金及び預金勘定 183,158 現金及び預金勘定 153,316

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,000 預入期間が３か月を超える定期預金 △20,000 預入期間が３か月を超える定期預金 △20,000

現金及び現金同等物 190,706 現金及び現金同等物 163,158 現金及び現金同等物 133,316
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（リース取引関係）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額

等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額

等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 15,216千円 １年内 12,604千円 １年内 13,595千円

１年超 26,047千円 １年超 13,442千円 １年超 19,596千円

合計 41,263千円 合計 26,047千円 合計 33,191千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 8,523千円 支払リース料 7,356千円 支払リース料 16,879千円

減価償却費相当額 8,056千円 減価償却費相当額 7,052千円 減価償却費相当額 16,030千円

支払利息相当額 340千円 支払利息相当額 211千円 支払利息相当額 624千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

同　　　　左

（減損損失について）

同　　　　左

取 得
価 額
相当額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残 高
相 当 額

千円 千円 千円
有形固定資産
その他(器具備品) 46,757 28,651 18,105

無形固定資産
その他（ソフト
ウェア)

14,124 6,632 7,492

合計 60,881 35,284 25,597

取 得
価 額
相当額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期 末
残 高
相当額

千円 千円 千円
有形固定資産
その他(器具備品) 55,084 31,345 23,739

無形固定資産
その他（ソフト
ウェア）

14,124 5,214 8,910

合計 69,209 36,559 32,650

取 得
価 額
相当額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残 高
相 当 額

千円 千円 千円
有形固定資産
その他(器具備品) 64,483 34,187 30,295

無形固定資産
その他（ソフト
ウェア)

14,124 3,796 10,328

合計 78,608 37,983 40,624



－　　－23

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

取 得 原 価 中間貸借対照表計上額 差 額

(1）株式 154,953 292,210 137,257

(2）債券 50,514 50,630 115

(3）その他 10,244 9,428 △816

合計 215,712 352,268 136,555

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 （単位：千円）

中間貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 22,778

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

取 得 原 価 中間貸借対照表計上額 差 額

(1）株式 160,145 300,133 139,988

(2）債券 50,376 50,185 △191

(3）その他 － － －

合計 210,522 350,318 139,796

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 （単位：千円）

中間貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 22,778

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

取 得 原 価 貸借対照表計上額 差 額

(1）株式 154,411 350,613 196,202

(2）債券 50,445 49,875 △570

(3）その他 － － －

合計 204,857 400,488 195,631

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 （単位：千円）

貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 22,778
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

１株当たり純資産額 225.31円 １株当たり純資産額 202.24円 １株当たり純資産額 239.62円

１株当たり中間純損失金額 4.51円 １株当たり中間純損失金額 18.61円 １株当たり当期純損失金額 0.07円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

失金額が計上されているため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

失金額が計上されているため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり当期純損

失金額が計上されているため記載して

おりません。

　（注）１．１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。

前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

純資産の部の合計額（千円） － 697,539 －

純資産の部の合計額から控除
する金額（千円） － － －

普通株式に係る中間期末（期
末）の純資産額（千円） － 697,539 －

１株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末（期末）

の普通株式の数（千株）

－ 3,449 －

　（注）２．１株当たり中間（当期）純利益（損失）金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

中間（当期）純利益（△損失）金額（千

円）
△15,795 △64,482 △255

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益
（△損失）金額（千円） △15,795 △64,482 △255

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,496 3,464 3,487

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権（新株予約

権の数119個）。

　 普通株式　119千株

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権（新株予

約権の数104個）。

　 普通株式　104千株

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権（新株予

約権の数115個）。

　 普通株式　115千株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
（１） 生産実績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：千円）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　別

品目別 金　　額 金　　額 金　　額

システム開発 305,724 300,966 597,363

　（注）１．金額は製造原価により算出しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２） 受注状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（単位：千円）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　別

品目別 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

システム開発 428,450 251,365 400,365 240,429 853,818 250,018

商　　　　品 387,775 109,277 203,686 42,679 488,404 63,226

合　　　　計 816,225 360,643 604,052 283,108 1,342,223 313,244

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．継続的役務の提供に関する受注残高は、中間会計期間末（事業年度末）時点における先

３か月間分の売上計上見込金額が記載してあります。

（３） 販売実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円、％）

前中間会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

期　別

品目別 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

システム開発 375,169 54.9 409,953 64.6 801,885 63.8

商　　　　品 307,866 45.1 224,233 35.4 454,546 36.2

合　　　　計 683,035 100.0 634,187 100.0 1,256,431 100.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



                                                                     　　平成 18年 11月 17日

平成 19年３月期　中間決算参考資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 株 式 会 社　テ　ス　ク
（コード番号 4349　名証第二部）

当社の平成 19年３月期の中間決算につきまして、配布の中間決算短信のとおり発表させていただき

ます。

１． 当中間期の業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前中間期 当中間期 増　減　額

売 上 高 ６８３ ６３４ △４８

営 業 利 益 △２１ １ ２２

経 常 利 益 △１８ １０ ２９

中 間 純 利 益 △１５ △６４ △４８

（１）売上高について

　　　企業収益は改善し、設備投資の増加等、景気は緩やかに拡大しております。

　　　情報化投資も緩やかに増加しつつあるものの、お客様ニーズは多様化・複雑化しており、厳し

　　い収益環境が続いております。

　　　このような環境下、当中間期の当社売上高は、システム開発売上高は前年同期比 34百万円増

　　加したものの、コンピュータ機器等の商品売上高が前年同期比 83百万円減と前年を下回ったこ

　　とにより、合計で前年同期比 48百万円減の６億 34百万円となりました。

（２）営業利益及び経常利益について

　　　売上総利益は、システム開発売上高の増加による売上総利益率の向上により、前年同期比 13

　　百万円増の１億 54百万円となりました。

　　　また、主に人員減により販売費及び一般管理費が前年同期比９百万円減少し、営業利益は１百

　　万円（前年同期は 21百万円の損失）、経常利益は 10百万円（前年同期は 18百万円の損失）と

　　なりました。



（３）中間純利益について

　　　経常利益は前年同期比 29百万円増加したものの、会計方針を変更し役員退職慰労引当金を計

　　上したことにより、税引前中間純利益は前年同期に比べ 31百万円減少し 54百万円の損失とな

　　りました。

　　　また、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額が前年同期に比べ 17百万円増加

　　し、中間純利益は 64百万円の損失（前年同期は 15百万円の損失）となりました。

　　　なお、１株当たり中間純損失は、18円 61銭となりました。

２．中間配当の状況

　　中間配当につきましては、当初予定どおり実施いたしません。

３．財政状態及び設備投資の状況

（１）財政状態について

　　　当中間期末の財政状態は、総資産 11億 73百万円（前年同期比１億 65百万円減）、純資産

　　６億 97百万円（前年同期比 86百万円減）、自己資本比率 59.4％（前年同期比 0.9ポイント増）、

　　１株当たり純資産 202円 24銭（前年同期比 23円７銭減）となりました。

（２）設備投資の状況

　　　当中間期における重要な設備の取得、除却及び売却はありません。

４．キャッシュ・フローの状況

  （単位：百万円）

前中間期 当中間期 増　減　額

営業活動によるキャッシュ・フロー △１１ １０８ １１９

投資活動によるキャッシュ・フロー ０ △２５ △２６

財務活動によるキャッシュ・フロー △８１ △５２ ２８

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 △９２ ２９ １２２

現金及び 現金同等物の 期首残高 ２８２ １３３ △１４９

現金及び 現金同等物の 期末残高 １９０ １６３ △２７

　　　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、期首残高に比べ 29百万円

　　増加し１億 63百万円（前年同期比 85.5％）となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果得られた資金は、１億８百万円（前年同期は 11百万円の使用）となりました。

　　　これは主に、税引前中間純損失が 54百万円であったものの、役員退職慰労引当金の増加額 76

　　百万円並びに仕入債務の増加額 32百万円があったことによるものであります。



　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は、25百万円（前年同期は 0.8百万円の獲得）となりました。

　　　これは主に、無形固定資産開発・取得による支出 25百万円によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果使用した資金は、52百万円（前年同期比 65.1%）となりました。

　　　これは主に、配当金の支払額 29百万並びに長期借入金の返済による支出 16百万円によるも

　　のであります。

５．平成 19年３月期通期の業績予想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

平成 18年３月期実績 平成 19年３月期予想 増　減　額

売 上 高 １,２５６ １,４００ １４４

経 常 利 益 △２ ８０ ８２

当 期 純 利 益 △０ １２ １２

　　　平成 19年３月期の見通しにつきましては、先行きは予断を許さない状況が続くものの、景気

　　は総じて底堅く推移するものと思われます。

　　　当社といたしましては、お客様のニーズにお応えしていくとともに、プロジェクト管理の徹底

　　による不採算案件の発生回避並びに品質向上に努めてまいります。

　　　通期の業績につきましては、最近の受注及び受注見込状況並びに当期からの役員退職慰労引当

　　金計上を勘案し、売上高 14億円（前年同期比 111.4％）、経常利益 80百万円（前年同期は経常

　　損失２百万円）、当期純利益 12百万円（前年同期は当期純損失 0.2百万円）へと予想を修正する

　　ことにいたしました。

　　　なお、配当金につきましては、当初予想どおり１株当たり８円 50 銭とさせていただく予定で

　　す。


