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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 496 ― △19 ― △13 ― △9 ―

20年3月期第2四半期 600 △5.3 48 ― 52 396.6 29 ―

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

21年3月期第2四半期 △2.69 ―

20年3月期第2四半期 8.65 ―

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

21年3月期第2四半期 1,036 669 64.6 195.70
20年3月期 1,112 718 64.6 210.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  669百万円 20年3月期  718百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.50 8.50

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 1,200 △9.3 55 △52.2 60 △50.5 30 △48.2 8.68

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  3,500,000株 20年3月期  3,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  78,791株 20年3月期  78,700株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  3,421,283株 20年3月期第2四半期  3,421,639株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（６か月）におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する金融不

安の表面化により、金融市場の混乱が続き、また景気の減速傾向・先行きへの不透明感が増大し、企業の設備投

資マインドも大幅に低下する状況となりました。 

 当情報サービス業界におきましても、景気減速に伴う顧客のシステム投資抑制、受注競争激化の傾向が見られ

るものと思われます。 

 このような状況下、当社の業績は、サーバー等のコンピュータ機器販売は前年並みであったものの、システム

開発売上は受注遅延及び受注競争激化による価格の下落等により前年同期比24.9％減少し、売上高合計は前年同

期比17.3％減の４億96百万円となりました。損益につきましては、販売促進費の増加もあり、営業損失は19百万

円（前年同期は営業利益48百万円）、経常損失は13百万円（前年同期は経常利益52百万円）、四半期純損失は９

百万円（前年同期は四半期純利益29百万円）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ76百万円減の10億36百万円となりました。これは主

に、現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ27百万円減の３億66百万円となりました。これは主に、１年内返済

予定の長期借入金の減少によるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ48百万円減の６億69百万円となりました。これは主に、配当金の支払ならびに

四半期純損失の計上によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ１億14百万円減

少し87百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果使用した資金は、48百万円となりました。これは主に、仕掛品の増加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、17百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出によ

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、49百万円となりました。これは配当金の支払及び長期借入金の返済による

支出によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 今後につきましては、景気の減速により、企業の情報関連投資の抑制傾向もしばらく続くものと予想されま

す。 

 このため、平成20年５月15日発表の通期業績予想を売上高12億円（前回発表14億円）、営業利益55百万円

（同、125百万円）、経常利益60百万円（同、130百万円）、当期純利益30百万円（同、70百万円）へと修正する

ことにいたしました。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 137,445 251,754

受取手形及び売掛金 190,883 176,485

有価証券 50,100 －

仕掛品 39,521 12,985

その他 67,913 62,829

貸倒引当金 △159 △147

流動資産合計 485,703 503,907

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 59,573 61,357

土地 165,110 165,110

その他（純額） 14,000 13,032

有形固定資産合計 238,683 239,499

無形固定資産 27,117 25,851

投資その他の資産   

投資有価証券 241,263 307,017

その他 43,398 36,719

投資その他の資産合計 284,662 343,737

固定資産合計 550,463 609,088

資産合計 1,036,167 1,112,995

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,176 52,008

1年内返済予定の長期借入金 20,936 40,832

未払法人税等 1,739 8,151

賞与引当金 46,780 59,118

役員賞与引当金 － 5,000

その他 131,721 135,333

流動負債合計 274,353 300,443

固定負債   

長期未払金 91,910 －

役員退職慰労引当金 － 90,839

その他 344 3,192

固定負債合計 92,254 94,031

負債合計 366,607 394,475
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 221,240 221,240

資本剰余金 186,906 186,906

利益剰余金 296,585 334,898

自己株式 △24,732 △24,709

株主資本合計 679,998 718,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,439 184

評価・換算差額等合計 △10,439 184

純資産合計 669,559 718,520

負債純資産合計 1,036,167 1,112,995
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 496,572

売上原価 356,382

売上総利益 140,189

販売費及び一般管理費 159,231

営業損失（△） △19,041

営業外収益  

受取利息 402

受取配当金 4,097

その他 1,296

営業外収益合計 5,796

営業外費用  

支払利息 326

営業外費用合計 326

経常損失（△） △13,571

特別利益  

投資有価証券売却益 58

特別利益合計 58

税引前四半期純損失（△） △13,512

法人税、住民税及び事業税 841

法人税等調整額 △5,121

法人税等合計 △4,279

四半期純損失（△） △9,232
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △13,512

減価償却費 15,322

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,338

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △90,839

受取利息及び受取配当金 △4,500

支払利息 326

売上債権の増減額（△は増加） △14,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,536

仕入債務の増減額（△は減少） 21,167

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910

その他 △7,047

小計 △45,432

利息及び配当金の受取額 4,626

利息の支払額 △291

法人税等の支払額 △7,083

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,180

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,176

無形固定資産の取得による支出 △12,098

投資有価証券の取得による支出 △2,795

投資有価証券の売却による収入 458

その他 △517

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,128

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 △19,896

自己株式の取得による支出 △23

配当金の支払額 △29,081

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,309

現金及び現金同等物の期首残高 201,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 87,445
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

－ 8 －

（株）テスク（4349）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   600,530 100.0 

Ⅱ 売上原価   400,166 66.6 

売上総利益   200,363 33.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   151,954 25.3 

営業利益   48,409 8.1 

Ⅳ 営業外収益   4,567 0.7 

Ⅴ 営業外費用   712 0.1 

経常利益   52,264 8.7 

Ⅵ 特別利益   140 0.0 

Ⅶ 特別損失   ─ ─

税引前中間純利益   52,404 8.7 

法人税、住民税及び事業
税 18,407     

法人税等調整額 4,390 22,798 3.8 

中間純利益   29,606 4.9 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前中間純利益 52,404 

減価償却費  19,772 

貸倒引当金の減少額  △140 

賞与引当金の増加額  3,554 

役員退職慰労引当金の増
加額  1,897 

受取利息及び受取配当金  △3,623 

支払利息 712 

売上債権の減少額 166,268 

たな卸資産の減少額 1,358 

その他流動資産の減少額 4,655 

仕入債務の減少額 △148,599 

前受金の増加額 34,350 

その他流動負債の増加額 3,310 

未払消費税等の減少額  △3,312 

小計 132,608 

利息及び配当金の受取額  3,573 

利息の支払額  △712 

法人税等の支払額  △79,037 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 56,432 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預入による支
出  

△30,000 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△6,994 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△39,101 

無形固定資産開発・取得
による支出  

△9,322 

その他固定資産の純増加
額  

△104 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△85,523 
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前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 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  

△19,896 

自己株式取得による支出  △196 

配当金の支払額  △29,033 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△49,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△78,216 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 223,381 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

145,164 
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