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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 752 ― △4 ― 3 ― 1 ―

20年3月期第3四半期 958 △10.0 85 160.0 91 111.6 52 ―

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3四半期 0.33 ―

20年3月期第3四半期 15.26 ―

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3四半期 1,053 689 65.4 196.98
20年3月期 1,112 718 64.6 210.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  689百万円 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  無  
 

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3四半期  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3四半期  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3四半期  3,436,858株 20年3月期第3四半期  3,421,750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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 当第３四半期累計期間（９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、雇用情勢の悪化や企業

の設備投資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、受注遅延等により、売上高は前年同期比21.5％減の７億52百万円となりまし

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４百万円（前年同期は営業利益85百万円）、経常利

益は３百万円（前年同期は経常利益91百万円）、四半期純利益は１百万円（前年同期は四半期純利益52百万円）とな

りました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況   

 当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ59百万円減の10億53百万円となりました。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30百万円減の３億64百万円となりました。これは主に、賞与引当金

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29百万円減の６億89百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるも

のであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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１億41百万円減

少し59百万円となりました。 

（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、88百万円となりました。これは主に、賞与引当金の減少、売上債権及びた

な卸資産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、68百万円となりました。これは主に、関係会社株式及び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）  

財務活動の結果獲得した資金は、15百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加及び自己株式処分に

よる収入と、配当金の支払及び長期借入金の返済による支出の、相殺によるものであります。 

  

 今後につきましては、景気の減速により、経営環境は厳しさを増しております。 

 当社におきましては、受注の促進とプロジェクト管理の徹底により収益を確保してまいりたいと存じます。  

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月31日に公表しました通期業績予想に変更はありませ

ん。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。 

  

  

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 

（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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 109,764 251,754

受取手形及び売掛金 188,776 176,485

有価証券 50,135 －

商品 2,975 －

仕掛品 34,158 12,985

その他 85,721 62,829

貸倒引当金 △157 △147

流動資産合計 471,374 503,907

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 58,681 61,357

土地 165,110 165,110

その他（純額） 15,301 13,032

有形固定資産合計 239,093 239,499

無形固定資産 32,927 25,851

投資その他の資産   

投資有価証券 224,395 307,017

関係会社株式 34,200 －

その他 51,530 36,719

投資その他の資産合計 310,126 343,737

固定資産合計 582,147 609,088

資産合計 1,053,521 1,112,995

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,750 52,008

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 14,304 40,832

未払法人税等 － 8,151

賞与引当金 20,393 59,118

役員賞与引当金 － 5,000

その他 137,896 135,333

流動負債合計 272,344 300,443

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 － 3,192

固定負債合計 91,910 94,031

負債合計 364,254 394,475
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 303,304 334,898

自己株式 △248 △24,709

株主資本合計 711,202 718,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,935 184

評価・換算差額等合計 △21,935 184

純資産合計 689,267 718,520

負債純資産合計 1,053,521 1,112,995
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 752,436

売上原価 528,112

売上総利益 224,324

販売費及び一般管理費 228,693

営業損失（△） △4,369

営業外収益  

受取利息 587

受取配当金 5,732

その他 1,885

営業外収益合計 8,205

営業外費用  

支払利息 429

営業外費用合計 429

経常利益 3,406

特別利益  

投資有価証券売却益 58

特別利益合計 58

特別損失  

固定資産除却損 4

特別損失合計 4

税引前四半期純利益 3,461

法人税、住民税及び事業税 614

法人税等調整額 1,701

法人税等合計 2,316

四半期純利益 1,145
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 3,461

減価償却費 25,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,725

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 △6,320

支払利息 429

売上債権の増減額（△は増加） △12,291

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,148

仕入債務の増減額（△は減少） △2,257

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910

その他 △5,975

小計 △63,893

利息及び配当金の受取額 6,553

利息の支払額 △382

法人税等の支払額 △30,676

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,398

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 △5,176

無形固定資産の取得による支出 △23,873

投資有価証券の取得による支出 △5,390

投資有価証券の売却による収入 458

関係会社株式の取得による支出 △34,200

その他 △680

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,861

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △26,528

自己株式の取得による支出 △23

自己株式の処分による収入 20,826

配当金の支払額 △29,004

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141,990

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 59,764
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年11月７日付で、株式会社日本テクシードに対して第三者割当による自己株式の処分を行いま

した。この結果、当第３四半期会計期間において利益剰余金が3,657千円、自己株式が24,483千円減少し、当第

３四半期会計期間において利益剰余金が303,304千円、自己株式が248千円となっております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  958,566

Ⅱ 売上原価  649,288

売上総利益  309,278

Ⅲ 販売費及び一般管理費  223,993

営業利益  85,285

Ⅳ 営業外収益  6,765

Ⅴ 営業外費用  1,022

経常利益  91,028

Ⅵ 特別利益  157

Ⅶ 特別損失  0

税引前四半期純利益  91,186

税金費用  38,955

四半期純利益  52,230
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税引前四半期純利益   91,186

減価償却費   31,248

賞与引当金の減少額  △24,056

役員退職慰労引当金の増加
額   2,851

受取利息及び受取配当金 △5,559

支払利息   1,022

売上債権の減少額   186,397

たな卸資産の減少額   2,337

仕入債務の減少額  △127,563

その他   51,779

小計  209,643

利息及び配当金の受取額  5,617

利息の支払額  △1,021

法人税等の支払額  △118,871

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  95,367

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入れによる支
出  

△30,000

投資有価証券の取得による
支出  

△44,982

パッケージ・ソフトウェア
開発による支出  

△14,188

その他  △10,761

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△99,932

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の増加額   100,000

長期借入金の返済による支
出  

△29,844

配当金の支払額  △29,033

自己株式の取得による支
出  

△196

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  40,926
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  36,361

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期末
残高  259,742

－　11　－

（株）テスク（4349）平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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