
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 テスク 上場取引所 名 

コード番号 4349 URL http://www.kktisc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 梅 田  渉

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 岡本匡弘 TEL 052-651-2131
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 177 △24.9 △32 ― △29 ― △17 ―

21年3月期第1四半期 235 ― △9 ― △4 ― △2 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.95 ―

21年3月期第1四半期 △0.85 ―

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

22年3月期第1四半期 1,274 678 53.2 194.03
21年3月期 1,172 703 60.1 201.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  678百万円 21年3月期  703百万円

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

21年3月期 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 6.00 6.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

550 10.7 10 ― 10 ― 5 ― 1.42

通期 1,200 16.4 60 261.7 60 139.7 35 384.7 10.00
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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  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４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） 22年3月期第1四半期 3,500,000株 21年3月期  3,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  791株 21年3月期  791株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 3,499,209株 21年3月期第1四半期 3,421,300株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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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 当第１四半期におけるわが国の経済は、昨年からの景気悪化により、企業収益の落ち込み、設備投資の減少、

雇用情勢の悪化など非常に厳しい環境で推移しました。  

 当情報サービス業界におきましても、情報化投資の抑制、延期等による需要の落ち込みが続いております。  

 このような状況下、当社におきましては、受注減少傾向に一部改善の兆しが見受けられますが、期首の受注残

高の減少により、当第１四半期会計期間の売上高は１億77百万円（前年同期比 75.0％）、販管費の削減に努めま

したが売上の減少による影響が大きく、営業損失は32百万円（前年同期は９百万円の損失）、経常損失は29百万

円（前年同期は４百万円の損失）、四半期純損失は17百万円（前年同期は２百万円の損失）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況   

 当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ１億２百万円増の12億74百万円となりました。これは

主に、売掛金の減少63百万円と、投資有価証券の増加１億57百万円との相殺等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１億27百万円増の５億95百万円となりました。これは主に、長期借

入金が65百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ24百万円減の６億78百万円となりました。これは主に、配当金の

支払等による利益剰余金の減少38百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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９百万円減少し

２億52百万円（前年同期比 110.8％）となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は、73百万円（前年同期比 103.9％）となりました。これは主に、売上債権の減

少63百万円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、１億46百万円（前年同期は５百万円の使用）となりました。これは主に、投

資有価証券の取得による支出１億34百万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）  

財務活動の結果獲得した資金は、64百万円（前年同期は39百万円の使用）となりました。これは、長期借入金

の借入による収入１億円と、長期借入金の返済による支出14百万円及び配当金の支払額20百万円との相殺による

ものであります。 

 平成21年５月15日の決算短信で発表しました、第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

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。  

  受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第

１四半期会計期間に着手した受注制作のソフトウェア開発から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる受注契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受

注契約については検収基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 352,327 311,573

受取手形及び売掛金 95,978 159,126

有価証券 － 50,070

商品及び製品 219 1,500

仕掛品 27,630 12,389

その他 94,104 84,611

貸倒引当金 △27 △36

流動資産合計 570,233 619,233

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 56,932 57,789

土地 165,110 165,110

その他（純額） 12,388 13,582

有形固定資産合計 234,430 236,482

無形固定資産 41,678 34,947

投資その他の資産   

投資有価証券 351,437 194,066

関係会社株式 34,200 34,200

その他 43,049 53,263

貸倒引当金 △122 △122

投資その他の資産合計 428,564 281,406

固定資産合計 704,673 552,837

資産合計 1,274,907 1,172,070

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,725 31,605

1年内返済予定の長期借入金 59,796 39,996

未払法人税等 423 410

賞与引当金 14,048 40,566

その他 193,007 100,395

流動負債合計 292,002 212,973

固定負債   

長期借入金 225,255 160,004

長期未払金 76,950 91,910

その他 1,736 3,290

固定負債合計 303,941 255,204

負債合計 595,943 468,178
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 271,047 309,379

自己株式 △248 △248

株主資本合計 678,945 717,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 △13,385

評価・換算差額等合計 19 △13,385

純資産合計 678,964 703,892

負債純資産合計 1,274,907 1,172,070
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 235,941 177,068

売上原価 161,448 130,079

売上総利益 74,493 46,988

販売費及び一般管理費 83,665 79,218

営業損失（△） △9,171 △32,229

営業外収益   

受取利息 202 258

受取配当金 3,697 2,725

その他 1,018 998

営業外収益合計 4,918 3,982

営業外費用   

支払利息 187 904

営業外費用合計 187 904

経常損失（△） △4,440 △29,151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 36 9

特別利益合計 36 9

税引前四半期純損失（△） △4,404 △29,142

法人税、住民税及び事業税 8,000 205

法人税等調整額 △9,465 △12,010

法人税等合計 △1,464 △11,805

四半期純損失（△） △2,939 △17,336
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △4,404 △29,142

減価償却費 7,019 6,886

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,315 △26,517

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 △3,900 △2,983

支払利息 187 904

売上債権の増減額（△は増加） 43,527 63,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,247 △13,960

仕入債務の増減額（△は減少） △9,817 △6,880

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910 △14,960

その他 102,255 94,504

小計 73,339 70,988

利息及び配当金の受取額 4,166 3,222

利息の支払額 △172 △745

法人税等の支払額 △7,043 △410

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,290 73,056

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 － △50,000

有価証券の償還による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △1,560 －

無形固定資産の取得による支出 △3,251 △11,280

投資有価証券の取得による支出 △359 △134,888

その他 △118 △189

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,289 △146,358

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △9,948 △14,949

配当金の支払額 △29,081 △20,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,029 64,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,971 △9,245

現金及び現金同等物の期首残高 201,754 261,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 227,726 252,327
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 該当事項はありません。 

  

 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
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