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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 707 △5.9 △25 ― △20 ― △12 ―

21年3月期第3四半期 752 ― △4 ― 3 ― 1 ―

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3四半期 △3.64 ―

21年3月期第3四半期 0.33 ―

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3四半期 1,247 679 54.4 194.13
21年3月期 1,172 703 60.1 201.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  679百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 1,050 1.9 20 20.5 25 0.0 14 93.9 4.00
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,499,209株 21年3月期第3四半期 3,436,858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３四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、国内外で実施された景

気刺激策により急激な需要の落ち込みから持ち直してはいるものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の

悪化等により、依然として厳しい状況で推移しました。 

 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依然として続いておりま

す。 

 このような状況下、当社におきましては、新規顧客の開拓による受注の確保に注力してまいりましたが、若干回復

の兆しはみえるものの、受注遅延や値引要請等依然厳しい環境は続いております。その結果、当第３四半期累計期間

の売上高は７億７百万円（前年同期比 94.0％）となりました。利益面に関しましては、販管費の節減に努めてまい

りましたが、コンピュータ機器等の商品売上高は増加（前年同期比 115.1％）したものの比較的利益率の高いシステ

ム開発売上高の減少（前年同期比 85.4％）により、営業損失は25百万円（前年同期は４百万円の損失）、経常損失

は20百万円（前年同期は３百万円の利益）、四半期純損失は12百万円（前年同期は１百万円の利益）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75百万円増の12億47百万円となりました。これは主

に、現金及び預金の減少40百万円と、投資有価証券の増加１億38百万円との相殺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１億円増の５億68百万円となりました。これは主に、買掛金58百万

円及び長期借入金37百万円の増加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６億79百万円となりました。これは主に、配当金の

支払等による利益剰余金の減少33百万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１億円減少し１

億61百万円（前年同期比 269.8％）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、36百万円（前年同期は88百万円の使用）となりました。これは主に、仕入債

務の増加額58百万円と、たな卸資産の増加額33百万円の相殺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、１億72百万円（前年同期は68百万円の使用）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１億35百万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、35百万円（前年同期は15百万円の獲得）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43百万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。 

 今後につきましては、景気の急激な回復は見込めず、厳しい経営環境が続くものと予想されます。当社におきま

しては、受注の促進と経費の節減により収益を確保してまいりたいと存じます。 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月６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。 

  

  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）を第１四半期会計期間より適用し、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３四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。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上高は、34,302千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純

損失は、それぞれ15,843千円減少しております。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 271,289 311,573

受取手形及び売掛金 163,205 159,126

有価証券 12,102 50,070

商品及び製品 3,519 1,500

仕掛品 43,701 12,389

その他 75,486 84,611

貸倒引当金 △37 △36

流動資産合計 569,267 619,233

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 55,217 57,789

土地 165,110 165,110

その他（純額） 9,425 13,582

有形固定資産合計 229,752 236,482

無形固定資産 51,910 34,947

投資その他の資産   

投資有価証券 332,377 194,066

関係会社株式 34,200 34,200

その他 30,052 53,263

貸倒引当金 － △122

投資その他の資産合計 396,629 281,406

固定資産合計 678,293 552,837

資産合計 1,247,560 1,172,070

負債の部   

流動負債   

買掛金 90,339 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 400 410

賞与引当金 14,577 40,566

その他 129,172 100,395

流動負債合計 294,286 212,973

固定負債   

長期借入金 197,007 160,004

長期未払金 76,950 91,910

その他 － 3,290

固定負債合計 273,957 255,204

負債合計 568,243 468,178
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 275,628 309,379

自己株式 △248 △248

株主資本合計 683,525 717,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,208 △13,385

評価・換算差額等合計 △4,208 △13,385

純資産合計 679,317 703,892

負債純資産合計 1,247,560 1,172,070
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 752,436 707,943

売上原価 528,112 525,165

売上総利益 224,324 182,777

販売費及び一般管理費 228,693 207,837

営業損失（△） △4,369 △25,060

営業外収益   

受取利息 587 985

受取配当金 5,732 4,777

その他 1,885 2,107

営業外収益合計 8,205 7,870

営業外費用   

支払利息 429 2,989

営業外費用合計 429 2,989

経常利益又は経常損失（△） 3,406 △20,179

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   

減損損失 － 57

固定資産除却損 4 6

特別損失合計 4 63

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 3,461 △20,243

法人税、住民税及び事業税 614 628

法人税等調整額 1,701 △8,115

法人税等合計 2,316 △7,487

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,145 △12,756
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

3,461 △20,243

減価償却費 25,853 26,289

減損損失 － 57

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △121

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,725 △25,989

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 △5,762

支払利息 429 2,989

売上債権の増減額（△は増加） △12,291 △4,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,148 △33,332

仕入債務の増減額（△は減少） △2,257 58,734

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910 △14,960

その他 △5,975 27,512

小計 △63,893 11,095

利息及び配当金の受取額 6,553 5,931

利息の支払額 △382 △2,989

法人税等の支払額 △30,676 △410

法人税等の還付額 － 22,565

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,398 36,192

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 △5,176 △285

無形固定資産の取得による支出 △23,873 △36,175

投資有価証券の取得による支出 △5,390 △135,488

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 △334

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,861 △172,284

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 －

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △26,528 △43,197

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 △20,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,270 35,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141,990 △100,283
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 59,764 161,289
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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

－　10　－

（株）テスク（4349）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）


	テスク01第３四半期サマリー情報
	テスク02第３四半期定性的情報
	テスク03第３四半期財務諸表
	テスク04第３四半期注記



