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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 188 △20.1 △15 ― △12 ― △7 ―
24年3月期第1四半期 236 16.8 △19 ― △16 ― △15 ―

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

25年3月期第1四半期 △2.28 ―
24年3月期第1四半期 △4.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 1,037 630 60.7
24年3月期 1,121 668 59.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  630百万円 24年3月期  668百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

24年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成25年3月期の業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 550 2.2 7 △18.2 10 △14.5 5 △3.5 1.43
通期 1,200 14.1 55 97.2 60 75.5 35 116.5 10.00



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 3,500,000 株 24年3月期 3,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 16,761 株 24年3月期 16,761 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,483,239 株 24年3月期1Q 3,483,239 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異
なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、２ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報（２）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要等による回復の兆しも見られた 

ものの、長期化する円高、欧州金融危機に伴う海外経済の減速や電力供給不足への懸念などを背景に景気の先行 

きは依然と不透明な状況で推移しております。   

 このような状況下、当社におきましては、新規顧客の開拓など流通業のお客様からの受注の確保に努めておりま

した。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は１億88百万円（前年同四半期比 79.8％）となりました。利益面で

は、一部不採算案件もあり、営業損失は15百万円（前年同四半期は19百万円の損失）、経常損失は12百万円（前年

同四半期は16百万円の損失）、四半期純損失は７百万円（前年同四半期は15百万円の損失）となりました。 

   

（２）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月11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。 

   

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    【会計方針の変更】 

  （減価償却方法の変更） 

    当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資 

      産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

        なお、これによる損益に与える影響はありません。 

       

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 151,580 132,572

受取手形及び売掛金 205,834 139,937

有価証券 40,346 40,258

商品及び製品 － 3,613

仕掛品 23,219 45,806

その他 86,400 84,505

貸倒引当金 △180 －

流動資産合計 507,200 446,693

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 53,921 53,085

土地 165,110 165,110

その他（純額） 30,543 28,197

有形固定資産合計 249,575 246,393

無形固定資産 43,638 38,478

投資その他の資産   

投資有価証券 291,462 277,452

その他 29,490 28,739

投資その他の資産合計 320,953 306,191

固定資産合計 614,167 591,063

資産合計 1,121,367 1,037,756

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,343 13,998

1年内返済予定の長期借入金 59,796 59,796

未払法人税等 2,344 587

賞与引当金 26,866 13,717

その他の引当金 2,569 401

その他 133,512 168,430

流動負債合計 283,432 256,930

固定負債   

長期借入金 62,466 47,517

長期未払金 73,310 73,310

その他 33,516 29,619

固定負債合計 169,292 150,446

負債合計 452,724 407,377
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30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 261,775 232,902

自己株式 △2,860 △2,860

株主資本合計 667,060 638,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,582 △7,809

評価・換算差額等合計 1,582 △7,809

純資産合計 668,643 630,379

負債純資産合計 1,121,367 1,037,756

（株）テスク（4349）平成25年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－ 4 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 236,359 188,726

売上原価 185,771 135,615

売上総利益 50,588 53,111

販売費及び一般管理費 69,610 68,557

営業損失（△） △19,021 △15,446

営業外収益   

受取利息 217 195

受取配当金 2,762 2,773

その他 388 891

営業外収益合計 3,368 3,860

営業外費用   

支払利息 631 460

保険解約損 － 517

営業外費用合計 631 977

経常損失（△） △16,285 △12,563

特別損失   

固定資産除却損 85 －

減損損失 2,221 －

投資有価証券評価損 3,158 －

特別損失合計 5,465 －

税引前四半期純損失（△） △21,750 △12,563

法人税、住民税及び事業税 206 233

法人税等調整額 △6,750 △4,824

法人税等合計 △6,544 △4,591

四半期純損失（△） △15,206 △7,972
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 該当事項はありません。    

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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