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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 2,154 ― 66 ― 77 ― 41 ―

20年3月期第2四半期 2,300 11.0 141 263.7 151 272.7 71 ―

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 8.67 ―

20年3月期第2四半期 14.93 ―

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 3,925 2,158 55.0 449.09
20年3月期 4,173 2,185 52.4 454.67

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  2,158百万円 20年3月期  2,185百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 5,000 3.1 310 3.5 320 3.1 180 12.5 37.45

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  

（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。  

(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 4,810,000株 20年3月期 4,810,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 3,791株 20年3月期 3,000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 4,806,516株 20年3月期第2四半期 4,807,000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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不

安の世界的広がりと深まりから、世界同時株安、急激な円高ドル安の混乱が続きました。 

その影響は実体経済にも及び、国内の実質経済成長率は第１四半期に続き当第２四半期以降もマイ

ナス成長になるとの見通しが大勢を占めております。 

当社の主力顧客である証券・銀行・保険業界では、ＩＴ投資への慎重姿勢から開発案件の先送り傾

向が具体化し、その他の産業においても開発規模を縮小するなどの傾向が散見されました。 

このように厳しさを増す環境の中、当社では既存顧客へのコンタクトを強化し、特に継続性案件の

獲得に注力してまいりました。この結果、当第 2四半期累計期間の業績は、売上高は 2,154 百万円、

営業利益は 66 百万円、経常利益は 77 百万円、四半期純利益は 41 百万円となりました。 

 

 事業部門別の概況は、次のとおりであります。 

 

(1) ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、売上高 2,042 百万円、売上総利益 269 百万円となりました。 

 

(2) 入力データ作成事業 

入力データ作成事業は、売上高 87 百万円、売上総利益 5百万円となりました。 

 

(3) 受託計算事業 

受託計算事業は、売上高 24 百万円、売上総損失 0百万円となりました。 

 

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２四半期会計期間末における総資産は 3,925 百万円となり、前事業年度末に比べて 247 百万

円減少しております。これは主に売掛金の減少によるものであります。 

負債合計は 220 百万円減少し、1,767 百万円となりました。これは主に仕入債務及び未払法人税

等の減少によるものであります。 

純資産は 27 百万円減少し、2,158 百万円となりました。これは主に営業活動による利益剰余金の

増加 41 百万円と配当金の支払 57 百万円によるものであります。 

この結果、当第２四半期会計期間末における自己資本比率は 55.0%となり、前事業年度末に比べ

2.6%の増加となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間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 410 百万円減少し、1,233 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は 25 百万円であります。これは主

に税引前四半期純利益 77 百万円を計上したものの、法人税等の支払 123 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） 

当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は 327 百万円であります。これは

主に定期預金の預入による支出 450 百万円と定期預金の払戻による収入 150 百万円によるものであ

ります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は 57 百万円であります。これは主

に配当金の支払 57 百万円によるものであります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 20 年 5 月 16 日付「平成 20 年 3 月期 決算短

信（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

 

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 

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 

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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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 2,183,108 1,994,007 

売掛金 576,628 732,292 

仕掛品 28,154 15,386 

その他 124,777 431,314 

流動資産合計 2,912,668 3,173,000 

固定資産   

有形固定資産 164,155 171,301 

無形固定資産 17,997 3,747 

投資その他の資産   

繰延税金資産 515,038 494,408 

その他 387,674 402,764 

貸倒引当金 △71,680 △71,680 

投資その他の資産合計 831,033 825,493 

固定資産合計 1,013,186 1,000,541 

資産合計 3,925,854 4,173,542 

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,415 166,227 

短期借入金 50,000 50,000 

未払法人税等 42,311 130,057 

賞与引当金 208,870 220,000 

その他 108,238 184,071 

流動負債合計 497,835 750,356 

固定負債   

役員退職慰労未払金 106,014 106,014 

退職給付引当金 1,163,584 1,131,552 

固定負債合計 1,269,599 1,237,567 

負債合計 1,767,435 1,987,924 

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500 

資本剰余金 553,700 553,700 

利益剰余金 1,181,585 1,197,604 

自己株式 △1,352 △1,123 

株主資本合計 2,364,432 2,380,680 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,634 △15,684 

土地再評価差額金 △179,378 △179,378 

評価・換算差額等合計 △206,013 △195,063 

純資産合計 2,158,419 2,185,617 

負債純資産合計 3,925,854 4,173,542 
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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 2,154,114 

売上原価 1,879,159 

売上総利益 274,954 

販売費及び一般管理費 208,659 

営業利益 66,294 

営業外収益  

受取利息 4,448 

受取配当金 1,173 

技術指導料 4,000 

雑収入 1,499 

営業外収益計 11,121 

営業外費用  

支払利息 38 

投資事業組合運用損 308 

営業外費用計 346 

経常利益 77,069 

税引前四半期純利益 77,069 

法人税、住民税及び事業税 36,767 

法人税等調整額 △1,363 

法人税等合計 35,403 

四半期純利益 41,665 
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【第２四半期会計期間】 
（単位：千円） 

 
当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日）

売上高 1,080,696 

売上原価 930,607 

売上総利益 150,088 

販売費及び一般管理費 102,511 

営業利益 47,577 

営業外収益  

受取利息 3,219 

技術指導料 4,000 

雑収入 760 

営業外収益計 7,979 

営業外費用  

支払利息 16 

投資事業組合運用損 308 

営業外費用計 324 

経常利益 55,231 

税引前四半期純利益 55,231 

法人税、住民税及び事業税 35,616 

法人税等調整額 △11,051 

法人税等合計 24,565 

四半期純利益 30,666 
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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 

税引前四半期純利益 77,069

減価償却費 7,430

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,031

受取利息及び受取配当金 △5,621

支払利息 38

投資事業組合運用損益（△は益） 308

売上債権の増減額（△は増加） 155,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,767

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,201

仕入債務の増減額（△は減少） △77,812

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,856

未払金の増減額（△は減少） △54,209

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,698

その他 592

小計 94,836

利息及び配当金の受取額 3,704

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △123,886

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,385

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 △450,000

定期預金の払戻による収入 150,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △23,582

投資有価証券の取得による支出 △638

貸付けによる支出 △5,650

貸付金の回収による収入 2,217

その他 △298

投資活動によるキャッシュ・フロー △327,952

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △229

配当金の支払額 △57,332

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,561

現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △410,899

現金及び現金同等物の期首残高 1,644,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,233,108
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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。 
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【参考資料】 
 
 (1) 前中間損益計算書 

 
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） 

Ⅰ 売上高  2,300,135 

Ⅱ 売上原価  1,937,652 

売上総利益  362,483 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  220,545 

営業利益  141,938 

Ⅳ 営業外収益  10,128 

Ⅴ 営業外費用  893 

経常利益  151,173 

Ⅵ 特別損失  11,680 

税引前中間純利益  139,493 

法人税、住民税及び事業税 30,280  

法人税等調整額 37,427 67,707 

中間純利益  71,785 

 



㈱昭和ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（4752）平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信（非連結） 

- 10 - 

(2) 前中間キャッシュ・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） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 139,493 

減価償却費 9,936 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,680 

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,261 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,600 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,885 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,400 

受取利息及び受取配当金 △4,099 

支払利息 147 

有形固定資産除却損 572 

売上債権の増減額（△は増加） 114,388 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,273 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,939 

仕入債務の増減額（△は減少） △23,049 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △816 

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） 106,014 

その他 △70 

小計 240,331 

利息及び配当金の受取額 3,321 

利息の支払額 △152 

法人税等の支払額 △2,548 

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,952 

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 △300,000 

定期預金の払戻による収入 300,000 

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △23,935 

投資有価証券の取得による支出 △633 

貸付金の回収による収入 6,209 

差入保証金の差入による支出 △20 

その他投資に関する支出（純額） 2,654 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,724 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △47,773 

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,773 

現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 177,455 

現金及び現金同等物の期首残高 1,202,791 

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,380,247 

 


