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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 1,874 0.1 47 69.4 57 26.5 27 △1.4
23年3月期第2四半期 1,872 5.2 27 ― 45 ― 28 ―

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

24年3月期第2四半期 5.80 ―
23年3月期第2四半期 5.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,044 2,185 54.0
23年3月期 4,051 2,208 54.5
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  2,185百万円 23年3月期  2,208百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,900 1.8 100 7.9 115 △5.7 58 △13.6 12.07



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 4,810,000 株 23年3月期 4,810,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,791 株 23年3月期 3,791 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,806,209 株 23年3月期2Q 4,806,209 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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御利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信【添付資料】３ページ「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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力発電所の事故の影響による生産活動

の停滞に加え、米国の景気低迷、欧州の財政危機を背景にした円高基調が続くなど、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

情報サービス産業においても、国内ＩＴ関連投資に関して新規投資抑制が続いており、受注獲得や受注価格

の面で競争が激化するなど、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の中、当社は顧客のニーズに柔軟に応えるべく、重点顧客への要員シフトを強化するととも

に、エンドユーザーの新規開拓に向けた組織横断的なプロジェクトを編成し、売上拡大を目指してまいりまし

た。 

また、利益面では、開発要員の稼働率向上によるアイドルコスト低減を図るとともに、プロジェクトマネー

ジメント部門による品質管理・採算管理を強化し、プロジェクト当たりのコスト削減に努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高1,874百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益47百万円

（前年同期比69.4％増）、経常利益57百万円（前年同期比26.5％増）、四半期純利益27百万円（前年同期比

1.4％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

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1,808百万円（前年同期比1.4％増）、売上総利益224百万円（前年同期比

16.6％増）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50百万円（前年同期比23.2％減）、売上総利益1百万円（前年同期比66.9％

減）となりました。 

③ 受託計算事業 

受託計算事業は、売上高15百万円（前年同期比35.8％減）、売上総利益0百万円（前年同期は売上総損失1

百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 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152

百万円増加し、当第２四半期会計期間末には1,183百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（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202百万円（前年同四半期は105百万円の獲得）となりました。 

収入の主な要因は税引前四半期純利益54百万円、減価償却費13百万円、退職給付引当金の増加34百万円、

売上債権の減少168百万円であり、支出の主な要因は法人税等の支払69百万円であります。 

  

（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2百万円（前年同四半期は9百万円の使用）となりました。 

主な要因は貸付による支出3百万円と貸付の回収による収入1百万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、使用した資金は48百万円（前年同四半期は47百万円の使用）となりました。これは配当

金の支払48百万円によるものであります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産は3,022百万円（前事業年度末比4百万円減少）となりました。

増加の主な要因は現金及び預金と仕掛品であり、減少の主な要因は売掛金及び繰延税金資産であります。 

  

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産は1,022百万円（同2百万円減少）となりました。主な要因は無

形固定資産及び投資有価証券が減少したことによります。 

よって、当第２四半期会計期間末における資産合計は4,044百万円（同6百万円減少）となりました。 

  

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債は452百万円（同18百万円減少）となりました。主な要因は未払

法人税等が減少したことによります。 

  

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債は1,406百万円（同34百万円増加）となりました。これは退職給

付引当金が増加したことによります。 

  

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は2,185百万円（同23百万円減少）となりました。主な要因は

配当金の支払による繰越利益剰余金が減少したことによります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の通期業績予想につきましては、平成23年5月13日に発表いたしました業績予想数値に変更はあ

りません。 
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,281,657 2,433,912

売掛金 620,974 452,257

仕掛品 8,176 26,461

その他 116,100 109,487

流動資産合計 3,026,908 3,022,118

固定資産   

有形固定資産 148,268 144,690

無形固定資産 67,678 58,667

投資その他の資産   

繰延税金資産 543,802 559,982

その他 336,570 330,832

貸倒引当金 △71,680 △71,680

投資その他の資産合計 808,693 819,135

固定資産合計 1,024,641 1,022,494

資産合計 4,051,549 4,044,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,742 100,743

未払法人税等 74,461 38,748

賞与引当金 202,123 195,143

その他 117,000 118,279

流動負債合計 471,327 452,914

固定負債   

役員退職慰労未払金 62,689 62,689

退職給付引当金 1,308,842 1,343,599

固定負債合計 1,371,531 1,406,289

負債合計 1,842,858 1,859,204

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 1,208,028 1,187,827

自己株式 △1,352 △1,352

株主資本合計 2,390,875 2,370,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,805 △5,887

土地再評価差額金 △179,378 △179,378

評価・換算差額等合計 △182,184 △185,266

純資産合計 2,208,690 2,185,408

負債純資産合計 4,051,549 4,044,612

- 4 -

㈱昭和システムエンジニアリング（4752）　平成24年3月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,872,946 1,874,481

売上原価 1,676,783 1,647,606

売上総利益 196,163 226,874

販売費及び一般管理費 168,276 179,632

営業利益 27,887 47,241

営業外収益   

受取利息 2,209 1,550

受取配当金 940 1,496

助成金収入 12,525 4,532

雑収入 1,878 2,398

営業外収益合計 17,553 9,977

営業外費用   

投資事業組合運用損 205 －

雑損失 13 －

営業外費用合計 219 －

経常利益 45,221 57,219

特別利益   

株式割当益 8,674 －

固定資産売却益 398 －

特別利益合計 9,072 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 2,600

特別損失合計 － 2,600

税引前四半期純利益 54,294 54,619

法人税、住民税及び事業税 34,158 33,741

法人税等調整額 △8,121 △6,983

法人税等合計 26,037 26,757

四半期純利益 28,256 27,861
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 54,294 54,619

減価償却費 10,980 13,047

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,706 △6,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,260 34,757

受取利息及び受取配当金 △3,149 △3,046

投資事業組合運用損益（△は益） 205 △101

有形固定資産売却損益（△は益） △398 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,600

株式割当益 △8,540 －

売上債権の増減額（△は増加） 27,454 168,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,557 △18,285

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,005 △1,463

仕入債務の増減額（△は減少） 35,540 23,000

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,187 2,956

未払金の増減額（△は減少） 6,086 △10,350

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,661 7,834

その他 359 237

小計 129,673 267,543

利息及び配当金の受取額 3,798 4,068

法人税等の支払額 △27,863 △69,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,609 202,481

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 △800,000 △950,000

定期預金の払戻による収入 800,000 950,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △11,236 －

有形固定資産の売却による収入 1,047 －

投資有価証券の取得による支出 △599 △665

貸付けによる支出 － △3,882

貸付金の回収による収入 1,951 1,745

その他 △445 603

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,283 △2,198

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △47,717 △48,027

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,717 △48,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,608 152,255

現金及び現金同等物の期首残高 992,481 1,031,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,090 1,183,912
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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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