
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023年１月27日

上 場 会 社 名
SEホールディングス・アンド・インキュベーシ
ョンズ株式会社

上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9478 URL http://www.sehi.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 速水 浩二

問合せ先責任者 (役職名)
執行役員 経営企画部
部長

(氏名) 松村 真一 (TEL) 03-5362-3700

四半期報告書提出予定日 2023年２月７日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

　

(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 5,270 2.0 1,123 △3.2 1,096 △3.7 716 △4.4

2022年３月期第３四半期 5,165 16.7 1,160 70.7 1,138 65.1 749 75.8
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 794百万円( △0.1％) 2022年３月期第３四半期 795百万円( 15.5％)
　

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

2023年３月期第３四半期 34.26 34.09

2022年３月期第３四半期 34.31 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 11,466 6,864 59.9

2022年３月期 11,320 6,434 56.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 6,864百万円 2022年３月期 6,434百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2022年３月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2023年３月期 ― 0.00 ―

2023年３月期(予想) 3.00 3.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 7,100 0.1 1,300 △12.4 1,300 △8.6 850 △6.4 41.16
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期３Ｑ 22,304,226株 2022年３月期 23,484,226株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 2,212,479株 2022年３月期 1,960,829株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 20,922,861株 2022年３月期３Ｑ 21,850,577株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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いては、添付資料２ページ「経営成績に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和や外国人観

光客の受入れ再開などにより、緩やかな回復基調となりました。一方、ウクライナ情勢長期化や急激な円安進行な

どによる物価高騰や個人所得の伸び悩みで消費マインドの慎重姿勢が強まっており、景気の先行きについては依然

として不透明な状況が続いております。

このような状況下、当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高5,270百万円(前年同期

比2.0％増)、営業利益1,123百万円(前年同期比3.2％減)、経常利益1,096百万円(前年同期比3.7％減)、親会社株主

に帰属する四半期純利益716百万円(前年同期比4.4％減)となりました。

出版事業におきましては、Webメディア及びイベント各事業売上が期を通じて好調だった一方、書籍販売が物価高

騰やコロナ禍による消費動向変化の影響を受けたことや、前年同期に電子書籍販売で特需があったことなどの反動

により、売上高3,124百万円(前年同期比2.6％減)、セグメント利益(営業利益)864百万円(前年同期比12.3％減)とな

りました。

コーポレートサービス事業におきましては、既存顧客中心に期央において受注が増加する一方、マーケティング

費用や人材コストの増加などにより、売上高599百万円(前年同期比6.4％増)、セグメント利益(営業利益)27百万円

(前年同期比48.4％減)となりました。

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、ゲームやアプリの受託開発、ゲームコンテンツなどの事業売

上が引き続き好調に推移した一方、ソリューション事業売上などの納品の減少により、売上高610百万円(前年同期

比3.1％減)となりましたが、新規事業の黒字採算改善などによりセグメント利益(営業利益)92百万円(前年同期比

23.2％増)となりました。

教育・人材事業におきましては、オンライン研修を中心としたIT人材研修事業及び医療関連人材紹介事業共に総

じて順調に推移し、売上高708百万円(前年同期比12.9％増)、セグメント利益(営業利益)218百万円(前年同期比7.7

％増)となりました。

投資運用事業におきましては、安定的な投資運用量増加や第２四半期連結累計期間における円安進行に伴う配当

金収入増加を主因に、売上高228百万円(前年同期比65.8％増)、セグメント利益(営業利益)171百万円(前年同期比

58.2％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、営業投資有価証券607百万円増加、流動資産その他119百万円増

加、受取手形、売掛金及び契約資産288百万円減少、並びに現金及び預金284百万円減少を主因に、前連結会計年度

末比146百万円増の11,466百万円となりました。負債については、未払法人税等213百万円減少を主因に、前連結会

計年度末比284百万円減の4,602百万円となりました。純資産については、利益剰余金673百万円増加、及び資本剰余

金256百万円減少を主因に、前連結会計年度末比430百万円増の6,864百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想は、2022年10月20日に公表しました連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,146 2,861

受取手形、売掛金及び契約資産 1,721 1,432

営業投資有価証券 3,513 4,120

商品及び製品 538 584

仕掛品 155 207

その他 177 297

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 9,252 9,504

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 799 799

減価償却累計額 △430 △445

建物及び構築物（純額） 368 353

土地 1,089 1,089

その他 245 250

減価償却累計額 △190 △202

その他（純額） 54 48

有形固定資産合計 1,513 1,491

無形固定資産

その他 41 41

無形固定資産合計 41 41

投資その他の資産

投資有価証券 204 182

長期貸付金 23 22

敷金及び保証金 39 39

繰延税金資産 128 67

その他 123 123

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 514 429

固定資産合計 2,068 1,962

資産合計 11,320 11,466
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 397 398

1年内償還予定の社債 130 230

短期借入金 1,864 1,897

未払法人税等 287 74

賞与引当金 118 55

役員賞与引当金 48 31

その他 913 861

流動負債合計 3,759 3,548

固定負債

社債 475 310

長期借入金 54 157

役員退職慰労引当金 141 115

退職給付に係る負債 381 392

再評価に係る繰延税金負債 7 7

その他 66 70

固定負債合計 1,126 1,053

負債合計 4,886 4,602

純資産の部

株主資本

資本金 1,534 1,534

資本剰余金 1,752 1,496

利益剰余金 3,036 3,710

自己株式 △414 △480

株主資本合計 5,908 6,261

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 509 587

土地再評価差額金 16 16

その他の包括利益累計額合計 525 603

純資産合計 6,434 6,864

負債純資産合計 11,320 11,466
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 5,165 5,270

売上原価 2,337 2,429

売上総利益 2,827 2,841

販売費及び一般管理費 1,667 1,717

営業利益 1,160 1,123

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 5 0

投資有価証券売却益 - 7

古紙売却収入 0 0

受取損害賠償金 - 13

その他 2 1

営業外収益合計 8 23

営業外費用

支払利息 8 8

支払保証料 1 1

為替差損 16 38

その他 3 2

営業外費用合計 30 50

経常利益 1,138 1,096

特別利益

固定資産売却益 6 -

特別利益合計 6 -

特別損失

固定資産除却損 0 -

投資有価証券評価損 0 -

減損損失 - 4

店舗閉鎖損失 8 -

子会社株式売却損 22 -

特別損失合計 31 4

税金等調整前四半期純利益 1,113 1,092

法人税、住民税及び事業税 369 341

法人税等調整額 △4 33

法人税等合計 364 375

四半期純利益 749 716

親会社株主に帰属する四半期純利益 749 716
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 749 716

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 45 77

その他の包括利益合計 45 77

四半期包括利益 795 794

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 795 794

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2022年５月17日、2022年７月27日及び2022年10月20日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を

行い、この取得により自己株式は73百万円(350,000株)、47百万円(230,000株)及び199百万円（851,600株）各々増

加いたしました。また、2022年11月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の消却を行い、この消却により自

己株式は256百万円(1,180,000株）減少いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間において自己株式は

480百万円(2,212,479株)となりました。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

ととしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しておりま

す。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を

適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第

42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に

伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（重要な後発事象）

(自己株式の取得)

当社は、2023年１月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

(１)取得を行う理由：経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにするため

(２)取得する株式の種類： 当社普通株式

(３)取得する株式の総数： 560,000株(上限)

(４)株式の取得価額の総額：140百万円(上限)

(５)自己株式取得の日程： 2023年１月30日～2023年２月28日

(６)取得方法： 東京証券取引所における市場買付

　


