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(百万円未満四捨五入)

１．2021年12月期第２四半期の業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（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 ％

2021年12月期第２四半期 1,301 △1.4 194 △12.5 202 △12.0 141 △11.2

2020年12月期第２四半期 1,319 7.4 221 27.6 230 26.5 159 27.4
　

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

2021年12月期第２四半期 6.13 6.07
2020年12月期第２四半期 6.93 6.85

　

(注) 当社は、2020年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2020年12月期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定
しております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 2,746 2,483 90.4

2020年12月期 2,683 2,396 89.3

(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 2,483百万円 2020年12月期 2,395百万円
　　　

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

2020年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期(予想) － 5.50 5.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

３．2021年12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 2,700 6.3 371 △0.6 371 △5.0 253 △6.1 10.99
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議
しております。業績予想の「１株当たり当期純利益」については、当該自己株式の処分の影響を考慮しておりま
す。

　　



※ 注記事項

（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

　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
　

　

（３）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) 2021年12月期２Ｑ 23,124,000株 2020年12月期 23,109,600株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 9,742株 2020年12月期 100,742株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 23,014,798株 2020年12月期２Ｑ 22,911,235株
　

(注) 当社は、2020年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2020年12月期の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

　

※ 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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
当社は、2021年８月23日（月）に機関投資家向け説明会を開催する予定であります。この説明会で配

布した資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定であります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,847,362 1,837,545

売掛金 414,588 368,096

仕掛品 23,198 59,786

その他 7,842 17,303

流動資産合計 2,292,990 2,282,730

固定資産

有形固定資産 4,252 11,914

無形固定資産 218 218

投資その他の資産

投資有価証券 298,654 362,438

その他 86,978 88,458

投資その他の資産合計 385,632 450,896

固定資産合計 390,103 463,028

資産合計 2,683,093 2,745,758

負債の部

流動負債

買掛金 135,760 138,474

未払法人税等 69,688 67,950

その他 78,516 52,978

流動負債合計 283,964 259,402

固定負債

資産除去債務 3,581 3,585

固定負債合計 3,581 3,585

負債合計 287,545 262,987

純資産の部

株主資本

資本金 319,988 320,636

資本剰余金 276,488 279,775

利益剰余金 1,918,419 1,932,843

自己株式 △27,423 △2,671

株主資本合計 2,487,471 2,530,582

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △92,135 △47,882

評価・換算差額等合計 △92,135 △47,882

新株予約権 212 71

純資産合計 2,395,548 2,482,771

負債純資産合計 2,683,093 2,745,758
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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)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 1,319,295 1,300,713

売上原価 962,378 973,826

売上総利益 356,917 326,887

販売費及び一般管理費 135,660 133,246

営業利益 221,257 193,640

営業外収益

受取利息 9 9

受取配当金 8,543 8,543

その他 99 187

営業外収益合計 8,650 8,739

経常利益 229,906 202,379

特別利益

固定資産売却益 ‐ 1,196

特別利益合計 ‐ 1,196

税引前四半期純利益 229,906 203,575

法人税、住民税及び事業税 66,173 61,942

法人税等調整額 5,043 660

法人税等合計 71,216 62,602

四半期純利益 158,691 140,973

　



株式会社ノムラシステムコーポレーション(3940) 2021年12月期 第２四半期決算短信

4

（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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６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 229,906 203,575

減価償却費 958 2,503

固定資産売却損益（△は益） ‐ △1,196

受取配当金 △8,543 △8,543

売上債権の増減額（△は増加） △13,319 46,492

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,947 △36,588

仕入債務の増減額（△は減少） △16,012 2,714

未払消費税等の増減額（△は減少） 22 △18,413

その他 △11,864 △10,556

小計 193,094 179,987

配当金の受取額 8,543 8,543

法人税等の支払額 △52,283 △64,151

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,354 124,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △549 △11,670

有形固定資産の売却による収入 ‐ 2,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △549 △8,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 384 1,154

自己株式の取得による支出 △21 ‐

配当金の支払額 △125,809 △126,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,446 △125,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,359 △9,817

現金及び現金同等物の期首残高 1,759,895 1,847,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,783,254 1,837,545
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（３）四半期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）

該当事項はありません。

　


