
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社菱友システムズ 上場取引所 JQ 
コード番号 4685 URL http://www.ryoyu.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 富田  敏徳
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 中原  健二 TEL 03-5421-5811

四半期報告書提出予定日 平成20年11月12日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 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 15,098 ― 338 ― 340 ― 183 ―
20年3月期第2四半期 14,311 1.5 430 37.6 424 39.8 225 39.4

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

21年3月期第2四半期 28.84 ―
20年3月期第2四半期 35.57 ―

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 11,908 4,754 36.8 689.85
20年3月期 14,101 4,693 30.7 681.16

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,381百万円 20年3月期  4,326百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 33,000 2.4 1,220 △36.1 1,200 △36.9 650 △26.3 102.33

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２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) 四半期連結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（四半期連結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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１． 平成20年5月15日に公表いたしました通期連結業績予想は、修正しておりません。 
２． 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化 
   等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
３． 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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  6,355,000株 20年3月期  6,355,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,588株 20年3月期  2,790株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  6,351,538株 20年3月期第2四半期  6,352,210株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国の経済環境は、米国サブプライムローン問題を背景とした景気後退懸念や原油

等の高騰により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当情報サービス産業界におきましては、ソフトウェア投資の高まりにより受注ソフトウェアを中心に堅調に推移い

たしました。 

 このような事業環境にあって当社グループは、常に改革・改善を図ることと、新分野への進出等による競争力強化

を行うと共に事業の拡大を図ってまいりました。 

 この結果、売上高は前年同期に比べシステム機器販売事業における受注が好調に推移したため150億98百万円とな

りました。また、利益は前年同期に比べ情報処理サービス事業及びシステム開発事業の操業度が低下しましたが、シ

ステム機器販売事業で主要顧客からの計画外案件の受注があったこと等により期初予想を上回ることとなり、営業利

益３億38百万円、経常利益３億40百万円、四半期純利益１億83百万円となりました。 

 以下、事業別の概況は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は受注が堅調に推移し、売上高は39億４百万円となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は受注が堅調に推移し、売上高は48億65百万円となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

 当事業は主要顧客からの大型機器の受注もあり、売上高は63億28百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億93百万円減少し119億８百万 

  円となりました。現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少が主な要因となっております。 

 （負債） 

  当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて22億54百万円減少し71億53百万円

  となりました。買掛金、未払法人税等の減少が主な要因となっております。 

 （純資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて61百万円増加し47億54百万円と

  なりました。利益剰余金の増加が主な要因となっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月15日に公表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

  計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま 

  す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期連結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 

１．当連結会計年度より「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、「四半期連結財

  務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１

  四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

  が適用されたことに伴い、個別法による原価法（賃借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

  げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 825,983 2,148,821

受取手形及び売掛金 5,311,193 6,764,975

商品 353,143 390,291

仕掛品 872,971 288,244

その他 1,118,667 1,207,365

貸倒引当金 △33,773 △40,814

流動資産合計 8,448,187 10,758,883

固定資産   

有形固定資産 1,641,257 1,555,186

無形固定資産 137,085 107,805

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,258,245 1,254,926

その他 425,223 425,488

貸倒引当金 △1,510 △360

投資その他の資産合計 1,681,959 1,680,055

固定資産合計 3,460,302 3,343,048

資産合計 11,908,490 14,101,932

負債の部   

流動負債   

買掛金 984,527 2,042,855

未払費用 2,101,096 2,268,973

未払法人税等 154,576 582,564

その他 476,107 1,110,748

流動負債合計 3,716,308 6,005,141

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 3,055,063 3,011,659

役員退職慰労引当金 81,854 91,396

その他 575 575

固定負債合計 3,437,493 3,403,631

負債合計 7,153,802 9,408,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 3,859,260 3,803,151

自己株式 △2,631 △2,124

株主資本合計 4,792,570 4,736,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,678 17,627

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計 △411,041 △410,093

少数株主持分 373,158 366,282

純資産合計 4,754,687 4,693,158

負債純資産合計 11,908,490 14,101,932
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 15,098,472

売上原価 12,613,124

売上総利益 2,485,347

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び手当 1,005,705

その他の販売費及び一般管理費 1,141,004

販売費及び一般管理費合計 2,146,710

営業利益 338,636

営業外収益  

受取利息 2,862

受取配当金 1,991

その他 221

営業外収益合計 5,075

営業外費用  

支払利息 2,703

その他 153

営業外費用合計 2,856

経常利益 340,855

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,891

特別利益合計 5,891

税金等調整前四半期純利益 346,746

法人税等 149,728

少数株主利益 13,865

四半期純利益 183,152
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容としてお

り、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点がな

いため開示する事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

  

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   14,311,919 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,023,835 84.0 

 売上総利益   2,288,084 16.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

 １．役員報酬 86,124     

 ２．社員賃金諸手当 942,403     

 ３．退職給付費用 54,290     

 ４．従業員賞与 225,943     

 ５．家賃地代 100,199     

 ６．その他販売費及び一般管 
 理費 

448,830 1,857,791 13.0 

 営業利益   430,293 3.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,326     

２．受取配当金 2,074     

３．その他営業外収益 101 3,052 0.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 4,053     

２．固定資産除却損 3,620     

３．その他営業外費用 1,342 9,015 0.1 

 経常利益   424,779 3.0 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 5,762 5,762 0.0 

税金等調整前中間純利益   430,542 3.0 

法人税、住民税及び事業
税 

150,760     

法人税等調整額 28,297 179,058 1.3 

少数株主利益   25,507 0.2 

中間純利益   225,976 1.6 
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