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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 13,479 4.0 193 ― 201 ― 112 ―
23年3月期第2四半期 12,960 △5.2 △20 ― △0 ― △17 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 120百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △15百万円 （―％）

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 17.78 ―
23年3月期第2四半期 △2.81 ―

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 12,221 5,279 39.2
23年3月期 13,090 5,234 36.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,793百万円 23年3月期  4,748百万円

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月期の連結業績予想（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 28,000 △0.5 500 △23.3 500 △25.7 250 △24.8 39.38
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(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．４ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続き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。 

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 6,355,000 株 23年3月期 6,355,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,286 株 23年3月期 6,266 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,348,729 株 23年3月期2Q 6,350,555 株
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（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は、東日本大震災による経済活動の低下や福島原発事故等に伴う電力

供給問題の発生に加え、円高の進行等もあり、厳しい状況で推移しました。 

 当情報サービス産業界においても、景況感の悪化に伴う顧客のＩＴ投資の抑制が行われ、ほぼ横ばいとなりまし

た。 

 当社グループは、このような事業環境のなか、営業機能の強化を図り受注活動に注力したこと、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において操業度が向上したこと等により、売上高は増加し、134億79

百万円となり、利益は前年同期から改善し、営業利益１億93百万円、経常利益２億１百万円、四半期純利益１億12

百万円となりました。（前年同期は、売上高129億60百万円、営業損失20百万円、経常損失０百万円、四半期純損

失17百万円。） 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は操業度の向上により、売上高は33億61百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は49百万円（前年

同期営業損失１億８百万円）となりました。 

 〔システム開発事業〕 

 当事業は主要顧客における大型開発案件の継続等が寄与し操業度が向上したことにより、売上高は54億23百

万円（前年同期比9.3％増）、営業利益は３億７百万円（前年同期営業利益２億62百万円）となりました。 

 〔システム機器販売事業〕 

 当事業は主要顧客等からの受注が減少し、売上高は46億94百万円（前年同期比1.8％減）、営業損失は１億

63百万円（前年同期営業損失１億48百万円）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８億69百万円減少し122億21百

万円となりました。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９億14百万円減少し69億41百万

円となりました。買掛金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45百万円増加し52億79百万円

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23年５月13日に公表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。 
  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  
  
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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、法人税等に含めております。 
   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
   

 該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,192,415 754,091

受取手形及び売掛金 6,156,584 4,420,301

商品 220,962 290,269

仕掛品 405,904 772,571

その他 1,461,567 2,316,707

貸倒引当金 △12,684 △9,466

流動資産合計 9,424,750 8,544,475

固定資産   

有形固定資産 1,498,331 1,475,373

無形固定資産 251,719 246,108

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,358,195 1,360,761

その他 557,843 594,637

投資その他の資産合計 1,916,038 1,955,398

固定資産合計 3,666,089 3,676,881

資産合計 13,090,839 12,221,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,490,918 915,716

未払費用 2,115,267 2,016,440

未払法人税等 207,296 118,211

工事損失引当金 149,785 72,934

その他 471,058 350,662

流動負債合計 4,434,325 3,473,965

固定負債   

退職給付引当金 3,246,234 3,297,424

役員退職慰労引当金 100,414 103,827

その他 75,714 66,769

固定負債合計 3,422,362 3,468,020

負債合計 7,856,688 6,941,985

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 4,238,662 4,288,047

自己株式 △3,953 △3,965

株主資本合計 5,170,650 5,220,024

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,245 1,505

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

その他の包括利益累計額合計 △422,474 △426,215

少数株主持分 485,975 485,560

純資産合計 5,234,151 5,279,370

負債純資産合計 13,090,839 12,221,356
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 12,960,702 13,479,084

売上原価 10,907,880 11,398,494

売上総利益 2,052,821 2,080,590

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 1,030,940 945,917

その他 1,042,379 940,763

販売費及び一般管理費合計 2,073,319 1,886,681

営業利益又は営業損失（△） △20,497 193,909

営業外収益   

受取利息 1,117 1,523

受取配当金 603 1,675

助成金収入 17,800 5,384

その他 486 532

営業外収益合計 20,007 9,115

営業外費用   

支払利息 81 338

固定資産除却損 50 815

貸倒損失 131 －

営業外費用合計 264 1,153

経常利益又は経常損失（△） △754 201,870

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,756 －

特別利益合計 3,756 －

税金等調整前四半期純利益 3,002 201,870

法人税等 12,590 77,871

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△9,588 123,999

少数株主利益 8,226 11,126

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,814 112,872

株式会社菱友システムズ（4685）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△9,588 123,999

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,731 △3,740

その他の包括利益合計 △5,731 △3,740

四半期包括利益 △15,319 120,259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,545 109,132

少数株主に係る四半期包括利益 8,226 11,126

株式会社菱友システムズ（4685）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
情報処理サー
ビス事業 

システム開発
事業 

システム機器
販売事業 

計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

売上高                               

 (1)外部顧客に対する売上高 3,216,516 4,962,216 4,781,969  12,960,702  － 12,960,702

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
10,512 － 37,897  48,409  △48,409 －

計  3,227,028  4,962,216  4,819,866  13,009,111     △48,409    12,960,702

セグメント利益又は損失（△）      △108,198      262,843      △148,409     6,235  △26,732     △20,497

  
情報処理サー
ビス事業 

システム開発
事業 

システム機器
販売事業 

計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

売上高                               

 (1)外部顧客に対する売上高 3,361,329 5,423,355 4,694,399  13,479,084  － 13,479,084

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
22,781 － 53,806  76,587  △76,587 －

計  3,384,110  5,423,355  4,748,205  13,555,672     △76,587    13,479,084

セグメント利益又は損失（△）      49,449      307,902      △163,443     193,909  －     193,909

（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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