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【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】 

  

 
  

  

【表示方法の変更】 

  

 
  

 (自 平成21年４月１日 
当第１四半期連結会計期間

至 平成21年６月30日)

１ 連結の範囲に関する事項の

変更 

(1) 連結の範囲の変更 

日本コムシス㈱の新設分割により、平成21年４月１日にコムシス情報シ

ステム㈱を設立したため、連結の範囲に含めている。 

また、㈱サンネクトについては所有する全株式を売却したため、連結の

範囲から除外している。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

32社 

 

  

２ 会計処理基準に関する事項

の変更 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用

していたが、当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間に着手した工事

契約から当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

 これに伴う、売上高及び損益に与える影響は軽微である。 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

 (四半期連結損益計算書関係) 

１ 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益「その他」に含めて表示していた「為替差益」（前第１四

半期連結累計期間18百万円）は、営業外収益総額の100分の20超となったため、当第１四半期連結累計期間より

区分掲記している。 

２ 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「固定資産除却損」（当第１四半期連結累計期間３

百万円）は、特別損失総額の100分の20以下となったため、特別損失「その他」に含めて表示している。 

３ 前第１四半期連結累計期間において、特別損失「その他」に含めて表示していた「貸倒引当金繰入額」（前

第１四半期連結累計期間３百万円）は、特別損失総額の100分の20超となったため、当第１四半期連結累計期間

より区分掲記している。 

４ 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「ゴルフ会員権評価損」（当第１四半期連結累計期

間０百万円）は、特別損失総額の100分の20以下となったため、特別損失「その他」に含めて表示している。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【追加情報】 

  

 
  

 (自 平成21年４月１日 
当第１四半期連結会計期間

至 平成21年６月30日)

棚卸資産の評価方法 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっている。 

 

固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっている。 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の

算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等及び一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、

前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっている。  

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日)

役員退職慰労引当金  

 当社及び一部の連結子会社は、それぞれの取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成21年
６月に開催された各社の株主総会において、同制度廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給議案が承認可決
された。  
  これに伴い、「役員退職慰労引当金」は全額取り崩し、打ち切り支給の未払金177百万円を固定負債の「そ
の他」に含めて計上している。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１ その他のたな卸資産の内訳 ※１ その他のたな卸資産の内訳 

 

販売用不動産 102百万円

商品 280百万円

材料貯蔵品 686百万円

 
 

販売用不動産 246百万円

商品 314百万円

材料貯蔵品 768百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額   29,552百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額   29,285百万円 

 ３ 受取手形裏書譲渡高           24百万円 

※４ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。損失の発生が見込まれる工事契約に係

る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は331百万円である。 

 

 ３ 受取手形裏書譲渡高           23百万円 

※４                ──── 

(自 平成20年４月１日 
前第１四半期連結累計期間

 至 平成20年６月30日)
(自 平成21年４月１日 
当第１四半期連結累計期間

至 平成21年６月30日)

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

従業員給与 2,160百万円

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

従業員給与 2,122百万円

(自 平成20年４月１日 
前第１四半期連結累計期間

 至 平成20年６月30日)
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   

現金預金勘定 43,211百万円

有価証券勘定 59 

預入期間が３ヶ月を越える 
定期預金 

△2,937 

現金及び現金同等物 40,333 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金預金勘定 43,694百万円

有価証券勘定 79 

預入期間が３ヶ月を越える 
定期預金 

△2,227 

償還期間が３ヶ月を超える債権等 △19 

現金及び現金同等物 41,526 
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１

日 至 平成21年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高   提出会社 98百万円 

 （注） 上記のストック・オプションとしての新株予約権は、当第１四半期連結会計期間末において権利行使期間

の初日が到来していない。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
 （注） 連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（１百万円）を含めている。 

  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

   該当事項はない。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はない。 

  

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 145,977,886

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,032,748

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,310 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月1日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月1日 至 平成21年６月30日) 

連結会社は一部で電気通信設備工事事業以外の事業を営んでいるが、それらの事業の全セグメントに

占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載を省略している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月1日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月1日 至 平成21年６月30日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はない。 

  

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月1日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成21年４月1日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。 

  

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がない。 

  

(デリバティブ取引関係) 

該当事項はない。 

  

(企業結合等関係) 

重要性が乏しいため、記載を省略している。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

  

 
(注) １ 前第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため、記載していない。 

   ２ 当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在せず、また、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。 

   ３ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)の算定上の基礎 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,142.05円 １株当たり純資産額 1,151.81円

項目
当第１四半期連結会計期間末 

（平成21年６月30日）
前連結会計年度末

（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 150,465 151,775

普通株式に係る純資産額(百万円) 149,545 150,829

差額の主な内訳(百万円) 
  新株予約権 
    少数株主持分 

98 
822 

69 
876 

普通株式の発行済株式数(千株) 145,977 145,977

普通株式の自己株式数(千株) 15,032 15,027

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

130,945 130,950

(自 平成20年４月１日 
前第１四半期連結累計期間

 至 平成20年６月30日)
(自 平成21年４月１日 
当第１四半期連結累計期間

至 平成21年６月30日)

 

１株当たり四半期純利益 8.64円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益      － 
 

１株当たり四半期純損失(△) △4.14円

  

項目 (自 平成20年４月１日 
前第１四半期連結累計期間

至 平成20年６月30日)
(自 平成21年４月１日 
当第１四半期連結累計期間

 至 平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失 (△)

 四半期純利益又は四半期純損失 (△)
 (百万円) 

1,175 △542

 普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
 (△) (百万円) 

1,175 △542

 期中平均株式数(千株) 136,008 130,948

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

－ －
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 該当事項はない。 

  

２【その他】
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平成20年８月11日

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコムシ

スホールディングス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われ

た。 

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、コムシスホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

                公認会計士桜友共同事務所

 公認会計士  斉  藤     孝 

 公認会計士  鈴  木  智  喜 

 公認会計士  大 河 原  恵  史 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



 

  

平成21年８月11日

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコムシ

スホールディングス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われ

た。 

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、コムシスホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

                公認会計士桜友共同事務所

 公認会計士  丹  羽  秀  夫 

 公認会計士  鈴  木  智  喜 

 公認会計士  大 河 原  恵  史 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年８月13日 

【会社名】 コムシスホールディングス株式会社 

【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    髙  島      元 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役財務部長    三  又  善  博 

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長髙島  元及び最高財務責任者三又善博は、当社の第７期第１四半期(自  平成21年

４月１日 至  平成21年６月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載さ

れていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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