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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 206,906 6.3 12,455 176.1 12,774 159.7 7,120 231.5
24年3月期第3四半期 194,713 0.4 4,511 16.9 4,919 17.7 2,147 △57.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 7,545百万円 （202.1％） 24年3月期第3四半期 2,497百万円 （△52.9％）

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

25年3月期第3四半期 57.02 56.84
24年3月期第3四半期 16.55 16.52

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 216,229 166,039 76.3
24年3月期 228,135 164,574 71.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  164,932百万円 24年3月期  163,506百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 306,000 3.4 19,000 50.9 19,500 50.4 11,000 53.3 88.09



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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レビュー手続の対象外であり、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 
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

※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。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Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 145,977,886 株 24年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 23,268,501 株 24年3月期 19,186,339 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 124,871,886 株 24年3月期3Q 129,736,672 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、年末以降、円高の是正や大型景気対策への期待か

ら株式市場における株価の上昇など明るい兆しがみえてまいりました。 

コムシスグループを取り巻く情報通信分野におきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及

に伴い、通信事業者間の競争は熾烈化しており、ＬＴＥ、Ｗi-Ｆiなどのサービスエリアの拡大及びサ

ービスの多様化・高度化に向けた通信ネットワーク環境の構築・整備が急速に進んでおります。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、モバイル・ＮＣＣ関連工

事が好調に推移したことなどにより、受注高2,460億2千万円（前年同期比12.9％増）、売上高2,069億

円（前年同期比6.3％増）となりました。  

損益面につきましては、工事量の増大に伴う施工効率の向上やこれまで実施してまいりました構造改

革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」の効果などにより、営業利益124億5千万円（前年同期比176.1％増）、四半

期純利益71億2千万円（前年同期比231.5％増）と大幅な増益となりました。  

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことなどにより

前連結会計年度末に比べ119億円減少し2,162億2千万円、負債は、支払手形・工事未払金等が減少した

ことなどにより前連結会計年度末に比べ133億7千万円減少し501億8千万円、また、純資産は、前連結会

計年度末に比べ14億6千万円増加し1,660億3千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.6ポイント上昇し、76.3％となりました。 

  

  

平成25年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年11月9日に発表しました業績予想から変

更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う影響は軽微であります。 

  

当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（追加情報）

連結納税制度の適用
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 33,489 18,439

受取手形・完成工事未収入金等 81,853 63,566

未成工事支出金 15,087 31,499

その他のたな卸資産 2,023 1,757

その他 9,330 10,416

貸倒引当金 △137 △77

流動資産合計 141,646 125,602

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 23,085 24,127

土地 34,391 38,389

その他（純額） 6,099 5,212

有形固定資産合計 63,575 67,729

無形固定資産 3,802 4,101

投資その他の資産

投資有価証券 7,228 7,660

その他 13,937 13,337

貸倒引当金 △2,055 △2,200

投資その他の資産合計 19,110 18,796

固定資産合計 86,488 90,627

資産合計 228,135 216,229
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 39,891 28,420

短期借入金 1,520 1,401

未払法人税等 3,795 1,231

未成工事受入金 1,448 3,831

引当金 1,189 361

その他 7,637 6,347

流動負債合計 55,482 41,594

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 1,662 1,662

退職給付引当金 5,426 5,706

役員退職慰労引当金 266 241

その他 722 984

固定負債合計 8,078 8,595

負債合計 63,560 50,189

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,374 55,377

利益剰余金 123,611 128,582

自己株式 △17,504 △21,422

株主資本合計 171,481 172,537

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 115 485

土地再評価差額金 △8,090 △8,090

その他の包括利益累計額合計 △7,974 △7,605

新株予約権 430 505

少数株主持分 637 602

純資産合計 164,574 166,039

負債純資産合計 228,135 216,229
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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 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 194,713 206,906

売上原価 176,208 181,038

売上総利益 18,504 25,867

販売費及び一般管理費 13,993 13,411

営業利益 4,511 12,455

営業外収益

受取利息 40 34

受取配当金 139 170

その他 406 284

営業外収益合計 586 490

営業外費用

支払利息 27 6

貸倒引当金繰入額 － 111

その他 150 53

営業外費用合計 178 171

経常利益 4,919 12,774

特別利益

負ののれん発生益 － 752

その他 123 87

特別利益合計 123 839

特別損失

特別退職金 53 1,719

その他 670 540

特別損失合計 724 2,260

税金等調整前四半期純利益 4,318 11,354

法人税、住民税及び事業税 787 2,762

法人税等調整額 1,327 1,418

法人税等合計 2,114 4,181

少数株主損益調整前四半期純利益 2,204 7,172

少数株主利益 56 52

四半期純利益 2,147 7,120
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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 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,204 7,172

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 90 372

土地再評価差額金 203 －

その他の包括利益合計 293 372

四半期包括利益 2,497 7,545

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,442 7,489

少数株主に係る四半期包括利益 55 55
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該当事項はありません。  

  

  

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より3,918百万円増加

し、21,422百万円となっております。この主な要因は、平成24年5月10日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成24年5月11日から平成24年9月20日までの期間に当社普通株式3,208千株を、総額2,999百万円に

て取得し、さらに平成24年11月9日開催の取締役会の決議に基づき、平成24年11月12日から平成24年12

月31日までの期間に当社普通株式960千株を、総額999百万円にて取得したためであります。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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