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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 316,092 6.8 22,547 79.1 22,914 76.7 13,284 85.2
24年3月期 295,851 △6.2 12,592 6.9 12,969 6.8 7,173 △24.8

（注）包括利益 25年3月期 14,619百万円 （84.0％） 24年3月期 7,946百万円 （△18.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 106.82 106.40 7.9 9.8 7.1
24年3月期 55.50 55.38 4.4 5.6 4.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 240,602 173,411 71.6 1,401.05
24年3月期 228,135 164,574 71.7 1,289.57

（参考） 自己資本   25年3月期  172,282百万円 24年3月期  163,506百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 3,963 △7,554 △6,489 23,469
24年3月期 31,734 △4,015 △11,901 33,454

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,576 36.0 1.6
25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,471 18.7 1.5
26年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 16.4

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 138,000 4.4 8,500 25.5 8,700 22.7 5,100 33.6 41.47
通期 325,000 2.8 24,000 6.4 24,500 6.9 15,000 12.9 121.98



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 23,011,312 株 24年3月期 19,186,339 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 124,369,863 株 24年3月期 129,250,956 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 3,356 △3.5 2,520 △5.4 2,590 △4.6 2,530 △6.1
24年3月期 3,477 5.0 2,662 3.9 2,715 6.5 2,695 12.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 20.30 20.22
24年3月期 20.75 20.70

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

25年3月期 143,237 87,919 61.0 709.40
24年3月期 135,330 91,423 67.2 716.08

（参考） 自己資本 25年3月期  87,421百万円 24年3月期  90,993百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
2.当社は、平成25年5月15日(水)に機関投資家向け及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料は、開催後速やかに当
社ホームページで掲載する予定です。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州政府の債務危機や中国経済の成長鈍化、円高の長期化等が

重なったため、先行き不透明な状況が続いていたものの、昨年末以降、政府の積極的な経済・金融政策へ

の期待感から、円安傾向や株価の上昇など景気回復への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型端末等の普

及に伴い、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整備・構築が急速に進んでおります。また、政府が進めるＩＣＴ成長戦略による経済

活動の効率化や国民生活の利便性向上等の豊かな社会の実現に向けて大きく貢献することが期待されてお

ります。 

コムシスグループといたしましては、日本コムシス株式会社をはじめとする統括事業会社を中心に各ス

テークホルダーの期待に応えるとともに、コムシスグループが社会的価値を創造していくため、これまで

推進してまいりました構造改革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」の継続・深化を図り、業務運営体制の強化に努

めてまいりました。また、新しいビジネスの展開・発展に向けてメガソーラー関連事業をはじめとする再

生可能エネルギーなどの新規分野にも取り組んでまいりました。 

このような状況のもと、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3,356億3

千万円（前年同期比12.7％増）、売上高3,160億9千万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

また、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推進してまいりました構

造改革の効果などにより、営業利益225億4千万円（前年同期比79.1％増）、当期純利益132億8千万円（前

年同期比85.2％増）と大幅な増益になりました。 

なお、グループ別の業績につきましては、以下のとおりであります。 

【グループ別の受注高・売上高・セグメント利益[営業利益]】                  （単位：百万円） 

 
(注)1 「受注高」及び「売上高」は外部顧客への取引高を記載しております。 

  2 東日本システム建設㈱は、平成24年10月1日付けで㈱ＴＯＳＹＳに商号変更しております。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

報告セグメント
受注高 売上高

セグメント利益
[営業利益]

金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比

日本コムシスグループ 199,888 12.2％ 187,548 8.5％ 16,837 79.6％

サンワコムシス
エンジニアリンググループ

61,831 17.3％ 57,967 10.9％ 3,550 97.7％

ＴＯＳＹＳグループ 24,097 5.8％ 23,050 1.6％ 869 15.6％

つうけんグループ 42,167 16.5％ 39,355 △2.5％ 677 △0.8％

コムシス情報システムグループ 7,111 △3.7％ 7,634 4.8％ 511 －
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【日本コムシスグループの業績】 

日本コムシスグループは、これまで推進してまいりました構造改革を継続・深化させて「元請マネジメ

ントの強化」や「グループ会社の再編」などに積極的に取り組んでまいりました。また、新たな成長戦略

構築としてメガソーラー関連事業などの新規ビジネスの展開を進めてまいりました。 

この結果、受注高及び売上高はモバイル関連工事の増加や民間企業による設備投資の回復を受けて増加

となり、また、営業利益も工事量の増大に伴う施工効率の向上や構造改革の効果などにより増益となりま

した。 

  

【サンワコムシスエンジニアリンググループの業績】 

サンワコムシスエンジニアリンググループは、ＮＣＣ系ビジネスにおけるトップ企業を目指すため、

「利益を生み出す施工力の強化」や「モバイルツールの活用による施工の効率化」など着実に構造改革を

推進してまいりました。 

この結果、受注高及び売上高はＮＣＣ関連工事の受注環境改善などにより増加となり、また、営業利益

も「改革プロジェクト２０１０」をはじめとする構造改革の効果などにより増益となりました。 

  

【ＴＯＳＹＳグループの業績】 

ＴＯＳＹＳグループは、事業環境の変化に柔軟に対応しつつ、更なる改革を進めようと「変化にはプラ

ス発想でぶつかろう」を活動スローガンに掲げることで、民需系事業の再改革、メンテナンス事業の拡

大、モバイル系事業の増強などの施策に積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、受注高及び売上高はモバイル関連工事や太陽光発電システム関連工事の増加及び自社開発ソ

フトの販売増などにより増加となり、また、営業利益も稼働の 適化及び徹底した経費削減などにより増

益となりました。 

  

【つうけんグループの業績】 

つうけんグループは、経営統合によるシナジーを追求するためネットワーク事業及びモバイル事業の日

本コムシスグループへの移管を行い、更にデータ流通の効率化を図るため、当社との基幹システムの統合

を実施してまいりました。 

この結果、受注高はＮＴＴの設備更改工事の早期受注により増加となりました。一方、売上高はＬＴＥ

のエリア拡大によるモバイル関連工事が増加したものの、官公庁工事が減少したことや地デジ対策工事が

前期で完了したことなどにより減収となりました。また、営業利益は経費削減などの諸施策に努めたもの

の微減となりました。 

  

【コムシス情報システムグループの業績】 

コムシス情報システムグループは、お客様の要求水準の高まりや多様化するニーズへの対応力が求めら

れる情報サービス産業において、セカンダリービジネスでの収益力強化とプライマリービジネスでの利益

拡大を目指して事業を推進してまいりました。 

この結果、受注高は減少、売上高は前期並みとなるものの、営業利益はプロジェクトマネジメント強化

による不採算工事の 小化、各種利益改善施策及び徹底した経費削減により増益となりました。 
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[参考]【当社（持株会社）の状況】 

当社は、日本コムシス株式会社等統括事業会社から経営管理料として8億7千万円、配当金として24億8

千万円を収受しました。その結果、営業収益は33億5千万円、営業利益は25億2千万円、当期純利益は25億

3千万円となりました。 

  

次期のコムシスグループ連結業績の見通しにつきましては、引き続き進展していく情報通信市場等を考

慮し、受注高につきましては、当期において前倒し受注があったため微減となるものの、売上高につきま

しては、当期から繰り越された手持工事高の大幅な増加などにより増収を見込んでおります。また、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構造改革効果の継続により増益を見込んでおり

ます。  

  

      ［連結業績予想］               （単位：百万円） 

 
  

②次期の見通し

平成25年3月期 平成26年3月期
増減率（％）

（ 当 期 ） （ 次 期 ）

受 注 高 335,632 320,000 △4.7

売 上 高 316,092 325,000 2.8

売上総利益 41,226 42,500 3.1

営業利益 22,547 24,000 6.4

経常利益 22,914 24,500 6.9

当期純利益 13,284 15,000 12.9
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当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ79億4千万円増加し、1,495億9千万

円となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が147億2千万円増加したことなどによるもので

あります。当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ45億1千万円増加し、910億

円となりました。これは土地が39億3千万円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ124億6千万円増加し、

2,406億円となりました。 

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ37億5千万円増加し、592億3千万円

となりました。これは支払手形・工事未払金等が45億6千万円増加したことなどによるものでありま

す。当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億2千万円減少し、79億5千万円

となりました。これは退職給付引当金が3億4千万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ36億2千万円増加し、671

億9千万円となりました。 

当連結会計年度末における少数株主持分を含めた純資産合計は、1,734億1千万円となりました。これ

は当期純利益132億8千万円の計上等により利益剰余金が111億3千万円増加したことなどによるものであ

ります。 

 なお、自己資本比率は前連結会計年度の71.7％から当連結会計年度は71.6％になりました。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ99

億8千万円減少し、当連結会計年度末には、234億6千万円（前期比29.8％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益210億9千万円、減価償却費44億8千

万円などの増加要因に対し、売上債権の増加額143億8千万円、法人税等の支払額83億8千万円などの減

少要因を差し引いた結果、39億6千万円の収入(前期は317億3千万円の収入)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出65億2千万円、無形固定資産

の取得による支出15億6千万円などにより、75億5千万円の支出(前期は40億1千万円の支出)となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出40億1千万円、配当金の支払額25

億円などから64億8千万円の支出(前期は119億円の支出)となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の分析

(イ)資産の部

(ロ)負債の部

(ハ)純資産の部

②キャッシュ・フローの状況

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  (注)1  いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 2  株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 3  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

4  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

 5  利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、配当金につきましては、

安定的・継続的な配当を中心としつつ、業績連動にも配意していくことを基本方針としております。 

 当期の１株当たりの配当金につきましては、上記方針に従い、中間配当金を10円といたしました。ま

た、期末配当金10円とあわせて年間配当金20円を予定しております。加えて、株主の皆様への一層の利益

還元として、当期中に自己株式の取得（416万株、39億9千万円）を実施いたしました。  

 次期の１株当たりの配当金につきましても、上記方針に従い、当期の年間配当金と同額の20円とし、１

株当たり中間配当金10円、期末配当金10円を予定しております。 

更に、次期におきましても、株主の皆様への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本

政策の遂行を可能とするため、総額50億円を上限とした自己株式の取得を行うこととしております。 

  

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率（％） 68.4 71.2 67.7 71.7 71.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

48.9 53.7 46.0 49.8 58.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

0.9 0.5 - 4.9 47.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

3,577.8 3,175.2 - 2,571.4 173.7

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

コムシスホールディングス㈱ （1721）　平成25年3月期 決算短信

-6-



当社を持株会社とする「コムシスグループ」は、当社及び日本コムシス株式会社、サンワコムシスエン

ジニアリング株式会社、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社つうけん、コムシス情報システム株式会社の５統

括事業会社に加え、子会社45社及び関連会社9社から構成され、電気通信建設工事業を中心とする「電気

通信設備工事事業」及び情報処理関連事業等の「その他の事業」を主な事業内容としております。当社の

経営体制、主な関係会社を図示すると以下のとおりとなります。なお、連結子会社は38社であります。 

                                          

                                         平成25年3月31日現在 

 

２．企業集団の状況
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コムシスグループは、「増収・増益」「業務の効率化」「一体的運営の推進」の３本柱を経営の基本に

置き、併せて常に企業価値の向上に努めることにより、各ステークホルダーから信頼・評価される真の実

力を持った会社を目指します。 

 また、安全確保と品質の向上、コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、リスク管理

の強化及びコムシスグループ行動規範の徹底等を図るとともに、会社法及び金融商品取引法に基づく内部

統制につきましても一層の定着化を図ってまいります。 

  

コムシスグループは、中期的展望に立ち生産性の向上・コスト競争力の強化によって競争環境に勝ち残

っていくための構造改革に取り組むことで、厳しい経営環境に打ち勝つ筋肉質の体質づくりを目指してま

いります。 

  

コムシスグループは、以下の３つの経営戦略を掲げ、その達成に向けて取り組んでおります。 

 ①通信インフラ構築の№１企業としての位置を更に確固たるものにする 

 ②コムシスグループとしてのシナジーの 大化を図る 

 ③コムシスグループのＩＴ武装化により知能集約型企業を目指す 

  

コムシスグループをとりまく情報通信分野におきましては、ブロードバンド化に対応した光アクセスサ

ービスの伸びは若干鈍化傾向にありますが、ワイヤレスブロードバンドの高機能化やＬＴＥ・Ｗｉ-Ｆｉ

などのサービスエリアの拡大、多様なモバイル端末の活用によるサービスの融合など、高品質なサービス

提供に向けた通信ネットワーク環境の整備・構築は持続することが想定されます。 

また、政府が推進するＩＣＴ成長戦略などによる公共投資及び民間企業の設備投資・ＩＴ投資の増加に

対応した積極的な取り組みや今後期待しうる環境・エネルギー分野における市場の需要が高まるなど、社

会基盤関連事業やＩＴ関連事業の拡大が期待されております。 

このような市場環境のもと、コムシスグループとしては利益優先のみならず、トップラインの拡大へ向

けた取り組みとして、これまで実施してまいりました構造改革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」により生産性の

向上や業務の効率化など、より筋肉質な業務運営体制への変革に加えて、新たに以下の項目を対処すべき

課題として認識しております。  

  

①社会基盤関連事業及びＩＴ関連事業の強化によるトップラインの拡大 

  ・公共投資・情報化投資の増加に対応した積極的受注の拡大 

  ・メガソーラー事業、中水ビジネスの積極的な拡大 

・グリーンイノベーション事業などの次世代事業への積極的取り組み 

・新規ビジネスの開拓に向けた若手人材の育成・活用  

・「技術開発室」の新設による研究・開発の充実  

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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②構造改革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」の更なる継続・深化 

  ・「小規模工事」「繰り返し工事」の増大に対応する、受注から施工管理までをトータルにマネ 

   ジメントする新たな施工ＩＴプラットフォームの構築 

   ・バックヤード業務の抜本的見直し 

   ・社会基盤関連事業等の収益拡大に対応したグループ内経営資源の有効活用及び再配分 

   ・グループ内子会社及びＴＳ（テクノステーション）等の再編による効率化の推進 

  

③企業の社会的責任への貢献 

・コーポレートガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底 

・豊かな社会づくりに貢献するＣＳＲ活動  

・ＢＣＰ（事業継続計画）等の実施と定着化  
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 33,489 23,651

受取手形・完成工事未収入金等 81,853 96,579

リース投資資産 2,542 2,752

有価証券 59 59

未成工事支出金 15,087 18,805

販売用不動産 18 －

商品 1,352 1,087

材料貯蔵品 651 512

繰延税金資産 3,495 3,842

その他 3,233 2,405

貸倒引当金 △137 △103

流動資産合計 141,646 149,593

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 45,620 47,345

減価償却累計額 △22,535 △23,259

建物・構築物（純額） 23,085 24,085

機械、運搬具及び工具器具備品 20,074 18,000

減価償却累計額 △14,956 △13,186

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 5,118 4,813

土地 34,391 38,324

リース資産 92 252

減価償却累計額 △48 △34

リース資産（純額） 43 217

建設仮勘定 936 4

有形固定資産合計 63,575 67,444

無形固定資産 3,802 4,324

投資その他の資産   

投資有価証券 7,228 9,037

長期貸付金 1,759 1,745

前払年金費用 4,077 3,855

繰延税金資産 2,410 1,387

その他 5,689 5,521

貸倒引当金 △2,055 △2,308

投資その他の資産合計 19,110 19,239

固定資産合計 86,488 91,008

資産合計 228,135 240,602

コムシスホールディングス㈱ （1721）　平成25年3月期 決算短信

-10-



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,891 44,456

短期借入金 1,520 1,660

未払法人税等 3,795 2,978

未成工事受入金 1,448 1,526

完成工事補償引当金 131 155

工事損失引当金 1,057 52

その他 7,637 8,409

流動負債合計 55,482 59,238

固定負債   

繰延税金負債 333 457

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 5,077

役員退職慰労引当金 266 222

その他 388 532

固定負債合計 8,078 7,951

負債合計 63,560 67,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,374 55,440

利益剰余金 123,611 134,747

自己株式 △17,504 △21,180

株主資本合計 171,481 179,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115 1,366

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 △6,724

新株予約権 430 497

少数株主持分 637 631

純資産合計 164,574 173,411

負債純資産合計 228,135 240,602
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 295,851 316,092

売上原価 264,733 274,865

売上総利益 31,117 41,226

販売費及び一般管理費 18,525 18,679

営業利益 12,592 22,547

営業外収益   

受取利息 52 42

受取配当金 142 173

固定資産賃貸料 127 120

為替差益 － 152

その他 214 239

営業外収益合計 536 729

営業外費用   

支払利息 14 23

為替差損 31 －

賃貸費用 46 33

貸倒引当金繰入額 44 260

その他 23 44

営業外費用合計 159 362

経常利益 12,969 22,914

特別利益   

固定資産売却益 54 4

投資有価証券売却益 35 3

保険返戻金 156 74

負ののれん発生益 － 752

その他 4 7

特別利益合計 251 841

特別損失   

投資有価証券評価損 479 58

固定資産売却損 145 34

固定資産除却損 73 162

減損損失 4 54

特別退職金 61 1,736

その他 189 617

特別損失合計 953 2,662

税金等調整前当期純利益 12,267 21,093

法人税、住民税及び事業税 5,362 7,566

法人税等調整額 △348 163

法人税等合計 5,013 7,729

少数株主損益調整前当期純利益 7,253 13,363

少数株主利益 79 79

当期純利益 7,173 13,284
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 連結包括利益計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 7,253 13,363

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 489 1,255

土地再評価差額金 203 －

その他の包括利益合計 693 1,255

包括利益 7,946 14,619

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 7,867 14,535

少数株主に係る包括利益 79 84
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

当期首残高 55,346 55,374

当期変動額   

自己株式の処分 27 65

当期変動額合計 27 65

当期末残高 55,374 55,440

利益剰余金   

当期首残高 119,194 123,611

当期変動額   

剰余金の配当 △2,597 △2,504

当期純利益 7,173 13,284

連結範囲の変動 － 355

土地再評価差額金の取崩 △159 －

当期変動額合計 4,417 11,135

当期末残高 123,611 134,747

自己株式   

当期首残高 △14,870 △17,504

当期変動額   

自己株式の取得 △3,000 △4,001

自己株式の処分 366 325

当期変動額合計 △2,634 △3,676

当期末残高 △17,504 △21,180

株主資本合計   

当期首残高 169,671 171,481

当期変動額   

剰余金の配当 △2,597 △2,504

当期純利益 7,173 13,284

自己株式の取得 △3,000 △4,001

自己株式の処分 393 390

連結範囲の変動 － 355

土地再評価差額金の取崩 △159 －

当期変動額合計 1,810 7,525

当期末残高 171,481 179,006
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △374 115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 490 1,250

当期変動額合計 490 1,250

当期末残高 115 1,366

土地再評価差額金   

当期首残高 △8,453 △8,090

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 362 －

当期変動額合計 362 －

当期末残高 △8,090 △8,090

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △8,827 △7,974

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 852 1,250

当期変動額合計 852 1,250

当期末残高 △7,974 △6,724

新株予約権   

当期首残高 364 430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 66 67

当期変動額合計 66 67

当期末残高 430 497

少数株主持分   

当期首残高 560 637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 △5

当期変動額合計 76 △5

当期末残高 637 631

純資産合計   

当期首残高 161,768 164,574

当期変動額   

剰余金の配当 △2,597 △2,504

当期純利益 7,173 13,284

自己株式の取得 △3,000 △4,001

自己株式の処分 393 390

連結範囲の変動 － 355

土地再評価差額金の取崩 △159 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 995 1,312

当期変動額合計 2,806 8,837

当期末残高 164,574 173,411
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 12,267 21,093

減価償却費 4,640 4,486

減損損失 4 54

投資有価証券評価損益（△は益） 479 58

貸倒引当金の増減額（△は減少） △126 218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △369 △563

受取利息及び受取配当金 △194 △216

支払利息 14 23

売上債権の増減額（△は増加） 21,250 △14,388

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 2,255 △2,592

仕入債務の増減額（△は減少） △6,831 4,163

その他の資産の増減額（△は増加） 718 939

その他の負債の増減額（△は減少） 1,279 △777

負ののれん発生益 － △752

その他 108 404

小計 35,496 12,150

利息及び配当金の受取額 195 219

利息の支払額 △12 △22

法人税等の支払額 △3,945 △8,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,734 3,963

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 603 253

投資有価証券の取得による支出 △22 △46

投資有価証券の売却による収入 132 73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 337

有形固定資産の取得による支出 △4,076 △6,527

無形固定資産の取得による支出 △1,960 △1,561

有形固定資産の売却による収入 482 44

貸付けによる支出 △3 △2,449

貸付金の回収による収入 497 2,317

その他 331 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,015 △7,554
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,260 △195

長期借入金の返済による支出 △393 △34

自己株式の取得による支出 △3,000 △4,013

自己株式の売却による収入 378 294

配当金の支払額 △2,597 △2,504

少数株主への配当金の支払額 △2 △5

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,901 △6,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,818 △10,073

現金及び現金同等物の期首残高 17,635 33,454

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 88

現金及び現金同等物の期末残高 33,454 23,469
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該当事項はありません。 

  

連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 38社 

  

連結子会社名は、「２．企業集団の状況」に記載しているため省略しております。 

株式を追加取得したため、平成24年9月30日に八代通信建設㈱を連結の範囲に含めております。 

平成24年10月1日に連結子会社である日東通建㈱は連結子会社である東京通建㈱（新商号はコムシス

モバイル㈱）を存続会社として合併したため、連結の範囲から除外しております。 

平成24年10月1日に連結子会社である徳島通信建設㈱は非連結子会社である日本電通工業㈱（新商号

は㈱フォステクノ四国）を存続会社として合併したため、連結の範囲から除外し、㈱フォステクノ四国

を連結の範囲に含めております。 

平成24年10月1日に非連結子会社である三陽電設㈱は連結子会社であるサンコムテクノロジ㈱を存続

会社として合併しております。 

平成25年2月1日に連結子会社である北東電設㈱は連結子会社である㈱つうけんを存続会社として合併

したため、連結の範囲から除外しております。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書(平成24年6月28日提出)における記載から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 

  

連結納税制度の適用 

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。 

  

（５）連結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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

(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)
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１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

コムシスグループは、持株会社である当社の下、各統括事業会社を中心としたグループが、それぞれ

の担当事業について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は、統括事業会社を中心としたグループ別のセグメントから構成されており、「日本コ

ムシスグループ」、「サンワコムシスエンジニアリンググループ」、「ＴＯＳＹＳグループ」、「つう

けんグループ」、「コムシス情報システムグループ」の5つを報告セグメントとしております。 

「日本コムシスグループ」は、主にＮＴＴグループを中心とした電気通信設備工事業を行っておりま

す。「サンワコムシスエンジニアリンググループ」は、主にＮＣＣを中心とした電気通信設備工事業を

行っております。「ＴＯＳＹＳグループ」は、信越エリアにおける電気通信設備工事業を行っておりま

す。「つうけんグループ」は、主に北海道エリアにおける電気通信設備工事業を行っております。「コ

ムシス情報システムグループ」は、情報処理関連事業を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

当連結会計年度(自  平成24年4月1日  至  平成25年3月31日) 

  

 
(注) 1 「その他」の区分は、人材派遣事業、シェアードサービス事業等及び事業セグメントに帰属しない当社(純粋

持株会社)であります。 

2 調整額は以下のとおりであります。 

  (1) セグメント利益の調整額は、当社及びセグメント間取引消去であります。 

   (2) セグメント資産の調整額は、主に当社及びセグメント間取引消去であります。 

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な負ののれん発生益 

八代通信建設㈱及びつうけんビジネス㈱の株式を追加取得し完全子会社化したことに伴い、負ののれ

ん発生益（752百万円）を当連結会計年度において特別利益に計上しております。 

  

５ 報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づ

く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。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 

(注1)
合計

調整額 

(注2)

連結財務 

諸表 

計上額 

(注3)

日本 

コムシス 

グループ

サンワ 

コムシス 

エンジニア 

リング 

グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん 

グループ

コムシス 

情報 

システム 

グループ

計

売上高

  外部顧客への 

  売上高
187,548 57,967 23,050 39,355 7,634 315,555 536 316,092 - 316,092

  セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高

9,624 371 4,511 340 1,788 16,637 6,062 22,699 △22,699 -

計 197,173 58,338 27,562 39,695 9,422 332,192 6,599 338,792 △22,699 316,092

 セグメント利益 16,837 3,550 869 677 511 22,446 2,617 25,063 △2,516 22,547

 セグメント資産 211,375 34,558 17,236 28,269 4,264 295,704 147,025 442,729 △202,127 240,602

 その他の項目

 減価償却費 2,905 109 302 876 43 4,238 130 4,369 116 4,486

 有形固定資産 

 及び無形固定 

 資産の増加額

6,350 54 1,097 612 69 8,184 60 8,244 121 8,365
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（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

当社は、平成25年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について次のとおり決議いたしまし

た。 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年4月1日
至  平成24年3月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年4月1日
至  平成25年3月31日)

１株当たり純資産額 1,289.57円 １株当たり純資産額 1,401.05円

１株当たり当期純利益金額 55.50円 １株当たり当期純利益金額 106.82円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

55.38円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

106.40円

項 目
前連結会計年度

(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)

１株当たり当期純利益 55円50銭 106円82銭

 当期純利益(百万円) 7,173 13,284

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,173 13,284

 普通株式の期中平均株式数(千株) 129,250 124,369

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 55円38銭 106円40銭

 当期純利益調整額(百万円) ─ ―

 普通株式増加数(千株) 284 482

 (うち新株予約権) (284) (482) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要

平成20年6月27日
定時株主総会決議

ストックオプション 
(新株予約権)

普通株式 922千株

平成24年8月8日 
取締役会決議

ストックオプション 
(新株予約権)

普通株式 587千株

(重要な後発事象)

①自己株式の取得を行う理由 株主への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであります。

②取得対象株式の種類 当社普通株式

③取得し得る株式の総数 500万株（上限）

④取得価額の総額 50億円（上限）

⑤取得期間 平成25年5月10日から平成26年3月31日まで
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他役員の異動 

1.新任取締役候補 

取  締  役    西  山    剛 （現 日本コムシス㈱ 取締役常務執行役員） 

取  締  役    黒 川 正 展 （現 人事部長 

                                        日本コムシス㈱ 取締役執行役員） 

取  締  役    熊 谷    仁 （現 経営企画部 担当部長 

                                          日本コムシス㈱ 執行役員） 

  

2.退任取締役 

(1)退任予定取締役 

取  締  役    奥    要 治 （サンワコムシスエンジニアリング㈱ 取締役会長      

                                                                        就任予定） 

取  締  役    中  嶋 龍  史 （コムシス通産㈱ 代表取締役社長 就任予定） 

  

(2)退任取締役［平成25年3月31日付］ 

取  締  役    田 原 米 起 （㈱つうけん 取締役会長 平成25年4月1日就任）      

  

3.新任監査役候補 

常勤監査役    小 森    浩 （現 日本コムシス㈱ 執行役員） 

  

4.退任予定監査役 

常勤監査役    関 口 明 良 

  

５．その他

役員の異動［平成25年6月27日予定］
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①代表者の異動［平成25年6月20日予定］ 

代表取締役会長   髙 島    元 （現 代表取締役社長） 

代表取締役社長   伊 東 則 昭 （現 代表取締役副社長） 

  

②その他役員の異動［平成25年6月20日予定］ 

1.新任取締役候補 

取締役執行役員   熊 谷    仁 （現 執行役員） 

  

2.昇任取締役 

取締役常務執行役員 小 野 展 義 （現 取締役執行役員） 

  

3.退任予定取締役 

取  締  役      中  嶋 龍  史 （コムシス通産㈱ 代表取締役社長 就任予定） 

  

4.新任監査役候補 

監 査 役     小 森    浩 （現 執行役員） 

  

5.退任予定監査役 

監 査 役     関 口 明 良 

  

6.執行役員 

(1)新任執行役員［平成25年7月1日付］ 

執行役員      川 上 正 光 （現 社会基盤事業本部 電気通信システム部長） 

執行役員      須 田 憲 雄 （現 ドコモ事業本部 企画部長） 

執行役員      渡 辺 和 美 （現 人材育成部 人事部門 担当部長） 

  

(2)退任執行役員 

［平成25年5月31日付］ 

執行役員      津 田 博 久 （サンワコムシスエンジニアリング㈱ 特別参与 

                                      就任予定） 

  

［平成25年6月20日付］ 

執行役員      小 森   浩 （監査役 就任予定 

                    コムシスホールディングス㈱ 常勤監査役 就任予定） 

  

［平成25年6月30日付］ 

執行役員      丹 羽 大 三  

  

［参考］コムシスグループ役員の異動

【日本コムシス株式会社】
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①代表者の異動［平成25年6月21日予定］ 

取締役会長      奥    要 治 （現 代表取締役社長） 

代表取締役社長   山 﨑 博 文 （現 取締役副社長） 

  

②その他役員の異動［平成25年6月21日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役     米 田  明 雄 （現 上席執行役員） 

取 締 役     松 岡 智 康 （現 上席執行役員） 

取 締 役     栃 本    仁 （現 上席執行役員） 

取 締 役     髙 橋 正 行 （現 執行役員） 

  

2.昇任予定取締役 

常務取締役     中 木 正 司 （現 取締役） 

  

3.退任予定取締役 

常務取締役     前 田 芳 夫 （㈱大栄製作所 代表取締役社長 就任予定） 

常務取締役     豊 田 秀 一 （上席理事 就任予定） 

取 締 役     西 田 利 久  

取 締 役     河 端   等 （サンコムテクノロジ㈱ 代表取締役社長 就任予定） 

取 締 役     橋 本 健 悦 （上席理事 就任予定） 

  

4.新任監査役候補 

常勤監査役     佐 藤 昭 夫 （現 執行役員） 

監 査 役     池 田 龍 彦 

監 査 役     勝 田 幸 雄 

  

5.退任予定監査役 

常勤監査役     下 原 正 人  

監 査 役     石 黒 重 光 

監 査 役     新 本 哲 夫 

  

【サンワコムシスエンジニアリング株式会社】
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6.執行役員 

(1)新任執行役員［平成25年7月1日付］ 

上席執行役員    津 田 博 久 （現 日本コムシス株式会社 執行役員） 

上席執行役員    名 取 幸 司 （現 東海支店長） 

執行役員      増 田 和 男 （現 財務部長） 

執行役員      依 田    博 （現 コンプライアンス法務部長） 

執行役員      清 水   充 （現 北陸支店長） 

  

(2)昇任執行役員［平成25年7月1日付］ 

上席執行役員    星 野    誠 （現 執行役員）  

  

(3)退任執行役員［平成25年6月21日付］ 

上席執行役員    米 田 明 雄 （取締役 就任予定） 

上席執行役員    松 岡 智 康 （取締役 就任予定） 

上席執行役員        栃 本    仁 （取締役 就任予定） 

執行役員      佐 藤 昭 夫 （常勤監査役 就任予定） 

執行役員      髙 橋 正 行 （取締役 就任予定） 
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他役員の異動［平成25年6月21日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役     登 坂 直 美 （現 執行役員） 

  

2.昇任取締役 

常務取締役     酒 井 康 行 （現 取締役） 

  

3.退任執行役員 

執行役員      登 坂 直 美 （取締役 就任予定） 

  

  

  

  

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他役員の異動［平成25年6月19日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役     石 田 博 一 （現 三機工業㈱ 執行役員） 

  

2.退任予定取締役 

取 締 役     林 崎 博 樹 

取 締 役     斉 藤 一 男 

  

3.新任監査役候補 

常勤監査役     細 井 義 則 （現 ㈱つうけん道北エンジニアリング 取締役） 

監 査 役     北 畑 雅 彦 （現 日本コムシス㈱ 北海道支店副支店長） 

  

4.退任予定監査役 

常勤監査役     十 河 正 敏 

常勤監査役     羽 生 秀 美 

  

【株式会社ＴＯＳＹＳ】

【株式会社つうけん】
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他役員の異動［平成25年6月26日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役     正 木 浩 視 （現 執行役員）  

  

2.昇任取締役 

取締役常務執行役員 坂 内 誠 一 （現 取締役） 

  

3.新任監査役候補 

監 査 役     金 子   章 （現 コムシスホールディングス㈱ 財務部担当部長） 

  

4.退任予定監査役 

監 査 役     村 社 興至雄 

  

5.執行役員 

(1)新任執行役員 

執行役員      中 西 雅 之 （現 システム事業本部 第一事業部長） 

  

(2)退任執行役員 

執行役員       正 木 浩 視 （取締役 就任予定）  

【コムシス情報システム株式会社】
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