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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 321,185 △1.9 15,610 △4.2 17,144 △5.9 10,062 △13.6

20年3月期 327,526 △2.7 16,298 △15.2 18,228 △13.7 11,641 △6.0

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
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 ％ ％ ％

21年3月期 75.60 ― 6.7 7.7 4.9
20年3月期 83.87 83.87 7.9 8.0 5.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 220,651 151,775 68.4 1,151.81
20年3月期 224,121 150,417 66.5 1,091.83

（参考） 自己資本   21年3月期  150,829百万円 20年3月期  149,151百万円

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

21年3月期 19,639 △6,501 △7,731 29,876
20年3月期 1,033 △11,117 △8,314 24,294

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 10.00 17.00 2,338 20.3 1.6
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,645 26.5 1.8

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 24.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

125,500 △6.1 2,600 △44.7 2,900 △47.9 1,500 △53.5 11.45

通期 320,000 △0.4 16,500 5.7 17,000 △0.8 10,500 4.3 80.18
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 145,977,886株 20年3月期 145,977,886株

② 期末自己株式数 21年3月期  15,027,483株 20年3月期  9,370,980株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 3,604 9.7 2,628 9.9 2,730 8.4 2,630 7.1
20年3月期 3,284 9.1 2,391 7.1 2,518 9.0 2,456 8.9

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

21年3月期 19.74 ―

20年3月期 17.67 17.67

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 131,768 95,659 72.5 729.40
20年3月期 132,773 100,818 75.9 737.06

（参考） 自己資本 21年3月期  95,589百万円 20年3月期  100,818百万円

※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仮定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、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、上期において原油や原材料価格の高騰などにより個人消費が低

迷し、下期においては、世界的な金融危機の深刻化による株価の下落や円高の影響などにより企業収益は

大幅に減少し、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化など景気は厳しい状況で推移してまいりました。 

当社を取り巻く情報通信分野におきましては、ブロードバンド化・ユビキタス化の急速な進展に伴い、

固定通信分野では、ブロードバンドサービス（ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡ）の契約件数が

3,000万回線を超えましたが、ＦＴＴＨの契約件数は、1,400万回線を超えたものの伸び率は鈍化傾向にあ

ります。しかし、昨年３月には、日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）が進めている次世代ネットワーク（Ｎ

ＧＮ）の商用サービスが開始され、安全・安心で品質の確保されたネットワークの特徴を活かし、通信と

放送を融合した新しいサービスなどが展開され、ＮＧＮ関連市場の拡大が期待されております。移動通信

分野では、音楽・映像等のコンテンツサービスの充実によるパケット通信の更なる高速化やサービスエリ

アの拡大、ＷｉＭＡＸ等の次世代高速無線通信の導入などサービスが多様化し、通信事業者間のサービ

ス・価格競争は、ますます熾烈なものとなっており、通信建設業界に対するコストダウンの要請は一層厳

しいものとなっております。 

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、サンワコムシスエンジニアリング株式会

社、東日本システム建設株式会社の３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、「コムシスグループ経営ビジョン」を具現化するため、「事業の選択と集中」、「事業の拡大」、

「生産性向上施策の推進」の各施策を柱とし、事業改革に積極的に取り組んでまいりました。具体的に

は、統括事業会社間の業務量の変動に応じた人材のシフトなどの柔軟な経営資源の有効配分や従来の通信

インフラ工事に加え、宅内、保守、試験・検証業務等の周辺ビジネス及びレイヤの高いソリューションビ

ジネスの拡大に努めてまいりました。更に、グループ全体のシナジー効果を高めるための構造改革の一環

として「グループイノベーション２０１０」に取り組むとともに、これまで実施してきた「コムシス式カ

イゼン」と連動させてワークフロー標準化や生産性向上など各種施策に取り組んでまいりました。また、

昨年１０月には、新社内システム「ｃｏｍｓｔａｒ（コムスター）」を導入し、これまで培ってきた現場

でのノウハウ・スキルや各種施策をＩＴ武装化（システム化）し、グループへ拡大展開して業務の抜本的

見直しと継続的に利益を確保する仕組みづくりを目指してまいりました。 

このような状況のもと、当連結会計年度における受注高につきましては、ＩＴソリューション事業が堅

調に推移いたしましたが、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業におけるＦＴＴＨ工事等の減少により

3,204億６千万円（前期比3.5％減）となり、売上高につきましては、ドコモ関連工事及びＮＣＣ関連工事

は堅調に推移いたしましたが、ＦＴＴＨ工事等の減少により3,211億８千万円（前期比1.9％減）となりま

した。損益面につきましては、各種施策による工事原価及び経費の節減効果はありましたが、新社内シス

テム構築等戦略的な費用の増加に伴い営業利益156億１千万円（前期比4.2％減）となり、また、投資有価

証券評価損等の特別損失の影響により当期純利益100億６千万円（前期比13.6％減）となりました。 

１. 経営成績

（１） 経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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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、安全及び品質を 優先に掲げ、各種施策をグループに展開するとともに、Ｎ

ＴＴグループの設備投資が減少する中、事業の構造改革として「革新２０１０」と「コムシス式カイゼ

ン」を両輪として各種施策に取り組んでまいりました。具体的には、「元請による施工マネジメントの強

化」、「工事事務所の統廃合・再配置」、「事業領域の拡大」、「ワークフローの標準化」などに取り組

むとともに、ＩＴ武装化を目的とした新社内システム「ｃｏｍｓｔａｒ（コムスター）」を導入し、生産

性向上とコスト競争力の強化を図ってまいりました。 

 このような状況のもと、受注高につきましては、ＩＴソリューション事業におけるＮＩ系ソリューショ

ン事業が堅調に推移いたしましたが、ＮＴＴ情報エンジニアリング事業におけるＦＴＴＨ工事等の減少に

より2,305億６千万円（前期比4.8％減）となりました。また、売上高につきましては、ドコモ関連工事に

よる800Ｍオーバーレイ工程等が増加いたしましたが、ＦＴＴＨ工事等の減少により2,343億円（前期比

1.0％減）となりました。損益面につきましては、購買・外注業務の一元化による工事原価の低減や経費

節減による効果はありましたが、新社内システム構築等戦略的な費用の増加に伴い営業利益120億１千万

円（前期比1.7％減）となり、また、投資有価証券評価損等の特別損失の影響により当期純利益は80億１

千万円（前期比9.8％減）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、キャリア系事業を中心に、メーカー・ベンダー事業、通

信・電気等(官公庁・民需)コンストラクション事業のほか、今後の市場拡大が期待されるＩＣＴファシリ

ティ事業等の受注拡大を図ってまいりました。また、「信頼」をスローガンに掲げ、安全第一、品質向上

にグループを上げて取り組むことにより、お客様から信頼される会社を目指して各種施策を展開してまい

りました。更に、「グループイノベーション２０１０」の実施、新社内システム「ｃｏｍｓｔａｒ（コム

スター）」の活用、「サンコム式カイゼン」の推進により、事業の拡大と生産性向上（コストダウン）に

努めてまいりました。 

 このような状況のもと、キャリア系事業者の設備投資額の増加及び全国規模でのＷｉＭＡＸ工事等に対

応した受注増のほか、他の民間企業の設備投資の抑制及び官庁・電設工事の発注減の影響を 小限にとど

めたことなどにより、受注高は784億７千万円(前期比6.1％増)となり、売上高につきましても受注高と同

様の理由により747億８千万円(前期比1.7％増)となりました。損益面につきましては、キャリア系事業を

中心とした売上高の増加、選別受注による不採算工事の撲滅、月次ベースでの利益管理の徹底及び経費削

減施策等により営業利益37億６千万円(前期比2.6％増)となりましたが、前期の税効果の影響もあり当期

純利益は22億４千万円(前期比10.1％減)となりました。 
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【東日本システム建設グループの業績】 

東日本システム建設グループは『風通しのよい職場にしよう』を当期のスローガンに掲げ、情報の共有

と収支管理の強化を図るために、フラットな組織構造による事業部制導入、コンプライアンス・セキュリ

ティの強化及び内部統制の導入などによるリスクマネジメント強化、更には事業の効率化へ向けた業務改

革・改善の本格実施を全社施策として取り組んでまいりました。一方、ＮＴＴ事業では現業重視の原点に

立った施工技術のスキルアップと施工・原価管理能力の向上及び元請責任を確実に果たすために、「設計

業務～施工管理～竣工処理」の全業務を内製中心により実施する体制を構築してまいりました。また、一

般官公民需事業では、自立化へ向けた「選択と集中」の実施を行うなど各種施策に取り組んでまいりまし

た。 

 このような状況のもと、ドコモ関連工事及びＮＣＣ関連工事は堅調に推移いたしましたが、Ｂフレッツ

エリア拡大の需要鈍化に伴い、受注高295億３千万円（前期比6.6％減）、売上高301億４千万円（前期比

8.3％減）となりました。損益面につきましては、前期に大きな課題となりましたＢフレッツ関連工事に

おける管外稼働及び外注・材料のコストが各種施策の効果により改善し、また、一般官公民需事業におい

ては「選択と集中」による効果から不採算工事が減少したことなどにより、営業利益４億９千万円（前期

比12.6％増）、当期純利益１億９千万円（前期比2.9％増）となりました。 

  

【当社（持株会社）の業績】 

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９億円、配当金として27億円を受

領いたしました。その結果、営業収益は36億円、営業利益は26億２千万円、当期純利益は26億３千万円と

なりました。 
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コムシスグループを取り巻く市場環境は一層厳しさを増すと予想されます。特にコムシスグループの主

要取引先であるＮＴＴグループの動向は、固定通信分野においては、光関連投資やインフラ系投資の減

少、移動通信分野においては、エリア拡大のための基地局建設の減少や工事の小規模化等による受注の減

少が予想されます。また、民間企業の設備投資は、昨年来の経済危機の影響により未だ減少傾向にありま

すが、政府の公的資金の前倒しによる景気対策などにより、ＩＣＴ分野や地方市場の活性化などのプラス

効果も期待されます。 

 このような市場環境のもと、ＮＴＴ及びドコモビジネスにつきましては、インフラ工事の着実な実施に

加え、周辺ビジネスの更なる拡大を図るとともに、ＮＣＣ及びＩＴソリューションビジネスにつきまして

は、引き続きシェア拡大と新規顧客の開拓により事業を拡大してまいります。また、その他のビジネスに

つきましても、市場動向にスピーディーに対応した積極的な営業活動とグループ連携による全国施工体制

によって、事業領域の拡大を図ってまいります。 

 損益面につきましては、「革新２０１０」及び「コムシス式カイゼン」等による経営改善や構造改革の

各種施策の推進を引き続き実施するとともに、グループ全体のシナジー効果を追求した「グループイノベ

ーション２０１０」による抜本的な構造改革にグループ全体で取り組み、生産性の向上、業務の効率化及

びコスト削減を図ることにより、次期の業績見通しは、受注高及び売上高は当期並とし、営業利益は増益

としております。 

 なお、本年４月１日に当社の子会社である日本コムシス株式会社から情報事業を新設分割し、当社の完

全子会社として「コムシス情報システム株式会社」を設立いたしました。グループ内に分散する情報事業

の統合と融合を図り、情報事業に相応しい施策を適宜、的確に推進して市場競争力を強化し、グループと

しての情報事業の更なる拡大と発展を目指すものであります。 

 次期のグループ連結の業績見通しにつきましては、以下のとおりであります。 

  

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

②次期の見通し

平成21年３月期 平成22年３月期
増減率（％）

（ 当 期 ） （ 次 期 ）

受 注 高 320,461 312,500 △2.5

売 上 高 321,185 320,000 △0.4

売上総利益 37,462 39,800 6.2

営業利益 15,610 16,500 5.7

経常利益 17,144 17,000 △0.8

当期純利益 10,062 10,500 4.3
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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18億８千万円減少し、1,454億１

千万円となりました。これは現金預金が54億４千万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等

が93億２千万円減少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15億８千万円減少し、752億３千万円となりました。これは投資有価証券が17

億９千万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資産合計は、前連結会計年度末に比べ34億７千万円減少し、

2,206億５千万円となりました。 

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33億１千万円減少し、614億２千

万円となりました。これは支払手形・工事未払金等が57億２千万円減少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15億１千万円減少し、74億

５千万円となりました。これは負ののれんが９億４千万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48億２千万円減少し、

688億７千万円となりました。 

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、前連結会計年度末に比べ13億５千

万円増加し、1,517億７千万円となりました。これは当期純利益100億６千万円の計上等により利益剰

余金が73億１千万円増加した一方、自己株式が51億４千万円増加したことなどによるものでありま

す。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度の66.5％から当連結会計年度は68.4％に改善されまし

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55

億８千万円増加し、当連結会計年度末には、298億７千万円（前期比23.0％増）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。 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は196億３千万円（前期比1800.1％増）とな

りました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益163億５千万円、売上債権の減少額107億６千

万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額62億６千万円であります。 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は65億円（前期比41.5％減）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得額34億５千万円、無形固定資産の取得額34億６千万円であります。

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は77億３千万円（前期比7.0％減）となりま

した。これは、主に自己株式の取得額52億円及び配当金の支払額26億９千万円であります。 

  

（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います。 

（注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います。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注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 

    負債を対象としています。 

（注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います。 

  

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、上記方針及び昨年９月に創立５周年の節目を迎えたことか

ら、これまでご支援いただいた株主の皆様に感謝の意を表わすため、中間配当金を普通配当金７円に加

え、記念配当金として３円増配の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。 

次期の１株当たりの配当金は、次期の業績が当期並みと見込まれることから、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。 

また、当期中に自己株式の取得（5,544千株、4,999百万円）を実施いたしました。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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 61.4 62.1 63.4 66.5 68.4

時価ベースの自己資本比率 60.8 108.1 77.6 52.7 48.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

31.8 39.5 2.4 6.9 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

85.1 97.8 358.1 95.0 3,577.8

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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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、東日本システム建設株式会社の３統括事業会社に加え子会社４４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。 

  

 

                                        平成２１年３月３１日現在 

（注） 
①コムシスビジネスサービス㈱は、平成20年４月１日にコムシスシェアードサービス㈱（連結子会社）に吸収合併されたため、

連結の範囲から除外しております。 
②通信電設㈱及び日本海通信建設㈱は、重要性が増したことから当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 
③平成21年４月１日付で日本コムシス㈱が新設分割により設立したコムシス情報システム㈱を完全子会社としております。 

２. 企業集団の状況
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コムシスグループは、「経営ビジョン」として、「①ワンストップソリューションのトップブランドを

目指す、②各ステークホルダーから『 良の選択』と評価される会社を目指す、③グループとして継続的

に増収増益のできる会社を目指す」ことを掲げております。 

そして、この「経営ビジョン」を達成するため、 

○グループの持つ経営資源の再配置 

経営資源の「人、物、金、情報」を 適化し、 良のサービスと事業の効果性を担保する事業構造を

意欲的に追求するグループにする。 

○グループの一体化 

コムシスホールディングス株式会社を中核にグループの経営ビジョンを達成するために、夢と志を共

有する有機的なグループにする。 

○コンプライアンスの遵守 

健全な企業活動を遂行して社会的責任を果たす。 

○働き甲斐のある元気の良い企業文化の創成 

社員の働き甲斐の大きさが成長のエネルギーとなり、創造性、情熱、そして誠実さが鮮やかに感じら

れるアクティブな企業文化を持つグループにする。 

○経営者のリーダーシップ発揮 

企業を取り巻く環境の変化に遅れず、時代の流れを先取りするために、マネジメントのビジョナリー

かつパワフルなリーダーシップによりグループを適切に先導する。 

という５つの経営基本方針によりグループをあげて取り組んでまいります。 

  

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み、お客様から選ばれ続ける企業として増益を目指してまいります。 

  

コムシスグループは、以下の３つの中期経営計画の方針を掲げ、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 ＩＴソリューションビジネスを軸とした、通信建設系ＳＩｅｒを目指す 

③ 純粋持株会社の仕組みを活かし、経営統合のシナジー効果の 大化を図る 

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
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コムシスグループの事業領域である情報通信市場を展望いたしますと、当社の主要取引先であるＮＴＴ

グループをはじめとする電気通信事業者の動向は、光化・ＩＰ化の急速な進展を背景に、固定・移動、放

送・通信などのサービスの融合が一段と加速するとともに、新たなビジネスモデル創出の進展、多様な顧

客ニーズに対応したサービスの向上など、情報通信市場の構造と競争・投資の構造は大きく変化すると想

定されます。特にＮＴＴグループにつきましては、顧客獲得競争の激化による料金の値下げ競争等からコ

ストダウンの要請も更に厳しくなるものと想定されます。 

 このような事業環境のもとコムシスグループは急激に変化する企業環境への積極的な取り組みと各ステ

ークホルダーの期待に応えるべく、以下の項目を対処すべき課題として認識しております。 

  

【事業の選択と集中】 

 マーケットの変化に柔軟に対応できるホールディングスの特性を活かし、統括事業会社間の業務量の変

動に応じた柔軟な人材のシフト、グループ内のリソースの有効配分を進めるなど、「事業の選択と集中」

によるグループトータルでのシナジー効果を一層発揮してまいります。 

  

【事業の拡大】 

 ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業においては、従来のインフラ構築に加え、宅内、保守、試験・検

証業務等の周辺ビジネスの拡大へ積極的に取り組んでまいります。 

 電気通信エンジニアリング事業におけるＮＣＣビジネスでは、各キャリアのビジネスパートナーとして

の地位を更に強固なものとするため、安全・品質向上による顧客満足度向上と全国施工体制によるお客様

要望への即応性を活かし、更なるシェア拡大を図ってまいります。 

 ＩＴソリューション事業においては、ＩＣＴプロフェッショナル人材の継続的な育成を通じて、更にレ

イヤの高い分野への事業展開を図ってまいります。 

  

【生産性向上施策の推進】 

 「コムシス式カイゼン」の進化と今期から推進してまいりました「グループイノベーション２０１０」

の更なる展開により、グループ全体での経営資源の有効活用と業務の効率化を図り、厳しい経営環境下に

おいても利益を追求できる組織づくりに取り組んでまいります。 

  

【内部統制システムの整備と財務報告に係る内部統制の実施】 

 コーポレートガバナンス強化、ＣＳＲ推進、コンプライアンスの徹底、リスク管理強化等に努めるとと

もに、会社法に基づく「内部統制システム構築の基本方針」につきましては、業務の有効性、財務報告の

信憑性、関連法令等の遵守体制及び資産の保全体制を第一義と考え、内外環境の変化に対応した内部統制

システムの整備に取り組んでおります。 

 また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」につきましては、平成20年７月に従来の内

部統制室を内部統制監査部の内部組織として位置づけ、組織的にも内容的にも充実させ、不備事項の撲滅

に向け取り組みを強化してまいります。 

  

（４） 会社の対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 27,212 32,654 

受取手形・完成工事未収入金等 93,561 84,237 

有価証券 79 64 

未成工事支出金等 20,902 － 

未成工事支出金 － 20,243 

販売用不動産 － 246 

商品 － 314 

材料貯蔵品 － 768 

繰延税金資産 3,185 3,412 

その他 2,753 3,634 

貸倒引当金 △390 △160 

流動資産合計 147,304 145,417 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 32,439 32,449 

減価償却累計額 △15,006 △15,305 

建物及び構築物（純額） 17,433 17,143 

機械、運搬具及び工具器具備品 21,361 19,390 

減価償却累計額 △14,819 △13,974 

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額） 

6,541 5,416 

土地 26,892 27,090 

リース資産 － 19 

減価償却累計額 － △4 

リース資産（純額） － 14 

建設仮勘定 27 343 

有形固定資産合計 50,894 50,008 

無形固定資産 4,274 6,411 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,961 6,163 

長期貸付金 2,857 2,745 

前払年金費用 4,404 4,216 

繰延税金資産 2,654 2,548 

その他 6,952 5,516 

貸倒引当金 △3,182 △2,376 

投資その他の資産合計 21,648 18,814 

固定資産合計 76,817 75,233 

資産合計 224,121 220,651 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 52,093 46,363 

短期借入金 41 47 

未払法人税等 2,514 4,146 

未成工事受入金 3,488 3,611 

完成工事補償引当金 198 195 

工事損失引当金 297 261 

その他 6,107 6,796 

流動負債合計 64,741 61,422 

固定負債 

長期借入金 － 106 

繰延税金負債 1,260 996 

再評価に係る繰延税金負債 2,365 2,365 

退職給付引当金 3,261 2,848 

役員退職慰労引当金 693 671 

負ののれん 949 － 

その他 433 464 

固定負債合計 8,963 7,452 

負債合計 73,704 68,875 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 56,979 57,015 

利益剰余金 99,782 107,097 

自己株式 △9,384 △14,529 

株主資本合計 157,377 159,583 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △329 △857 

土地再評価差額金 △7,896 △7,896 

評価・換算差額等合計 △8,226 △8,753 

新株予約権 － 69 

少数株主持分 1,266 876 

純資産合計 150,417 151,775 

負債純資産合計 224,121 220,651 
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（２） 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 327,526 321,185 

売上原価 289,176 283,723 

売上総利益 38,350 37,462 

販売費及び一般管理費 22,051 21,851 

営業利益 16,298 15,610 

営業外収益 

受取利息 174 140 

受取配当金 135 169 

負ののれん償却額 1,528 1,070 

その他 304 325 

営業外収益合計 2,144 1,705 

営業外費用 

支払利息 10 5 

為替差損 163 147 

その他 39 19 

営業外費用合計 213 172 

経常利益 18,228 17,144 

特別利益 

固定資産売却益 449 43 

投資有価証券売却益 63 77 

貸倒引当金戻入額 107 211 

保険返戻金 275 120 

その他 48 54 

特別利益合計 944 506 

特別損失 

投資有価証券評価損 197 748 

固定資産除却損 48 151 

減損損失 90 － 

特別退職金 276 122 

その他 132 268 

特別損失合計 745 1,291 

税金等調整前当期純利益 18,427 16,359 

法人税、住民税及び事業税 5,987 6,355 

法人税等調整額 707 △34 

法人税等合計 6,695 6,320 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 90 △23 

当期純利益 11,641 10,062 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 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 

前期末残高 56,973 56,979 

当期変動額 

自己株式の処分 5 35 

当期変動額合計 5 35 

当期末残高 56,979 57,015 

利益剰余金 

前期末残高 90,550 99,782 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,377 △2,697 

当期純利益 11,641 10,062 

連結範囲の変動 △31 △50 

当期変動額合計 9,232 7,314 

当期末残高 99,782 107,097 

自己株式 

前期末残高 △4,360 △9,384 

当期変動額 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 49 71 

連結範囲の変動 △16 △16 

当期変動額合計 △5,023 △5,145 

当期末残高 △9,384 △14,529 

株主資本合計 

前期末残高 153,163 157,377 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,377 △2,697 

当期純利益 11,641 10,062 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 55 107 

連結範囲の変動 △47 △66 

当期変動額合計 4,214 2,205 

当期末残高 157,377 159,583 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 519 △329 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△849 △527 

当期変動額合計 △849 △527 

当期末残高 △329 △857 

土地再評価差額金 

前期末残高 △7,896 △7,896 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △7,896 △7,896 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △7,376 △8,226 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△849 △527 

当期変動額合計 △849 △527 

当期末残高 △8,226 △8,753 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 69 

当期変動額合計 － 69 

当期末残高 － 69 

少数株主持分 

前期末残高 1,219 1,266 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 △389 

当期変動額合計 46 △389 

当期末残高 1,266 876 

純資産合計 

前期末残高 147,005 150,417 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,377 △2,697 

当期純利益 11,641 10,062 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 55 107 

連結範囲の変動 △47 △66 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △802 △847 

当期変動額合計 3,411 1,358 

当期末残高 150,417 151,775 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 18,427 16,359 

減価償却費 4,372 4,654 

固定資産売却益 △449 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 197 748 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △119 △1,037 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △495 △412 

受取利息及び受取配当金 △310 △310 

支払利息 10 5 

売上債権の増減額（△は増加） △9,558 10,767 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 2,631 △504 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,277 △6,267 

その他の資産の増減額（△は増加） 522 351 

その他の負債の増減額（△は減少） △579 358 

負ののれん償却額 △1,528 △1,070 

その他 44 299 

小計 9,888 23,941 

利息及び配当金の受取額 310 310 

利息の支払額 △10 △5 

法人税等の支払額 △9,154 △4,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033 19,639 

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） 19 149 

投資有価証券の取得による支出 △2,811 △1,409 

投資有価証券の売却による収入 231 111 

投資有価証券の償還による収入 － 1,120 

有形固定資産の取得による支出 △6,873 △3,453 

無形固定資産の取得による支出 △2,883 △3,461 

有形固定資産の売却による収入 675 129 

貸付けによる支出 △610 △1,321 

貸付金の回収による収入 676 1,246 

その他 457 387 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,117 △6,501 

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） △585 82 

長期借入れによる収入 － 80 

長期借入金の返済による支出 △316 △60 

社債の償還による支出 △20 △20 

自己株式の取得による支出 △5,056 △5,200 

自己株式の売却による収入 55 107 

配当金の支払額 △2,382 △2,697 

少数株主への配当金の支払額 △8 △12 

その他 － △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,314 △7,731 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,399 5,406 

現金及び現金同等物の期首残高 42,458 24,294 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 183 176 

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

51 － 

現金及び現金同等物の期末残高 24,294 29,876 
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該当事項はありません。 

  

主要な連結子会社名は、「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。 

 なお、コムシスビジネスサービス㈱は、平成20年４月１日にコムシスシェアードサービス㈱（連結

子会社）に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。 

 また、通信電設㈱及び日本海通信建設㈱は、重要性が増したことから、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

・未成工事支出金   個別法 

・販売用不動産    個別法 

・商品        移動平均法 

・材料貯蔵品     移動平均法 

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)は

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物   ７～50年 

  構築物  ２～45年 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書(平成20年６月27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。 

  

（５） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（６） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 32社

②会計処理基準に関する事項

イ．重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

ロ．重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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①(重要な資産の評価基準及び評価方法)  

 たな卸資産 

 当連結会計年度より「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日公

表分）を適用しております。これに伴う、損益に与える影響は軽微であります。 

②(リース取引に関する会計基準の適用)  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これに伴う、損益に与える影響は軽微であります。 

  

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに

伴い、前連結会計年度において、「未成工事支出金等」として掲記されていたものは、当連結会計年度か

ら「未成工事支出金」「販売用不動産」「商品」「材料貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「未成工事支出金等」に含まれる「未成工事支出金」「販売用不動産」「商品」「材料貯蔵

品」は、それぞれ18,666百万円、1,143百万円、192百万円、899百万円であります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において特別損失に区分掲記しておりました「減損損失」（当連結会計年度８百万円）

は、特別損失総額の100分の10以下となったため、特別損失「その他」に含めて表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

①営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却益」は、当連結会計年度において、金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「固定資産売却益」は43百万円であります。 

②前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「投資

有価証券の償還による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することに変

更しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「投資有価証券の償還による収入」は10百万円であ

ります。 

（７） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

［会計方針の変更］

［表示方法の変更］
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(変動事由の概要)  

   増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

    市場からの購入による増加                              5,544,000株 

    子会社の新規連結による増加                               10,000株 

    連結子会社の持分比率の変動による当社帰属分の増加            18,863株 

    単元未満株式の買取による増加                    226,875株 
  
   減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

    連結子会社が売却した当社株式の当社帰属分の減少          103,347株 

    単元未満株式の買増請求による減少                 39,888株 

  

ストックオプションとしての新株予約権 

   当連結会計年度末残高   提出会社 69百万円 

  

 
（注）１ 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）を含めております。 
（注）２ 連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（２百万円）を含めております。 
（注）３ １株当たり配当額には、創立５周年記念配当３円を含んでおります。 
  

 
  （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）を含めております。 

  

（８） 連結財務諸表に関する注記事項

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

①発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 145,977,886 ― ― 145,977,886

②自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,370,980 5,799,738 143,235 15,027,483

③新株予約権等に関する事項

④配当に関する事項

   イ.配当金支払額

決議 株式の種類
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20年６月27日 
定時株主総会 
（注）１

普通株式 1,367 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月28日 
取締役会 
（注）２、３

普通株式 1,334 10.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

   ロ.基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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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現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

                                (平成21年３月31日現在) 

現金預金勘定                             32,654百万円 

 有価証券勘定                                 64百万円 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金                  △2,837百万円 

 償還期間が３ヶ月を超える債権                      △4百万円 
───────────────────────────────────────────────── 
現金及び現金同等物                          29,876百万円 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、

ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31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おりますが、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おります。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31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おります。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(開示の省略)

(セグメント情報)

①【事業の種類別セグメント情報】

②【所在地別セグメント情報】

③【海外売上高】
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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。 

 
  

平成21年５月13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条の規定に基づく自己株式の取得について次のとおり決議いたしました。 

   (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) 取得の方法                      市場買付け 

    (3) 取得する株式の種類及び数       普通株式 750万株 (上限) 

    (4) 取得価額の総額         50億円 (上限)    

    (5) 取得の期間                    平成21年５月14日から平成21年12月31日まで 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,091.83円 １株当たり純資産額 1,151.81円

１株当たり当期純利益 83.87円 １株当たり当期純利益 75.60円

 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

83.87円

 
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

─

項 目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益(百万円) 11,641 10,062

 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) 11,641 10,062

 普通株式の期中平均株式数(千株) 138,805 133,097

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(百万円) ─ ―

 普通株式増加数(千株) 0 ─

 (うち新株予約権) (0) ─

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17年６月29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 900千株

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 990千株

(重要な後発事象)

コムシスホールディングス㈱(1721)　平成21年３月期 決算短信

-22-



５. 個別財務諸表

（１） 貸借対照表 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 2,705 2,604 

関係会社預け金 14,758 13,837 

繰延税金資産 33 35 

その他 462 503 

流動資産合計 17,960 16,979 

固定資産 

無形固定資産 

ソフトウエア 16 11 

その他 3 2 

無形固定資産合計 19 13 

投資その他の資産 

投資有価証券 501 463 

関係会社株式 114,223 114,223 

繰延税金資産 68 88 

投資その他の資産合計 114,793 114,775 

固定資産合計 114,812 114,789 

資産合計 132,773 131,768 

負債の部 

流動負債 

関係会社預り金 31,688 35,844 

その他 205 192 

流動負債合計 31,894 36,037 

固定負債 

役員退職慰労引当金 60 72 

固定負債合計 60 72 

負債合計 31,954 36,109 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 

資本準備金 58,815 58,815 

その他資本剰余金 40,107 40,098 

資本剰余金合計 98,923 98,914 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,976 1,905 

利益剰余金合計 1,976 1,905 

自己株式 △10,014 △15,173 

株主資本合計 100,885 95,645 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △66 △55 

評価・換算差額等合計 △66 △55 

新株予約権 － 69 

純資産合計 100,818 95,659 

負債純資産合計 132,773 131,768 
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（２） 損益計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

受取配当金 2,384 2,704 

経営管理料 900 900 

営業収益合計 3,284 3,604 

営業費用 

一般管理費 893 976 

営業利益 2,391 2,628 

営業外収益 

受取利息 144 123 

有価証券利息 21 6 

その他 4 11 

営業外収益合計 170 140 

営業外費用 

支払利息 28 30 

その他 14 8 

営業外費用合計 43 38 

経常利益 2,518 2,730 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 56 

特別損失合計 － 56 

税引前当期純利益 2,518 2,673 

法人税、住民税及び事業税 67 72 

法人税等調整額 △5 △28 

法人税等合計 61 43 

当期純利益 2,456 2,630 
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（３） 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 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 

資本準備金 

前期末残高 58,815 58,815 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 58,815 58,815 

その他資本剰余金 

前期末残高 40,104 40,107 

当期変動額 

自己株式の処分 3 △9 

当期変動額合計 3 △9 

当期末残高 40,107 40,098 

資本剰余金合計 

前期末残高 98,920 98,923 

当期変動額 

自己株式の処分 3 △9 

当期変動額合計 3 △9 

当期末残高 98,923 98,914 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,902 1,976 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,382 △2,702 

当期純利益 2,456 2,630 

当期変動額合計 74 △71 

当期末残高 1,976 1,905 

自己株式 

前期末残高 △4,990 △10,014 

当期変動額 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 33 41 

当期変動額合計 △5,023 △5,159 

当期末残高 △10,014 △15,173 

株主資本合計 

前期末残高 105,831 100,885 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,382 △2,702 

当期純利益 2,456 2,630 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 36 32 

当期変動額合計 △4,946 △5,240 

当期末残高 100,885 95,645 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △34 △66 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△32 11 

当期変動額合計 △32 11 

当期末残高 △66 △55 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ 69 

当期変動額合計 － 69 

当期末残高 － 69 

純資産合計 

前期末残高 105,796 100,818 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,382 △2,702 

当期純利益 2,456 2,630 

自己株式の取得 △5,056 △5,200 

自己株式の処分 36 32 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 81 

当期変動額合計 △4,978 △5,158 

当期末残高 100,818 95,659 
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該当事項はありません。 

  

  

平成21年５月13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条の規定に基づく自己株式の取得について次のとおり決議いたしました。 

 (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) 取得の方法            市場買付け 

(3) 取得する株式の種類及び数       普通株式 750万株 (上限) 

(4) 取得価額の総額         50億円 (上限)    

(5) 取得の期間                    平成21年５月14日から平成21年12月31日まで 

  

  

（４） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（５） 個別財務諸表に関する注記事項

(重要な後発事象)
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①代表者の異動 

相 談 役      島 田 博 文 （現 代表取締役会長） 

②その他役員の異動 

1.新任取締役候補 

取 締 役      奥   要 治 （現 日本コムシス㈱ 常務執行役員） 

取 締 役      中 嶋 龍 史 （現 日本コムシス㈱ 取締役執行役員） 

取 締 役      渡 辺 光 宏 （現 日本コムシス㈱ 取締役執行役員） 

  

2.退任予定取締役 

代表取締役会長    島 田 博 文 （相談役 就任予定） 

取 締 役      野 田   馨 （現 サンワコムシスエンジニアリング㈱ 

                                    代表取締役社長） 

取 締 役      宮 脇 良 秋 （現 コムシスシェアードサービス㈱ 

                                    代表取締役社長） 

取 締 役      新 美 英 樹 （日本コムシス㈱ 常務執行役員 就任予定） 

  

3.新任監査役候補 

監 査 役      碇   武 己 （現 日本コムシス㈱ 常務執行役員） 

  

4.退任予定監査役 

監 査 役      柴 田 悦 男 （コムシスアドバンス㈱ 監査役 就任予定） 

  

６. その他

役員の異動［平成２１年６月２６日予定］
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①代表者の異動［平成２１年６月１９日予定］ 

相 談 役      島 田 博 文 （現 代表取締役会長） 

  

②その他役員の異動［平成２１年６月１９日予定］ 

1.退任予定取締役 

代表取締役会長    島 田 博 文 （相談役 就任予定） 

取締役常務執行役員  宮 脇 良 秋 （現 コムシスシェアードサービス㈱ 

                                    代表取締役社長） 

取締役常務執行役員  仲 山 昌 樹 （コムシス通産㈱ 代表取締役社長 就任予定） 

  

2.新任監査役候補 

常勤監査役      碇   武 己 （現 常務執行役員） 

  

3.退任予定監査役 

常勤監査役      柴 田 悦 男 （コムシスアドバンス㈱ 監査役 就任予定） 

  

4.執行役員 

(1)昇任執行役員［平成２１年７月１日付］ 

常務執行役員     齊 藤 光 雄 （現 執行役員） 

  

(2)新任執行役員 

［平成２１年６月２６日付］ 

常務執行役員     新 美 英 樹 （現 コムシスホールディングス㈱ 取締役） 

［平成２１年７月１日付］ 

執行役員       塚 原    彰 （現 中国支店長） 

執行役員       小 森    浩 （現 財務部長） 

執行役員       松 永     広 （現 社会基盤事業本部 副本部長） 

執行役員       小 栁 典 生 （現 ＮＴＴ事業本部ネットワークシステム部長） 

  

［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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(3)退任執行役員 

［平成２１年６月１９日付］ 

常務執行役員     碇   武 己 （常勤監査役 就任予定 

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

［平成２１年６月２３日付］ 

常務執行役員     奥   要 治 （サンワコムシスエンジニアリング㈱ 

                               取締役副社長 就任予定） 

［平成２１年６月３０日付］ 

執行役員       梅 井 秀 樹 （日東通建㈱ 常務取締役 就任予定） 

執行役員       岡 庭 日出夫 
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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２１年６月２３日予定］ 

1.新任取締役候補 

取締役副社長     奥   要 治 （現 日本コムシス㈱ 常務執行役員） 

取 締 役      下 原 正 人 （現 コムシスアドバンス㈱ 代表取締役社長） 

取 締 役      豊 田 秀 一 （現 ネットワーク＆ソリューション事業本部  

                                       副本部長） 

  

2.退任予定取締役 

専務取締役      関 口 明 良 （コムシスウィングス㈱ 代表取締役社長  

                                       就任予定） 

常務取締役      中 谷 清一郎 （サンコムテクノロジ㈱ 代表取締役社長 

                                       就任予定） 

取 締 役      荒 谷 繁 弘 

取 締 役      大宮司   勉 

  

3.新任監査役候補 

監 査 役      石 黒 重 光 （元 ＫＤＤＩ企業年金基金 常務理事）  

  

4.退任予定監査役 

常勤監査役      溝 口 武 朗 

監 査 役      齊 藤 秀 樹 

  

5.執行役員 

(1)昇任執行役員［平成２１年７月１日付］ 

上席執行役員     河 端   等 （現 執行役員） 

  

(2)新任執行役員［平成２１年７月１日付］ 

上席執行役員     西 田 利 久 （現 ネットワークシステム事業本部 副本部長） 

執行役員       栃 本   仁 （現 総務部長 ） 

執行役員       髙 木 成 暢 （現 ネットワークシステム事業本部 

                       ネットワークインテグレーションシステム 

                                      事業部長） 

(3)退任執行役員［平成２１年６月３０日付］ 

執行役員       外 村 義 明 （特別参与 就任予定） 

執行役員       松 元   宏 （理事 就任予定） 

【サンワコムシスエンジニアリング株式会社】
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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２１年６月２４日予定］ 

1.昇格取締役 

常務取締役      山 岸 運 夫 （現 取締役） 

  

2.新任取締役候補 

取 締 役      古 俣 一 夫 （現 常務執行役員） 

取 締 役      加 藤 芳 光 （現 常務執行役員） 

取 締 役      酒 井 康 行 （現 執行役員） 

  

3.退任予定取締役 

常務取締役      皆 川 忠 志 （顧問 就任予定） 

  

4.執行役員［平成２１年６月２４日付］ 

(1)昇任執行役員 

常務執行役員     寺 澤 正 雄 （現 執行役員） 

  

(2)新任執行役員 

執行役員       宮 島 賢 治 （現 ㈱トーシス長野 代表取締役社長） 

執行役員       小 林 幸 男 （現 新潟アクセス事業部 副事業部長） 

  

(3)退任執行役員 

執行役員       香 山 年 和 （㈱トーシス長野 代表取締役社長 就任予定） 

執行役員       流 石 俊 一 

執行役員       熊 谷   仁 

  

【東日本システム建設株式会社】

コムシスホールディングス㈱(1721)　平成21年３月期 決算短信

-32-


