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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 125,150 4.3 2,059 23.3 2,342 27.5 802 ―
23年3月期第2四半期 120,040 △2.2 1,670 △40.7 1,837 △40.4 △2,032 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,037百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,002百万円 （―％）

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 6.18 6.17
23年3月期第2四半期 △16.16 ―

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 207,831 161,541 77.3
23年3月期 237,436 161,768 67.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  160,616百万円 23年3月期  160,843百万円

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

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 308,000 △2.4 12,300 4.4 12,800 5.4 7,300 △23.5 56.21



(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 

(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、四半期決算短信【添付資料】2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  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 145,977,886 株 23年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 16,074,852 株 23年3月期 16,124,888 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 129,878,855 株 23年3月期2Q 125,715,730 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の被害により混乱したサプライチェ

ーンの立て直しや、各種の政策効果などを背景に、持ち直しの動きもみられるものの、電力供給の制約

に加え、円高や株価の変動など、依然として先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

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、ＮＧＮサービスの拡大やスマートフォン

を中心とした新しいサービスが展開されるほか、東日本大震災の被災地域における通信設備の復旧も進

められました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、震災の影響から民間企業

の設備投資が減少したことやＩＲＵ・地デジ対策事業が一巡したことなどにより、受注高1,446億2千万

円（前年同期比1.2％減）となりました。一方、売上高につきましては、震災による完成工事の遅れや

民間企業の設備投資減少の影響があるものの、株式会社つうけんとの経営統合による効果により、

1,251億5千万円（前年同期比4.3％増）となりました。 

また、利益面につきましては、構造改革による生産性の向上及び経費節減に努めるとともに、前期に

実施いたしました経営基盤強化策の効果により営業損益は大幅に改善し、営業利益20億5千万円（前年

同期比23.3％増）、四半期純利益8億円（前年同期は20億3千万円の四半期純損失）となりました。  

  

  

当第２四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296億円減少し2,078億3千万円、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293億7千万円減少し462億8千万円、また、純資産は、前連結会

計年度末に比べ2億2千万円減少し1,615億4千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ9.6ポイント上昇し、77.3％となりました。 

  

  

平成24年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年5月11日に発表いた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。 

  

  

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号

平成22年6月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第4号 平成22年6月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第9

号 平成22年6月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

なお、この変更に伴う影響はありません。 

  

  

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。 

２．サマリー情報(その他)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

 （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
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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

現金預金 18,265 34,824

受取手形・完成工事未収入金等 102,993 50,442

未成工事支出金 14,539 22,595

その他のたな卸資産 4,935 5,524

その他 9,320 7,853

貸倒引当金 △194 △131

流動資産合計 149,858 121,108

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 24,510 23,891

土地 33,126 33,265

その他（純額） 6,132 5,803

有形固定資産合計 63,769 62,960

無形固定資産 2,677 3,436

投資その他の資産

投資有価証券 7,128 6,990

その他 16,137 15,308

貸倒引当金 △2,136 △1,973

投資その他の資産合計 21,129 20,325

固定資産合計 87,577 86,722

資産合計 237,436 207,831
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 46,716 28,476

短期借入金 8,124 169

未払法人税等 2,261 583

未成工事受入金 1,228 2,609

引当金 221 256

その他 7,369 4,763

流動負債合計 65,921 36,857

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 1,865 1,865

退職給付引当金 5,796 5,704

役員退職慰労引当金 302 219

その他 1,781 1,642

固定負債合計 9,746 9,432

負債合計 75,667 46,289

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,346 55,336

利益剰余金 119,194 118,698

自己株式 △14,870 △14,821

株主資本合計 169,671 169,212

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △374 △143

土地再評価差額金 △8,453 △8,453

その他の包括利益累計額合計 △8,827 △8,596

新株予約権 364 363

少数株主持分 560 561

純資産合計 161,768 161,541

負債純資産合計 237,436 207,831
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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：百万円）

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 120,040 125,150

売上原価 109,299 113,619

売上総利益 10,740 11,530

販売費及び一般管理費 9,070 9,470

営業利益 1,670 2,059

営業外収益

受取利息 36 29

受取配当金 91 95

固定資産賃貸料 27 65

貸倒引当金戻入額 － 165

その他 67 78

営業外収益合計 223 434

営業外費用

支払利息 1 10

為替差損 47 94

その他 8 46

営業外費用合計 56 151

経常利益 1,837 2,342

特別利益

貸倒引当金戻入額 119 －

保険返戻金 201 69

その他 116 17

特別利益合計 437 87

特別損失

固定資産除却損 58 14

投資有価証券評価損 268 506

特別退職金 111 32

ソフトウェア評価損 3,643 －

その他 494 47

特別損失合計 4,576 601

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△2,302 1,829

法人税、住民税及び事業税 290 423

法人税等調整額 △641 598

法人税等合計 △350 1,022

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（△）

△1,951 806

少数株主利益 80 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,032 802
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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：百万円)

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（△）

△1,951 806

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △50 230

その他の包括利益合計 △50 230

四半期包括利益 △2,002 1,037

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,080 1,033

少数株主に係る四半期包括利益 77 3
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成23年11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。 

  

（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

（５）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       450万株 (上限)

  ④ 取得価額の総額 30億円 (上限)   

  ⑤ 取得期間         平成23年11月10日から平成24年3月31日まで
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