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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 295,851 △6.2 12,592 6.9 12,969 6.8 7,173 △24.8
23年3月期 315,480 7.6 11,785 △6.0 12,140 △7.4 9,543 34.5

（注）包括利益 24年3月期 7,946百万円 （△18.1％） 23年3月期 9,703百万円 （29.3％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 55.50 55.38 4.4 5.6 4.3
23年3月期 73.92 73.80 6.1 5.4 3.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 228,135 164,574 71.7 1,289.57
23年3月期 237,436 161,768 67.7 1,238.66

（参考） 自己資本   24年3月期  163,506百万円 23年3月期  160,843百万円

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

24年3月期 31,734 △4,015 △11,901 33,454
23年3月期 △1,585 △3,418 △364 17,635

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 ％ ％

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,563 27.1 1.6
24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,576 36.0 1.6
25年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 29.8

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、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) 126,000 0.7 2,800 35.9 3,000 28.1 1,400 74.5 11.04
通期 300,000 1.4 14,000 11.2 14,400 11.0 8,500 18.5 67.04



※  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 

（注）詳細は、18ページ「（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」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 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 19,186,339 株 23年3月期 16,124,888 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 129,250,956 株 23年3月期 129,113,357 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 3,477 5.0 2,662 3.9 2,715 6.5 2,695 12.0
23年3月期 3,311 △5.4 2,563 △2.7 2,550 △4.9 2,406 △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
円 銭 円 銭

24年3月期 20.75 20.70
23年3月期 18.58 18.55

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

24年3月期 135,330 91,423 67.2 716.08
23年3月期 135,357 94,252 69.4 719.19

（参考） 自己資本 24年3月期  90,993百万円 23年3月期  93,888百万円

※ 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財務諸表の監査手続は終
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 
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、2ペー
ジ「 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
2.当社は、平成24年5月17日(木)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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中で、

各種の政策効果などを背景に、景気は緩やかに持ち直しの兆しがみられるものの、欧州の政府債務危機の

影響や原油価格の上昇、これらを背景とした海外景気の下振れなどにより、依然として不透明な状況で推

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、スマートフォン利用者の増加に伴う通信量

急増に対する設備の増設やＬＴＥ（次世代携帯電話通信規格）などの高速・大容量化に向けたネットワー

ク整備への投資が進んでいるほか、東日本大震災の被災地域における通信設備の復旧・復興工事も着実に

進められました。また、ＩＣＴ利活用による持続的経済成長に加えて、今後は災害に強い情報通信ネット

ワークの確立が求められております。 

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、これまで推進してまいりました構造改革の継続・深化を図り、

「施工技術力の維持・向上」「市場競争力の強化」「経営基盤の拡充」を目指すとともに、新たな成長戦

略構築のためにグループを挙げて新規事業に取り組んでまいりました。また、通信事業者の要請のもと、

グループ一丸となって震災後の通信設備の復旧・復興工事にも積極的に取り組んでまいりました。 

このような状況のもと、株式会社つうけんとの経営統合による効果はあったものの、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2,977億6千万円（前期比

1.2％増）、売上高2,958億5千万円（前期比6.2％減）となりました。一方、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

などにより営業損益は大幅に改善し、営業利益125億9千万円（前期比6.9％増）、当期純利益71億7千万円

（前期比24.8％減）となりました。なお、当期純利益の減少は、前期に特別利益として計上した経営統合

に伴う負ののれん発生益の影響などによるものであります。 

なお、グループ別の業績については、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[営業利益又は損失（△）]】    （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   つうけんグループは平成22年10月よりコムシスグループに加わったことから前期比表示を「－」としており 

ます。 

１．経営成績
（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
[営業利益又は損失(△)]

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 178,220 △8.4％ 172,780 △12.5％ 9,374 19.6％

サンワコムシス
   エンジニアリンググループ

52,696 △6.8％ 52,254 △11.4％ 1,795 34.6％

東日本システム建設グループ 22,782 △3.9％ 22,690 3.1％ 752 15.0％

つうけんグループ 36,191 － 40,348 － 682 －

コムシス情報システムグループ 7,384 △15.4％ 7,283 △8.3％ △351 －
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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「グループシナジーの具現化による総合生産性の向上」などの利益改善施策に積極的に取

り組んでまいりました。また、新たな成長戦略構築の一環として、ＩＴマネジメントサービス事業分野や

サーバービジネス事業分野等におけるインキュベーション（起業支援）施策にも取り組んでまいりまし

た。 

この結果、受注高及び売上高につきましては、民間企業の設備投資の減少やＩＲＵ・地デジ対策事業が

一巡したことなどにより大きく減少しましたが、営業利益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などにより大幅な増益となりました。 

  

【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、「利益を生み出す施工力の強化」や「筋肉質を実現する

管理・間接費の削減」など、これまで推進してまいりました構造改革の各種施策を深化させることにより

利益向上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請負単価の低減化及び官公庁・民間企業分野での熾烈な受注獲得競争の

影響により大きく減少しましたが、営業利益は前期に実施いたしました経営基盤強化策や構造改革の効果

により大幅な増益となりました。 

  

【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、基軸事業であるＮＴＴ工事において、震災復旧支援に積極的に取り組

みながら、前期繰越工事の確実な完成と通信キャリアの新潟エリア参入で増加したアクセス工事の完成に

努めるとともに、減収傾向に歯止めを掛ける施策の一つとして「保守系事業改革」を改革テーマとして掲

げ取り組んでまいりました。 

この結果、受注高は民需市場の低迷により減少したものの、売上高はＮＴＴ工事の完成などにより増加

し、営業利益も稼働の 適化と選別受注による不採算工事の減少などにより大幅に増益となりました。 

  

【つうけんグループの業績】 

つうけんグループは、ＩＲＵ・地デジ対策事業が一巡したことなどから厳しい受注・売上環境にある中

で、コスト改善による営業利益確保に努めたほか、経営統合によるシナジーを発揮するために、事業の再

編やコムシスグループとの基幹システム統合、更には、サービス総合工事のエリア統合による工事稼働の

効率的運用にも意欲的に取り組んでまいりました。 

なお、つうけんグループは平成22年10月からコムシスグループに加わったことから、前期との比較は行

っておりません。 

  

【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、「営業活動の強化による受注確保・拡大」及び「稼働率の向上とプ

ロジェクト管理の強化による利益の確保」を重点課題として事業を展開してまいりました。 

しかしながら、受注高及び売上高はソフトウェア市場縮小化の中、新規案件獲得の不調などにより大き

く減少し、また、営業損益は不採算プロジェクトの影響などにより大幅な営業損失となりました。 
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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8億5千万円、配当金として26億2

千万円を受領いたしました。その結果、営業収益は34億7千万円、営業利益は26億6千万円、当期純利益は

26億9千万円となりました。 

  

コムシスグループの事業環境につきましては、スマートフォンやタブレット型端末の急速な普及により

短期的には期待出来るものの、光アクセスサービスの純増数は鈍化する傾向にあり、また、投資構造はサ

ーバー系機器類やコンテンツ等のサービスへ移行し、主力の情報通信インフラ関連工事への設備投資は厳

しさを増すことが想定されます。このような減収環境下の状況を踏まえて、継続的に利益を生み出し得る

企業体質への転換を目指し、引き続き構造改革の継続・深化を図ってまいります。次期のグループ連結業

績の見通しにつきましては、以下のとおり、受注高及び売上高は微減、微増としながら、利益面につきま

しては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24年3月期 平成25年3月期
増減率（％）

（ 当 期 ） （ 次 期 ）

受 注 高 297,769 295,000 △0.9

売 上 高 295,851 300,000 1.4

売上総利益 31,117 32,500 4.4

営業利益 12,592 14,000 11.2

経常利益 12,969 14,400 11.0

当期純利益 7,173 8,500 18.5
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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82億1千万円減少し、1,416億4千万

円となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が211億4千万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10億8千万円減少し、864億

8千万円となりました。これは繰延税金資産が12億9千万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93億円減少し、2,281億3

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104億3千万円減少し、554億8千万円

となりました。これは支払手形・工事未払金等が68億2千万円、短期借入金が66億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16億6千万円

減少し、80億7千万円となりました。これは繰延税金負債が8億7千万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121億円減少し、635億6千

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、1,645億7千万円となりました。これ

は当期純利益71億7千万円の計上等により利益剰余金が44億1千万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67.7％から当連結会計年度は71.7％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

158億1千万円増加し、当連結会計年度末には、334億5千万円（前期比89.7％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。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額212億5千万円、税金等調整前当期純利益

122億6千万円、減価償却費46億4千万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額68億3千万円、法人税

等の支払額39億4千万円などの減少要因を差し引いた結果、317億3千万円の収入(前期は15億8千万円の

支出超過)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40億7千万円、無形固定資産

の取得による支出19億6千万円などにより、40億1千万円の支出超過(前期は34億1千万円の支出超過)と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額62億6千万円、自己株式の取得による

支出30億円及び配当金の支払額25億9千万円などから119億円の支出超過(前期は3億6千万円の支出超過)

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（352万株、29億9千万円）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30億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20年3月期 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

自己資本比率 66.5 68.4 71.2 67.7 71.7

時価ベースの自己資本比率 52.7 48.9 53.7 46.0 49.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

6.9 0.9 0.5 - 4.9 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

95.0 3,577.8 3,175.2 - 2,571.4

（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、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48社及び関連会社8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24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、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遵守、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み、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取り巻く情報通信市場は、スマートフォンやタブレット型端末の急速な普及により

活況を呈しておりますが、新規事業者の参入や技術革新の変化が速く、また、通信事業者による顧客獲得

競争は熾烈化しております。このような状況のもと、短期的には設備投資は期待出来るものの、工事の小

規模化に加えて、投資構造はインフラ整備からサービスへの投資に大きく移行しており、通信建設業界に

おける受注は、中長期的に見ると厳しさを増すものと想定されます。また、東日本大震災による影響が依

然として厳しい状況にある中で、先行きの情勢を見極めることが困難な状況ではありますが、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、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震災後の通信インフラ設備の復興に向けて 

通信事業者の要請のもと、引き続き復興工事への稼働要請に 大限応えるべく、グループを挙げて通

信インフラ設備の復興に取り組んでまいります。 

  

②構造改革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」の継続・深化 

・グループ事業運営体制の再構築 

・保守運用ビジネスの本格展開を見据えた体制構築 

・新規ビジネスの新たな展開 

・民需ビジネスの採算性向上 

・ＩＴ武装化による生産性及び効率性の向上 
  

③ＢＣＰ（事業継続計画）等の策定と実行 

災害時における社員と社員の家族の安全の確保を 優先に考え、あわせてお客様からのご要望等に応

え、事業の継続を図ってまいります。また、防災・減災、省エネ・新エネルギー対策にも積極的に取り

組み、災害に強い企業集団を目指してまいります。  

  

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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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 18,265 33,489

受取手形・完成工事未収入金等 102,993 81,853

リース投資資産 2,287 2,542

有価証券 159 59

未成工事支出金 14,539 15,087

販売用不動産 3,257 18

商品 986 1,352

材料貯蔵品 691 651

繰延税金資産 3,053 3,495

その他 3,820 3,233

貸倒引当金 △194 △137

流動資産合計 149,858 141,646

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 45,798 45,620

減価償却累計額 △21,288 △22,535

建物・構築物（純額） 24,510 23,085

機械、運搬具及び工具器具備品 22,252 20,074

減価償却累計額 △16,164 △14,956

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 6,088 5,118

土地 33,126 34,391

リース資産 70 92

減価償却累計額 △28 △48

リース資産（純額） 42 43

建設仮勘定 1 936

有形固定資産合計 63,769 63,575

無形固定資産 2,677 3,802

投資その他の資産   

投資有価証券 7,128 7,228

長期貸付金 1,980 1,759

前払年金費用 4,407 4,077

繰延税金資産 3,709 2,410

その他 6,039 5,689

貸倒引当金 △2,136 △2,055

投資その他の資産合計 21,129 19,110

固定資産合計 87,577 86,488

資産合計 237,436 228,135
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 46,716 39,891

短期借入金 8,124 1,520

未払法人税等 2,261 3,795

未成工事受入金 1,228 1,448

完成工事補償引当金 134 131

工事損失引当金 24 1,057

その他 7,431 7,637

流動負債合計 65,921 55,482

固定負債   

長期借入金 49 －

繰延税金負債 1,205 333

再評価に係る繰延税金負債 1,865 1,662

退職給付引当金 5,796 5,426

役員退職慰労引当金 302 266

その他 526 388

固定負債合計 9,746 8,078

負債合計 75,667 63,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,346 55,374

利益剰余金 119,194 123,611

自己株式 △14,870 △17,504

株主資本合計 169,671 171,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △374 115

土地再評価差額金 △8,453 △8,090

その他の包括利益累計額合計 △8,827 △7,974

新株予約権 364 430

少数株主持分 560 637

純資産合計 161,768 164,574

負債純資産合計 237,436 228,135
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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

売上高 315,480 295,851

売上原価 284,427 264,733

売上総利益 31,052 31,117

販売費及び一般管理費 19,266 18,525

営業利益 11,785 12,592

営業外収益   

受取利息 68 52

受取配当金 136 142

固定資産賃貸料 131 127

その他 188 214

営業外収益合計 525 536

営業外費用   

支払利息 22 14

為替差損 40 31

賃貸費用 14 46

貸倒引当金繰入額 48 －

その他 44 67

営業外費用合計 170 159

経常利益 12,140 12,969

特別利益   

固定資産売却益 108 54

投資有価証券売却益 67 35

貸倒引当金戻入額 116 －

保険返戻金 232 156

負ののれん発生益 7,543 －

その他 24 4

特別利益合計 8,091 251

特別損失   

投資有価証券評価損 675 479

固定資産売却損 108 145

固定資産除却損 182 73

減損損失 1,841 4

特別退職金 1,246 61

ソフトウェア評価損 3,827 －

その他 1,156 189

特別損失合計 9,038 953

税金等調整前当期純利益 11,193 12,267

法人税、住民税及び事業税 3,636 5,362

法人税等調整額 △2,077 △348

法人税等合計 1,558 5,013

少数株主損益調整前当期純利益 9,634 7,253

少数株主利益 90 79

当期純利益 9,543 7,173
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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

少数株主損益調整前当期純利益 9,634 7,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69 489

土地再評価差額金 － 203

その他の包括利益合計 69 693

包括利益 9,703 7,946

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 9,613 7,867

少数株主に係る包括利益 90 79
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 57,016 55,346

当期変動額   

自己株式の処分 △1,670 27

当期変動額合計 △1,670 27

当期末残高 55,346 55,374

利益剰余金   

当期首残高 111,605 119,194

当期変動額   

剰余金の配当 △2,511 △2,597

当期純利益 9,543 7,173

土地再評価差額金の取崩 556 △159

当期変動額合計 7,588 4,417

当期末残高 119,194 123,611

自己株式   

当期首残高 △19,522 △14,870

当期変動額   

自己株式の取得 △3,002 △3,000

自己株式の処分 8,060 366

連結範囲の変動 △406 －

当期変動額合計 4,652 △2,634

当期末残高 △14,870 △17,504

株主資本合計   

当期首残高 159,100 169,671

当期変動額   

剰余金の配当 △2,511 △2,597

当期純利益 9,543 7,173

自己株式の取得 △3,002 △3,000

自己株式の処分 6,390 393

連結範囲の変動 △406 －

土地再評価差額金の取崩 556 △159

当期変動額合計 10,570 1,810

当期末残高 169,671 171,481
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △443 △374

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 490

当期変動額合計 69 490

当期末残高 △374 115

土地再評価差額金   

当期首残高 △7,896 △8,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △556 362

当期変動額合計 △556 362

当期末残高 △8,453 △8,090

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △8,340 △8,827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △486 852

当期変動額合計 △486 852

当期末残高 △8,827 △7,974

新株予約権   

当期首残高 249 364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 114 66

当期変動額合計 114 66

当期末残高 364 430

少数株主持分   

当期首残高 759 560

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △198 76

当期変動額合計 △198 76

当期末残高 560 637

純資産合計   

当期首残高 151,768 161,768

当期変動額   

剰余金の配当 △2,511 △2,597

当期純利益 9,543 7,173

自己株式の取得 △3,002 △3,000

自己株式の処分 6,390 393

連結範囲の変動 △406 －

土地再評価差額金の取崩 556 △159

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △571 995

当期変動額合計 9,999 2,806

当期末残高 161,768 164,574
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 11,193 12,267

減価償却費 5,043 4,640

減損損失 1,841 4

投資有価証券評価損益（△は益） 675 479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △263 △126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △235 △369

受取利息及び受取配当金 △205 △194

支払利息 22 14

売上債権の増減額（△は増加） △15,297 21,250

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 3,346 2,255

仕入債務の増減額（△は減少） 2,425 △6,831

その他の資産の増減額（△は増加） △1,078 718

その他の負債の増減額（△は減少） △2,687 1,279

負ののれん発生益 △7,543 －

ソフトウェア評価損 3,827 －

その他 171 108

小計 1,237 35,496

利息及び配当金の受取額 205 195

利息の支払額 △22 △12

法人税等の支払額 △3,006 △3,945

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,585 31,734

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） 60 603

投資有価証券の取得による支出 △162 △22

投資有価証券の売却による収入 239 132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,079 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

6 －

子会社株式の売却による収入 62 －

有形固定資産の取得による支出 △6,162 △4,076

無形固定資産の取得による支出 △822 △1,960

有形固定資産の売却による収入 1,783 482

貸付けによる支出 △192 △3

貸付金の回収による収入 633 497

その他 55 331

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,418 △4,015
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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） 5,887 △6,260

長期借入れによる収入 30 －

長期借入金の返済による支出 △742 △393

自己株式の取得による支出 △3,002 △3,000

自己株式の売却による収入 0 378

配当金の支払額 △2,511 △2,597

少数株主への配当金の支払額 △4 △2

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △364 △11,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,369 15,818

現金及び現金同等物の期首残高 23,005 17,635

現金及び現金同等物の期末残高 17,635 33,454

コムシスホールディングス㈱ (1721)　平成24年3月期 決算短信

-16-



 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 39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。 

 平成23年7月1日にオホーツク通信建設株式会社は株式会社興亜テクノネット（新称号は株式会社つう

けん道東エンジニアリング）を存続会社として合併したため、また、道和通建株式会社は太陽通信建設

株式会社（新称号は株式会社つうけん道南エンジニアリング）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。 

  

 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社であるつうけんビジネス株式会社は、従来、決算日が1月31日であったため、連結決算に

あたっては同日現在の財務諸表を使用し、また、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりましたが、同社が決算日を3月31日に変更したことに伴い、当連結会計年

度は平成23年2月1日から平成24年3月31日までの14ヶ月を連結しております。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書(平成23年6月29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）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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当連結会計年度より、「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株当たり当期純利益の算定にあたり、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軽微であります。 

  

前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「リース投資資産」

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた6,107

百万円は、「リース投資資産」2,287百万円、「その他」3,820百万円として組み替えております。 

  

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「賃貸費用」は、重

要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。また、前連結会計年度において、区分

掲記しておりました「自己株式取得費用」は、重要性が乏しくなったため、営業外費用の「その他」に

含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組

替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示しておりまし

た52百万円及び営業外費用の「自己株式取得費用」に表示していた6百万円は、「賃貸費用」14百万

円、「その他」44百万円として組み替えております。 

  

前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却

益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別利益の「その他」に表示しておりました

91百万円は、「投資有価証券売却益」67百万円、「その他」24百万円として組み替えております。 

（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］

（連結貸借対照表）

（連結損益計算書）
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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「貸付けによる支出」及び「貸付金の

回収による収入」は短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示しておりましたが、キャッシュ・フロ

ーの状況をより明瞭に表示するため、貸付けと回収が一会計期間を通じて連続して行われる取引につい

ては、純額を「貸付けによる支出」又は「貸付金の回収による収入」に含める方法に見直しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「貸付けによる支出」に表示していた△2,267百万円及び「貸付金の回収による収入」に

表示していた2,708百万円は、「貸付けによる支出」△192百万円、「貸付金の回収による収入」633百

万円として組み替えております。 

  

当連結会計年度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。 

  

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平

成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に

開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、平成24年4月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異につい

ては、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更しております。この税率変更によ

り、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は375百万円減少し、その他有価証券

評価差額金は7百万円、法人税等調整額は383百万円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰

延税金負債は203百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。 

  

当社及び当社の一部の連結子会社は、平成23年12月に連結納税の承認申請を行い、翌連結会計年度よ

り連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の

税効果会計に関する当面の取扱い（その1）」（実務対応報告第5号 平成23年3月18日）及び「連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その2）」（実務対応報告第7号 平成22年

6月30日）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

［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）

（法人税率の変更等による影響）

（連結納税制度の適用を前提とした税効果会計）
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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」、「東日本システム建設グルー

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。「東日本システム建設グループ」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。 

  

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。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失(△)、資産その他の項目の金額の算定方法
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当連結会計年度(自  平成23年4月1日  至  平成24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) セグメント利益又は損失(△)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 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失(△)、資産その他の項目の金額に関する情報

(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

東日本 

システム 

建設 

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
172,780 52,254 22,690 40,348 7,283 295,357 493 295,851 - 295,851

  セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高
7,775 267 3,593 73 2,004 13,713 6,138 19,852 △19,852 -

計 180,555 52,521 26,283 40,422 9,288 309,071 6,632 315,703 △19,852 295,851

 セグメント利益 

 又は損失(△)
9,374 1,795 752 682 △351 12,253 2,742 14,995 △2,403 12,592

 セグメント資産 196,236 26,771 16,096 29,104 5,046 273,255 138,672 411,927 △183,792 228,135

 その他の項目

 減価償却費 2,845 118 312 999 60 4,337 143 4,480 160 4,640

 有形固定資産 

 及び無形固定 

 資産の増加額
5,051 52 603 483 35 6,227 9 6,236 98 6,334
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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24年5月10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22年4月1日
至  平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年4月1日
至  平成24年3月31日)

１株当たり純資産額 1,238.66円 １株当たり純資産額 1,289.57円

１株当たり当期純利益金額 73.92円 １株当たり当期純利益金額 55.50円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

73.80円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

55.38円

項 目
前連結会計年度

(自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

１株当たり当期純利益 73円92銭 55円50銭

 当期純利益(百万円) 9,543 7,173

 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) 9,543 7,173

 普通株式の期中平均株式数(千株) 129,113 129,250

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 73円80銭 55円38銭

 当期純利益調整額(百万円) ─ ―

 普通株式増加数(千株) 210 284

 (うち新株予約権) (210) (284) 

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 932千株

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 922千株

(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 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24年5月11日から平成25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 

社外取締役    後 藤   健 

  

2.新任監査役候補 

監 査 役    新 美 英 樹 （現 日本コムシス㈱ 常務執行役員） 

  

3.退任予定監査役 

常勤監査役    石 垣 昭 紀 

  

(注）常勤監査役には現監査役の関口明良氏が就任予定 

５. その他

役員の異動［平成24年6月28日予定］
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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24年6月21日予定］ 

1.昇任取締役 

取締役常務執行役員  西 山   剛 （現 取締役執行役員） 

取締役常務執行役員  西 尾 彰 夫 （現 取締役執行役員） 

  

2.新任監査役候補 

常勤監査役      新 美 英 樹 （現 常務執行役員） 

  

3.退任予定監査役 

監 査 役      石 垣 昭 紀 

  

4.執行役員 

(1)新任執行役員［平成24年7月1日付］ 

執行役員       苫米地 弘 之 （現 東北支店長） 

執行役員       渡 邉   宏 （現 中国支店長） 

執行役員       上 脇 晃一郎 （現 人材育成部 人事部長） 

執行役員       横 田 博 道 （現 ドコモ事業本部 企画部長） 

  

(2)退任執行役員 

［平成24年6月21日付］ 

常務執行役員     新 美 英 樹 （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24年6月30日付］ 

常務執行役員     根 津 幸 介 

執行役員       小笠原 健 司 （現 通信電設㈱ 代表取締役社長） 

［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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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24年6月22日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役    橋 本 健 悦 （現 上席執行役員） 

取 締 役    中 木 正 司 （現 上席執行役員） 

  

2.退任予定取締役 

取 締 役    松 沢 博 志 （理事 就任予定） 

  

3.執行役員 

(1)新任執行役員［平成24年7月1日付］ 

執行役員     星 野   誠 （現 エンジニアリング統括本部  

                                エンジニアリング企画部長） 

(2)昇任執行役員［平成24年7月1日付］ 

上席執行役員   松 岡 智 康 （現 執行役員）  

上席執行役員   栃 本   仁 （現 執行役員）  

  

(3)退任執行役員［平成24年6月30日付］ 

上席執行役員   塚 原   彰 （コムシスエンジニアリング㈱ 監査役 就任予定） 

執行役員     松 繁 幸 平 （特別参与 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24年6月22日予定］ 

1.新任取締役候補 

取 締 役    稲 玉   弘 （現 執行役員） 

取 締 役    東 方 幸 雄 （現 安全品質強化本部長） 

  

2.昇任取締役 

専務取締役    山 岸 運 夫 （現 常務取締役） 

常務取締役    寺 澤 正 雄 （現 取締役） 

  

3.退任予定取締役 

常務取締役    加 藤 芳 光 （常勤監査役 就任予定） 

常務取締役    古 俣 一 夫 （顧問 就任予定） 

  

4.新任監査役候補 

常勤監査役    加 藤 芳 光 （現 常務取締役） 

  

5.退任予定監査役 

常勤監査役    宮 島 賢 治 （㈱アルスター 監査役 就任予定）  

  

【東日本システム建設株式会社】
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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24年6月15日予定］ 

1.新任取締役候補 

取締役執行役員  鈴 木 得 生 （現 経営企画部長） 

  

2.執行役員 

(1)新任執行役員 

上席執行役員   岩 渕 貴 仁 （現 経営企画部 財務経理室長）    

執行役員     簑 島 二 郎 （現 安全品質管理部長）    

執行役員     丸 子 広 嗣 （現 旭川支店長） 

執行役員     大 溝 和 弘 （現 テレコムエンジニアリング事業本部 

                                  ネットワーク部長） 

(2)昇任執行役員 

上席執行役員   安 達 秀 昭 （現 執行役員）  

  

  

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 

該当事項はありません。 

【株式会社つうけん】

【コムシス情報システム株式会社】
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