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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 132,203 5.6 6,775 228.9 7,090 202.7 3,818 375.9
24年3月期第2四半期 125,150 4.3 2,059 23.3 2,342 27.5 802 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 3,867百万円 （272.8％） 24年3月期第2四半期 1,037百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 30.41 30.32
24年3月期第2四半期 6.18 6.17

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 218,451 164,148 74.7
24年3月期 228,135 164,574 71.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  163,127百万円 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  ：  有  
平成24年11月9日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 87.60



(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。 

※  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2Q 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2Q 22,345,384 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2Q 125,567,008 株 24年3月期2Q 129,878,855 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、一部に緩やかな回復基調の兆しがみられるもの

の、欧州政府債務危機や中国経済の減速、長期化する円高の影響等が重なり、依然として景気回復の動

きが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、スマートフォンやタブレット端末の普及

に伴いＬＴＥ、Ｗi-Ｆi、プラチナバンドのサービスエリアの拡大などネットワークの構築・整備が急

速に進展しております。また、光アクセスサービスの純増数の鈍化とそれに伴う光アクセス利用料の値

下げやモバイルと光回線とのセット販売による割引など通信事業者の顧客獲得競争は一層熾烈化してお

ります。 

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、主に情報通信インフラ関

連工事が大幅に増加したことなどにより、受注高1,644億6千万円（前年同期比13.7％増）、売上高

1,322億円（前年同期比5.6％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67億7千万円（前年同期比228.9％増）、四半

期純利益38億1千万円（前年同期比375.9％増）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96億8千万円減少し2,184億5千万円、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92億5千万円減少し543億円、また、純資産は、前連結会計

年度末に比べ4億2千万円減少し1,641億4千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.0ポイント上昇し、74.7％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日に発表いたしました「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 33,489 30,688

受取手形・完成工事未収入金等 81,853 60,001

未成工事支出金 15,087 26,980

その他のたな卸資産 2,023 1,854

その他 9,330 9,323

貸倒引当金 △137 △71

流動資産合計 141,646 128,776

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 23,085 24,137

土地 34,391 37,868

その他（純額） 6,099 5,154

有形固定資産合計 63,575 67,160

無形固定資産 3,802 3,950

投資その他の資産   

投資有価証券 7,228 7,178

その他 13,937 13,381

貸倒引当金 △2,055 △1,996

投資その他の資産合計 19,110 18,564

固定資産合計 86,488 89,675

資産合計 228,135 218,451

コムシスホールディングス㈱ （1721）　平成25年3月期 第２四半期決算短信

-4-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,891 32,958

短期借入金 1,520 507

未払法人税等 3,795 911

未成工事受入金 1,448 2,351

引当金 1,189 276

その他 7,637 9,232

流動負債合計 55,482 46,238

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 5,503

役員退職慰労引当金 266 197

その他 722 700

固定負債合計 8,078 8,064

負債合計 63,560 54,302

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,374 55,369

利益剰余金 123,611 126,161

自己株式 △17,504 △20,458

株主資本合計 171,481 171,072

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115 145

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 △7,944

新株予約権 430 455

少数株主持分 637 565

純資産合計 164,574 164,148

負債純資産合計 228,135 218,451
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 125,150 132,203

売上原価 113,619 116,095

売上総利益 11,530 16,108

販売費及び一般管理費 9,470 9,332

営業利益 2,059 6,775

営業外収益   

受取利息 29 24

受取配当金 95 124

貸倒引当金戻入額 165 124

その他 144 136

営業外収益合計 434 410

営業外費用   

支払利息 10 2

為替差損 94 54

賃貸費用 29 21

その他 16 17

営業外費用合計 151 95

経常利益 2,342 7,090

特別利益   

負ののれん発生益 － 752

その他 87 71

特別利益合計 87 823

特別損失   

特別退職金 32 1,719

その他 568 402

特別損失合計 601 2,122

税金等調整前四半期純利益 1,829 5,791

法人税、住民税及び事業税 423 1,252

法人税等調整額 598 702

法人税等合計 1,022 1,955

少数株主損益調整前四半期純利益 806 3,836

少数株主利益 4 18

四半期純利益 802 3,818
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 806 3,836

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 230 30

その他の包括利益合計 230 30

四半期包括利益 1,037 3,867

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,033 3,848

少数株主に係る四半期包括利益 3 18
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該当事項はありません。  

  

  

当第２四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2,954百万円増加

し、20,458百万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

て取得したためであります。 

  

  

当社は、平成24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       220万株 (上限)

  ④ 取得価額の総額 20億円 (上限)   

  ⑤ 取得期間         平成24年11月12日から平成25年3月31日まで
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