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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 218,364 5.5 17,756 42.6 18,170 42.2 10,732 50.7
25年3月期第3四半期 206,906 6.3 12,455 176.1 12,774 159.7 7,120 231.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 11,799百万円 （56.4％） 25年3月期第3四半期 7,545百万円 （202.1％）

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

26年3月期第3四半期 88.73 88.29
25年3月期第3四半期 57.02 56.84

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 229,886 178,215 77.0
25年3月期 240,602 173,411 71.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 177,071百万円 25年3月期 172,282百万円

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 
26年3月期期末配当金（予想）の内訳  普通配当10円00銭 記念配当5円00銭 

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 15.00 25.00

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、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 325,000 2.8 24,000 6.4 24,500 6.9 15,000 12.9 124.02



(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 
基づく四半期連結財務諸表のレビュー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 
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．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 145,977,886 株 25年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 26,573,430 株 25年3月期 23,011,312 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 120,952,299 株 25年3月期3Q 124,871,886 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀の財政金融政策を背景として企業収益

が改善に向かい、また、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要効果もあり、景気は緩やかな回復の兆しが

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端末の普及に

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、ＩＴ関連分野及び社会基盤関連分野におきましては、政府が進めるスマートＩＣＴなどによる公

共投資及び民間企業の設備投資・ＩＴ投資の増加や環境・エネルギー市場の需要の拡大が期待されており

ます。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、前期にあったモバイル関連

工事の一括受注等の影響があるものの、ＩＴソリューション事業や社会基盤関連事業が引き続き好調に推

移したことなどにより、受注高2,445億5千万円（前年同期比0.6％減）となりました。一方、前期からの

繰越工事や太陽光建設工事が完成したことなどにより、売上高2,183億6千万円（前年同期比5.5％増）と

なりました。 

また、損益面につきましては、売上高の増加に加え、これまで推進してまいりました構造改革「ＣＯＭ

107億3千万円（前年同期比50.7％増）と大幅な増益となりました。 

  

  

当第３四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107億1千万円減少し2,298億8千万円、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155億1千万円減少し516億7千万円、また、純資産は、四半期純利

益の計上などによる利益剰余金の増加及び自己株式の取得等による減少などにより前連結会計年度末に比

べ48億円増加し1,782億1千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.4ポイント上昇し、77.0％となりました。 

  

  

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月9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）経営成績に関する説明

ＳＹＳ  」効果や経費削減により営業利益177億5千万円（前年同期比42.6％増）、四半期純利益
 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に区分して表示しておりました「貸倒引

当金戻入額」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しております。ま

た、営業外費用の「その他」に区分して表示しておりました「賃貸費用」は、金額的重要性が増したた

め、当第３四半期連結累計期間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、前第

３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表

示しておりました284百万円は、「貸倒引当金戻入額」30百万円、「その他」254百万円として組み替えて

おります。また、営業外費用の「その他」に表示しておりました53百万円は、「賃貸費用」26百万円、

「その他」27百万円として組み替えております。 

  

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

（４）表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 23,651 34,695

受取手形・完成工事未収入金等 96,579 56,159

未成工事支出金等 18,805 34,908

その他のたな卸資産 1,600 835

その他 9,060 8,091

貸倒引当金 △103 △54

流動資産合計 149,593 134,635

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 24,085 23,254

土地 38,324 38,264

その他（純額） 5,035 6,773

有形固定資産合計 67,444 68,292

無形固定資産 4,324 3,417

投資その他の資産   

投資有価証券 9,037 10,575

その他 12,509 14,985

貸倒引当金 △2,308 △2,021

投資その他の資産合計 19,239 23,539

固定資産合計 91,008 95,250

資産合計 240,602 229,886
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 44,456 30,289

短期借入金 1,660 650

未払法人税等 2,978 2,139

未成工事受入金 1,526 4,124

引当金 207 333

その他 8,409 6,630

流動負債合計 59,238 44,167

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 5,077 4,606

役員退職慰労引当金 222 188

その他 989 1,046

固定負債合計 7,951 7,503

負債合計 67,190 51,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,440 55,481

利益剰余金 134,747 143,056

自己株式 △21,180 △25,752

株主資本合計 179,006 182,785

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,366 2,376

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 △6,724 △5,714

新株予約権 497 455

少数株主持分 631 688

純資産合計 173,411 178,215

負債純資産合計 240,602 229,886
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 206,906 218,364

売上原価 181,038 187,616

売上総利益 25,867 30,747

販売費及び一般管理費 13,411 12,991

営業利益 12,455 17,756

営業外収益   

受取利息 34 31

受取配当金 170 154

貸倒引当金戻入額 30 120

その他 254 187

営業外収益合計 490 494

営業外費用   

支払利息 6 6

賃貸費用 26 25

貸倒引当金繰入額 111 20

その他 27 27

営業外費用合計 171 80

経常利益 12,774 18,170

特別利益   

負ののれん発生益 752 －

出資金返還益 － 940

その他 87 361

特別利益合計 839 1,302

特別損失   

構造改革費用 － 1,716

特別退職金 1,719 33

その他 540 361

特別損失合計 2,260 2,112

税金等調整前四半期純利益 11,354 17,360

法人税、住民税及び事業税 2,762 5,096

法人税等調整額 1,418 1,475

法人税等合計 4,181 6,572

少数株主損益調整前四半期純利益 7,172 10,788

少数株主利益 52 56

四半期純利益 7,120 10,732
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,172 10,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 372 1,010

その他の包括利益合計 372 1,010

四半期包括利益 7,545 11,799

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,489 11,742

少数株主に係る四半期包括利益 55 57
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該当事項はありません。 

  

  

当第３四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4,571百万円増加

し、25,752百万円となっております。この主な要因は、平成25年5月9日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成25年5月10日から平成25年9月19日までの期間に当社普通株式4,008千株を、総額4,999百万円に

て取得したためであります。 

  

  

当社は、平成26年2月6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）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 230万株（上限）

④ 取得価額の総額 30億円（上限）

⑤ 取得期間 平成26年2月7日から平成26年3月31日まで
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