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平成 ２０年 ８月 １１日 

各      位 
会 社 名 コ ム テ ッ ク 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役  菅 家   博

  （ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド  ９ ６ ５ ７ ）

問 合 せ 先 取締役常務執行役員  

戒 能  勢 津 雄

電 話 番 号 ０ ３ － ５ ４ １ ９ － ５ ５ ５ １

 
 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 
平成 20 年７月 30 日に発表しました「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」について、一部

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。なお、訂正部分には、  を付し

て表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信

いたします。 
 

記 
 
【正誤表】 
○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（１ページ） 
１．平成 21 年３月期第１四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（訂正前） 
(1)連結経営成績（累計） 
 

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   ％

21 年３月期第１四半期 

20 年３月期第１四半期 

４，００９ 

３，５３３ 

13.5

0.2

２２７

１６１

40.7

15.3

２２２ 

１６５ 

34.1 

23.1 

９９

７９

25.5

16.8

（訂正後） 
(1)連結経営成績（累計） 
 

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   ％

21 年３月期第１四半期 

20 年３月期第１四半期 

３，９６６ 

３，５３３ 

12.3

0.2

２２７

１６１

40.7

15.3

２２２ 

１６５ 

34.1 

23.1 

９９

７９

25.5

16.8
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（２ページ） 
１．連結経営成績に関する定性的情報 
（訂正前） 
略 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 40 億９百万円（前年同期比 13.5％
増）、営業利益２億 27 百万円（同 40.7％増）、経常利益２億 22 百万円（同 34.1％増）、四半期純

利益 99 百万円（同 25.5％増）となりました。 
①ＩＴサービス（ＩＴ支援） 
 当サービスは、顧客要求水準の一層の高まりや他社との競争が激化する中、前期に引き続きシ

ステム開発の伸長、並びに ERP パッケージの導入支援・保守業務の拡大により前年同期と比べ

増収となりました。 
 これらの結果、売上高は 15 億 84 百万円（前年同期比 10.8％増）となりました。 
②マーケティングサポートサービス（営業支援） 
 当サービスは、前期に引き続き医療機器製造販売会社向けの営業支援業務が伸長し、また株式

会社シンカが前期より当社グループに参画したことから前年同期と比べ増収となりました。 
 これらの結果、売上高は 15 億 47 百万円（前年同期比 13.7％増）となりました。 
③データマネジメントサービス（業務支援） 
 当サービスは、既存顧客であるカード会社の営業拠点・業務センターの統廃合に伴う大型案件

の獲得、並びに既存業務拡大により伸長し、前年同期と比べ増収となりました。 
 これらの結果、売上高は８億 77 百万円（前年同期比 18.3％増）となりました。 
略 
 
（訂正後） 
略 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 39 億 66 百万円（前年同期比 12.3％
増）、営業利益２億 27 百万円（同 40.7％増）、経常利益２億 22 百万円（同 34.1％増）、四半期純

利益 99 百万円（同 25.5％増）となりました。 
①ＩＴサービス（ＩＴ支援） 
 当サービスは、顧客要求水準の一層の高まりや他社との競争が激化する中、前期に引き続きシ

ステム開発の伸長、並びに ERP パッケージの導入支援・保守業務の拡大により前年同期と比べ

増収となりました。 
 これらの結果、売上高は 15 億 84 百万円（前年同期比 10.8％増）となりました。 
②マーケティングサポートサービス（営業支援） 
 当サービスは、前期に引き続き医療機器製造販売会社向けの営業支援業務が伸長し、また株式

会社シンカが前期より当社グループに参画したことから前年同期と比べ増収となりました。 
 これらの結果、売上高は 15 億８百万円（前年同期比 10.8％増）となりました。 
③データマネジメントサービス（業務支援） 
 当サービスは、既存顧客であるカード会社の営業拠点・業務センターの統廃合に伴う大型案件

の獲得、並びに既存業務拡大により伸長し、前年同期と比べ増収となりました。 
 これらの結果、売上高は８億 74 百万円（前年同期比 17.8％増）となりました。 
略 
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（５ページ） 
５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 
（訂正前）                  （訂正後）   （単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成 20 年６月 30 日) 

負債の部 負債の部 
流動負債 流動負債 
支払手形及び買掛金 697,325 支払手形及び買掛金 697,325
短期借入金 747,515 短期借入金 747,515
1 年内返済予定の長期借入金 152,016 1 年内返済予定の長期借入金 152,016
1 年内償還予定の社債 450,000 1 年内償還予定の社債 450,000
未払金 800,422 未払金 920,014
未払法人税等 88,757 未払法人税等 88,757
未払消費税等 116,128 未払消費税等 116,128
賞与引当金 181,252 賞与引当金 61,660
その他 202,424 その他 202,424
流動負債合計 3,435,842 流動負債合計 3,435,842

固定負債 固定負債 
社債 200,000 社債 200,000
長期借入金 408,571 長期借入金 408,571
長期未払金 130,976 長期未払金 130,976
退職給付引当金 50,949 退職給付引当金 50,949
役員退職慰労引当金 131,670 役員退職慰労引当金 131,670
固定負債合計 922,167 固定負債合計 922,167

負債合計 4,358,010 負債合計 4,358,010
純資産の部 純資産の部 
株主資本 株主資本 
資本金 762,725 資本金 762,725
資本剰余金 985,635 資本剰余金 985,635
利益剰余金 1,684,334 利益剰余金 1,684,334
自己株式 △539,537 自己株式 △539,537
株主資本合計 2,893,157 株主資本合計 2,893,157

評価・換算差額等 評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 10,802 その他有価証券評価差額金 10,802
評価・換算差額等合計 10,802 評価・換算差額等合計 10,802

新株予約権 60 新株予約権 60
少数株主持分 141,963 少数株主持分 141,963
純資産合計 3,045,984 純資産合計 3,045,984

負債純資産合計 7,403,994 負債純資産合計 7,403,994
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（６ページ） 
（２）四半期連結損益計算書 
  （第 1 四半期連結累計期間） 
（訂正前）                  （訂正後）   （単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

売上高 4,009,384 売上高 3,966,647
売上原価 2,936,660 売上原価 2,893,922
売上総利益 1,072,724 売上総利益 1,072,724
販売費及び一般管理費 844,921 販売費及び一般管理費 844,921
営業利益 227,802 営業利益 227,802
営業外収益 営業外収益 
受取配当金 3,365 受取配当金 3,365
雑収入 2,551 雑収入 2,551
その他 476 その他 476
営業外収益合計 6,392 営業外収益合計 6,392

営業外費用 営業外費用 
支払利息 9,789 支払利息 9,789
その他 2,276 その他 2,276
営業外費用合計 12,065 営業外費用合計 12,065

経常利益 222,130 経常利益 222,130
特別損失 特別損失 
投資有価証券評価損 2,499 投資有価証券評価損 2,499
貸倒引当金繰入額 7,500 貸倒引当金繰入額 7,500
役員退職慰労金 8,400 役員退職慰労金 8,400
その他 2,228 その他 2,228
特別損失合計 20,628 特別損失合計 20,628

税金等調整前四半期純利益 201,501 税金等調整前四半期純利益 201,501
法人税、住民税及び事業税 82,011 法人税等 82,033
法人税等調整額 22 少数株主利益 20,166
法人税等合計 82,033 四半期純利益 99,301
少数株主利益 20,166  
四半期純利益 99,301  
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（７ページ） 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 （訂正前）                  （訂正後）   （単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 201,501 税金等調整前四半期純利益 201,501

減価償却費 41,105 減価償却費 41,105

繰延資産償却額 276 繰延資産償却額 276

のれん償却額 17,008 のれん償却額 17,008

投資有価証券評価損益（△は益） 2,499 投資有価証券評価損益（△は益） 2,499

固定資産除却損 591 固定資産除却損 591

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,754 貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,754

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,858 賞与引当金の増減額（△は減少） △104,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,455 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 387 退職給付引当金の増減額（△は減少） 387

受取利息及び受取配当金 △3,584 受取利息及び受取配当金 △3,584

支払利息 9,789 支払利息 9,789

投資有価証券売却損益（△は益） 1 投資有価証券売却損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 120,765 売上債権の増減額（△は増加） 120,765

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,838 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,838

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,610 その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,610

仕入債務の増減額（△は減少） △119,833 仕入債務の増減額（△は減少） △119,833

未払金の増減額（△は減少） △10,281 未払金の増減額（△は減少） 109,310

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,155 未払消費税等の増減額（△は減少） 14,155

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,008 その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,008

長期未払金の増減額（△は減少） △34,435 長期未払金の増減額（△は減少） △34,435

小計 231,340 小計 231,340

利息及び配当金の受取額 3,584 利息及び配当金の受取額 3,584

利息の支払額 △9,853 利息の支払額 △9,853

法人税等の支払額 △26,327 法人税等の支払額 △26,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,745 営業活動によるキャッシュ・フロー 198,745

投資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 

有形固定資産の取得による支出 △11,820 有形固定資産の取得による支出 △11,820

無形固定資産の取得による支出 △122,499 無形固定資産の取得による支出 △122,499

投資有価証券の取得による支出 △93,023 投資有価証券の取得による支出 △93,023

投資有価証券の売却による収入 68 投資有価証券の売却による収入 68

貸付金の回収による収入 8,014 貸付金の回収による収入 8,014

その他の支出 △5,441 その他の支出 △5,441

その他の収入 90 その他の収入 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611 投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611

 



平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 コムテック株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9657 URL http://www.ct-net.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 菅家 博

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 戒能 勢津雄 TEL 03-5419-5551

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 3,966 12.3 227 40.7 222 34.1 99 25.5
20年3月期第1四半期 3,533 0.2 161 15.3 165 23.1 79 16.8

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

21年3月期第1四半期 17.45 ―

20年3月期第1四半期 13.31 13.20

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月期第1四半期 7,403 3,045 39.2 511.68
20年3月期 7,536 3,075 39.2 516.05

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,903百万円 20年3月期  2,950百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 7.00 ― 20.00 27.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 20.00 27.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 8,000 13.5 415 17.9 400 13.1 180 3.3 31.48
通期 16,450 10.9 925 12.9 895 10.7 405 △2.8 70.83

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも平成20年５月15日に公表しました数値に変更はありません。 
２．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、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際
の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,191,100株 20年3月期  6,191,100株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  515,738株 20年3月期  473,318株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,691,642株 20年3月期第1四半期  5,946,255株
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