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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 133,688 ― 4,701 ― 5,570 ― 3,226 ―

20年3月期第2四半期 129,847 △9.4 3,117 △60.1 4,203 △52.2 3,193 △49.6

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2四半期 23.96 ―

20年3月期第2四半期 22.77 22.77

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2四半期 204,671 149,046 72.3 1,109.64
20年3月期 224,121 150,417 66.5 1,091.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  147,883百万円 20年3月期  149,151百万円

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  

※21年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 7円00銭 記念配当 3円00銭  

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 ― 10.00 17.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 330,000 0.8 14,000 △14.1 15,000 △17.7 8,500 △27.0 63.11

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 
・本資料に掲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当社が判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要素によりこれ
ら業績予想と異なる結果となる可能性があります。 
・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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  145,977,886株 20年3月期  145,977,886株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  12,707,036株 20年3月期  9,370,980株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  134,687,805株 20年3月期第2四半期  140,218,150株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、原油価格

の高騰が続くなか、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機や当第２四半期連結会計期間末

には円高及び株価低迷などを背景に景気の減速感が増大し、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

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、ＮＴＴが進めている次世代ネットワーク

（ＮＧＮ）は、首都圏及び大阪の一部で商用サービスが開始され、今後は全国へサービスを展開し、基盤

整備やシステム構築などＮＧＮ関連市場が拡大しつつあります。また、移動通信分野では音楽・映像等の

コンテンツサービスの拡大によるパケット通信の更なる高速化やサービスエリアの充実、ＷiＭＡＸ等の

次世代高速無線通信サービスの導入に向けた基地局の建設もあり、市場は活況を呈しておりますが、通信

事業者間の料金・サービス競争は熾烈なものとなっております。 

このような状況のもと、コムシスグループといたしましては、グループ全体のシナジー効果を高めるた

めの改革として「グループイノベーション２０１０」に取り組み、成長分野への資源投入、コスト削減施

策の水平展開、ワークフロー標準化による生産性向上など各種施策を推進しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業、電気通

信エンジニアリング事業及びＩＴソリューション事業が堅調に推移したことにより、受注高1,623億円

（前年同期比9.6％増）、売上高1,336億８千万円（前年同期比3.0％増）となりました。また損益面につ

きましては、原価及び経費の節減により経常利益55億７千万円（前年同期比32.5％増）、四半期純利益32

億２千万円（前年同期比1.0％増）となりました。 

なお、前年同期比は、参考数値として記載しております。 

  

  

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194億５千万円減少し2,046億７千万円、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180億７千万円減少し556億２千万円、また純資産は、前連結会

計年度末に比べ13億７千万円減少し1,490億４千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.8ポイント上昇し、72.3％となりました。 

  

  

当第２四半期連結累計期間の業績は予定どおり推移しており、平成20年５月13日に公表いたしました業

績予想に変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

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。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

① 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。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を第１四半期連

結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これに伴う、リース資産計上額、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

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)

(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

① 簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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5. 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） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 36,998 27,212 

受取手形・完成工事未収入金等 49,310 93,561 

未成工事支出金 33,194 18,666 

その他のたな卸資産 2,018 2,235 

その他 6,353 6,018 

貸倒引当金 △352 △390 

流動資産合計 127,521 147,304 

固定資産 

有形固定資産 

土地 26,886 26,892 

その他（純額） 23,353 24,002 

有形固定資産合計 50,239 50,894 

無形固定資産 6,536 4,274 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,527 7,961 

その他 16,037 16,869 

貸倒引当金 △3,192 △3,182 

投資その他の資産合計 20,373 21,648 

固定資産合計 77,149 76,817 

資産合計 204,671 224,121 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 33,414 52,093 

短期借入金 19 41 

未払法人税等 2,048 2,514 

未成工事受入金 6,233 3,488 

引当金 633 495 

その他 5,340 6,107 

流動負債合計 47,691 64,741 

固定負債 

再評価に係る繰延税金負債 2,365 2,365 

退職給付引当金 2,978 3,261 

役員退職慰労引当金 594 693 

負ののれん 474 949 

その他 1,519 1,693 

固定負債合計 7,933 8,963 

負債合計 55,624 73,704 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 56,978 56,979 

利益剰余金 101,644 99,782 

自己株式 △12,516 △9,384 

株主資本合計 156,105 157,377 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △325 △329 

土地再評価差額金 △7,896 △7,896 

評価・換算差額等合計 △8,222 △8,226 

新株予約権 12 － 

少数株主持分 1,151 1,266 

純資産合計 149,046 150,417 

負債純資産合計 204,671 224,121 
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(2)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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 133,688 

売上原価 117,984 

売上総利益 15,704 

販売費及び一般管理費 11,003 

営業利益 4,701 

営業外収益 

受取利息 74 

受取配当金 133 

負ののれん償却額 535 

その他 173 

営業外収益合計 916 

営業外費用 

支払利息 2 

為替差損 34 

その他 10 

営業外費用合計 47 

経常利益 5,570 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 31 

保険返戻金 104 

その他 4 

特別利益合計 140 

特別損失 

固定資産除却損 53 

特別退職金 86 

ゴルフ会員権評価損 43 

その他 67 

特別損失合計 250 

税金等調整前四半期純利益 5,460 

法人税、住民税及び事業税 1,775 

法人税等調整額 484 

法人税等合計 2,259 

少数株主損失（△） △25 

四半期純利益 3,226 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成20年５月13日開催の取締役会において、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、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条の規定に基づく自己株式の取得について、次のとおり決議しております。 

 ・取得する株式の種類及び数 ： 普通株式 600万株（上限）  

 ・株式取得価額の総額 ： 50億円（上限）  

 ・自己株式取得の期間 ： 平成20年５月14日から平成20年12月31日まで  

 なお、平成20年５月14日から平成20年９月30日までに実施した自己株式の取得状況は、以下のとおり

であります。  

 ・取得株式の総数 ： 3,177千株  

 ・取得価額の総額 ： 2,999百万円 

  

(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
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前中間連結損益計算書 

［参考資料］

科  目

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 129,847

Ⅱ 売上原価 115,869

  売上総利益 13,978

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,860

  営業利益 3,117

Ⅳ 営業外収益 1,101

   受取利息 90

   受取配当金 108

   負ののれん償却額 752

   その他 150

Ⅴ 営業外費用 16

   支払利息 6

   為替差損 4

   その他 5

   経常利益 4,203

Ⅵ 特別利益 513

   固定資産売却益 43

   投資有価証券売却益 63

  貸倒引当金戻入益 260

   保険返戻金 109

   その他 36

Ⅶ 特別損失 227

   固定資産除却損 27

   投資有価証券評価損 17

   特別退職金 165

   その他 17

   税金等調整前中間純利益 4,489

   法人税、住民税及び事業税 1,019

   法人税等調整額 311

   少数株主損失 △34

   中間純利益 3,193
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