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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 1,199 △17.3 72 △15.6 66 △25.2 39 △19.6

21年3月期第1四半期 1,449 ― 85 ― 88 ― 48 ―

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

22年3月期第1四半期 2,233.50 ―

21年3月期第1四半期 2,779.08 ―

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

22年3月期第1四半期 2,418 1,752 72.4 100,122.47
21年3月期 2,633 1,740 66.1 99,476.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,752百万円 21年3月期  1,740百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2,600.00 2,600.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 2,800.00 2,800.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

2,800 △8.5 200 △9.8 200 △12.1 110 △15.2 6,285.71

通期 6,000 △0.4 500 △2.6 501 △4.6 275 △4.0 15,714.28

1



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 17,500株 21年3月期  17,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 17,500株 21年3月期第1四半期 17,500株

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については３
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界景気の下振れ懸念、企業業績や雇用情勢の

一層の悪化等により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済情勢の悪化により、情報サービス産業においても、顧客企業における IT 投資

意欲は急速に減衰しております。とりわけ新規投資の厳選、開発案件の小型化、短納期と価格

低減要求等の流れは加速しており、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。 

このような状況の中で、当社は成長分野および得意領域に経営資源を集中し、営業活動を展

開いたしました。しかしながら、顧客企業における投資抑制の影響等の結果、当第１四半期会

計期間は売上高 1,199 百万円（前年同四半期比 17.3％減）、営業利益 72 百万円（前年同四半期

比 15.6％減）、経常利益 66 百万円（前年同四半期比 25.2％減）、四半期純利益 39 百万円（前年

同四半期比 19.6％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて 402 百万円減少し、1,650 百万円となりました。これは、

現金及び預金の減少が 160 百万円、受取手形及び売掛金の減少が 241 百万円あったため等であり

ます。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 187 百万円増加し、767 百万円となりました。これは、投

資有価証券の取得が 188 百万円あったため等であります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて 226 百万円減少し、585 百万円となりました。これは、未

払費用の増加が 26 百万円あったものの、法人税等の支払いを主要因とする未払法人税等の減少

が 88 百万円、賞与の支給を主要因とする賞与引当金の減少が 82 百万円、買掛金の減少が 90 百

万円あったため等であります。なお、固定負債は 81 百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて 11 百万円増加し、1,752 百万円となりました。これは、配

当金の支払いによる繰越利益剰余金の減少が 45 百万円あったものの、四半期純利益が 39 百万

円、その他有価証券評価差額金が 16 百万円あったためであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の業績につきましては、「平成 21 年３月期決算短信（非連結）」（平成 21 年５

月 15 日付公表）で発表いたしました業績予想から変更はありません。 

(注)上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に

影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績

は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる場合があります。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末 

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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正 

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業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。 

③ 税金費用の計算方法 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

(2) 四半期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 

① 完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）および「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）

を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

     これによる損益に与える影響はありません。 

コムチュア株式会社（3844）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

4



５【四半期財務諸表】 
  (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 886,021 1,046,220

受取手形及び売掛金 607,365 849,218

仕掛品 20,998 5,971

その他 136,566 151,826

流動資産合計 1,650,952 2,053,236

固定資産   

有形固定資産 251,934 255,828

無形固定資産 94,560 101,048

投資その他の資産   

投資有価証券 259,383 47,874

その他 161,817 175,491

投資その他の資産合計 421,200 223,366

固定資産合計 767,695 580,242

資産合計 2,418,647 2,633,479

負債の部   

流動負債   

買掛金 226,817 317,420

未払費用 128,138 101,140

未払法人税等 29,913 118,525

賞与引当金 103,030 185,491

役員賞与引当金 － 7,920

その他 97,493 81,672

流動負債合計 585,392 812,170

固定負債   

その他 81,111 80,463

固定負債合計 81,111 80,463

負債合計 666,504 892,633

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,900 308,900

資本剰余金 248,900 248,900

利益剰余金 1,177,601 1,184,015

株主資本合計 1,735,401 1,741,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,741 △969

評価・換算差額等合計 16,741 △969

純資産合計 1,752,143 1,740,845

負債純資産合計 2,418,647 2,633,479
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(2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,449,664 1,199,430

売上原価 1,164,532 965,354

売上総利益 285,132 234,076

販売費及び一般管理費 199,722 162,019

営業利益 85,409 72,056

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 326 431

匿名組合投資利益 2,375 －

その他 416 349

営業外収益合計 3,125 784

営業外費用   

支払利息 129 －

複合金融商品評価損 － 6,688

営業外費用合計 129 6,688

経常利益 88,406 66,152

特別利益   

保険返戻金 － 433

特別利益合計 － 433

特別損失   

投資有価証券評価損 4,186 －

その他 367 －

特別損失合計 4,554 －

税引前四半期純利益 83,851 66,586

法人税、住民税及び事業税 35,217 27,500

四半期純利益 48,633 39,086
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 83,851 66,586

減価償却費 20,702 15,297

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,519 △82,460

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,462 △7,920

未払役員退職金の増減額（△は減少） △7,680 －

受取利息及び受取配当金 △332 △435

支払利息 129 －

複合金融商品評価損益（△は益） － 6,688

投資有価証券評価損益（△は益） 4,186 －

匿名組合投資損益（△は益） △2,375 －

固定資産除却損 116 －

売上債権の増減額（△は増加） 185,314 241,853

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,208 △15,026

仕入債務の増減額（△は減少） △40,083 △90,602

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,083 15,259

その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,921 31,593

その他 37 37

小計 150,513 180,869

利息及び配当金の受取額 332 435

利息の支払額 △144 －

法人税等の支払額 △141,780 △111,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,920 69,387

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 △11,666 △271

無形固定資産の取得による支出 △10,549 △4,644

投資有価証券の取得による支出 △9,743 △188,329

敷金の差入による支出 △538 △314

敷金の返還による収入 124 1,393

保険積立金の積立による支出 △52 △1

保険積立金の返戻による収入 － 403

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,425 △191,764

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △31,601 △37,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,601 △37,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,106 △160,198

現金及び現金同等物の期首残高 827,004 1,046,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,898 886,021
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   当第１四半期累計期間（自 平成 21 年４月 1日 至 平成 21 年６月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第１四半期累計期間（自 平成 21 年４月 1日 至 平成 21 年６月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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