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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,247 △18.1 114 △49.6 102 △53.7 47 △52.4
21年3月期第1四半期 3,966 ― 227 ― 222 ― 99 ―

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 8.44 ―
21年3月期第1四半期 17.45 ―

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 7,108 2,641 35.4 448.17
21年3月期 7,251 2,706 35.3 456.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,513百万円 21年3月期  2,559百万円

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 ― 7.00 ― 20.00 27.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 ― 13.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

6,540 △14.9 190 △51.4 170 △56.0 55 △66.8 9.81

通期 13,530 △11.0 630 △13.1 590 △16.6 285 ― 50.82



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、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) 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、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。 

(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。 

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 6,191,100株 21年3月期  6,191,100株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  582,742株 21年3月期  582,682株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,608,376株 21年3月期第1四半期 5,691,642株



 当第１四半期におけるわが国経済は、一部で景気後退の底入れ感が見られるものの、企業収益の低迷から、設備

投資は縮小し、雇用・所得環境は悪化する等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 情報サービス産業においては、企業収益の悪化の影響から顧客の情報関連投資を抑制する動きが強まるととも

に、顧客からの要求水準が高まるなど、ビジネス環境は厳しい状況にあります。 

 このような環境のもと、当社グループは、グループ総合力強化のため、コムテックグループが持つサービス・品

質・人材・営業力の連携等、グループの相互補完を総合的に展開する『ONE COMTEC』を推進し、また新規顧客の開

拓と既存顧客の深耕に注力できる営業体制を構築してまいりました。さらに採算管理の徹底や業務の効率化、経費

管理の徹底等による強い経営体質への変革を進めてまいりました。しかしながら、前年度後半からの景気後退の影

響から、顧客の投資抑制が各事業分野の売上に影響し、利益面を圧迫いたしました。 

 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32億47百万円（前年同期比18.1％減）、営業利益１

億14百万円（同49.6％減）、経常利益１億２百万円（同53.7％減）、四半期純利益47百万円（同52.4％減）となり

ました。 

①ＩＴサービス（ＩＴ支援） 

 当サービスは、前期に引き続き、医療系ＩＴベンダー向けサーバー運用業務が伸長するなど、一部において開

発・運用業務が堅調に推移したものの、顧客の投資意欲減退から、全般的にシステム開発・運用・保守における業

務縮小や凍結、サービス単価の引下げ等があり、前年同期と比べ減収となりました。 

 これらの結果、売上高は13億79百万円（前年同期比12.9％減）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、顧客のコスト削減の取組みにより、医療機器製造販売会社向けの営業支援業務が縮小し、さらに

子会社である株式会社シンカにおいても、景気後退による採用市場の低迷を受け、受注が減少しました。また前期

第１四半期末においてソフトウェアベンダー向け物流業務が終了した影響もあり、前年同期に比べ大幅な減収とな

りました。 

 これらの結果、売上高は10億17百万円（前年同期比32.6％減）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、カード会社向け業務代行サービスにおいて、前期獲得した大型案件が拡大するとともに、高速道

路料金の休日割引に伴うETCカード需要増加により業務が増大し、売上伸長に寄与いたしました。しかしながら臨床

会社向け業務の一部が終了したことなどにより、前年同期と比べ減収となりました。 

 これらの結果、売上高は８億50百万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ１億42百万円減少し、71億８百万円となりまし

た。 

 流動資産は１億74百万円減少し、43億82百万円となりました。主な要因は受取手形及び売掛金の減少と現金及び

預金の増加によるものであります。 

 固定資産は32百万円増加し、27億８百万円となりました。主な要因は株式の評価替えに伴う投資有価証券の増加

と有形リース資産の増加によるものであります 

 負債は78百万円減少し、44億66百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少や賞与引当金の減

少、未払金の増加によるものであります。 

 純資産は26億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し、自己資本比率は35.4％となっておりま

す。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ

64百万円減少し、21億円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は２億５百万円となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益の計上

と売上債権の回収によるものであり、主なマイナス要因は仕入債務の支払によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は１億45百万円となりました。主な要因は定期預金の預入及び無形固定資産の取得

等にかかる支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は１億24百万円となりました。主な要因は配当金の支払によるものであります。 

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



  

 平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。   

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

・工事契約に関する会計基準の適用 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収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）及び「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

計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる受注契約については工事進行基準（工事進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の受注契約については検収基準を適用しております。なお、この変更による損

益に与える影響はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,200,163 2,164,182

受取手形及び売掛金 1,643,220 1,886,434

商品及び製品 22,783 28,541

仕掛品 21,058 11,664

原材料及び貯蔵品 9,937 9,706

繰延税金資産 262,325 262,304

その他 227,612 216,544

貸倒引当金 △4,439 △22,592

流動資産合計 4,382,662 4,556,784

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 333,401 339,589

工具、器具及び備品（純額） 173,383 177,013

土地 767,010 767,010

リース資産（純額） 37,583 23,986

その他（純額） 19,333 20,654

有形固定資産合計 1,330,713 1,328,255

無形固定資産   

ソフトウエア 409,589 394,925

ソフトウエア仮勘定 30,831 47,047

のれん 31,338 31,782

リース資産 2,504 2,300

その他 46,253 46,253

無形固定資産合計 520,517 522,309

投資その他の資産   

投資有価証券 203,195 172,740

敷金及び保証金 275,620 276,164

保険積立金 178,005 174,390

繰延税金資産 138,173 150,344

その他 94,349 69,062

貸倒引当金 △31,803 △17,255

投資その他の資産合計 857,540 825,446

固定資産合計 2,708,771 2,676,011

繰延資産   

社債発行費 16,703 18,292

繰延資産 16,703 18,292

資産合計 7,108,136 7,251,089



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 408,646 562,865

短期借入金 600,000 625,000

1年内返済予定の長期借入金 190,704 171,702

1年内償還予定の社債 333,000 333,000

未払金 812,111 656,792

リース債務 8,991 5,693

未払法人税等 84,843 56,719

未払消費税等 106,242 99,160

賞与引当金 92,846 176,211

その他 178,555 183,508

流動負債合計 2,815,942 2,870,652

固定負債   

社債 890,500 890,500

長期借入金 425,662 439,996

長期未払金 93,323 121,022

リース債務 33,978 22,232

退職給付引当金 60,460 57,105

役員退職慰労引当金 146,451 143,517

その他 500 －

固定負債合計 1,650,875 1,674,373

負債合計 4,466,817 4,545,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 762,725 762,725

資本剰余金 985,635 985,635

利益剰余金 1,347,327 1,412,185

自己株式 △600,221 △600,167

株主資本合計 2,495,466 2,560,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,011 △443

評価・換算差額等合計 18,011 △443

新株予約権 60 60

少数株主持分 127,780 146,067

純資産合計 2,641,319 2,706,062

負債純資産合計 7,108,136 7,251,089



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,966,647 3,247,239

売上原価 2,893,922 2,437,024

売上総利益 1,072,724 810,215

販売費及び一般管理費 844,921 695,403

営業利益 227,802 114,812

営業外収益   

受取利息 219 249

受取配当金 3,365 975

受取家賃 － 995

雑収入 2,807 2,487

営業外収益合計 6,392 4,707

営業外費用   

支払利息 9,789 10,506

雑損失 2,276 6,116

営業外費用合計 12,065 16,623

経常利益 222,130 102,895

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,548

投資有価証券売却益 － 308

特別利益合計 － 4,856

特別損失   

投資有価証券評価損 2,499 －

貸倒引当金繰入額 7,500 －

役員退職慰労金 8,400 －

その他 2,228 －

特別損失合計 20,628 －

税金等調整前四半期純利益 201,501 107,752

法人税等 82,033 76,178

少数株主利益又は少数株主損失（△） 20,166 △15,736

四半期純利益 99,301 47,309



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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   

税金等調整前四半期純利益 201,501 107,752

減価償却費 41,105 49,317

繰延資産償却額 276 1,589

のれん償却額 17,008 443

投資有価証券評価損益（△は益） 2,499 －

固定資産除却損 591 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,754 △3,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △104,733 △83,365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,455 2,934

退職給付引当金の増減額（△は減少） 387 3,355

受取利息及び受取配当金 △3,584 △1,224

支払利息 9,789 10,506

投資有価証券売却損益（△は益） 1 △308

売上債権の増減額（△は増加） 120,765 243,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,838 △3,867

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,610 △33,554

仕入債務の増減額（△は減少） △119,833 △154,218

未払金の増減額（△は減少） 109,310 136,347

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,155 7,965

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,008 △6,527

長期未払金の増減額（△は減少） △34,435 △27,699

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 500

その他 － 3,105

小計 231,340 252,661

利息及び配当金の受取額 3,584 1,224

利息の支払額 △9,853 △9,461

法人税等の支払額 △26,327 △38,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,745 205,998

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △11,820 △3,422

無形固定資産の取得による支出 △122,499 △33,321

投資有価証券の取得による支出 △93,023 △178

投資有価証券の売却による収入 68 1,100

貸付けによる支出 － △11,460

貸付金の回収による収入 8,014 4,629

その他の支出 △5,441 △5,167

その他の収入 90 2,735

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611 △145,083



（単位：千円）

前第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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 33,302 △25,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,679

長期借入れによる収入 － 48,000

長期借入金の返済による支出 △40,493 △43,332

自己株式の取得による支出 △42,127 △53

配当金の支払額 △102,685 △100,317

少数株主への配当金の支払額 △2,550 △2,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,553 △124,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,418 △64,018

現金及び現金同等物の期首残高 1,333,945 2,164,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,153,526 2,100,163



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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