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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 2,351 △0.8 145 △32.9 160 △27.7 56 △56.4

22年3月期第2四半期 2,369 △22.6 217 △2.1 221 △2.9 130 0.4

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

23年3月期第2四半期 3,242.66 ―

22年3月期第2四半期 7,439.49 ―

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

23年3月期第2四半期 2,690 1,996 74.2 114,106.82
22年3月期 2,717 1,979 72.8 113,097.53

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,996百万円 22年3月期  1,979百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3,000.00 3,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,360 12.1 500 1.3 508 0.6 279 △6.2 15,965.71



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 17,500株 22年3月期  17,500株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,500株 22年3月期2Q 17,500株

※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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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およ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．当四半期の業績等に関する定性的情報 （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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気回復期待の高まりを受けて明るい兆しが

見え始めたものの、新興国経済の成長減速や外国為替市場での円高進行、また、消費者心理の冷え込み

等により先行不透明感が広がるなかで推移いたしました。 

一方、当社が属する情報サービス産業においても、景気の失速懸念を背景にＩＴ設備投資に慎重な姿

勢を示すユーザ企業は多く、依然として事業環境は厳しい状況にあります。 

このような経営環境の中、当社は中期経営計画を発表し「クラウド時代を“コラボレーション”で

リードするコムチュア」を経営ビジョンに掲げ、｢成長戦略｣、｢顧客戦略｣、｢人事組織戦略｣、｢研究開発

戦略｣、「提携戦略」の諸施策に取り組みました。しかし、顧客企業における投資抑制の影響から当第２

四半期累計期間における売上高は前年並みの 2,351 百万円（前年同四半期比 0.8％減）にとどまりました。

損益面につきましては、中期経営計画推進に係る費用負担が先行した結果、営業利益 145 百万円（前年

同四半期比 32.9％減）、経常利益 160 百万円（前年同四半期比 27.7％減）となりました。四半期純利益

は投資有価証券売却損を 32 百万円計上したこと等により、56 百万円（前年同四半期比 56.4％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 32 百万円減少し、1,972 百万円となりました。これは主に、仕掛

品が 13 百万円増加したものの、現金及び預金が 29 百万円、受取手形及び売掛金が 13 百万円それぞれ減

少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 5 百万円増加し、717 百万円となりました。これは主に、ソフト

ウェアが17百万円減少したものの、投資有価証券が26百万円増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて 72 百万円減少し、584 百万円となりました。これは主に、未払消

費税等が 12 百万円増加したものの、未払法人税等が 67 百万円、買掛金が 40 百万円それぞれ減少したこ

と等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて 28 百万円増加し、108 百万円となりました。これは主に、資産除

去債務が29百万円増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて 17 百万円増加し、1,996 百万円となりました。これは、配当金の支

払額が 49 百万円あったものの、四半期純利益を 56 百万円計上し、その他有価証券評価差額金が 9 百万

円増加したことによるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年３月期の業績につきましては、「平成 22 年３月期決算短信（非連結）」（平成 22 年５月 13 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およ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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２．その他の情報 

（１）簡便な会計処理および特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四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２四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31 日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年

３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円減少しており、税引前

四半期純利益は20百万円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は29百万円であります。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,099,702 1,129,208

受取手形及び売掛金 713,877 727,410

仕掛品 22,093 8,236

その他 136,722 139,953

流動資産合計 1,972,395 2,004,807

固定資産   

有形固定資産 256,147 250,988

無形固定資産 52,720 71,070

投資その他の資産   

投資有価証券 238,159 211,601

その他 170,942 179,004

投資その他の資産合計 409,102 390,605

固定資産合計 717,970 712,665

資産合計 2,690,365 2,717,473

負債の部   

流動負債   

買掛金 172,771 213,188

未払費用 111,359 101,685

未払法人税等 47,114 115,033

賞与引当金 186,576 180,085

役員賞与引当金 3,680 －

その他 63,138 47,608

流動負債合計 584,640 657,602

固定負債   

資産除去債務 29,373 －

その他 79,482 80,664

固定負債合計 108,855 80,664

負債合計 693,496 738,266

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 1,444,234 1,436,487

株主資本合計 2,002,034 1,994,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,164 △15,080

評価・換算差額等合計 △5,164 △15,080

純資産合計 1,996,869 1,979,206

負債純資産合計 2,690,365 2,717,473

コムチュア㈱(3844) 平成23年３月期第２四半期決算短信(非連結)

4



(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,369,791 2,351,738

売上原価 1,855,642 1,890,364

売上総利益 514,148 461,374

販売費及び一般管理費 296,996 315,726

営業利益 217,152 145,648

営業外収益   

受取利息 94 135

有価証券利息 875 3,674

受取配当金 7,847 14,537

その他 534 834

営業外収益合計 9,350 19,182

営業外費用   

複合金融商品評価損 5,146 4,710

営業外費用合計 5,146 4,710

経常利益 221,356 160,120

特別利益   

保険返戻金 433 －

特別利益合計 433 －

特別損失   

固定資産除却損 － 113

投資有価証券売却損 － 32,214

投資有価証券評価損 － 9,931

ゴルフ会員権評価損 － 660

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,023

特別損失合計 － 61,943

税引前四半期純利益 221,790 98,177

法人税、住民税及び事業税 91,599 41,430

四半期純利益 130,190 56,746
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 221,790 98,177

減価償却費 30,591 27,984

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,179 6,491

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,920 3,680

未払役員退職金の増減額（△は減少） － △670

受取利息及び受取配当金 △8,816 △14,673

有価証券利息 － △3,674

固定資産除却損 － 113

投資有価証券売却損益（△は益） － 32,214

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,931

複合金融商品評価損益（△は益） 5,146 4,710

ゴルフ会員権評価損 － 660

売上債権の増減額（△は増加） 184,534 13,533

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,693 △13,857

仕入債務の増減額（△は減少） △124,354 △40,417

その他の流動資産の増減額（△は増加） 17,901 3,196

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,305 21,676

その他 96 △80

小計 262,790 168,019

利息及び配当金の受取額 8,816 18,347

法人税等の支払額 △112,387 △106,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,219 80,150

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 △453 △4,834

無形固定資産の取得による支出 △9,494 －

投資有価証券の取得による支出 △188,329 △97,930

投資有価証券の売却による収入 － 41,238

敷金の差入による支出 △314 △2,362

敷金の返還による収入 2,290 2,995

保険積立金の積立による支出 △3 △3

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 △195,901 △60,897

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △45,014 △48,758

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,014 △48,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,696 △29,505

現金及び現金同等物の期首残高 1,046,220 1,129,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 964,523 1,099,702
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成

21 年３月 27 日および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

当社は、各種システムの提案、構築、保守および運用に係るサービスの提供を行っており、単一の事

業セグメントであるため記載を省略しております。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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