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

23年3月期第2四半期 120,040 △2.2 1,670 △40.7 1,837 △40.4 △2,032 ―

22年3月期第2四半期 122,753 △8.2 2,817 △40.1 3,082 △44.7 1,552 △51.9

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 △16.16 ―

22年3月期第2四半期 11.88 11.88

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 192,150 148,547 76.7 1,172.71
22年3月期 211,809 151,768 71.2 1,199.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  147,435百万円 22年3月期  150,759百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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 320,000 9.2 13,100 4.5 13,500 2.9 10,100 42.3 80.34



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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及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、四半期決算短信【添付資料】2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「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 145,977,886株 22年3月期  145,977,886株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  20,256,255株 22年3月期  20,270,254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 125,715,730株 22年3月期2Q  130,648,429株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果を背景に緩やかな回復の兆

しが見られるものの、厳しい雇用情勢や急激な円高の進行などにより、景気は依然として厳しい状況で推

移してまいりました。 

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、ＮＧＮサービスの拡大や次世代携帯電話通

信規格「ＬＴＥ」の投資の本格化、そして自治体によるデジタルデバイド（地域間情報格差）解消などの

情報通信基盤の整備が着実な広がりを見せております。しかし一方では、当社の主要取引先である通信事

業者は、熾烈な顧客獲得競争にあり、また、投資構造もインフラ整備の構築からコンテンツなどの付加価

値の高いサービスの提供に大きく転換するとともに、工事の小規模化による設備投資の減少は一層厳しさ

を増しております。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、自治体等が進めるＩＲＵ工事を中心にＩ

Ｔソリューション事業が堅調に推移したことなどにより、受注高1,463億1千万円（前年同期比1.7％増）

となりましたが、売上高につきましては、ＩＲＵ工事は伸びたものの、主力の情報通信インフラ関連工事

の減少などにより1,200億4千万円（前年同期比2.2％減）となりました。一方損益面につきましては、構

造改革による生産性の向上及び経費節減に努めてまいりましたが、情報通信インフラ関連工事の売上高減

少などの影響により、経常利益18億3千万円（前年同期比40.4％減）となりました。また、平成22年10月1

日の株式会社つうけんとの経営統合を機に、ソフトウエア資産について、資産計上要件とされている費用

削減効果の見直しに伴う特別損失（ソフトウエア評価損）を計上したことなどにより、四半期純損失は20

億3千万円（前年同期は15億5千万円の四半期純利益）となりました。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、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196億5千万円減少し1,921億5千万円、負債は、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164億3千万円減少し436億円、また、純資産は、前連結会計年度末に比べ32億2千万円減

少し1,485億4千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.5ポイント上昇し、76.7％となりました。 

  

  

平成23年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年10月29日に発表いたしました「業績予想

の修正に関するお知らせ」から変更はありません。 

 また、今後の施策につきましては、平成22年10月29日に発表いたしました「経営基盤強化策等の実施に

関するお知らせ」を合わせてご覧ください。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「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）及び「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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用

しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準の適用

②企業結合に関する会計基準等の適用
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 32,080 23,609

受取手形・完成工事未収入金等 45,230 79,823

未成工事支出金 23,769 18,313

その他のたな卸資産 4,407 1,050

その他 6,348 6,360

貸倒引当金 △68 △121

流動資産合計 111,767 129,035

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 20,392 18,920

土地 32,708 32,279

その他（純額） 5,642 6,113

有形固定資産計 58,744 57,313

無形固定資産 2,160 6,395

投資その他の資産

投資有価証券 6,463 7,119

その他 15,228 14,263

貸倒引当金 △2,213 △2,317

投資その他の資産計 19,479 19,065

固定資産合計 80,383 82,773

資産合計 192,150 211,809
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 28,882 41,023

短期借入金 7 11

未払法人税等 410 1,710

未成工事受入金 2,883 3,706

引当金 207 250

その他 4,724 6,878

流動負債合計 37,115 53,581

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 2,275 2,287

役員退職慰労引当金 119 175

その他 1,726 1,629

固定負債合計 6,487 6,458

負債合計 43,603 60,040

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 57,016 57,016

利益剰余金 108,316 111,605

自己株式 △19,508 △19,522

株主資本合計 155,824 159,100

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △492 △443

土地再評価差額金 △7,896 △7,896

評価・換算差額等合計 △8,388 △8,340

新株予約権 318 249

少数株主持分 792 759

純資産合計 148,547 151,768

負債純資産合計 192,150 211,809
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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）

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

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

売上高 122,753 120,040

売上原価 109,548 109,299

売上総利益 13,204 10,740

販売費及び一般管理費 10,386 9,070

営業利益 2,817 1,670

営業外収益

受取利息 49 36

受取配当金 85 91

固定資産賃貸料 101 －

その他 48 94

営業外収益合計 285 223

営業外費用

支払利息 1 1

為替差損 12 47

その他 7 8

営業外費用合計 20 56

経常利益 3,082 1,837

特別利益

貸倒引当金戻入額 105 119

保険返戻金 49 201

その他 23 116

特別利益合計 178 437

特別損失

固定資産除却損 73 58

投資有価証券評価損 － 268

貸倒引当金繰入額 91 －

特別退職金 58 111

ソフトウェア評価損 － 3,643

その他 31 494

特別損失合計 255 4,576

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

3,005 △2,302

法人税、住民税及び事業税 417 290

法人税等調整額 1,051 △641

法人税等合計 1,468 △350

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,951

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 80

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,552 △2,032
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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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