
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 コムチュア株式会社 上場取引所 大 

コード番号 3844 URL http://www.comture.com/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 向 浩一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名） 田村 誠二 TEL 03-5745-9700
四半期報告書提出予定日 平成23年2月7日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 3,672 4.5 292 △14.1 314 △9.5 148 △28.2

22年3月期第3四半期 3,513 △21.6 340 7.3 347 5.6 207 10.1

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3四半期 8,503.35 8,494.61
22年3月期第3四半期 11,845.52 ―

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3四半期 2,813 2,090 74.3 119,444.24
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3四半期  2,089百万円 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3Q 17,500株 22年3月期  17,500株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 17,500株 22年3月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の低迷や外国為替市場での円高進行、また、

雇用低迷および政策効果の息切れによる消費者心理の冷え込み等により弱含みに推移いたしました。 

一方、当社が属する情報サービス産業においても、先行き不透明感からＩＴ設備投資拡大に慎重な姿

勢を示すユーザ企業は多く、事業をとりまく環境は依然として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、および

提携戦略の諸施策に取り組みました。その結果、当第３四半期累計期間における売上高は 3,672 百万円

（前年同四半期比 4.5％増）となりました。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 292 百万円（前年同四半期比 14.1％減）、経常利益 314 百万円（前年同四半期比

9.5％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、148 百

万円（前年同四半期比28.2％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 72 百万円増加し、2,077 百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が 29 百万円、受取手形及び売掛金が 10 百万円、仕掛品が 31 百万円それぞれ増加したこと等に

よるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 23 百万円増加し、735 百万円となりました。これは主に、ソフト

ウェアが21百万円減少したものの、投資有価証券が44百万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 45 百万円減少し、612 百万円となりました。これは主に、買掛金

が 65 百万円、未払費用が 73 百万円それぞれ増加したものの、未払法人税等が 113 百万円、賞与引当金

が92百万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 29 百万円増加し、110 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 111 百万円増加し、2,090 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148百万円計上したこと等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３四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３四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３四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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,158,920 1,129,208

受取手形及び売掛金 737,822 727,410

仕掛品 39,358 8,236

その他 141,082 139,953

流動資産合計 2,077,184 2,004,807

固定資産   

有形固定資産 260,960 250,988

無形固定資産 48,516 71,070

投資その他の資産   

投資有価証券 255,798 211,601

その他 170,543 179,004

投資その他の資産合計 426,341 390,605

固定資産合計 735,818 712,665

資産合計 2,813,002 2,717,473

負債の部   

流動負債   

買掛金 279,104 213,188

未払費用 174,870 101,685

未払法人税等 1,173 115,033

賞与引当金 87,925 180,085

役員賞与引当金 5,520 －

その他 63,869 47,608

流動負債合計 612,463 657,602

固定負債   

資産除去債務 29,510 －

その他 80,755 80,664

固定負債合計 110,265 80,664

負債合計 722,728 738,266

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 1,536,296 1,436,487

株主資本合計 2,094,096 1,994,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,409 △15,080

評価・換算差額等合計 △4,409 △15,080

新株予約権 587 －

純資産合計 2,090,274 1,979,206

負債純資産合計 2,813,002 2,717,473
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,513,027 3,672,352

売上原価 2,752,092 2,915,954

売上総利益 760,935 756,398

販売費及び一般管理費 420,307 463,839

営業利益 340,628 292,559

営業外収益   

受取利息 95 137

有価証券利息 1,750 7,274

受取配当金 8,024 14,791

その他 673 1,109

営業外収益合計 10,544 23,312

営業外費用   

複合金融商品評価損 3,560 1,229

営業外費用合計 3,560 1,229

経常利益 347,612 314,642

特別利益   

保険返戻金 433 －

投資有価証券売却益 5,100 4,754

特別利益合計 5,533 4,754

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 353,145 257,454

法人税、住民税及び事業税 145,849 108,645

四半期純利益 207,296 148,808
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 353,145 257,454

減価償却費 46,565 40,643

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） △107,173 △92,159

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,920 5,520

未払役員退職金の増減額（△は減少） － △670

株式報酬費用 － 587

受取利息及び受取配当金 △8,120 △14,928

有価証券利息 △1,750 △7,274

固定資産除却損 － 113

投資有価証券売却損益（△は益） △5,100 27,460

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） 3,560 1,229

ゴルフ会員権評価損 － 660

売上債権の増減額（△は増加） 226,463 △10,412

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,316 △31,121

仕入債務の増減額（△は減少） △97,990 65,915

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,545 △1,281

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21,566 84,115

その他 250 56

小計 382,726 354,860

利息及び配当金の受取額 9,870 22,202

法人税等の支払額 △231,882 △216,393

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,714 160,669

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 △1,215 △15,465

無形固定資産の取得による支出 △15,494 △2,516

投資有価証券の取得による支出 △388,329 △215,772

投資有価証券の売却による収入 105,160 150,952

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 △4 △4

保険積立金の返戻による収入 403 －

その他 △1,050 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △298,554 △82,174

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △45,085 △48,783

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,085 △48,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182,925 29,712

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 863,294 1,158,920
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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。 

コムチュア㈱(3844)　平成23年３月期第３四半期決算短信(非連結)

7


	サマリー0128　1100.pdf
	定性的情報（短信）20110126 1130
	（２）財政状態に関する定性的情報
	（１）簡便な会計処理および特有の会計処理の概要
	（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

	財務諸表0126　1830
	注記情報01201700
	（５）セグメント情報




