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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 193,862 3.8 3,860 △21.0 4,179 △20.8 5,073 92.8
22年3月期第3四半期 186,840 △7.5 4,888 △36.6 5,276 △39.8 2,632 △46.7

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 39.56 39.48
22年3月期第3四半期 20.31 20.31

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 219,176 159,920 72.5 1,196.47
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3四半期  158,828百万円 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 78.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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。）

新規 1社 （社名 株式会社つうけん ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 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3Q  13,230,436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3Q 128,270,779株 22年3月期3Q  129,580,862株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府による経済対策効果などを背

景に企業収益や個人消費は持ち直しの兆しが見られるものの、円高による市場不安や厳しい雇用環境など

により、景気は引き続き不透明な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サービスやＩＲＵ・地デジ対策事業

などが着実な広がりを見せ、また、スマートフォン（高機能携帯電話）を中心とした多種多様な端末によ

る新しいサービスや昨年12月には、「ＬＴＥ」（次世代携帯電話通信規格）のサービスが商用開始される

など市場は活発化してまいりました。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

への投資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３四半期連結累計期間の業績は、平成22年10月1日の㈱つうけんとの経営

統合や自治体等が進めるＩＲＵ工事が順調に推移したことなどにより、受注高2,227億2千万円（前年同期

比3.5％増）となり、売上高につきましては、1,938億6千万円（前年同期比3.8％増）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、主力の情報

通信インフラ関連工事の売上高減少などの影響により、営業利益38億6千万円（前年同期比21.0％減）と

なりました。また、ソフトウエア評価損及び売却予定の土地・建物の減損などの特別損失を計上した一

方、経営統合に伴う負ののれん発生益を特別利益に計上したことなどにより、四半期純利益は50億7千万

円（前年同期比92.8％増）となりました。 

   

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産が増加したことなどにより前連結会計年度末に

比べ73億6千万円増加し2,191億7千万円、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7億8千万円減少し592億5千万円、また、純資産は、自己株式の減少などにより前連結会計年度

末に比べ81億5千万円増加し1,599億2千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇し、72.5％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。 

  

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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当第３四半期連結会計期間において、㈱つうけんは株式交換により当社の特定子会社となりました。 

  

当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 20,829 23,609

受取手形・完成工事未収入金等 58,191 79,823

未成工事支出金 33,951 18,313

その他のたな卸資産 4,993 1,050

その他 10,611 6,360

貸倒引当金 △131 △121

流動資産合計 128,446 129,035

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 24,866 18,920

土地 34,827 32,279

その他（純額） 6,507 6,113

有形固定資産計 66,202 57,313

無形固定資産 2,508 6,395

投資その他の資産

投資有価証券 7,458 7,119

その他 16,804 14,263

貸倒引当金 △2,244 △2,317

投資その他の資産計 22,019 19,065

固定資産合計 90,730 82,773

資産合計 219,176 211,809
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 30,230 41,023

短期借入金 6,159 11

未払法人税等 1,058 1,710

未成工事受入金 4,473 3,706

引当金 256 250

その他 6,507 6,878

流動負債合計 48,685 53,581

固定負債

長期借入金 67 －

再評価に係る繰延税金負債 2,252 2,365

退職給付引当金 6,150 2,287

役員退職慰労引当金 287 175

その他 1,811 1,629

固定負債合計 10,569 6,458

負債合計 59,255 60,040

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,346 57,016

利益剰余金 114,144 111,605

自己株式 △12,481 △19,522

株主資本合計 167,009 159,100

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △308 △443

土地再評価差額金 △7,873 △7,896

評価・換算差額等合計 △8,181 △8,340

新株予約権 343 249

少数株主持分 748 759

純資産合計 159,920 151,768

負債純資産合計 219,176 211,809
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

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

売上高 186,840 193,862

売上原価 166,651 175,985

売上総利益 20,188 17,876

販売費及び一般管理費 15,300 14,016

営業利益 4,888 3,860

営業外収益

受取利息 70 53

受取配当金 119 133

固定資産賃貸料 141 100

その他 73 113

営業外収益合計 404 400

営業外費用

支払利息 2 9

為替差損 － 55

自己株式取得費用 7 －

その他 7 16

営業外費用合計 17 81

経常利益 5,276 4,179

特別利益

貸倒引当金戻入額 25 174

保険返戻金 61 218

負ののれん発生益 － 7,372

その他 33 90

特別利益合計 120 7,855

特別損失

固定資産除却損 101 130

特別退職金 84 131

減損損失 － 1,840

ソフトウェア評価損 － 3,643

その他 138 1,085

特別損失合計 324 6,832

税金等調整前四半期純利益 5,072 5,202

法人税、住民税及び事業税 764 906

法人税等調整額 1,681 △869

法人税等合計 2,446 36

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,166

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 92

四半期純利益 2,632 5,073
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より7,040百万円減少

し、12,481百万円となりました。この主な要因は、平成22年10月１日付で、当社を完全親会社とし、㈱

つうけんを完全子会社とする株式交換を実施したことによる8,058百万円の減少及び平成22年10月29日

開催の取締役会の決議に基づき、当第３四半期連結会計期間末までに自己株式718千株を取得したこと

による611百万円の増加であります。 

(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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