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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注）平成24年３月期第１四半期から連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載してお
りません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成24年３月期第１四半期から連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 ％

24年3月期第3四半期 3,732 ― 191 ― 214 ― 105 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 87百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 6,052.10 5,966.19
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 2,979 2,214 74.2
23年3月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,209百万円 23年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 3,200.00 3,200.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成24年３月期第１四半期から連結財務諸表を作成しているため、対前期の増減率については記載しておりません。 

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 5,100 ― 450 ― 459 ― 257 ― 14,688.00



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 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、添付資料P.3「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.4「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、添付資
料P.3「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 2社 （社名）
コムチュアマーケティング株式会社    
コムチュアネットワーク株式会社

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 17,500 株 23年3月期 17,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 17,500 株 23年3月期3Q 17,500 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、東日本大震災からの復興に向けた動きとともに、

徐々に景気に持ち直しの動きが見られたものの、欧州の財政不安による世界経済の減速、円高、株価低

迷の長期化等により予断を許さない状況で推移いたしました。 

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が続いております。 

このような経営環境のなか、当社は、「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事業活動を展開いたしました。成長エンジンとなるのはネットワーク経由でソフ

トウェアを提供する「クラウドコンピューティングビジネス」であります。また、ワーク・スタイルの

変革をもたらす「モバイルソリューション」はクラウド技術に支えられ、今後の需要拡大が期待される

分野であります。この「クラウド」と「モバイル」の両分野において、コムチュアの「Only One技術」

を活かし、新サービスの積極投入と営業活動の拡充などにより需要獲得を図ってまいりました。その結

果、当第３四半期連結累計期間における売上高は3,732百万円、営業利益は191百万円、経常利益は214

百万円、四半期純利益は105百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① システム構築関連 

当セグメントにおきましては、お客様の“ささやき”を吸い上げチームプレーによる積極的な提案

活動を展開しました。クラウド・モバイル市場の成長を背景に、プロダクト導入及びシステム構築、

ならびにWeb構築等の開発案件に関する業績が堅調に推移した結果、当第３四半期連結累計期間の売

上高は2,960百万円となりました。 

  

② プロダクト営業販売関連 

当セグメントにおきましては、営業活動の拡充とセミナ型営業の推進により新規開拓の仕組み作り

に注力致しました。しかしながら、顧客企業におけるＩＴ投資抑制や先送り等の影響により、売上高

は61百万円にとどまりました。 

  

③ ネットワーク運用関連 

当セグメントにおきましては、ネットワーク基盤に関する運用サービス需要の高まりにより、業績

は緩やかに回復しております。顧客ニーズに応じたタイムリーな提案活動を展開した結果、当第３四

半期連結累計期間の売上高は759百万円となりました。 

  

なお、平成24年３月期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同累計期間

との比較分析は行っておりません。 

  

１．当四半期決算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
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当第３四半期連結会計期間の総資産は、2,979百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,167

百万円、受取手形及び売掛金678百万円等であります。 

当第３四半期連結会計期間の負債は、764百万円となりました。主な内訳は、買掛金220百万円、未払

費用227百万円等であります。 

当第３四半期連結会計期間の純資産は、2,214百万円となりました。主な内訳は、資本金308百万円、

資本剰余金248百万円、利益剰余金1,673百万円等であります。 

なお、平成24年３月期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前期末との比較

分析は行っておりません。 

  

平成23年５月13日付「連結決算の開始及び平成24年３月期の業績予想について」にて発表いたしまし

た連結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。 

  

当第３四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（新規２社）の詳細は以下のとおりでありま

す。  

  

 
(注) １．コムチュアマーケティング株式会社は、平成23年４月１日にコムチュア株式会社が資本金の全額を出資して

設立した子会社であります。 

２．コムチュアネットワーク株式会社は、平成23年２月21日にコムチュア株式会社が資本金の全額を出資して設

立した子会社であり、平成23年４月１日をもってネットワーク運用サービス事業をコムチュア株式会社から

承継しております。 

  

当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する方法を採用しております。 

  

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

名称 住所 出資の額 主な事業内容 出資比率

コムチュア
マーケティング株式会社

東京都
品川区

50百万円
ソリューションプロダクトのマーケティ
ング及び販売

100％

コムチュア
ネットワーク株式会社

東京都
品川区

50百万円
インフラ（ネットワーク及びサーバ等）
の構築・保守・運用管理

100％

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)
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(会計方針の変更) 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号  

平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第４号  平成22年６月30日)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

なお、当社は平成24年３月期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、これらの会計

基準等を適用しなかった場合の前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の

金額は算定しておりません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,167,800

受取手形及び売掛金 678,210

有価証券 99,195

仕掛品 42,160

その他 149,605

流動資産合計 2,136,972

固定資産  

有形固定資産 333,338

無形固定資産  

その他 24,818

無形固定資産合計 24,818

投資その他の資産  

投資有価証券 215,309

差入保証金 166,290

その他 102,297

投資その他の資産合計 483,896

固定資産合計 842,053

資産合計 2,979,026

負債の部  

流動負債  

買掛金 220,232

未払費用 227,260

未払法人税等 11,529

賞与引当金 99,592

その他 67,533

流動負債合計 626,147

固定負債  

資産除去債務 53,077

その他 85,581

固定負債合計 138,658

負債合計 764,806
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 308,900

資本剰余金 248,900

利益剰余金 1,673,000

株主資本合計 2,230,800

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △21,543

その他の包括利益累計額合計 △21,543

新株予約権 4,963

純資産合計 2,214,219

負債純資産合計 2,979,026
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,732,398

売上原価 2,999,883

売上総利益 732,514

販売費及び一般管理費 540,711

営業利益 191,803

営業外収益  

受取利息 9,790

受取配当金 10,959

複合金融商品評価益 1,340

その他 807

営業外収益合計 22,898

経常利益 214,701

特別損失  

固定資産除却損 2,994

投資有価証券評価損 18

特別損失合計 3,012

税金等調整前四半期純利益 211,688

法人税、住民税及び事業税 105,777

少数株主損益調整前四半期純利益 105,911

四半期純利益 105,911
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 105,911

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △18,096

その他の包括利益合計 △18,096

四半期包括利益 87,814

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 87,814

少数株主に係る四半期包括利益 －

コムチュア㈱（3844） 平成24年３月期　第３四半期決算短信

8



該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益の調整額 △０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社100％子会社でありますコムチュアネットワーク株式会社は、平成23年12月26日開催の取締役会

決議に基づき、平成24年１月１日にテクノレップス・ジャパン株式会社の全ての事業を譲受けておりま

す。 

① 目的 

テクノレップス・ジャパン株式会社のＩＴサポートサービス、ＩＴプラットフォームサービス、ソリ

ューションシステムサポートサービスなどの事業はコムチュアネットワーク株式会社との親和性が高

く、かつ相互に補完関係にあることから、コムチュアネットワーク株式会社がテクノレップス・ジャパ

ン株式会社の事業を譲受けることで 大のシナジ効果が発揮できると判断いたしました。 

② 譲受ける相手会社の名称等 

名称：テクノレップス・ジャパン株式会社 

所在地：東京都港区西新橋1-16-3 

代表者：代表取締役社長 篠田 公次 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

システム
構築関連

プロダク 
ト営業販 
売関連

ネットワ
ーク運用 
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

2,924 60 747 3,732 ― 3,732 ― 3,732

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

36 1 12 50 ― 50 △50 ―

計 2,960 61 759 3,782 ― 3,782 △50 3,732

セグメント利益 
又は損失(△)

214 △25 3 192 ― 192 △0 191

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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③ 譲受ける事業の内容 

ＩＴサポートサービス事業 

ＩＴプラットフォームサービス事業 

ソリューションシステムサポートサービス事業 

④ 譲受ける資産・負債の額 

譲受ける資産・負債の額は、現在精査中であり確定しておりません。 

コムチュア㈱（3844） 平成24年３月期　第３四半期決算短信

10



４. (参考) 前事業年度末及び前第３四半期累計期間に係る財務諸表 (個別)

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期に係る四半期連

結財務諸表は作成しておりませんが、参考までに提出会社における（要約）貸借対照表及び四半期損益計

算書を記載しております。

（１）(要約) 貸借対照表 (個別)

(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,235,661

受取手形及び売掛金 741,000

仕掛品 13,664

その他 142,311

流動資産合計 2,132,637

固定資産

有形固定資産 266,948

無形固定資産 41,812

投資その他の資産

投資有価証券 256,035

差入保証金 166,290

その他 138,692

投資その他の資産合計 561,017

固定資産合計 869,777

資産合計 3,002,415

負債の部

流動負債

買掛金 218,052

未払費用 115,913

未払法人税等 83,559

賞与引当金 190,570

役員賞与引当金 1,840

その他 75,500

流動負債合計 685,436

固定負債

資産除去債務 52,366

その他 88,909

固定負債合計 141,276

負債合計 826,712

純資産の部

株主資本

資本金 308,900

資本剰余金 248,900

利益剰余金 1,619,588

株主資本合計 2,177,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,446

評価・換算差額等合計 △3,446

新株予約権 1,761

純資産合計 2,175,702

負債純資産合計 3,002,415
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（２）四半期損益計算書 (個別)

(単位：千円)

前第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 3,672,352

売上原価 2,915,954

売上総利益 756,398

販売費及び一般管理費 463,839

営業利益 292,559

営業外収益

受取利息 137

有価証券利息 7,274

受取配当金 14,791

その他 1,109

営業外収益合計 23,312

営業外費用

複合金融商品評価損 1,229

営業外費用合計 1,229

経常利益 314,642

特別利益

投資有価証券売却益 4,754

特別利益合計 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 257,454

法人税、住民税及び事業税 108,645

四半期純利益 148,808
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