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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） 

 

(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 ％

24年3月期第3四半期 194,713 0.4 4,511 16.9 4,919 17.7 2,147 △57.7
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,497百万円 （△52.9％） 23年3月期第3四半期 5,299百万円 （―％）

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 16.55 16.52
23年3月期第3四半期 39.56 39.51

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 208,373 160,236 76.4
23年3月期 237,436 161,768 67.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  159,226百万円 23年3月期  160,843百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 20.00

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   

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 308,000 △2.4 12,300 4.4 12,800 5.4 7,300 △23.5 56.27



(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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

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 145,977,886 株 23年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 17,962,469 株 23年3月期 16,124,888 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 129,736,672 株 23年3月期3Q 128,270,779 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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にある中で、景気は緩やかに持ち直しの兆しがみられるものの、欧州の政府債務危機による海外景気の

下振れ懸念や為替レートの変動などにより、依然として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、スマートフォン利用者の増加に伴う通信

量急増や通信品質向上への対応として、高速・大容量化に向けたネットワーク整備への投資が進んでい

るほか、東日本大震災の被災地域における通信設備の復旧・復興工事も進められました。 

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につきましては、民間企業の設備投資が減

少したことやＩＲＵ・地デジ対策事業が一巡したことなどにより、受注高2,179億3千万円（前年同期比

2.2％減）となりました。一方、売上高につきましては、民間企業の設備投資減少の影響があるもの

の、株式会社つうけんとの経営統合による効果や震災による復旧・復興工事などの影響により、1,947

億1千万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

また、利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るとともに、前期に

実施いたしました経営基盤強化策の効果により営業損益は大幅に改善し、営業利益45億1千万円（前年

同期比16.9％増）、四半期純利益21億4千万円（前年同期比57.7％減）となりました。なお、四半期純

利益の減少は、前期に特別利益として計上した経営統合に伴う負ののれん発生益の影響などによるもの

であります。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・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290億6千万円減少し2,083億7千万円、負債は、支払手形・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275億3千万円減少し481億3千万円、また、純資産は、前連

結会計年度末に比べ15億3千万円減少し1,602億3千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ8.7ポイント上昇し、76.4％となりました。 

  

  

平成24年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年5月11日に発表いたしました業績予想か

ら変更はありません。 

  

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

（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

コムシスホールディングス㈱ (1721)　平成24年3月期 第３四半期決算短信

-2-



  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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）、「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）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第9

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、この変更に伴う影響は軽微であります。 

  
  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

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

現金預金 18,265 33,527

受取手形・完成工事未収入金等 102,993 51,321

未成工事支出金 14,539 27,088

その他のたな卸資産 4,935 1,998

その他 9,320 9,510

貸倒引当金 △194 △146

流動資産合計 149,858 123,299

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 24,510 23,492

土地 33,126 32,923

その他（純額） 6,132 5,499

有形固定資産合計 63,769 61,915

無形固定資産 2,677 3,577

投資その他の資産

投資有価証券 7,128 6,699

その他 16,137 14,834

貸倒引当金 △2,136 △1,954

投資その他の資産合計 21,129 19,580

固定資産合計 87,577 85,073

資産合計 237,436 208,373
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 46,716 26,897

短期借入金 8,124 76

未払法人税等 2,261 660

未成工事受入金 1,228 3,702

引当金 221 334

その他 7,369 7,436

流動負債合計 65,921 39,108

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 1,865 1,662

退職給付引当金 5,796 5,667

役員退職慰労引当金 302 236

その他 1,781 1,461

固定負債合計 9,746 9,028

負債合計 75,667 48,136

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,346 55,336

利益剰余金 119,194 118,585

自己株式 △14,870 △16,322

株主資本合計 169,671 167,599

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △374 △283

土地再評価差額金 △8,453 △8,090

その他の包括利益累計額合計 △8,827 △8,373

新株予約権 364 397

少数株主持分 560 613

純資産合計 161,768 160,236

負債純資産合計 237,436 208,373
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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：百万円）

前第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)

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 193,862 194,713

売上原価 175,985 176,208

売上総利益 17,876 18,504

販売費及び一般管理費 14,016 13,993

営業利益 3,860 4,511

営業外収益

受取利息 53 40

受取配当金 133 139

固定資産賃貸料 100 97

貸倒引当金戻入額 － 167

その他 113 141

営業外収益合計 400 586

営業外費用

支払利息 9 27

為替差損 55 96

賃貸費用 6 35

その他 10 18

営業外費用合計 81 178

経常利益 4,179 4,919

特別利益

固定資産売却益 4 34

貸倒引当金戻入額 174 －

保険返戻金 218 75

負ののれん発生益 7,372 －

その他 86 13

特別利益合計 7,855 123

特別損失

投資有価証券評価損 466 483

特別退職金 131 53

減損損失 1,840 2

ソフトウェア評価損 3,643 －

その他 750 184

特別損失合計 6,832 724

税金等調整前四半期純利益 5,202 4,318

法人税、住民税及び事業税 906 787

法人税等調整額 △869 1,327

法人税等合計 36 2,114

少数株主損益調整前四半期純利益 5,166 2,204

少数株主利益 92 56

四半期純利益 5,073 2,147
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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：百万円)

前第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)

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 5,166 2,204

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 133 90

土地再評価差額金 － 203

その他の包括利益合計 133 293

四半期包括利益 5,299 2,497

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,209 2,442

少数株主に係る四半期包括利益 90 55
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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1,452百万円増加

し、16,322百万円となっております。この主な要因は、平成23年11月9日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成23年11月10日から平成23年12月31日までの期間に当社普通株式1,887千株を、総額1,499百万円

にて取得したためであります。 

  

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）

を適用しております。 

  

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平

成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に

開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、平成24年4月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異につい

ては、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更しております。この税率変更によ

り、法人税等調整額が232百万円増加しております。 

（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

（５）追加情報

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

 （法人税率の変更等による影響）
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