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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 57,032 1.1 1,634 ― 1,873 ― 1,057 ―
24年3月期第1四半期 56,429 10.1 △454 ― △267 ― △335 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 908百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △396百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 8.37 8.34
24年3月期第1四半期 △2.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 211,657 162,741 76.4
24年3月期 228,135 164,574 71.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  161,660百万円 24年3月期  163,506百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 126,000 0.7 2,800 35.9 3,000 28.1 1,400 74.5 11.08
通期 300,000 1.4 14,000 11.2 14,400 11.0 8,500 18.5 67.28



(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。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 145,977,886 株 24年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 20,930,451 株 24年3月期 19,186,339 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 126,345,752 株 24年3月期1Q 129,855,017 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景とした緩やかな

回復基調にあるものの、欧州の政府債務危機の影響や円高の長期化、夏場に向けての電力不足懸念など

景気の先行きは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、東日本大震災の被災地域における通信設

備の復旧も進められておりますが、一方では、通信事業者による顧客獲得競争は熾烈化しており、通信

建設業界へのコストダウンの要請や工事の小規模化など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１四半期連結累計期間の業績は、ＬＴＥ・プラチナバンド工事の早期化

が進められるとともに、固定系・モバイル系の工事発注の平準化も行われていると想定され、受注高

852億9千万円（前年同期比34.7％増）、売上高570億3千万円（前年同期比1.1％増）となりました。  

また、損益面につきましては、これまで環境変化に対応できる企業グループを目指して取り組んでま

いりました構造改革「ＣＯＭＳＹＳ ＷＡＹ」による生産性の向上により、営業利益16億3千万円（前年

同期は4億5千万円の営業損失）、四半期純利益10億5千万円（前年同期は3億3千万円の四半期純損失）

となりました。  

  

  

当第１四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164億7千万円減少し2,116億5千万円、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146億4千万円減少し489億1千万円、また、純資産は、前連

結会計年度末に比べ18億3千万円減少し1,627億4千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.7ポイント上昇し、76.4％となりました。 

  

  

平成25年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年5月10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
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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。 

  

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（追加情報）

連結納税制度の適用
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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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 33,489 39,206

受取手形・完成工事未収入金等 81,853 49,884

未成工事支出金 15,087 22,999

その他のたな卸資産 2,023 1,871

その他 9,330 9,333

貸倒引当金 △137 △94

流動資産合計 141,646 123,199

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 23,085 22,757

土地 34,391 37,693

その他（純額） 6,099 5,533

有形固定資産合計 63,575 65,984

無形固定資産 3,802 3,719

投資その他の資産

投資有価証券 7,228 6,984

その他 13,937 13,693

貸倒引当金 △2,055 △1,925

投資その他の資産合計 19,110 18,753

固定資産合計 86,488 88,457

資産合計 228,135 211,657
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 39,891 28,220

短期借入金 1,520 14

未払法人税等 3,795 500

未成工事受入金 1,448 2,596

引当金 1,189 1,253

その他 7,637 8,190

流動負債合計 55,482 40,775

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 1,662 1,662

退職給付引当金 5,426 5,526

役員退職慰労引当金 266 212

その他 722 739

固定負債合計 8,078 8,140

負債合計 63,560 48,915

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,374 55,367

利益剰余金 123,611 123,400

自己株式 △17,504 △18,980

株主資本合計 171,481 169,787

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 115 △36

土地再評価差額金 △8,090 △8,090

その他の包括利益累計額合計 △7,974 △8,126

新株予約権 430 445

少数株主持分 637 635

純資産合計 164,574 162,741

負債純資産合計 228,135 211,657
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 56,429 57,032

売上原価 52,005 50,638

売上総利益 4,424 6,393

販売費及び一般管理費 4,878 4,759

営業利益又は営業損失（△） △454 1,634

営業外収益

受取利息 11 7

受取配当金 88 116

貸倒引当金戻入額 83 121

その他 68 75

営業外収益合計 250 321

営業外費用

支払利息 7 1

為替差損 42 58

その他 13 21

営業外費用合計 64 81

経常利益又は経常損失（△） △267 1,873

特別利益

保険返戻金 48 39

その他 2 1

特別利益合計 50 41

特別損失

固定資産除却損 10 4

特別退職金 17 58

その他 23 17

特別損失合計 51 80

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（△）

△268 1,834

法人税、住民税及び事業税 347 951

法人税等調整額 △281 △178

法人税等合計 66 772

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△334 1,061

少数株主利益 0 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △335 1,057
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△334 1,061

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62 △153

その他の包括利益合計 △62 △153

四半期包括利益 △396 908

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △397 904

少数株主に係る四半期包括利益 0 3
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該当事項はありません。  

  

  

当第１四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1,476百万円増加

し、18,980百万円となっております。この主な要因は、平成24年5月10日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成24年5月11日から平成24年6月30日までの期間に当社普通株式1,769千株を、総額1,499百万円に

て取得したためであります。 

（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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