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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 6,518 5.5 273 40.5 284 63.0 114 154.3
25年3月期第2四半期 6,181 6.2 194 12.8 174 14.4 45 79.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 157百万円 （194.2％） 25年3月期第2四半期 53百万円 （149.4％）

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

26年3月期第2四半期 20.44 ―
25年3月期第2四半期 8.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 6,641 3,236 48.6
25年3月期 7,043 3,172 44.8
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,230百万円 25年3月期  3,156百万円

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

25年3月期 ― 8.00 ― 15.00 23.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 15.00 25.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 13,240 3.4 715 17.5 700 19.3 330 10.0 58.85



(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  ：  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、四半期財務諸表に対する 
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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況等の変
化により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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） 26年3月期2Q 6,191,100 株 25年3月期 6,191,100 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 583,260 株 25年3月期 583,198 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,607,869 株 25年3月期2Q 5,607,973 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済政策や金融政策を背景に消費者マ

インドや企業収益が改善傾向にあり、景気は緩やかに回復しつつあります。 

 情報サービス産業においては、企業収益の改善を受けて設備投資は持ち直しの動きが見られ、情報関連投資に関

しても緩やかに改善しつつありますが、顧客からの要求水準は依然として厳しい状況にあります。 

 このような環境のもと、当社グループでは、「営業力強化」「品質強化」「次世代マネージャの育成」といった

観点から、各事業ラインを横断的に支援するビジネスコンシェルジュや、不採算部門の改善・人材育成などを支援

する事業戦略本部（旧業務改革本部）を立ち上げ、経営基盤の改善から利益の確保を図るとともに、新規ビジネス

の構築など、事業領域の拡大による新たな成長を目指してまいりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高65億18百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益２

億73百万円（同40.5％増）、経常利益２億84百万円（同63.0％増）、四半期純利益は１億14百万円（同154.3％

増）となりました。 

  

①ＩＴサービス（ＩＴ支援） 

 当サービスは、クリーンサービス会社向け運用支援業務が縮小したことや、前年で終了したシステム会社向け保

守開発業務などがありましたが、一方で情報サービス会社向け運用支援業務やERPパッケージの導入支援・保守業

務などが伸張した結果、前年同期と比べて微増となりました。 

 これらの結果、売上高は29億98百万円（前年同期比1.4％増）となりました。 

②マーケティングサポートサービス（営業支援） 

 当サービスは、当社が運営している通販受注システム「MC受注センター」の売上が減少しましたが、子会社であ

る株式会社シンカにおける採用・研修関係業務が伸張したことや、医療機器製造販売会社向け業務代行などの業務

が堅調に推移した結果、前年同期に比べて増収となりました。 

 これらの結果、売上高は18億２百万円（前年同期比7.6％増）となりました。 

③データマネジメントサービス（業務支援） 

 当サービスは、新規に獲得した消費者金融業向け業務代行サービスが売上に貢献したことや、臨床会社向け業務

代行などの業務が堅調に推移した結果、前年同期に比べて増収となりました。 

 これらの結果、売上高は17億18百万円（前年同期比10.9％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は前連結会計年度末に比べ３億94百万円減少し、40億19百万円と

なりました。これは主に現金及び預金の減少や、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、26億18百万円となりました。これは主にソフトウェア及び

建物の償却による減少や、投資有価証券の評価替えによる増加によるものであります。 

 これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ４億１百万円減少し、66億41百万円となりました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ４億65百万円減少し、34億５百万円となり

ました。これは主に有利子負債の減少や、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、32億36百万円となりま

した。これは主に四半期純利益１億14百万円及び剰余金の配当84百万円によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は48.6％(前連結会計年度末は44.8％)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

コムテック株式会社（9657）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



② 連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

２億18百万円減少（前年同期は３億93百万円の減少）し、17億51百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は２億65百万円（前年同期は60百万円の増加）となりました。主なプラス要因は税金

等調整前四半期純利益と減価償却費の計上、売上債権の回収によるものであり、主なマイナス要因は法人税等の支

払、仕入債務の支払によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は１億８百万円（前年同期は42百万円の減少）となりました。主な要因は有形・無形

固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は３億75百万円（前年同期は４億12百万円の減少）となりました。主な要因は借入金

の返済及び社債の償還による支出、配当金の支払によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はございません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、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。 

  

② 特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,070,326 1,872,064

受取手形及び売掛金 1,988,451 1,785,280

商品及び製品 16,449 14,761

仕掛品 29,565 35,953

原材料及び貯蔵品 4,377 5,234

繰延税金資産 129,599 129,113

その他 179,731 181,281

貸倒引当金 △4,347 △3,723

流動資産合計 4,414,153 4,019,966

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 539,020 517,943

工具、器具及び備品（純額） 269,320 275,195

土地 766,499 766,499

リース資産（純額） 18,489 12,419

その他（純額） 12,777 15,465

有形固定資産合計 1,606,107 1,587,523

無形固定資産   

のれん 79,919 60,048

ソフトウエア 143,625 111,715

リース資産 4,202 3,131

その他 40,526 12,211

無形固定資産合計 268,274 187,106

投資その他の資産   

投資有価証券 309,072 379,965

敷金及び保証金 165,058 163,532

保険積立金 201,759 202,446

繰延税金資産 26,513 19,075

その他 50,520 81,988

貸倒引当金 △2,983 △3,031

投資その他の資産合計 749,941 843,977

固定資産合計 2,624,322 2,618,607

繰延資産 4,866 3,407

資産合計 7,043,342 6,641,981
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 606,701 496,941

短期借入金 480,000 437,500

1年内返済予定の長期借入金 278,880 250,200

1年内償還予定の社債 180,000 130,000

リース債務 15,329 13,168

未払金 792,756 713,115

未払法人税等 115,875 134,545

未払消費税等 109,603 80,757

賞与引当金 205,695 291,908

受注損失引当金 12,354 12,354

その他 153,659 133,339

流動負債合計 2,950,856 2,693,830

固定負債   

社債 140,000 95,000

長期借入金 578,700 449,350

リース債務 10,142 4,458

長期未払金 18,627 2,400

退職給付引当金 40,678 42,483

役員退職慰労引当金 130,497 98,538

繰延税金負債 946 19,233

固定負債合計 919,592 711,463

負債合計 3,870,448 3,405,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 762,725 762,725

資本剰余金 985,635 985,635

利益剰余金 1,957,601 1,987,811

自己株式 △600,552 △600,597

株主資本合計 3,105,409 3,135,574

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51,149 95,206

その他の包括利益累計額合計 51,149 95,206

少数株主持分 16,334 5,906

純資産合計 3,172,893 3,236,688

負債純資産合計 7,043,342 6,641,981
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,181,680 6,518,735

売上原価 4,907,612 5,070,812

売上総利益 1,274,068 1,447,923

販売費及び一般管理費 1,079,534 1,174,524

営業利益 194,533 273,398

営業外収益   

受取利息 221 242

受取配当金 914 3,721

保険解約返戻金 1 20,646

貸倒引当金戻入額 947 581

雑収入 4,453 6,409

営業外収益合計 6,538 31,601

営業外費用   

支払利息 13,290 9,314

支払手数料 8,302 8,300

貸倒引当金繰入額 409 －

雑損失 4,677 3,113

営業外費用合計 26,680 20,728

経常利益 174,391 284,271

特別損失   

固定資産除却損 15 246

役員退職慰労金 － 21,129

関係会社株式売却損 － 4,733

会員権評価損 1,350 2,825

減損損失 5,198 20,396

特別損失合計 6,564 49,330

税金等調整前四半期純利益 167,827 234,940

法人税等 121,915 121,082

少数株主損益調整前四半期純利益 45,911 113,858

少数株主利益又は少数株主損失（△） 825 △786

四半期純利益 45,086 114,645
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 45,911 113,858

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,785 44,100

その他の包括利益合計 7,785 44,100

四半期包括利益 53,697 157,959

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 52,811 158,702

少数株主に係る四半期包括利益 885 △743
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 167,827 234,940

減価償却費 103,464 111,282

繰延資産償却額 1,568 1,458

減損損失 5,198 20,396

のれん償却額 13,153 13,506

会員権評価損 1,350 2,825

固定資産除却損 15 246

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,495 △576

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,764 89,014

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,416 △31,959

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,597 1,805

受取利息及び受取配当金 △1,136 △3,963

支払利息 13,290 9,314

関係会社株式売却損益（△は益） － 4,733

保険解約返戻金 － △14,635

売上債権の増減額（△は増加） 112,536 186,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,712 △5,556

破産更生債権等の増減額（△は増加） 14,519 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,576 △52,083

仕入債務の増減額（△は減少） △87,790 △106,093

未払金の増減額（△は減少） △7,586 △51,127

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,318 △28,846

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,244 7,004

長期未払金の増減額（△は減少） △20,749 △16,227

その他 － 90

小計 225,206 372,323

利息及び配当金の受取額 1,222 3,964

利息の支払額 △13,326 △9,492

法人税等の支払額 △152,158 △101,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,943 265,261
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △32 △20,023

有形固定資産の取得による支出 △13,111 △68,344

有形固定資産の売却による収入 － 635

無形固定資産の取得による支出 △35,357 △12,328

投資有価証券の取得による支出 △0 △1,967

投資有価証券の売却による収入 － 310

貸付けによる支出 △1,000 △34,500

貸付金の回収による収入 5,861 11,699

敷金及び保証金の差入による支出 △13,641 △1,074

敷金及び保証金の回収による収入 15,607 35,393

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △23,313

その他の支出 △4,454 △106,248

その他の収入 4,061 111,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,067 △108,161

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △46,900 △42,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,985 △7,844

長期借入金の返済による支出 △182,810 △145,990

社債の償還による支出 △95,000 △95,000

自己株式の取得による支出 △73 △45

配当金の支払額 △78,748 △84,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,517 △375,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,640 △218,286

現金及び現金同等物の期首残高 2,461,942 1,970,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,068,301 1,751,976
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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