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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 140,577 6.3 10,625 56.8 10,972 54.8 6,163 61.4
25年3月期第2四半期 132,203 5.6 6,775 228.9 7,090 202.7 3,818 375.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 6,710百万円 （73.5％） 25年3月期第2四半期 3,867百万円 （272.8％）

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 50.62 50.38
25年3月期第2四半期 30.41 30.32

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 228,105 174,208 75.9
25年3月期 240,602 173,411 71.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  173,125百万円 25年3月期  172,282百万円

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  
26年3月期期末配当金（予想）の内訳   普通配当１０円 記念配当５円 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
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 325,000 2.8 24,000 6.4 24,500 6.9 15,000 12.9 123.21



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  
2.当社は、平成25年11月13日(水)に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料は、開催後速やかに当社ホーム
ページで掲載する予定です。 

※  注記事項

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 145,977,886 株 25年3月期 145,977,886 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 26,635,849 株 25年3月期 23,011,312 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 121,747,900 株 25年3月期2Q 125,567,008 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀の金融緩和策等の効果に

より円安や株高が継続し景気は緩やかに回復の兆しがみえてまいりました。 

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、スマートフォンやタブレット端末の普及に

伴い、ＬＴＥ・Ｗｉ-Ｆｉなどのサービスエリアの拡大及びサービスの多様化・高度化に向けた通信ネッ

トワーク環境の整備・構築が急速に進んでおります。 

また、ＩＴ関連分野及び社会基盤関連分野におきましては、政府が進めるスマートＩＣＴなどによる公

共投資及び民間企業の設備投資・ＩＴ投資の増加や環境・エネルギー市場の需要の拡大が期待されており

ます。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、ＩＴソリューション事業や

社会基盤関連事業が好調に推移したものの、前期にあったモバイル関連工事の一括受注の影響により、受

注高1,607億4千万円（前年同期比2.3％減）となりました。一方、前期からの繰越工事や太陽光建設工事

が完成したことなどにより、売上高1,405億7千万円（前年同期比6.3％増）となりました。 

また、損益面につきましては、売上高の増加に加え、これまで推進してまいりました構造改革「ＣＯＭ

億6千万円（前年同期比61.4％増）と大幅な増益となりました。 

  

  

当第２四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124億9千万円減少し2,281億円、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132億9千万円減少し538億9千万円、また、純資産は、四半期純利益の

計上などによる利益剰余金の増加及び自己株式の取得等による減少などにより前連結会計年度末に比べ7

億9千万円増加し1,742億円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.3ポイント上昇し、75.9％となりました。 

  

  

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月9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）経営成績に関する説明

ＳＹＳ 」効果や経費削減により営業利益106億2千万円（前年同期比56.8％増）、四半期純利益61

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に表示しておりました「保険返戻金」は、

金額的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、特別利益の「その他」に表示

しておりました71百万円は、「保険返戻金」62百万円、「その他」8百万円として組み替えております。 

  

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

（４）表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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   

現金預金 23,651 24,946

受取手形・完成工事未収入金等 96,579 69,700

未成工事支出金等 18,805 31,139

その他のたな卸資産 1,600 1,283

その他 9,060 8,231

貸倒引当金 △103 △62

流動資産合計 149,593 135,238

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 24,085 23,418

土地 38,324 38,207

その他（純額） 5,035 6,897

有形固定資産合計 67,444 68,523

無形固定資産 4,324 4,298

投資その他の資産   

投資有価証券 9,037 9,813

その他 12,509 12,373

貸倒引当金 △2,308 △2,142

投資その他の資産合計 19,239 20,044

固定資産合計 91,008 92,866

資産合計 240,602 228,105
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(単位：百万円)

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・工事未払金等 44,456 34,511

短期借入金 1,660 100

未払法人税等 2,978 2,489

未成工事受入金 1,526 3,218

引当金 207 347

その他 8,409 5,963

流動負債合計 59,238 46,629

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 5,077 4,569

役員退職慰労引当金 222 173

その他 989 862

固定負債合計 7,951 7,267

負債合計 67,190 53,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 55,440 55,467

利益剰余金 134,747 139,680

自己株式 △21,180 △25,813

株主資本合計 179,006 179,334

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,366 1,880

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 △6,724 △6,209

新株予約権 497 418

少数株主持分 631 664

純資産合計 173,411 174,208

負債純資産合計 240,602 228,105
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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：百万円)

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 132,203 140,577

売上原価 116,095 121,271

売上総利益 16,108 19,305

販売費及び一般管理費 9,332 8,679

営業利益 6,775 10,625

営業外収益   

受取利息 24 21

受取配当金 124 107

貸倒引当金戻入額 124 175

その他 136 127

営業外収益合計 410 432

営業外費用   

支払利息 2 4

為替差損 54 22

賃貸費用 21 15

その他 17 43

営業外費用合計 95 86

経常利益 7,090 10,972

特別利益   

負ののれん発生益 752 －

保険返戻金 62 194

その他 8 37

特別利益合計 823 232

特別損失   

構造改革費用 － 931

特別退職金 1,719 33

その他 402 232

特別損失合計 2,122 1,198

税金等調整前四半期純利益 5,791 10,006

法人税、住民税及び事業税 1,252 2,890

法人税等調整額 702 917

法人税等合計 1,955 3,808

少数株主損益調整前四半期純利益 3,836 6,197

少数株主利益 18 34

四半期純利益 3,818 6,163
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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：百万円)

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 3,836 6,197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30 513

その他の包括利益合計 30 513

四半期包括利益 3,867 6,710

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,848 6,677

少数株主に係る四半期包括利益 18 33
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該当事項はありません。 

  

  

当第２四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4,633百万円増加

し、25,813百万円となっております。この主な要因は、平成25年5月9日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成25年5月10日から平成25年9月19日までの期間に当社普通株式4,008千株を、総額4,999百万円に

て取得したためであります。 

  

（３）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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