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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第25期

第１四半期累計(会計)期間
第24期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 1,449,664 6,030,556

経常利益 (千円) 88,406 519,989

四半期(当期)純利益 (千円) 48,633 291,531

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － －

資本金 (千円) 308,900 308,900

発行済株式総数 (株) 17,500 17,500

純資産額 (千円) 1,506,071 1,494,066

総資産額 (千円) 2,360,661 2,550,537

１株当たり純資産額 (円) 86,061.21 85,375.23

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2,779.08 16,658.92

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) － －

１株当たり配当額 (円) － 2,200

自己資本比率 (％) 63.8 58.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 8,920 226,147

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △32,425 △137,873

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △36,601 △64,576

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 766,898 827,004

従業員数 (名) 472 448

(注)　1．当社は、連結財務諸表および四半期連結財務諸表を作成していないので、連結経営指標等については記載して

おりません。

　　　2．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　3．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　4．持分法を適用した場合の投資損益については、利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会

社のため、第24期および第25期第１四半期において記載を省略しております。

　　　5．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者および契約社員を含む。）で

あります。なお臨時雇用者はおりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数(名) 472

(注)　　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者および契約社員を含む。）で

あります。なお、臨時雇用者はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は、各種システムの提案、構築、保守および運用に係るサービスの提供を行っており、生産実績を定

義することは困難であるため記載しておりません。
　
　

(2) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績を事業区分ごとに示すと、下記のとおりであります。
　

事業区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

グループウェアソリューション事業 475,094 494,070

ＥＲＰソリューション事業 131,752 102,376

Ｗｅｂソリューション事業 268,115 254,984

 ネットワーク運用サービス事業 442,259 509,397

合計 1,317,2201,360,827

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業区分ごとに示すと、下記のとおりであります。
　

事業区分 販売高(千円)

グループウェアソリューション事業 480,028

ＥＲＰソリューション事業 166,706

Ｗｅｂソリューション事業 278,341

 ネットワーク運用サービス事業 524,588

合計 1,449,664

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

本項に記載した予想、見込、見通し、方針等の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日（平成20年８月

11日）現在において当社が判断したものであります。

　

（1）経営成績の分析

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱

や原油・原材料価格の高騰に伴う国内物価への影響等、景気の先行きに対する懸念が生じております。

また、このような環境の下、顧客においてはIT投資の厳選化が進み、かつその品質および価格等について

も従来以上に追求する傾向があります。また、業界全般の傾向としてIT技術者が不足していることから、

その安定的な確保が重要な経営課題となっており、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しておりま

す。

このような情勢の中、当社は成長分野および増益が顕著な領域に経営資源を集中し、営業活動を展開

した結果、当第１四半期会計期間における売上高は1,449,664千円、営業利益は85,409千円、経常利益は

88,406千円、四半期純利益は48,633千円となりました。

  事業区分別の実績は下記のとおりです。

1)　グループウェアソリューション事業は、ユーザ層の拡大や高付加価値ビジネスへのシフトなどが奏

効し、当第１四半期会計期間における売上高が480,028千円となりました。

2)　ＥＲＰソリューション事業は、従来以上に収益性を重視した案件選別を行った結果、当第１四半期

会計期間における売上高は166,706千円となりました。

3)　Ｗｅｂソリューション事業は、他事業の高付加価値案件へ人的資源をシフトした結果、当第１四半

期会計期間における売上高は278,341千円となりました。

4)　ネットワーク運用サービス事業は、マネージドサービス、インフラ構築サービス分野の需要が引き

続き堅調であることから、当第１四半期会計期間における売上高は524,588千円となりました。

　

（2）財政状態の分析

　　当第１四半期会計期間末の財政状態については次のとおりであります。

①資産の部

　  流動資産は、前事業年度末に比べて199,129千円減少し、1,682,346千円となりました。これは、仕掛品の

増加が45,208千円あったものの、現金及び預金の減少60,106千円、売掛金の減少184,451千円等があったた

めであります。

　  固定資産は、前事業年度末に比べて9,253千円増加し、678,315千円となりました。これは投資有価証券の

取得が9,743千円あったため等であります。

②負債の部

    流動負債は、前事業年度末に比べて186,768千円減少し、762,596千円となりました。これは、法人税等の

支払いによる未払法人税等の減少110,282千円、賞与の支給による賞与引当金の減少97,519千円があったた

めであります。

    固定負債は、前事業年度末に比べて15,112千円減少し、91,993千円となりました。これは返済による長

期借入金の減少5,000千円、役員退職慰労金の支給による未払役員退職金の減少7,680千円等があったため

であります。

③純資産の部

    純資産は、前事業年度末に比べて12,004千円増加し、1,506,071千円となりました。これは、配当金の支

払いによる繰越利益剰余金の減少が38,500千円あったものの、四半期純利益が48,633千円あったため等で
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あります。  

  この結果、自己資本比率は63.8％となりました。

　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純利

益が83,851千円生じ、売上債権の減少額が185,314千円あったものの、法人税等の支払額141,780千円、賞

与引当金の減少額97,519千円、たな卸資産の増加45,208千円、仕入債務の増加40,083千円等により、前事

業年度末に比べ、60,106千円減少し、当第１四半期会計期間末に766,898千円（前事業年度末827,004千

円）となりました。

　

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において、営業活動の結果獲得した資金は8,920千円となりました。

　これは主として、法人税等の支払額が141,780千円、賞与引当金の減少額97,519千円、役員賞与引当金の

減少額9,462千円、未払役員退職金の減少額7,680千円等があったものの、税引前四半期純利益が83,851千

円、売上債権の減少185,314千円等があったことによるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は32,425千円となりました。 

　これは主として、有形固定資産の取得による支出が11,666千円、無形固定資産の取得による支出が

10,549千円、投資有価証券の取得による支出が9,743千円等があったことによるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は36,601千円となりました。これは、配

当金の支払額が31,601千円、長期借入金の返済による支出が5,000千円によるものです。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な課題に変更およ

び新たに生じた課題はありません。

　

（5）研究開発活動

　　 特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 58,000

計 58,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,500 17,500
ジャスダック
証券取引所

（注）

計 17,500 17,500 ― ―

(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 － 17,500 － 308,900 － 248,900

　

　

(5) 【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、大株主の変動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,500 17,500 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 17,500 ― ―

総株主の議決権 ― 17,500 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が20株（議決権20個）含まれて

おります。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

　　　　　― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月

　
５月

　
６月

最高(円) 175,000190,000203,000

最低(円) 129,000153,000138,000

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四半期レ

ビューを受けております。なお、太陽ＡＳＧ監査法人は、平成20年７月15日付けをもって、法人組織を有限責

任監査法人へ移行し、名称を太陽ＡＳＧ有限責任監査法人に変更しております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 766,898 827,004

受取手形及び売掛金 704,473 889,788

仕掛品 53,418 8,209

その他 157,556 156,472

流動資産合計 1,682,346 1,881,475

固定資産

有形固定資産 ※1
 271,695

※1
 265,863

無形固定資産 166,287 170,723

投資その他の資産 240,331 232,475

固定資産合計 678,315 669,062

資産合計 2,360,661 2,550,537
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 376,983 417,066

一年内返済予定長期借入金 20,000 20,000

未払費用 123,125 80,460

未払法人税等 37,714 147,997

賞与引当金 103,708 201,228

役員賞与引当金 2,475 11,937

その他 98,588 70,673

流動負債合計 762,596 949,365

固定負債

長期借入金 5,000 10,000

その他 86,993 97,106

固定負債合計 91,993 107,106

負債合計 854,590 1,056,471

純資産の部

株主資本

資本金 308,900 308,900

資本剰余金 248,900 248,900

利益剰余金 946,161 936,027

株主資本合計 1,503,961 1,493,827

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,109 239

評価・換算差額等合計 2,109 239

純資産合計 1,506,071 1,494,066

負債純資産合計 2,360,661 2,550,537
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(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 1,449,664

売上原価 1,164,532

売上総利益 285,132

販売費及び一般管理費 ※1
 199,722

営業利益 85,409

営業外収益

受取利息 6

受取配当金 326

匿名組合投資利益 2,375

その他 416

営業外収益合計 3,125

営業外費用

支払利息 129

営業外費用合計 129

経常利益 88,406

特別損失

投資有価証券評価損 4,186

その他 367

特別損失合計 4,554

税引前四半期純利益 83,851

法人税、住民税及び事業税 35,217

四半期純利益 48,633
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(3)　【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 83,851

減価償却費 20,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,519

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,462

未払役員退職金の増減額（△は減少） △7,680

受取利息及び受取配当金 △332

支払利息 129

投資有価証券評価損益（△は益） 4,186

匿名組合投資損益（△は益） △2,375

固定資産除却損 116

売上債権の増減額（△は増加） 185,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,208

仕入債務の増減額（△は減少） △40,083

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,083

その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,921

その他 37

小計 150,513

利息及び配当金の受取額 332

利息の支払額 △144

法人税等の支払額 △141,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △11,666

無形固定資産の取得による支出 △10,549

投資有価証券の取得による支出 △9,743

敷金の差入による支出 △538

敷金の返還による収入 124

保険積立金の積立による支出 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △5,000

配当金の支払額 △31,601

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,106

現金及び現金同等物の期首残高 827,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 766,898
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１  会計方針の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準につ

いては、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。この変更に

よる損益に与える影響はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関して

は、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によってお

ります。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低

下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に

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。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む

事業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に乗じて計算する方法を採用して

おります。なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び

事業税に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 103,967千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　　98,683千円

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

       役員報酬 27,292千円

       給与手当 56,351千円

       賞与 2,917千円

       法定福利費 12,972千円

       減価償却費 4,366千円

       地代家賃 11,208千円

       支払手数料 15,374千円

       賞与引当金繰入額 12,798千円

       求人費 14,522千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 766,898千円

現金及び現金同等物 766,898千円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 17,500

　

　

２．自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

３．新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。
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４．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 38,500 2,200平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。

　

５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を

行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が

認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

(デリバティブ取引関係)

 当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

 該当事項はありません。
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(持分法損益等)

 当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。

　

(企業結合等関係)

  該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

86,061.21円 85,375.23円

　

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 2,779.08円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 48,633

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 48,633

普通株式の期中平均株式数(株) 17,500

　

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月７日

コムチュア株式会社

取締役会　御中

　

　　 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　並　　木　　健　　治　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　木　　智　　博　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコム

チュア株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第25期事業年度の第１四半期累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益

計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、コムチュア株式会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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