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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】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (百万円) 315,480 295,851 316,092 331,341 328,631

経常利益 (百万円) 12,140 12,969 22,914 28,078 28,121

当期純利益 (百万円) 9,543 7,173 13,284 16,389 16,767

包括利益 (百万円) 9,703 7,946 14,619 16,896 20,249

純資産額 (百万円) 161,768 164,574 173,411 179,414 194,038

総資産額 (百万円) 237,436 228,135 240,602 250,561 264,019

１株当たり純資産額 (円) 1,238.66 1,289.57 1,401.05 1,514.73 1,682.70

１株当たり当期純利益 (円) 73.92 55.50 106.82 136.08 142.72

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 73.80 55.38 106.40 135.34 141.90

自己資本比率 (％) 67.7 71.7 71.6 71.1 73.0

自己資本利益率 (％) 6.1 4.4 7.9 9.4 9.0

株価収益率 (倍) 11.38 16.14 10.69 11.89 10.41

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,585 31,734 3,963 24,185 26,575

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,418 △4,015 △7,554 △6,228 △11,882

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △364 △11,901 △6,489 △10,511 △12,199

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 17,635 33,454 23,469 30,915 33,435

従業員数 (人) 10,012 9,758 9,798 9,625 9,931
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 従業員数は、就業人員数であります。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

営業収益 (百万円) 3,311 3,477 3,356 3,382 5,495

経常利益 (百万円) 2,550 2,715 2,590 2,567 4,626

当期純利益 (百万円) 2,406 2,695 2,530 2,493 4,658

資本金 (百万円) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

発行済株式総数 (千株) 145,977 145,977 145,977 145,977 145,977

純資産額 (百万円) 94,252 91,423 87,919 80,562 76,263

総資産額 (百万円) 135,357 135,330 143,237 142,808 135,959

１株当たり純資産額 (円) 719.19 716.08 709.40 679.06 660.80

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当額)

(円)
(円)

20.00 20.00 20.00 25.00 30.00
(10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (15.00)

１株当たり当期純利益 (円) 18.58 20.75 20.30 20.66 39.58

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 18.55 20.70 20.22 20.55 39.35

自己資本比率 (％) 69.4 67.2 61.0 56.1 55.7

自己資本利益率 (％) 2.6 2.9 2.8 3.0 6.0

株価収益率 (倍) 45.26 43.18 56.26 78.32 37.52

配当性向 (％) 107.63 96.38 98.52 121.02 75.79

従業員数 (人) 42 44 43 45 45
 

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２ 従業員数は、就業人員数であります。

３　第11期事業年度の１株当たり配当額25円には、創立10周年の記念配当５円が含まれております。

４　第12期事業年度の１株当たり配当額30円には、普通配当増配による10円（中間配当額５円、期末配当額５

円）が含まれております。
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２ 【沿革】

当社は、平成15年９月に日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社（平成17年４月に商号

を株式会社三和エレックから変更）及び株式会社ＴＯＳＹＳ（平成24年10月に商号を東日本システム建設株式会社か

ら変更）の３社の株式移転により、純粋持株会社「コムシスホールディングス株式会社」として設立されました。

当社設立以降の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。

 

年　　月 概　　　　　　　　　　　　要

平成15年９月 日本コムシス株式会社、株式会社三和エレック及び東日本システム建設株式会社が株式移転によ

り当社を設立。

当社の普通株式を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所（現　株式会社大阪取引

所）の市場第一部に上場。

平成16年９月 株式会社三和エレックの第三者割当増資を引き受け。

平成17年１月 株式会社三和エレックのＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業を日本コムシス株式会社に集約。

平成17年４月 株式会社三和エレックはサンワコムシスエンジニアリング株式会社に商号変更。

日本コムシス株式会社の電気通信エンジニアリング事業のうちキャリア系ビジネスをサンワコム

シスエンジニアリング株式会社に集約。

平成17年10月 株式交換により國際電設株式会社（現　ウィンテック株式会社）を完全子会社化し、同日付で日

本コムシス株式会社の完全子会社化。

平成19年４月 コムシスシェアードサービス株式会社を日本コムシス株式会社から当社の完全子会社とし、コム

シスグループの共通業務アウトソーシング会社の位置付けを明確化。

平成21年４月 日本コムシス株式会社のＩＴソリューション事業のうちソフトウェア開発事業を、新設分割によ

り設立したコムシス情報システム株式会社へ承継し、同日付でコムシス情報システム株式会社を

当社の完全子会社化。

平成22年10月 株式交換により株式会社つうけんを完全子会社化。

平成24年10月 東日本システム建設株式会社は株式会社ＴＯＳＹＳに商号変更。

平成25年２月 株式会社つうけんを存続会社として、北東電設株式会社と合併。

平成25年７月 株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所（現　株式会社大阪取引所）の市場統合に伴

い、大阪証券取引所市場への上場廃止。

平成25年10月 株式会社つうけんを存続会社として、株式会社つうけんハーテック、株式会社つうけん道央エン

ジニアリング、株式会社つうけん道北エンジニアリング、株式会社つうけん道東エンジニアリン

グ、株式会社つうけん道南エンジニアリングと合併。
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３ 【事業の内容】

当社を持株会社とする「コムシスグループ」は、当社及び日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリン

グ株式会社、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社つうけん、コムシス情報システム株式会社の５統括事業会社に加え、子

会社42社及び関連会社８社から構成され、電気通信設備工事事業及び情報処理関連事業等を主な事業内容としており

ます。

事業の系統図は概ね次のとおりであります。

平成27年３月31日現在
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４ 【関係会社の状況】
 

平成27年３月31日現在

名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)      

日本コムシス㈱    　(注)２、５
東京都
品川区

31,140
日本コムシス

グループ
100.0

 

経営管理に関する契約を締結
しております。
役員の兼任       ９名

サンワコムシスエンジニアリング㈱
　　　　　　　　　　 (注)２、５

東京都
杉並区

3,624
サンワコムシス

エンジニアリング

グループ

100.0
 

経営管理に関する契約を締結
しております。
役員の兼任       ２名

㈱ＴＯＳＹＳ
長野県
長野市

450
ＴＯＳＹＳ

グループ
100.0

 

経営管理に関する契約を締結
しております。
役員の兼任       ２名

㈱つうけん      　　　 (注)２
札幌市
白石区

1,432 つうけんグループ 100.0
経営管理に関する契約を締結
しております。
役員の兼任　　　　２名

コムシス情報システム㈱
東京都
港区

450
コムシス情報

システムグループ
100.0

経営管理に関する契約を締結
しております。
役員の兼任       ２名

コムシスシェアードサービス㈱
東京都
港区

75 その他 100.0
業務の一部を委託しておりま
す。
役員の兼任       ２名

コムシスモバイル㈱
東京都
港区

54
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシスエンジニアリング㈱
東京都
杉並区

80
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

ウィンテック㈱
埼玉県
戸田市

80
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシス関西エンジニアリング㈱
大阪市
東成区

50
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシス九州エンジニアリング㈱
福岡市
博多区

50
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

㈱フォステクノ四国
徳島県
板野郡

50
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

通信電設㈱
横浜市
都筑区

30
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

日本海通信建設㈱
新潟県
妙高市

87
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

八代通信建設㈱
大阪市
中央区

34
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシス北海道エンジニアリング㈱
北海道
札幌市

20
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

㈱日本エコシステム
東京都
港区

372
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

㈱日本ソーラーパワー
東京都
港区

40
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシスネット㈱
東京都
品川区

50
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシス東北テクノ㈱
仙台市
若林区

50
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

コムシス通産㈱
東京都
港区

60
日本コムシス

グループ

100.0
(100.0)

事務用機器等のリースを受け
ております。
役員の兼任　　　　１名

㈱大栄製作所
東京都
品川区

60
日本コムシス

グループ

60.7
(60.7)

営業上の取引はありません。

三和電子㈱
東京都
千代田区

90
サンワコムシス

エンジニアリング

グループ

96.0
(96.0)

営業上の取引はありません。

㈱エス・イー・シー・ハイテック
千葉県
我孫子市

30
サンワコムシス

エンジニアリング

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

サンコムテクノロジ㈱
東京都
北区

30
サンワコムシス

エンジニアリング

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。
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名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

㈱アルスター
長野県
長野市

40
ＴＯＳＹＳ

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

㈱トーシス新潟
新潟市
西区

42
ＴＯＳＹＳ

グループ

91.5
(91.5)

営業上の取引はありません。

チューリップライフ㈱
新潟市
西区

40
ＴＯＳＹＳ

グループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。

㈱つうけんアドバンスシステムズ
札幌市
東区

350 つうけんグループ
100.0

(100.0)
営業上の取引はありません。

㈱つうけんアクティブ
北海道
石狩市

80 つうけんグループ
100.0

(100.0)
営業上の取引はありません。

㈱つうけんアクト
札幌市
北区

50 つうけんグループ
100.0

(100.0)
営業上の取引はありません。

つうけんビジネス㈱
札幌市
白石区

20 つうけんグループ
100.0

(100.0)
営業上の取引はありません。

コムシステクノ㈱
東京都
品川区

50
コムシス情報

システムグループ

100.0
(100.0)

営業上の取引はありません。
 

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２ 特定子会社であります。

３ 上記連結子会社33社は、いずれも有価証券報告書または有価証券届出書を提出しておりません。また、当社

との「資金の集中・配分等のサービスに関する基本契約書」に基づき、キャッシュマネジメントシステム

（ＣＭＳ）を通じてコムシスグループ相互間で余剰不足資金を融通し、資金の効率化を図っております。

４ 議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

５ 日本コムシス株式会社及びサンワコムシスエンジニアリング株式会社については、売上高（連結会社相互間

の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

日本コムシス株式会社の主要な損益情報等

①　売上高               181,062百万円

②　経常利益              19,995百万円

③　当期純利益            13,696百万円

④　純資産額           　170,597百万円

⑤　総資産額             215,874百万円

サンワコムシスエンジニアリング株式会社の主要な損益情報等

①　売上高                48,386百万円

②　経常利益               3,320百万円

③　当期純利益             2,117百万円

④　純資産額              16,810百万円

⑤　総資産額              23,711百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成27年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

日本コムシスグループ 5,093

サンワコムシスエンジニアリンググループ 1,437

ＴＯＳＹＳグループ 1,034

つうけんグループ 1,658

コムシス情報システムグループ 510

その他 199

合計 9,931
 

(注) 従業員数は、就業人員数であります。なお、当連結会計年度末における臨時従業員の総数は従業員数の100分の

10未満であるため記載しておりません(以下「(2)提出会社の状況」においても同じであります。)。

 

(2) 提出会社の状況

平成27年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

45 49.2 22.4 9,403,313
 

 

セグメントの名称 従業員数(人)

その他 45

合計 45
 

(注) １ 従業員数は、就業人員数であり、主としてグループ会社の出向者からなるため、平均勤続年数は各社での勤

続年数を通算しております。

２ 平均年間給与は、平成27年３月31日に在籍した従業員の給与の他、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

コムシスグループは、コムシス関連労働組合協議会（組合員数2,831人）、サンコムユニオン（組合員数498

人）、トーシスグループ労働組合（組合員数668人）及び北海道情報通信建設労働組合（組合員数476人）があり、

それぞれ情報産業労働組合連合会に属しております。

なお、労使関係については良好であり、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

＜コムシスグループの業績＞

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀の推し進める経済・財政政策を背景に、企業業績の堅調さや

設備投資の増加がみられるなど、緩やかな回復基調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、光アクセスのサービス卸による新たな需要拡大、Ｌ

ＴＥ等の高速無線ブロードバンドサービスのエリア拡大、更にはウェアラブル端末等の多様化・高機能化に向けた

技術革新など、サービス内容やマーケット状況が大きく変化してきております。

また、公共・民間分野におきましては、東日本大震災の本格復興、国土強靭化施策、再生可能エネルギー事業及

び東京オリンピック・パラリンピック等により社会インフラ投資の拡大が期待されております。

コムシスグループといたしましては、通信事業者の設備投資の抑制があったものの、メガソーラー関連事業をは

じめとするグリーンイノベーション事業への参画、公共事業・ＩＣＴ事業の受注活動及びＭ＆Ａなどによるトップ

ラインの拡大に積極的に取り組んでまいりました。また、受注から施工管理までをトータルでマネジメントする施

工ＩＴプラットフォームの活用など施工効率の向上にも努めてまいりました。

このような状況のもと、ＩＴソリューション事業や太陽光建設工事を含む社会基盤関連事業が好調に推移したこ

とにより、受注高3,369億７千万円（前期比2.7％増）となりました。一方、通信事業者の設備投資の抑制や電力会

社における系統連系の保留等により、売上高3,286億３千万円（前期比0.8％減）となりました。

削減等により、経常利益281億２千万円（前期比0.2％増）、当期純利益167億６千万円（前期比2.3％増）と増益と

なりました。

なお、グループ別の業績については、以下のとおりであります。

 

 グループ別の受注高・売上高・セグメント利益[営業利益]　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

セグメントの名称
受注高 売上高

セグメント利益

[営業利益]

金 額 増減率 金 額 増減率 金 額 増減率

日本コムシスグループ 212,569 5.7％ 202,398 2.8％ 19,991 1.7％

サンワコムシスエンジニアリンググループ 53,571 △5.7％ 56,178 △8.1％ 3,764 △7.8％

ＴＯＳＹＳグループ 22,889 △1.0％ 22,242 △11.8％ 888 △4.1％

つうけんグループ 40,724 3.7％ 40,400 0.5％ 2,241 13.5％

コムシス情報システムグループ 6,687 △7.8％ 6,880 △5.8％ 542 5.4％
 

(注) 「受注高」及び「売上高」は外部顧客への取引高を記載しております。なお、「セグメント利益」は当社及び

セグメント間取引により生じた利益を含んでおります。
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＜日本コムシスグループの業績＞

日本コムシスグループは、通信事業者の設備投資の抑制があったものの、国土強靭化施策の公共事業、太陽光発

電の再生可能エネルギー事業及びＭ＆Ａなどによるトップラインの拡大に取り組みました。その一環として日本エ

コシステムグループを連結対象といたしました。

この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も構造改革の効果及び経費削減により増益となりました。

　

＜サンワコムシスエンジニアリンググループの業績＞

サンワコムシスエンジニアリンググループは、「ＮＣＣ分野における断トツＮＯ.１企業」を目指し、社員のマル

チスキル化、モバイル管理システム“ＳｕｎＭＯＳ（サンモス）”の活用等の各種施策を推進してまいりました。

しかしながら、受注高及び売上高は官公庁・電設工事等が好調に推移したものの、通信事業者の設備投資の抑制

により減少となり、営業利益も経費削減に努めたものの、減収の影響を補うまでには至らず減益となりました。

　

＜ＴＯＳＹＳグループの業績＞

ＴＯＳＹＳグループは、企業価値の最大化を目指し「グループ一体事業運営」を推進するため、各社の役割分担

を見直すとともに、利益確保とトップライン拡大に向けた体制強化にも取り組んでまいりました。

しかしながら、受注高及び売上高はＮＴＴの光化の充足や電設事業の前期繰越工事高の大幅減などにより減少と

なり、営業利益も経費削減に努めたものの、減収の影響を補うまでには至らず減益となりました。

　

＜つうけんグループの業績＞

つうけんグループは、前期行った構造改革に加えて、「人材育成改革」として人事制度の再設計、人材育成方法

の見直しなどを実施するとともに、安全・品質・納期の確保にも取り組んでまいりました。

この結果、受注高はＮＴＴアクセス系事業のメタルケーブル更改工事により増加し、売上高も官公庁工事やＩＴ

関連事業が順調に完成したことにより増加となりました。また、営業利益も構造改革の効果等により増益となりま

した。

　

＜コムシス情報システムグループの業績＞

コムシス情報システムグループは、通信事業者系ビジネスの減少を最小限に抑えるとともに、ベンダー系セカン

ダリービジネスである交通系や金融系を中心に事業拡大に取り組んでまいりました。

この結果、受注高及び売上高は減少となったものの、営業利益はプロジェクトマネジメント強化により増益とな

りました。

 

（参考）＜当社（持株会社）の状況＞

当社は、日本コムシス株式会社等統括事業会社から経営管理料として９億円、配当金として45億８千万円を収受

いたしました。この結果、営業収益54億９千万円、営業利益46億１千万円及び当期純利益46億５千万円となりまし

た。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億１千万円増加し、334億３千万円

（前期比8.2％増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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＞

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益272億８千万円、減価償却費46億７千万円など

の増加要因に対し、法人税等の支払額127億７千万円などの減少要因を差し引いた結果、265億７千万円の収入(前

連結会計年度は241億８千万円の収入)となりました。

 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出73億４千万円、連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出25億７千万円などにより、118億８千万円の支出(前連結会計年度は62億２千万円

の支出)となりました。

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出79億５千万円、配当金の支払額35億４千万

円などにより、121億９千万円の支出(前連結会計年度は105億１千万円の支出)となりました。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

コムシスグループが営んでいる事業の大部分を占める電気通信設備工事事業では生産実績を定義することが困難で

あり、また請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐいません。

よって「生産、受注及び販売の状況」については、当社の連結での受注、売上及び手持高の状況をセグメント別に

記載しております。

 

(1) 受注実績

セグメントの名称

前連結会計年度
 （自 平成25年４月１日
　 至 平成26年３月31日）

（百万円）

当連結会計年度
 （自 平成26年４月１日
　 至 平成27年３月31日）

（百万円）

増減率
（％）

日本コムシスグループ 201,020 212,569 5.7

サンワコムシスエンジニアリンググループ 56,793 53,571 △5.7

ＴＯＳＹＳグループ 23,120 22,889 △1.0

つうけんグループ 39,286 40,724 3.7

コムシス情報システムグループ 7,250 6,687 △7.8

その他 509 530 4.2

合　　　　計 327,981 336,973 2.7
 

(注) １ 受注実績は外部顧客への取引高を記載しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 売上実績

セグメントの名称

前連結会計年度
 （自 平成25年４月１日
  至 平成26年３月31日）

（百万円）

当連結会計年度
　(自　平成26年４月１日
  至　平成27年３月31日）

（百万円）

増減率
（％）

日本コムシスグループ 196,969 202,398 2.8

サンワコムシスエンジニアリンググループ 61,115 56,178 △8.1

ＴＯＳＹＳグループ 25,226 22,242 △11.8

つうけんグループ 40,214 40,400 0.5

コムシス情報システムグループ 7,306 6,880 △5.8

その他 509 530 4.2

合　　　　計 331,341 328,631 △0.8
 

(注) １ 売上実績は外部顧客への取引高を記載しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 主な相手先別の売上及びその割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
　(自 平成25年４月１日

  至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
　(自 平成26年４月１日

　 至 平成27年３月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

ＮＴＴグループ 193,884 58.5 183,687 55.9
 

(注) １ ＮＴＴグループは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ等であります。

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3)手持高

セグメントの名称

前連結会計年度
　(自 平成25年４月１日 
　 至 平成26年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度
　(自 平成26年４月１日
　 至 平成27年３月31日)

（百万円）

増減率
（％）

日本コムシスグループ 66,520 76,691 15.3

サンワコムシスエンジニアリンググループ 11,330 8,723 △23.0

ＴＯＳＹＳグループ 4,070 4,717 15.9

つうけんグループ 6,344 6,667 5.1

コムシス情報システムグループ 1,552 1,360 △12.4

その他 ― ― ―

合　　　　計 89,818 98,160 9.3
 

(注) １ 手持高は外部顧客への取引高を記載しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

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、光アクセスのサービス卸による新たな需要拡大が見込

まれるとともに、クラウドコンピューティングの利用拡大が進むなか、つながりやすさや通信速度の高速化、次世代

のウェアラブル端末等の多様化・高機能化に向けた技術革新など、サービス内容やマーケット状況が大きく変化して

きております。

また、公共・民間分野におきましては、ＩＣＴを活用した農業、医療、防災、電子行政などの分野でモノ・サービ

スをつなげる新たなイノベーション及び2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う無電柱化や高速道路

の整備などが期待されております。

しかし、足元の事業環境におきましては、通信事業者の投資構造はインフラ整備からコンテンツ等のサービスへの

投資に大きく転換するとともに、工事の小規模化により設備投資が減少するなど厳しさが増すことが想定されます。

をより一層進めてまいりますが、以下の項目を対処すべき課題として認識しております。

 

①トップラインの拡大

　　・ 公共投資・ＩＣＴ投資の増加に対応した積極的受注の拡大

・ 太陽光事業を含めたグリーンイノベーション事業への積極的参画及び拡大

 　 （電力の自由化等に伴う新たな事業領域の拡大）

・ 「スマート社会」へ向けた新たな事業領域へのチャレンジ

・ Ｍ＆Ａ・アライアンスの強化

　

②構造改革の推進

・ 成長事業への要員流動

・ 社員のマルチスキル化によるリソースの最大活用

・ グループ会社の一体的な営業・施工体制の強化

・ 受注から施工管理までをトータルにマネジメントする施工ＩＴプラットフォームの活用

 

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてコムシスグループが判断したものであります。

 

(1) 特定取引先への依存に伴うリスク

コムシスグループの主たる事業はＮＴＴグループ各社を主要取引先とした電気通信設備工事事業でありますが、

その依存度が50％を超えているため、ＮＴＴグループ各社の設備投資の規模や構造等の動向により、コムシスグ

ループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
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(2) 安全品質に関するリスク

コムシスグループは「安全・品質と信頼の確保」を最優先に、人身事故はもとより設備事故を含めた「事故の撲

滅」を目標に、協力会社を含めた社員研修等の実施により、工事の安全品質管理の徹底に取り組んでおります。し

かしながら、万が一、事故を発生させた場合、各取引先からの信頼を失うとともに、一定期間指名停止等による受

注機会の喪失や瑕疵担保責任及び製造物責任の履行等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しており

ます。

また、コムシスグループは、個人情報を含む取引先から委託された情報等の管理については、統括事業会社のＩ

ＳＯ/ＩＥＣ27001（情報セキュリティマネジメントシステム）やプライバシーマークの認証取得の実績を活かし、

グループ全体として情報セキュリティ管理に万全を期しております。しかしながら、万が一、預かった情報の処

理・保管等の再委託先による情報流出や外部からの不正アクセス等の犯罪行為による情報漏洩が発生した場合、各

取引先に対する信頼を失うとともに、管理責任を問われる損害賠償責任の履行等により、グループの業績に影響を

及ぼすリスクを有しております。

 

(3) 業績の季節変動に伴うリスク

コムシスグループの主たる事業である電気通信設備工事事業においては、受注及び売上の計上が第４四半期に偏

重する傾向があるため、連結会計期間の上半期と下半期のグループ業績に著しい相違が生じるリスクを有しており

ます。

 

(4) 保有資産に関するリスク

コムシスグループは、事業運営上の必要性から、不動産や有価証券等の資産や年金資産を保有しておりますが、

時価の変動等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。

 

(5) 取引先の信用リスク

コムシスグループは、取引先に関して外部調査機関等の利用によるリアルタイムな与信管理を厳格に行うととも

に、法務部門による契約書審査を行うなど、信用リスク回避に向けて万全の体制を構築しております。しかしなが

ら、万が一、取引先の信用不安が発生した場合、当該取引先が顧客であれば工事代金の回収不能の発生、または、

外注先であれば工事の施工遅延等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

コムシスグループは、新規事業分野に係る技術開発と、施工効率及び安全・品質の向上に関する各事業の技術支援

活動に取り組んでおり、当連結会計年度の研究開発費の総額は、１億１千万円であります。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてコムシスグループが判断したものであります。

 

(1) 重要な会計方針及び見積り

コムシスグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。この連結財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積り及び判断は合理的な基準に基づき実施

しておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらの見積りとは異なる場合があります。な

お、詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項　連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」に記載しております。

 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

①　概要

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(１)業績」に記載のように、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、光アクセスのサービス卸による新たな需要拡大、ＬＴＥ等の高速無線ブロードバンドサー

ビスのエリア拡大、更にはウェアラブル端末等の多様化・高機能化に向けた技術革新など、サービス内容やマー

ケット状況が大きく変化してきております。

また、公共・民間分野におきましては、東日本大震災の本格復興、国土強靭化施策、再生可能エネルギー事業

及び東京オリンピック・パラリンピック等により社会インフラ投資の拡大が期待されております。

このような状況のもと、通信事業者の設備投資の抑制があったものの、メガソーラー関連事業をはじめとする

グリーンイノベーション事業への参画、公共事業・ＩＣＴ事業の受注活動及びＭ＆Ａなどによるトップラインの

拡大に積極的に取り組んでまいりました。また、受注から施工管理までをトータルでマネジメントする施工ＩＴ

プラットフォームの活用など施工効率の向上にも努めてきた結果、当連結会計年度の売上高は3,286億３千万円、

営業利益は276億７千万円、経常利益は281億２千万円、当期純利益は167億６千万円となりました。

　

②　売上高

通信事業者の設備投資の抑制や電力会社における系統連系の保留等により、当連結会計年度の売上高は3,286億

３千万円となり、前連結会計年度に比べ27億１千万円の減収となりました。

　

③　営業利益

度の営業利益は276億７千万円となり、前連結会計年度に比べ１億円の増益となりました。

　

④　経常利益

当連結会計年度の営業外収益は７億円となりました。これは受取配当金２億１千万円などによるものでありま

す。また、営業外費用は２億５千万円となりました。これは、貸倒引当金繰入額１億６千万円などによるもので

あります。この結果、当連結会計年度の経常利益は281億２千万円となり、前連結会計年度に比べ４千万円の増益

となりました。

 

⑤　当期純利益

当連結会計年度の特別利益は２億２千万円となりました。これは保険返戻金５千万円などによるものでありま

す。また、特別損失は10億６千万円となりました。これは、減損損失４億３千万円などによるものであります。

この結果、当連結会計年度の当期純利益は167億６千万円となり、前連結会計年度に比べ３億７千万円の増益とな

りました。
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(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載しております。

 

(4) 経営戦略の現状と見通し

「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載しております。

 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　財政状態

（資産の部）

当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ46億１千万円減少し、1,518億７千万円とな

りました。これは受取手形・完成工事未収入金等が41億５千万円減少したことなどによるものであります。当

連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ180億７千万円増加し、1,121億４千万円となり

ました。これは投資その他の資産が120億８千万円増加したことなどによるものであります。

この結果、当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ134億５千万円増加し、2,640億

１千万円となりました。

（負債の部）

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ29億２千万円減少し、607億９千万円となり

ました。これは未払法人税等が29億９千万円減少したことなどによるものであります。当連結会計年度末にお

ける固定負債は、前連結会計年度末に比べ17億６千万円増加し、91億８千万円となりました。これは繰延税金

負債が25億５千万円増加したことなどによるものであります。

この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億６千万円減少し、699億８千

万円となりました。

（純資産の部）

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ146億２千万円増加し、1,940億３千万円

となりました。これは当期純利益の計上などにより利益剰余金が161億２千万円増加し、また、自己株式の取得

等により自己株式が61億９千万円増加し、純資産が減少したことなどによるものであります。

なお、自己資本比率は前連結会計年度の71.1％から当連結会計年度は73.0％になりました。

 

②　キャッシュ・フロー

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

 

③　財政政策

コムシスグループでは、有利子負債を圧縮し、連結ベースでの資金管理の強化を図るため、キャッシュマネジ

メントシステム（ＣＭＳ）を導入しております。また、当社において、緊急時の資金調達手段の確保等を目的と

して総額60億円の貸出コミットメント契約を締結しております。

 

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載しております。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施いたしましたコムシスグループの設備投資総額は78億２千万円であります。その主な

ものは、工事基地等を集約し生産性の向上を図るため、日本コムシス株式会社による土地取得（福岡県筑紫野市）と

新拠点の建物建設（大阪市住之江区）、株式会社ＴＯＳＹＳによる土地取得（長野県松本市）であります。また、コ

ムシスグループの既存経理システムのハードウェア更改やワークフローの標準化・統合を目的としたシステム開発の

ほか、工事車両及び工具器具備品の拡充・更新等への投資であります。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

該当事項はありません。

 

(2) 国内子会社

平成27年３月31日現在

会社名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物・

構築物

機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地

(面積千㎡)

リース

資産
合計

日本コムシス㈱
(東京都品川区)

日本コムシスグループ
工事基地
事務所

16,570 610
28,562

(190)
644 46,388 3,046

サンワコムシス
エンジニアリング㈱
(東京都杉並区)

サンワコムシスエンジ

ニアリンググループ

工事基地

事務所
705 73

984

(3)
14 1,777 697

㈱ＴＯＳＹＳ
(長野県長野市)

ＴＯＳＹＳグループ
工事基地

事務所
1,828 160

2,738

(99)
12 4,740 658

㈱つうけん
(札幌市白石区）

つうけんグループ
工事基地

事務所
3,782 131

3,302

(704)
― 7,216 812

コムシス情報システム㈱
(東京都港区)

コムシス情報システム

グループ

工事基地

事務所
1 11

―

(―)
― 13 366

コムシスシェアード
サービス㈱
(東京都港区)

その他
寮・社宅

事務所
1,473 19

932

(3)
― 2,425 154

 

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

日本コムシス㈱

（仮称）大阪新テクノ

ステーション

（大阪市住之江区）

日本コムシス

グループ

工事基地

事務所
2,766 1,788 自己資金

平成26年

10月

平成27年

10月

分散施設の集約等に

よる作業効率の向上

㈱ＴＯＳＹＳ

（仮称）松本事業所

（長野県松本市）

ＴＯＳＹＳ

グループ

工事基地

事務所
1,350 585 自己資金

平成27年

８月

平成28年

２月

分散施設の集約等に

よる作業効率の向上

日本コムシス㈱

（仮称）福岡新テクノ

ステーション

（福岡県筑紫野市）

日本コムシス

グループ

工事基地

事務所
1,320 635 自己資金

平成27年

８月

平成28年

３月

分散施設の集約等に

よる作業効率の向上

 

 

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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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 580,000,000

計 580,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成27年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年６月26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 145,977,886 145,977,886
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

計 145,977,886 145,977,886 ― ―
 

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 18/123



 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権

第３回新株予約権
取締役会の決議日(平成21年８月７日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　  475　(注)１ 　　　 475　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　47,500　(注)１、２ 　　 47,500　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　１ 同左

新株予約権の行使期間
 平成21年８月25日～
平成51年８月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        947
資本組入額      474

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成50年８月25日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
る。但し、取締役会決議
に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する
割当契約（以下「新株予
約 権 割 当 契 約 」 と い
う。）に定める条件によ
る。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

４．その他の条件について
は、新株予約権割当契約
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)３ 　(注)３
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(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。

２  新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含
む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整
は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端
数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす
る。

３  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 20/123



 

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権　

第４回新株予約権
取締役会の決議日(平成22年８月10日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　　 678　(注)１ 　　　　678　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　67,800　(注)１、２ 　　67,800　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　1 同左

新株予約権の行使期間
 平成22年８月27日～
平成52年８月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      605
資本組入額    303

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成51年８月27日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
るものとする。但し、こ
の場合、相続人は新株予
約権者が死亡した日から
６ヵ月間に限り本新株予
約権を行使できるものと
する。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)３ (注)３
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。

　　 ２ 新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。
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３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権　

第５回新株予約権
取締役会の決議日(平成23年８月10日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　　　930　(注)１        930 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　 93,000　(注)１、２ 　　 93,000　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　1 同左

新株予約権の行使期間
 平成23年８月27日～
平成53年８月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      631
資本組入額    316

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成52年８月27日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
るものとする。但し、こ
の場合、相続人は新株予
約権者が死亡した日から
６ヵ月間に限り本新株予
約権を行使できるものと
する。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)３ (注)３
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。

　　 ２ 新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。
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３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権

第６回新株予約権
取締役会の決議日(平成24年８月８日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個)    903　(注)１ 　　　887　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　 90,300　(注)１、２    88,700 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　１ 同左

新株予約権の行使期間
 平成24年８月25日～
平成54年８月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 　 　862 
　　資本組入額　　431　　 

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成53年８月25日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
るものとする。但し、こ
の場合、相続人は新株予
約権者が死亡した日から
６ヵ月間に限り本新株予
約権を行使できるものと
する。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)３ (注)３
 

(注) １  新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由に

よる権利消滅分を減じた数を記載している。

　　 ２ 新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。
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３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権

第７回新株予約権
株主総会の特別決議日(平成24年６月28日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　　 1,574　(注)１ 　　　980　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 157,400　(注)１、２、３ 98,000　(注)１、２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1,005 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
 平成26年８月29日～
平成30年８月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格   1,005   
  資本組入額 　 503    

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、権
利行使時において当社ま
たは当社子会社の取締
役、監査役、執行役員ま
たは従業員のいずれかの
地位を有していることを
要する。ただし、任期満
了による退任、定年また
は会社都合による退職の
場合はこの限りではな
い。

２．新株予約権の相続はこれ
を認めない。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)５ 　(注)５
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由に

よる権利消滅分を減じた数を記載している。

２ 各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。但し、(注)３の定め

により付与株式数の調整を受けることがある。

３ 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）また

は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使さ

れていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割または併合の比率
 

    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。

４ 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）をそれぞれ調整する。

(1)　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率
 

(2)　当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時　　価

既発行株式数＋新規発行株式数
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上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の

数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」と読み替えるものとする。

(3)　当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)４(3)で定められる行使価額を

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）６の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

６　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承

認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の

規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権

を無償で取得することができる。
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会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権

第８回新株予約権
取締役会の決議日(平成25年８月６日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個)        814　(注)１        810　（注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　 81,400　(注)１、２ 　 81,000 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　１ 同左

新株予約権の行使期間
 平成25年８月24日～
平成55年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,075
資本組入額   538

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成54年８月24日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
るものとする。但し、こ
の場合、相続人は新株予
約権者が死亡した日から
６ヵ月間に限り本新株予
約権を行使できるものと
する。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)３ (注)３
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。

　　 ２ 新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。
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３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権

第９回新株予約権
株主総会の特別決議日(平成25年６月27日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　3,425　(注)１ 　　3,425　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　342,500　(注)１、２、３ 342,500　(注)１、２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1,366 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
 平成27年８月24日～
平成31年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格   1,366   
  資本組入額 　 683    

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、権
利行使時において当社ま
たは当社子会社の取締
役、監査役、執行役員ま
たは従業員のいずれかの
地位を有していることを
要する。ただし、任期満
了による退任、定年また
は会社都合による退職の
場合はこの限りではな
い。

２．新株予約権の相続はこれ
を認めない。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)５ 　(注)５
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分

を減じた数を記載している。

２ 各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。但し、(注)３の定め

により付与株式数の調整を受けることがある。

３ 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）また

は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使さ

れていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割または併合の比率
 

    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。

４ 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）をそれぞれ調整する。

(1)　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率
 

(2)　当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時　　価

既発行株式数＋新規発行株式数
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上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の

数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」と読み替えるものとする。

(3)　当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)４(3)で定められる行使価額を

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）６の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

６　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承

認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の

規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権

を無償で取得することができる。
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会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権

第10回新株予約権
取締役会の決議日(平成26年８月５日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 543 　　　 539　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　54,300　(注)２ 　　 53,900　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　　１ 同左

新株予約権の行使期間
 平成26年８月23日～
平成56年８月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,746
資本組入額   873

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、当
社または当社完全子会社
の取締役の地位に基づき
割当てを受けた新株予約
権につき、当該会社の取
締役の地位を喪失した日
の翌日から10日間以内
に、新株予約権を行使す
ることができるものとす
る。但し、新株予約権者
が当該会社の取締役の地
位にある場合において
も、平成55年８月23日以
降においては新株予約権
を行使することができる
ものとする。

２．新株予約権者が死亡した
場合、相続人は新株予約
権を承継することができ
るものとする。但し、こ
の場合、相続人は新株予
約権者が死亡した日から
６ヵ月間に限り本新株予
約権を行使できるものと
する。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)３ (注)３
 

(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。

　　 ２ 新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整

は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。
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３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）４の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

４　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権

第11回新株予約権
株主総会の特別決議日(平成26年６月27日)

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 3,730 3,730

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　373,000　(注)１、２ 373,000　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1,969 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
 平成28年８月23日～
平成32年８月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格   1,969   
 資本組入額 　 985    

同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、権
利行使時において当社ま
たは当社子会社の取締
役、監査役、執行役員ま
たは従業員のいずれかの
地位を有していることを
要する。ただし、任期満
了による退任、定年また
は会社都合による退職の
場合はこの限りではな
い。

２．新株予約権の相続はこれ
を認めない。

３．各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４ 　(注)４
 

(注) １　各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。但し、(注)２の定め

により付与株式数の調整を受けることがある。

２ 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）また

は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使さ

れていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割または併合の比率
 

    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。

３ 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）をそれぞれ調整する。

(1)　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率
 

(2)　当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

るものとする。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時　　価

既発行株式数＋新規発行株式数
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上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の

数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」と読み替えるものとする。

(3)　当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)３(3)で定められる行使価額を

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)　新株予約権の取得の事由及び条件

（注）５の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。

５　新株予約権の取得の事由及び条件

　　　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承

認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の

規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権

を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成16年８月１日 (注) ― 145,977 ― 10,000 △40,000 58,815
 

(注) 旧商法第289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。

 

(6) 【所有者別状況】

平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

　― 66 56 186 299 5 12,321 12,933 ―

所有株式数
(単元)

― 490,951 73,207 83,823 329,650 54 480,652 1,458,337 144,186

所有株式数
の割合(％)

― 33.66 5.02 5.75 22.61 0.00 32.96 100.00 ―
 

(注) １ 自己株式31,324,781株は、「個人その他」に313,247単元及び「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載

しております。

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞ

れ36単元及び48株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 13,508 9.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 8,589 5.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井住友信託銀行再信託分・住友電気工業株
式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,166 3.53

ＢＮＰパリバ証券株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目９番１号
グラントウキョウノースタワー

3,165 2.16

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

2,590 1.77

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資
信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海トリトンスクエアタワーＺ

2,409 1.65

ＣＨＡＳＥ　ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　ＢＡＮＫ　
ＧＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ　Ｅ
ＳＣＲＯＷ
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業
部）

５ＴＨ 　ＦＬＯＯＲ，ＴＲＩＮＩＴ
Ｙ　ＴＯＷＥＲ　９，ＴＨＯＭＡＳ　
ＭＯＲＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤＯ
Ｎ， 　Ｅ１Ｗ 　１ＹＴ，ＵＮＩＴＥ
Ｄ　ＫＩＮＧＤＯＭ
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

2,083 1.42

ＨＳＢＣ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＹ　ＦＩＮＡ
ＮＣＥ　－　ＪＡＰＡＮ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ　
（ＴＲＡＤＩＮＧ）
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

ＬＥＶＥＬ １６，１ ＱＵＥＥＮ’
Ｓ　ＲＯＡＤ　ＣＥＮＴＲＡＬ，ＨＯ
ＮＧ　ＫＯＮＧ
（東京都中央区日本橋３丁目11番１
号）

1,814 1.24

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 1,544 1.05

ＳＴＡＴＥ 　ＳＴＲＥＥＴ 　ＢＡＮＫ 　ＡＮ
Ｄ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００
１
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業
部）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ　３５１　ＢＯＳＴＯ
Ｎ　ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ　０
２１０１ Ｕ．Ｓ．Ａ．
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

1,544 1.05

計 ― 42,417 29.05
 

(注) １ 当社は、平成27年３月31日現在自己株式31,324,781株（21.45％）を保有しておりますが、上記大株主から

除外しております。

２ 野村證券株式会社及びその共同保有者から平成26年９月５日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）

により、平成26年８月29日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿と

相違しており、当社としては各社の当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記

大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりでありま

す。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 202 0.14

NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Angel Lane, London EC4R 3AB,
United Kingdom

142 0.10

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 7,660 5.25

計 ― 8,005 5.48
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３　三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から平成26年９月19日付で提出された大量保有報告書によ

り、平成26年９月15日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿と相違

しており、当社としては各社の当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株

主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 2,767 1.90

三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社

東京都港区芝三丁目33番１号 451 0.31

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号 4,114 2.82

計 ― 7,332 5.02
 

４ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者から平成27年３月16日付で提出された大

量保有報告書により、平成27年３月９日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けております

が、株主名簿と相違しており、当社としては各社の当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができ

ないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりでありま

す。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 427 0.29

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 4,997 3.42

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,844 1.26

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 623 0.43

計 ― 7,892 5.41
 

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 39/123



 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27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)

(自己保有株式)

― 単元株式数は100株であります。
普通株式 31,324,700

(相互保有株式)

普通株式 90,100

完全議決権株式(その他) 普通株式 114,418,900 1,144,189 ―

単元未満株式 普通株式 144,186 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 145,977,886 ― ―

総株主の議決権 ― 1,144,189 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、そ

れぞれ3,600株(議決権36個)及び48株含まれております。

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式81株、日本コムシス株式会社所有の相互保有株式26株が含まれてお

ります。

 

② 【自己株式等】

平成27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(％)

(自己保有株式)
コムシスホールディングス株式会社

東京都品川区東五反田
二丁目17番１号

31,324,700 ― 31,324,700 21.45

(相互保有株式)
日本コムシス株式会社

東京都品川区東五反田
二丁目17番１号

90,100 ― 90,100 0.06

計 ― 31,414,800 ― 31,414,800 21.52
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。

 

第３回新株予約権

決議年月日 平成21年８月７日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                   ９
当社完全子会社取締役         19

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は権利行使により19名減少し、計９名であります。

 

第４回新株予約権

決議年月日 平成22年８月10日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                   ９
当社完全子会社取締役         19

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年3月31日現在、付与対象者は権利行使により18名減少し、計10名であります。
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第５回新株予約権

決議年月日 平成23年８月10日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    10
当社完全子会社取締役          21

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は権利行使により19名減少し、計12名であります。

 

第６回新株予約権

決議年月日 平成24年８月８日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    11
当社完全子会社取締役          22

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は放棄により１名減少、権利行使により16名減少し、計16名であります。
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第７回新株予約権

決議年月日 平成24年６月28日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    11
当社子会社取締役 　　　　　　 124
当社子会社執行役員　　　　　　 42        

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は退職等により５名減少、権利行使により128名減少し、計44名でありま

す。

 

第８回新株予約権

決議年月日 平成25年８月６日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    10
当社完全子会社取締役 　　　　　23        

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は権利行使により５名減少し、計28名であります。
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第９回新株予約権

決議年月日 平成25年６月27日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    11
当社完全子会社取締役 　　　　　25
当社完全子会社執行役員　　　　 43        

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
 

(注) 平成27年３月31日現在、付与対象者は退職等により２名減少し、計77名であります。

 

第10回新株予約権

決議年月日 平成26年８月５日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    ９
当社完全子会社取締役 　　　　　27        

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
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第11回新株予約権

決議年月日 平成26年６月27日

付与対象者の区分及び人数(人)
当社取締役                    11
当社完全子会社取締役 　　　　　25
当社完全子会社執行役員　　　　 42        

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号、会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成26年11月６日)での決議状況
(取得期間平成26年11月７日～平成27年３月31日)

4,700,000 8,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 4,700,000 7,594,695,200

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 405,304,800

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.00 5.07

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 0.00 5.07
 

 

 

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成27年５月８日)での決議状況
(取得期間平成27年５月11日～平成28年３月31日)

3,800,000 5,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ―　 ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 3,800,000 5,000,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 100.0 100.0

当期間における取得自己株式 324,000 576,302,300

提出日現在の未行使割合(％) 91.47 88.47
 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの株式数は含まれており

ません。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による普通株式の取得　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 1,655 2,887,344

当期間における取得自己株式 260 434,006
 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含まれておりません。

 

会社法第155条第13号による普通株式の取得　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 200,000 341,200,000

当期間における取得自己株式 ― ―
 

(注)　株式会社セントラルビルサービスとの株式交換に関し、会社法第797条第１項に基づく反対株主からの買取請求

によるものであります。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

1,045,400 1,082,436,800 ― ―

その他(新株予約権の権利行使及び単
元未満株式の売渡請求による売渡)

575,640 606,293,080 61,800 69,834,000

保有自己株式数 31,324,781 ― 31,587,241 ―
 

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、配当金については、安定的・継続的

な配当を中心としつつ、業績連動にも配意していくことを基本方針としております。

毎事業年度における配当の回数は中間配当金及び期末配当金の年２回としており、それぞれの決定機関は、中間配

当金は取締役会、期末配当金は株主総会であります。なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当金を支払

うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の１株当たりの配当金については、上記方針に基づき、５円増配し、年間30円（中間配当15円、期末配

当15円）となりました。加えて、株主の皆様への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、当事業年度中に自己株式の取得（470万株、75億９千万円）を実施いたしました。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成26年11月６日
取締役会決議

1,784 15

平成27年６月26日
定時株主総会決議

1,719 15
 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 960 940 1,248 1,758 2,050

最低(円) 614 667 755 1,082 1,381
 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 1,968 2,050 1,848 1,664 1,649 1,522

最低(円) 1,642 1,734 1,659 1,521 1,415 1,381
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５ 【役員の状況】

男性16名　女性―名　（役員のうち女性の比率　―％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

代表取締役

社長
 髙  島      元 昭和23年１月３日生

平成14年６月 東日本電信電話株式会社常務取締役

(注)３ 486

平成16年６月 同社代表取締役副社長

平成18年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副

社長

平成18年６月 当社取締役

平成19年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社

長執行役員社長

平成19年６月 当社代表取締役副社長

平成20年６月 当社代表取締役社長（現任）

平成25年６月 日本コムシス株式会社代表取締役会

長（現任）

＜他の会社の代表状況＞

平成25年６月 日本コムシス株式会社代表取締役会

長

取締役  伊　東　則　昭 昭和27年４月３日生

平成16年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

北海道代表取締役経営企画部長

(注)３ 221

平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

（現　株式会社ＮＴＴドコモ）取締

役執行役員経営企画部長

平成20年６月 西日本電信電話株式会社代表取締役

副社長

平成24年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副

社長執行役員副社長

平成24年６月 当社取締役

平成25年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社

長執行役員社長（現任）

平成26年６月 当社取締役（現任）

＜他の会社の代表状況＞

平成25年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社

長執行役員社長

取締役  加 賀 谷　 卓 昭和32年３月12日生

平成17年７月 日本電信電話株式会社第五部門担当

部長

(注)３ 100

平成20年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉

支店長

平成24年６月 同社常務取締役東京支店長

平成26年７月 同社常務取締役東京事業部長

平成27年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長

執行役員副社長（現任）

平成27年６月 当社取締役　コンプライアンス、民

需事業推進担当（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役  山　﨑　博　文 昭和26年７月７日生

昭和49年３月 日本通信建設株式会社（現　日本コ

ムシス株式会社）入社

(注)３ 76

平成19年６月 同社取締役常務執行役員

平成20年６月 当社取締役

平成21年４月 当社取締役人事部長

平成23年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執

行役員

平成25年４月 サンワコムシスエンジニアリング株

式会社取締役副社長

平成25年４月 当社取締役

平成25年６月 サンワコムシスエンジニアリング株

式会社代表取締役社長（現任）

平成27年６月 当社取締役　ＮＣＣ事業推進担当

（現任）

＜他の会社の代表状況＞

平成25年６月 サンワコムシスエンジニアリング株

式会社代表取締役社長

取締役  小 川 亮 夫 昭和27年４月７日生

平成15年４月 東日本電信電話株式会社設備部エン

ジニアリングセンタ所長

(注)３ 67

平成17年７月 日本コムシス株式会社　入社

平成18年７月 同社執行役員

平成19年７月 同社常務執行役員

平成20年６月 同社取締役常務執行役員

平成20年６月 当社取締役（現任）

平成23年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執

行役員

平成25年２月 株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役副社

長

平成25年４月 同社代表取締役社長（現任）

＜他の会社の代表状況＞

平成25年４月 株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役社長

取締役  三 浦 秀 利 昭和25年12月18日生

平成16年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステク

ノロジ株式会社取締役

(注)３ 253

平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ　エム

イー常務取締役

平成18年６月 同社代表取締役常務

平成19年６月 東日本システム建設株式会社（現　

株式会社ＴＯＳＹＳ）取締役副社長

平成19年６月 当社取締役(現任)

平成19年12月 東日本システム建設株式会社（現　

株式会社ＴＯＳＹＳ）代表取締役社

長

平成25年４月 株式会社つうけん代表取締役代表執

行役員社長

平成26年４月 株式会社つうけん代表取締役社長

（現任）

＜他の会社の代表状況＞

平成26年４月 株式会社つうけん代表取締役社長
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役  西　山　　　剛 昭和28年12月24日生

平成16年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

（現　株式会社ＮＴＴドコモ）取締

役無線アクセスネットワーク部長

(注)３ 111

平成17年６月 同社執行役員資材部長

平成19年６月 日本コムシス株式会社　入社

平成19年７月 同社執行役員

平成20年６月 同社取締役執行役員

平成24年６月 同社取締役常務執行役員ドコモ事業

本部長

平成25年６月 当社取締役

平成27年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執

行役員ドコモ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役　ドコモ事業推進担当

（現任）

取締役
経営企画

部長
熊　谷　　　仁 昭和32年２月２日生

昭和54年３月 日本通信建設株式会社（現　日本コ

ムシス株式会社）入社

(注)３ 39

平成17年10月 当社経営企画部経営企画部門長

平成19年７月 東日本システム建設株式会社（現　

株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員

平成21年７月 日本コムシス株式会社ＮＴＴ事業本

部アクセスシステム部アクセス事業

改革推進プロジェクト室長

平成22年７月 同社執行役員

平成25年２月 当社経営企画部担当部長

平成25年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役

員経営企画部長（現任）

平成25年６月 当社取締役経営企画部長

平成27年６月 当社取締役経営企画部長　事業改革

推進、ＩＴシステム、人事担当（現

任）

取締役  佐　藤　謙　一 昭和32年７月21日生

平成14年７月 東日本電信電話株式会社サービス運

営部担当部長

(注)３ 37

平成18年７月 同社ネットワーク事業推進本部設備

部担当部長

平成19年６月 同社埼玉支店長

平成22年６月 同社取締役埼玉支店長

平成23年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー

代表取締役副社長ネットワークビジ

ネス事業本部長

平成25年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執

行役員ＮＴＴ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役　ＮＴＴ事業推進担当

（現任）

取締役 財務部長 尾　﨑　秀　彦 昭和32年８月20日生

平成14年７月 東日本電信電話株式会社企画部営業

戦略部門長

(注)３ 36

平成19年４月 同社相互接続推進部長

平成23年６月 株式会社ＮＴＴファシリティーズ取

締役財務部長

平成26年６月 日本コムシス株式会社　入社

平成26年６月 当社財務部担当部長

平成26年７月 日本コムシス株式会社執行役員

平成27年６月 株式会社つうけん取締役（現任）

平成27年６月 サンワコムシスエンジニアリング株

式会社取締役（現任）

平成27年６月 日本コムシス株式会社取締役（現

任）

平成27年６月 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任）

平成27年６月 コムシス情報システム株式会社取締

役（現任）

平成27年６月 当社取締役財務部長　ＩＲ、内部統

制監査、総務担当（現任）
 

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 51/123



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役  後　藤　　健 昭和16年３月29日生

昭和63年３月 日本アイ・ビー・エム株式会社常務

取締役管理部門担当

(注)３ ―

平成５年４月 同社専務取締役兼ＩＢＭグローバル

ファイナンシング・アジア・パシ

フィック　ゼネラルマネージャー

平成13年４月 同社副会長

平成18年４月 同社特別顧問

平成18年６月 日本コムシス株式会社社外監査役

平成18年６月 当社社外監査役

平成19年12月 株式会社パソナグループ社外監査役

平成22年６月 株式会社ベネフィット・ワン社外監

査役（現任）

平成24年６月 当社社外取締役（現任）

平成24年８月 株式会社パソナグループ社外取締役

（現任）

取締役  成　宮　憲　一 昭和26年５月３日生

昭和51年４月 日本電信電話公社（現　日本電信電

話株式会社）入社

(注)３ ―

平成11年７月 東日本電信電話株式会社技術部担当

部長

平成14年６月 同社技術部長

平成16年６月 同社退職

平成16年６月 富士通アクセス株式会社（現　富士

通テレコムネットワークス株式会

社）執行役員

平成19年６月 同社取締役常務執行役員

平成25年６月 同社特命顧問（現任）

平成27年６月 当社社外取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

常勤監査役  小　森　 　浩 昭和27年２月27日生

昭和45年３月
日本通信建設株式会社（現　日本コ

ムシス株式会社）入社

(注)４ 57

平成18年７月 同社財務部長

平成21年７月 同社執行役員財務部長

平成25年６月 同社監査役（現任）

平成25年６月 当社常勤監査役（現任）

監査役  新　美　英　樹 昭和26年２月26日生

平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

（現　株式会社ＮＴＴドコモ）執行

役員ネットワーク事業本部アクセス

ネットワーク部長

(注)５ 66

平成18年６月 日本コムシス株式会社経営企画本部

担当部長

平成18年７月 同社執行役員

平成19年６月 当社取締役経営企画部長　事業改革

推進担当

平成21年６月 日本コムシス株式会社常務執行役員

平成24年６月 同社常勤監査役

平成24年６月 当社監査役（現任）

平成26年６月 日本コムシス株式会社監査役（現

任）

監査役  宮  下  正  彦 昭和31年10月３日生

昭和55年４月 警察庁入庁

(注)５ ―

平成４年４月 弁護士（第一東京弁護士会所属）登

録

友常木村見富法律事務所

平成７年６月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒

平成13年６月 岡本硝子株式会社社外監査役

平成16年３月 ＴＭＩ総合法律事務所（現任）

平成20年６月 当社社外監査役（現任）

監査役  三　枝　隆　治 昭和27年４月20日生

昭和50年４月 株式会社三菱銀行（現　株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行

(注)６ ―

平成10年６月 同行ニューヨーク支店副支店長

平成13年３月 ユニオン・バンク・オブ・カリフォ

ルニア副会長

平成16年８月 千代田化工建設株式会社執行役員

平成17年６月 同社常務執行役員

平成22年６月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株

式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレーＰＢ証券株式会社）常勤

監査役

平成26年６月 当社社外監査役（現任）

計 1,549
 

(注) １ 取締役　後藤　健氏及び成宮憲一氏は、社外取締役であります。

２ 監査役　宮下正彦氏及び三枝隆治氏は、社外監査役であります。

３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。
４　監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。
７　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監

査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(百株)

秋　野　吉　郎 昭和23年９月14日生

平成17年４月 沖電気工業株式会社執行役員

―

平成20年４月 同社理事

平成22年６月 日本コムシス株式会社社外監査役

平成22年６月 当社社外監査役

平成26年６月 当社補欠監査役（現任）
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コムシスグループは「増収・増益」「業務の効率化」「一体的運営の推進」の３本柱を経営の基本に置き、常

に企業価値の向上に努めることにより、各ステークホルダーから信頼・評価される真の実力を持った会社を目指

すこととしております。

　また、安全確保と品質の向上、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの推進、リスク管理の強

化及びコムシスグループ行動規範の徹底、会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制についても一層の定着を

図っていくこととしております。

 

②企業統治の体制

イ　企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は監査役制度を採用しており、株主総会、取締役会、監査役会などから構成され

ております。

経営戦略に関する最高意思決定機関である取締役会は、当社事業に精通する取締役により経営効率を高めると

ともに、独立した立場で経営監視を行う社外取締役によりコーポレート・ガバナンス等の強化に努めておりま

す。また、社外監査役を含む全監査役により監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンス体制及び経営の

健全性の維持強化に努めております。

取締役会は12名（平成27年６月26日現在）の全取締役により構成され、取締役会規則に基づき定例取締役会と

必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定

を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役４名（平

成27年６月26日現在）も取締役会に出席し、業務執行上の課題について意見を述べるとともに、取締役の業務執

行を監視しております。

取締役会の決定に基づく業務執行状況については、四半期毎に担当取締役が取締役会に報告しております。ま

た、各業務執行取締役の指揮のもと、担当業務別に効率的な業務運営を行っております。

社外取締役を除く取締役及び常勤監査役で構成されている経営会議は原則月１回開催され、業務執行の効率化

を高めるため、重要な意思決定事項について審議及び決議を行っております。経営会議には必要に応じて各組織

長等がオブザーバーとして出席し、意思決定内容を的確に把握できるようにしております。

なお、各事業年度における取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的

に構築するため、取締役の任期は１年としております。
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ロ　コムシスグループの業務執行体制、経営監視及び内部統制を図式化すると概ね次のとおりとなります。

 

（平成27年６月26日現在）

 

ハ　その他の企業統治に関する事項

（１）内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定により、平成18年５月の取締役会において「内部統制システム構築

の基本方針」を決議いたしました。

また、平成27年４月24日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の改正に合わせ、基本方針の内

容を一部改定する決議をしており、改定後の当該基本方針に基づき、次のとおり取り組んでおります。

 

○コンプライアンス体制の整備の状況

当社は、「コンプライアンス・プログラム」に基づき、その枠組みの中で「コンプライアンス行動指針」を定

め、「コンプライアンス委員会」を設置しております。

コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、当社及び統括事業会社から選出された委員、全監査役により

構成され、当社及びコムシスグループのコンプライアンス全体を統括し、その審議を通じてコムシスグループの

コンプライアンス・マインドの向上、コンプライアンス体制の確立に取り組んでおります。コムシスグループ各

社においても、同様のコンプライアンス委員会等を設置し、各社における教育、研修により、それぞれの企業理

念や行動指針の一層の浸透を図り、コンプライアンス体制の構築に努めております。
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○リスク管理体制の整備状況

当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り巻くさまざまな

リスクを適切に管理することが重要であると認識しており、事業を取り巻くビジネスリスクを含む事業に重大な

影響を与えるリスクに対応するため、リスクマネジメント体制を強化しております。

リスク管理については、コムシスグループ全体を統括するため、社長を委員長、当社及び統括事業会社の取締

役を委員とする「リスク管理委員会」を設置しております。

また、平成18年８月に「リスク管理基本方針」を策定し、コムシスグループ各社を含めたリスクマネジメント

を推進しております。さらに、コムシスグループ各社においても同様に委員会等を設置し、それぞれの業務リス

クに応じて必要な対応を行い、存在するリスクの最小化に努める取り組みを進めております。

当社は、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を策定し、リスク管理の実践を通じて、当社及びコムシス

グループにおける事業の継続・安定的発展の確保に努めることとしております。

また、ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001、ＩＳＯ/ＩＥＣ27001、ＣＯＨＳＭＳ（建設業労働安全衛生マネジメントシス

テム）、プライバシーマーク等の各マネジメントシステムについても、コムシスグループ各社の業務に適合さ

せ、認証を取得、維持、運用することにより、各社の業務リスクへの対応を行っております。

 

○ＣＳＲに対する取り組み

当社及びコムシスグループが社会の一員として、社会貢献を含む経済的及び社会的責任を積極的に果たすため

に、コムシスグループ全体を統括する「ＣＳＲ委員会」を設置しております。

ＣＳＲ委員会では、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、情報開示、情報保護、セ

キュリティ対策、社会貢献、環境等のテーマを対象としてＣＳＲ活動に取り組んでおります。

 

○情報管理体制の整備

取締役会、経営会議等の議事録並びに報告書その他取締役の業務執行に係る重要な書類については、法令及び

社内規程に基づき、適切な保存・管理を行っております。

また、業務の効率化や業務執行の効率化を図るため、情報セキュリティを確保した上で、様々な情報システム

を導入し、最新の経営情報を共有できる仕組みの構築に取り組んでおります。

 

○グループ会社の管理体制の整備

当社は、コムシスグループの主要な子会社である統括事業会社に対し、「コムシスグループ協定」に基づ

き、　経営管理を行っております。また、統括事業会社は、統括事業会社が直接出資する子会社の経営を管理

し、当社は統括事業会社が行う経営管理について、必要に応じて指導・助言を行うグループ運営体制としており

ます。

コムシスグループ内の重要な意思決定事項については、コムシスグループの審議・報告ルールを明確にした

「グループ会社運営基準」に基づき、子会社が行う重要な業務執行について、当社の経営会議及び取締役会にお

いて審議・報告するなど、当社への審議・報告制度を軸とした管理とモニタリングを実施する体制をとっており

ます。

当社及びコムシスグループは、社内通報に関する規定を定めるとともに、通報窓口を社内に加えて社外の法律

事務所に設置し、使用人等からの通報による組織的または個人に関わる法令に違反する恐れのある重大な事実等

の報告による防止体制を整備しております。

コムシスグループにおける業務の適正を確保するため、当社に設置したＣＳＲ委員会、コンプライアンス委員

会、リスク管理委員会等の各種委員会は、統括事業会社の取締役等が委員として参画しその方針がコムシスグ

ループ各社に浸透するよう努め、グループ各社の情報の共有化を図っております。

また、コムシスグループ各社の社長で構成される「コムシスグループ社長会」を定期的に開催し、経営方針・

施策の周知徹底を図っております。
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○反社会的勢力を排除するための体制

当社及びコムシスグループは、市民社会の秩序や安全に威嚇を与える反社会的勢力及び団体に対して、企業と

しての社会的責任を果たすよう、一切の関係を持たないこととしております。また、関係を強要された時は、屈

服せず毅然とした態度で対処することとしております。

　当社及びコムシスグループは、反社会的勢力及び団体との関係を遮断し、毅然たる態度で臨み、弁護士、警察

等と連携しながら組織的に対応する体制を整備しております。

　

ニ　責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定、当社定款第31条及び第41条に基づき、取締役（業務執行取締役等である

者を除く。）及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責

任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役が責任の原因となった

職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものであります。

 

③内部監査及び監査役監査

当社の内部監査の組織は、内部統制監査部の内部組織として内部監査室及び内部統制室を設置し、それぞれ要

員11名、４名（平成27年６月26日現在）の体制としております。

内部監査室は経営トップの方針に基づいた内部監査方針を策定し、当社及びコムシスグループ各社に対する内

部監査を実施しており、業務遂行の適法性・妥当性等を確保し、経営上の各種リスクの最小化と企業品質増大へ

の寄与に努めております。内部統制室は財務報告に係る内部統制の運用方針を策定し、当社及びコムシスグルー

プ各社への内部統制の定着化の指導や有効性評価を実施しております。

 

監査役会は、社外監査役２名を含む４名により構成されており、運営に関しては、監査役の職務を補助すべき

使用人は有しておりませんが、求められた場合には、その任命を含む人事及び取締役からの独立性の確保を図る

体制をとることとしております。なお、監査役である小森浩氏は、当社子会社の経理関連部門における長年の経

験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査役会規則に基づき、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について取締役及び使用人は監査役

に報告することとしております。

また、監査役は、必要に応じて、取締役及び使用人に対して、前記の報告やその他必要な報告を求めることが

できる体制をとっております。

監査役が定例及び臨時の取締役会、経営会議、ＣＳＲ委員会、コンプライアンス委員会等社内の重要会議及び

委員会に定例メンバーとして出席し、業務執行状況について随時確認し意見を述べる体制を整備しております。

更に、業務執行の課題等について、社長に直接意見具申する場として、別途、定例的なミーティングを開催して

おります。

当社監査役は監査計画に従い、会計監査人等に同行し、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会うなど、会計

監査人や内部統制監査部と緊密な連携を図ることにより、業務執行が適正かつ効率的に行われているかを常に監

視できる体制を築いております。また、コムシスグループ主要会社の監査役と定例的会議を開催し、情報の共

有、意見交換を行うなどコムシスグループ間での連携を密にして監査の実効性を確保しております。
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④社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

当社の社外取締役である後藤健氏、成宮憲一氏及び社外監査役である宮下正彦氏、三枝隆治氏本人との間に、

取締役業務及び監査役業務以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三枝隆治氏は、株式会社東京三菱銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）の出身者であり、当社は同行を取

引銀行として預金等を行っておりますが、借入金等は存在しておりません。また、同行は当社の株式を保有して

いるものの、その保有する株式は発行済株式総数の0.5％にとどまっていることから、同行と当社は株主や投資家

の判断に影響を与えるような特別な取引関係及び資本的関係にはなく、独立性は確保されていると考えておりま

す。

また、成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、当社子会社の主要な取引先のひとつではあり

ますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、平成16年６月に同社を退職して既に

10年以上が経過しております。なお、当社との取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、当社

子会社は、同氏が特命顧問を務める富士通テレコムネットワークス株式会社との間に取引関係がありますが、当

社の当期連結売上高の0.1％未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と

利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。

上記のほか、社外取締役及び社外監査役の経歴各社と当社及びコムシスグループとの間に、人的関係、資本的

関係または取引関係その他の利害関係はありません。　

 

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、会社法の規定を遵守し、取締役会の監視機能

の強化を目的として、専門的な知見に基づいた客観的視点から、独立性を持った経営の監視を遂行することが可

能な体制を維持することを基本方針とし、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められ

ている社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に

該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、社外取締役である

後藤健氏及び成宮憲一氏、社外監査役である宮下正彦氏及び三枝隆治氏の４名については、一般株主と利益相反

が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

当社は、経営に対するチェック機能を更に充実させるため、平成24年６月28日開催の第９回定時株主総会より

社外取締役を選任することとしております。平成27年６月26日開催の第12回定時株主総会においては、企業経営

者としての豊富な経験と幅広い見識を有する後藤健氏を再任し、コムシスグループとの関係の深い通信業界での

長い経験と企業経営者としての豊富な経験を有する成宮憲一氏を新たに選任しております。後藤健氏及び成宮憲

一氏には、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスの向上に貢献する、取締役会などにおける適切な

意見が期待されております。

また、社外監査役宮下正彦氏は弁護士として法令について高度な能力・見識に基づき、法的観点から客観的か

つ中立的な立場から適切な監査を行っており、社外監査役三枝隆治氏は、金融機関における長年の経験と企業経

営者としての幅広い見識を有していることから、両氏ともに経営の監視と有効な助言を期待することができるた

め、経営に対するチェック機能は十分に機能しているものと考えております。

なお、社外監査役は監査役会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査役から、それら監査

の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行ったり、会計監査人

との定期的なミーティングを開催し意見交換を行う等、緊密な連携体制を整備しております。
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⑤役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く。）

155 90 57 8 ― 12

監査役
（社外監査役を除く。）

18 18 ― ― ― 2

社外役員 15 15 ― ― ― 5
 

 

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

株主総会にて決定する報酬総額の限度額の範囲内で、取締役については役位別に定められた基本額と、その職

務に応じて算定される職務報酬との合計額に、所定の業績評価を加算し、監査役については、監査役会にて決定

した基準に従って算定しております。

なお、平成19年６月28日開催の第４回定時株主総会決議による取締役の報酬額は年額400百万円以内、監査役の

報酬額は年額60百万円以内となっております。

 

⑥株式の保有状況

当社について以下のとおりであります。

 

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）がもっとも大きい会社（最大保

有会社）日本コムシス株式会社について、以下のとおりであります。

 

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　銘柄数　　　　　　　　　　　　 61銘柄

　　貸借対照表計上額の合計額　　7,087百万円
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ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

 

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

住友不動産㈱ 505,000 2,041 取引関係の維持・強化

富士ソフト㈱ 339,100 745 同上

㈱インターネットイニシアティブ 267,400 666 同上

戸田建設㈱ 1,892,000 641 同上

京浜急行電鉄㈱ 652,000 567 同上

日比谷総合設備㈱ 200,000 297 同上

藤田観光㈱ 400,000 132 同上

北陸電話工事㈱ 294,151 124 同上

㈱協和エクシオ 75,428 100 同上

㈱ＴＴＫ 204,000 92 同上

日本電信電話㈱ 16,280 91 同上

㈱ＮＴＴドコモ 50,000 81 同上

大豊建設㈱ 204,169 76 同上

㈱ナカヨ 181,000 59 同上

㈱ミライトホールディングス 54,695 49 同上

サクサホールディングス㈱ 301,000 47 同上

スリープログループ㈱ 159,000 40 同上

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス 75,900 26 同上

ＫＤＤＩ㈱ 2,600 15 同上

㈱ソルコム 7,319 1 同上

神田通信機㈱ 10,710 1 同上

㈱きんでん 1,000 0 同上

ホーチキ㈱ 1,100 0 同上

㈱関電工 1,000 0 同上

西部電気工業㈱ 1,000 0 同上

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 100 0 同上

㈱ＳＹＳＫＥＮ 1,000 0 同上

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,000 0 同上

ネットワンシステムズ㈱ 200 0 同上

シーキューブ㈱ 100 0 同上
 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。
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（当事業年度）

特定投資株式

 

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

住友不動産㈱ 505,000 2,183 取引関係の維持・強化

戸田建設㈱ 1,892,000 959 同上

富士ソフト㈱ 339,100 825 同上

京浜急行電鉄㈱ 652,000 626 同上

㈱インターネットイニシアティブ 267,400 532 同上

日比谷総合設備㈱ 200,000 317 同上

藤田観光㈱ 400,000 204 同上

大豊建設㈱ 204,169 126 同上

日本電信電話㈱ 16,280 120 同上

北陸電話工事㈱ 294,151 105 同上

㈱ＮＴＴドコモ 50,000 104 同上

㈱ＴＴＫ 204,000 98 同上

㈱協和エクシオ 75,428 97 同上

㈱ミライトホールディングス 54,695 73 同上

サクサホールディングス㈱ 301,000 73 同上

㈱ナカヨ 181,000 66 同上

スリープログループ㈱ 159,000 56 同上

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス 75,900 39 同上

ＫＤＤＩ㈱ 2,600 7 同上

㈱ソルコム 7,319 1 同上

神田通信機㈱ 10,710 1 同上

㈱きんでん 1,000 1 同上

ホーチキ㈱ 1,100 0 同上

㈱関電工 1,000 0 同上

西部電気工業㈱ 1,000 0 同上

㈱ＳＹＳＫＥＮ 1,000 0 同上

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 100 0 同上

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,000 0 同上

ネットワンシステムズ㈱ 200 0 同上

シーキューブ㈱ 100 0 同上
 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。
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ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。　

 

⑦会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査において、会計監査人に仰星監査法人を選任し、経営情

報を正しく提供するなど、公正不偏な会計監査を受けております。当期において会計監査業務を執行した公認会

計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士　南　　成人　氏

公認会計士　原　　伸夫　氏

公認会計士　竹村　純也　氏

(注) 継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　14名

その他の者　３名（その他の者は、公認会計士試験合格者１名、ＩＴ専門家２名であります。）

 

⑧取締役の員数

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑨取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議については累積投票によ

らないものとする旨を定款で定めております。

 

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ⅰ　当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定

めております。

ⅱ　当社は、取締役の責任免除について、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社

法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する取締役（取締役

であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めており

ます。

ⅲ　当社は、監査役の責任免除について、監査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社

法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めており

ます。

ⅳ　当社は、株主への安定的・継続的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最

終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項の規定によ

り、剰余金の配当（中間配当金）をすることができる旨を定款で定めております。
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⑪株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法

第309条第２項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２をもって行う旨を定款で定めております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 45 1 45 ―

連結子会社 34 ― 34 2

計 80 1 80 2
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、財務デューデリジェン

スに係る業務についての対価を支払っております。

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間数等の妥当性を勘案した上で決定しておりま

す。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）により作成しております。

 

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、連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）の財務諸表について、仰星監

査法人により監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構への加入及び同機構が主催するセミナーへの参加等の取組みを行っております。

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 64/123



１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 31,036 33,496

  受取手形・完成工事未収入金等 ※2  97,667 ※2  93,513

  リース投資資産 2,999 2,900

  未成工事支出金等 ※5  17,816 ※5  15,215

  商品 453 218

  材料貯蔵品 343 468

  繰延税金資産 4,092 3,480

  その他 2,152 2,640

  貸倒引当金 △65 △55

  流動資産合計 156,495 151,878

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 50,530 51,012

    減価償却累計額 △24,499 △24,878

    建物・構築物（純額） 26,030 26,133

   機械、運搬具及び工具器具備品 17,850 18,271

    減価償却累計額 △13,086 △13,418

    機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 4,763 4,852

   土地 ※4  38,969 ※4  39,770

   リース資産 445 450

    減価償却累計額 △77 △139

    リース資産（純額） 368 311

   建設仮勘定 222 1,227

   有形固定資産合計 70,353 72,295

  無形固定資産   

   のれん ― 3,394

   その他 3,594 4,249

   無形固定資産合計 3,594 7,643

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  9,684 ※1  12,700

   長期貸付金 3,908 4,833

   繰延税金資産 1,245 367

   退職給付に係る資産 2,422 11,392

   その他 4,956 5,156

   貸倒引当金 △2,098 △2,250

   投資その他の資産合計 20,117 32,201

  固定資産合計 94,066 112,140

 資産合計 250,561 264,019
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 45,039 44,675

  短期借入金 1,270 100

  未払法人税等 6,847 3,852

  未成工事受入金 1,018 1,540

  完成工事補償引当金 184 257

  工事損失引当金 ※5  379 ※5  15

  その他 8,981 10,349

  流動負債合計 63,720 60,791

 固定負債   

  繰延税金負債 428 2,982

  再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,662 ※4  1,508

  退職給付に係る負債 4,384 3,784

  役員退職慰労引当金 193 222

  その他 756 691

  固定負債合計 7,426 9,189

 負債合計 71,147 69,980

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,000 10,000

  資本剰余金 55,494 56,615

  利益剰余金 148,713 164,836

  自己株式 △28,658 △34,852

  株主資本合計 185,549 196,599

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,803 2,638

  土地再評価差額金 ※4  △8,090 ※4  △7,936

  退職給付に係る調整累計額 △1,028 1,473

  その他の包括利益累計額合計 △7,315 △3,824

 新株予約権 478 500

 少数株主持分 701 762

 純資産合計 179,414 194,038

負債純資産合計 250,561 264,019
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 331,341 328,631

売上原価 ※7  285,571 ※7  280,693

売上総利益 45,770 47,938

販売費及び一般管理費 ※1,※2  18,200 ※1,※2  20,264

営業利益 27,570 27,674

営業外収益   

 受取利息 48 58

 受取配当金 164 216

 貸倒引当金戻入額 130 ―

 固定資産賃貸料 107 101

 為替差益 ― 150

 その他 160 176

 営業外収益合計 611 702

営業外費用   

 支払利息 9 7

 自己株式取得費用 22 19

 賃貸費用 30 40

 貸倒引当金繰入額 21 168

 その他 19 19

 営業外費用合計 103 254

経常利益 28,078 28,121

特別利益   

 固定資産売却益 ※3  35 ※3  46

 投資有価証券売却益 22 46

 投資有価証券償還益 ― 44

 保険返戻金 198 55

 新株予約権戻入益 1 24

 出資金返還益 1,052 ―

 その他 115 8

 特別利益合計 1,426 225

特別損失   

 固定資産売却損 ※4  64 ※4  149

 固定資産除却損 ※5  70 ※5  128

 減損損失 ※6  323 ※6  432

 特別退職金 67 196

 構造改革費用 1,718 ―

 その他 181 158

 特別損失合計 2,427 1,064

税金等調整前当期純利益 27,076 27,283

法人税、住民税及び事業税 10,401 9,438

法人税等調整額 215 1,093

法人税等合計 10,617 10,531

少数株主損益調整前当期純利益 16,459 16,751

少数株主利益又は少数株主損失（△） 70 △16

当期純利益 16,389 16,767
 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 67/123



【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 16,459 16,751

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 436 843

 土地再評価差額金 ― 153

 退職給付に係る調整額 ― 2,501

 その他の包括利益合計 ※1  436 ※1  3,498

包括利益 16,896 20,249

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 16,826 20,258

 少数株主に係る包括利益 70 △8
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)　

(単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,000 55,440 134,747 △21,180 179,006

会計方針の変更による

累積的影響額
  ―  ―

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
10,000 55,440 134,747 △21,180 179,006

当期変動額      

剰余金の配当   △2,423  △2,423

当期純利益   16,389  16,389

自己株式の取得    △8,002 △8,002

自己株式の処分  54  525 579

連結範囲の変動   ―  ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 ― 54 13,966 △7,477 6,542

当期末残高 10,000 55,494 148,713 △28,658 185,549
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,366 △8,090 ― △6,724 497 631 173,411

会計方針の変更による

累積的影響額
      ―

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
1,366 △8,090 ― △6,724 497 631 173,411

当期変動額        

剰余金の配当       △2,423

当期純利益       16,389

自己株式の取得       △8,002

自己株式の処分       579

連結範囲の変動       ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
436  △1,028 △591 △19 70 △540

当期変動額合計 436 ― △1,028 △591 △19 70 6,002

当期末残高 1,803 △8,090 △1,028 △7,315 478 701 179,414
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 当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)　

(単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,000 55,494 148,713 △28,658 185,549

会計方針の変更による

累積的影響額
  2,787  2,787

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
10,000 55,494 151,500 △28,658 188,337

当期変動額      

剰余金の配当   △3,545  △3,545

当期純利益   16,767  16,767

自己株式の取得    △7,938 △7,938

自己株式の処分  1,121  1,744 2,865

連結範囲の変動   112  112

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 ― 1,121 13,335 △6,194 8,262

当期末残高 10,000 56,615 164,836 △34,852 196,599
 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,803 △8,090 △1,028 △7,315 478 701 179,414

会計方針の変更による

累積的影響額
      2,787

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
1,803 △8,090 △1,028 △7,315 478 701 182,202

当期変動額        

剰余金の配当       △3,545

当期純利益       16,767

自己株式の取得       △7,938

自己株式の処分       2,865

連結範囲の変動       112

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
835 153 2,501 3,490 22 60 3,573

当期変動額合計 835 153 2,501 3,490 22 60 11,836

当期末残高 2,638 △7,936 1,473 △3,824 500 762 194,038
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 27,076 27,283

 減価償却費 4,426 4,672

 減損損失 323 432

 のれん償却額 ― 527

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △247 140

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,077 ―

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,398 △241

 受取利息及び受取配当金 △212 △274

 支払利息 9 7

 売上債権の増減額（△は増加） △1,440 6,206

 未成工事支出金等の増減額（△は増加） 1,793 3,028

 仕入債務の増減額（△は減少） 601 △1,825

 その他の資産の増減額（△は増加） △99 △1,553

 その他の負債の増減額（△は減少） △881 590

 その他 △139 90

 小計 30,532 39,085

 利息及び配当金の受取額 209 268

 利息の支払額 △9 △7

 法人税等の支払額 △6,546 △12,771

 営業活動によるキャッシュ・フロー 24,185 26,575

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（△は増加） 120 60

 投資有価証券の取得による支出 △7 △172

 投資有価証券の売却による収入 41 111

 投資有価証券の償還による収入 ― 100

 出資金の回収による収入 1,220 50

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

― △2,575

 子会社株式の取得による支出 ― △47

 有形固定資産の取得による支出 △5,244 △7,349

 無形固定資産の取得による支出 △1,251 △1,452

 有形固定資産の売却による収入 358 270

 貸付けによる支出 △2,502 △1,766

 貸付金の回収による収入 557 804

 保険積立金の積立による支出 △670 △17

 保険積立金の解約による収入 1,247 163

 その他 △99 △61

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,228 △11,882
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

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） △390 △1,170

 自己株式の取得による支出 △8,025 △7,958

 自己株式の売却による収入 378 546

 配当金の支払額 △2,423 △3,545

 少数株主への配当金の支払額 △3 △4

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △48 △68

 財務活動によるキャッシュ・フロー △10,511 △12,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,445 2,495

現金及び現金同等物の期首残高 23,469 30,915

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

― 24

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  30,915 ※1  33,435
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１.　連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数　　33社

主要な連結子会社は、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

平成26年４月１日に非連結子会社であったコムシス北海道エンジニアリング㈱は、重要性が増したため連結の範

囲に含めております。また、連結子会社であった㈱つうけんテクノロジーは連結子会社である㈱つうけんアクティ

ブを存続会社として合併したため、連結の範囲から除外しております。

平成26年５月１日に㈱日本エコシステムの株式を取得したため、同社及びその子会社である㈱日本ソーラーサー

ビス、㈱日本ソーラーパワーを連結の範囲に含めております。

平成26年11月１日に連結子会社であった㈱日本ソーラーサービスは連結子会社である㈱日本エコシステムを存続

会社として合併したため、連結の範囲から除外しております。

（２） 主要な非連結子会社名は、次のとおりであります。

㈱金沢情報通信工業

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。

 

２.　持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用会社の数

該当なし

（２）持分法非適用の非連結子会社（㈱金沢情報通信工業外）及び関連会社（旭通信㈱外）は、それぞれ当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

３.　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社33社の決算日は連結決算日と一致しております。
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４.　会計処理基準に関する事項

１　重要な資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

その他有価証券

イ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

ロ　時価のないもの

移動平均法による原価法

（２）たな卸資産

①未成工事支出金

個別法による原価法

②商品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③材料貯蔵品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２　重要な減価償却資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　７～50年

構築物　　２～45年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３　重要な引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて

計上しております。　

（３）工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事の損失見込額を計上しており

ます。

（４）役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は役員の退職慰労金支給に備えるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。
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４　退職給付に係る会計処理の方法

（１）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

（２）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15～16

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

（３）小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

５　重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

６　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却しております。ただし、金額が僅少な

ものについては、発生年度に一括償却しております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

８　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

（１）消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
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（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を

期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく

割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計

年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が4,030百万円増加、退職給付に係る負債が298百万円減

少し、利益剰余金が2,787百万円増加し、１株当たり純資産額は23円69銭増加しております。なお、当連結会計年度

の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益及び１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

　

（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）

・「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25年９月13日）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13

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25年９月13日）

(１)概要

本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変

動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫

定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。

(２)適用予定日

平成28年３月期の期首より適用予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成28年３月期の期首

以後実施される企業結合から適用予定です。

(３)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定です。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「有価証券」は、金額的重要性が乏しくなったため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸

表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示しておりました「有価証券」０百万円、

「その他」2,152百万円は、「その他」2,152百万円として組み替えております。

　

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」及び「新

株予約権戻入益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度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、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の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139百万円

は、「投資有価証券売却益」22百万円、「新株予約権戻入益」１百万円、「その他」115百万円として組み替えて

おります。
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（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

投資有価証券(株式) 448百万円 2,438百万円
 

 

※２　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

受取手形裏書譲渡高 118百万円 187百万円
 

 

３　当社は、取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

貸出コミットメントの総額 6,000百万円 6,000百万円

借入実行残高  ― ―

差引額 6,000百万円 6,000百万円
 

 

※４　土地の再評価

連結子会社である日本コムシス㈱は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日法律第34号・最終改正平成17

年７月26日法律第87号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上してお

ります。
　
　　・再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日政令第119号・最終改正平成18年１月27日政令第12号）第

２条第４号に定める評価額に合理的な調整を行って算定しております。

　　・再評価を行った年月日

　平成14年３月31日

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

再評価を行った土地の期末におけ
る時価と再評価後の帳簿価額との
差額

△1,136百万円 △316百万円

 

 

※５　未成工事支出金及び工事損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。

工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

未成工事支出金 379百万円 15百万円
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

従業員給与 7,837百万円 8,761百万円
 

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

一般管理費 62百万円 116百万円
 

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

機械、運搬具及び工具器具備品 12百万円 9百万円

土地 23　〃 36　〃

計 35百万円 46百万円
 

 

※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

建物・構築物 28百万円 14百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 0　〃 2　〃

土地 36　〃 132　〃

その他 0　〃 ―

計 64百万円 149百万円
 

 

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

建物・構築物 59百万円 95百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 9　〃 20　〃

その他 1　〃 12　〃

計 70百万円 128百万円
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※６ 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

　

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

場　所 用　途 種　類 減損損失

徳島県徳島市 事業用資産 土地 182百万円

北海道帯広市 事業用資産 建物・構築物等 125百万円

愛知県名古屋市 事業用資産 建物等 15百万円
 

当社グループは、事業用資産については事務所等の管理会計上の区分を基準として資産のグルーピングを行

い、遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行っております。

徳島県徳島市の事業用資産については、売却を行った土地をその意思決定をした時点で帳簿価額を売却価額

まで減額しております。

北海道帯広市及び愛知県名古屋市の事業用資産については、除却が決定したことにより、帳簿価額の全額を

減額しております。

　

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

場　所 用　途 種　類 減損損失

高知県高知市他 遊休資産 土地・建物等 287百万円

徳島県徳島市 事業用資産 土地 23百万円

新潟県長岡市 遊休資産 土地 16百万円

北海道釧路市 遊休資産 土地・建物等 86百万円

北海道石狩市他 事業用資産 土地・建物等 17百万円
 

当社グループは、事業用資産については事務所等の管理会計上の区分を基準として資産のグルーピングを行

い、遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行っております。

高知県高知市他の遊休資産については、遊休となった土地・建物等について帳簿価額を回収可能価額まで減

額しております。

徳島県徳島市の事業用資産については、売却の意思決定をした土地について帳簿価額を売却価額まで減額し

ております。

新潟県長岡市の遊休資産については、遊休となった土地について帳簿価額を回収可能価額まで減額しており

ます。

北海道釧路市の遊休資産については、遊休となった土地・建物等について帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。

北海道石狩市他の事業用資産については、売却を行った土地をその意思決定をした時点で帳簿価額を売却価

額まで減額しております。また、除却をおこなった建物等をその意思決定をした時点で帳簿価額の全額を減額

しております。

 

※７　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

工事損失引当金繰入額 327百万円 △363百万円
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 655百万円 1,200百万円

 組替調整額 ― △83　〃

   税効果調整前 655百万円 1,117百万円

   税効果額 △218　〃 △274　〃

   その他有価証券評価差額金 436百万円 843百万円

土地再評価差額金   

 　税効果額 ― 153百万円

退職給付に係る調整額   

 当期発生額 ― 3,162百万円

　組替調整額 ― 612百万円

　　税効果調整前 ― 3,774百万円

　　税効果額 ― △1,273百万円

　　退職給付に係る調整額 ― 2,501百万円

その他の包括利益合計 436百万円 3,498百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 145,977,886 ― ― 145,977,886
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 23,011,312 5,841,276 542,040 28,310,548
 

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

市場からの購入による増加 5,839,200株

単元未満株式の買取による増加 2,076株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少 40株

ストック・オプション行使による減少 542,000株
 

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 478

合計   ─ ─ ─ ─ 478
 

 

４　配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月27日
定時株主総会
（注）１

普通株式 1,232 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日

平成25年10月30日
取締役会（注）２

普通株式 1,196 10.00 平成25年９月30日 平成25年12月５日
 

（注）１　連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（２百万円）を含めております。

２　連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（２百万円）を含めております。

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会
（注）１、２

普通株式 利益剰余金 1,769 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日

 

（注）１　連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（３百万円）を含めております。

２　１株当たり配当額には、創立10周年記念配当５円を含めております。
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当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 145,977,886 ― ― 145,977,886
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 28,310,548 4,901,655 1,797,296 31,414,907
 

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

市場からの購入による増加 4,700,000株

会社法第797条第１項に基づく反対株主からの買取請求 200,000株

単元未満株式の買取による増加 1,655株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少 40株

ストック・オプション行使による減少 575,600株

株式交換による減少 1,045,400株

連結子会社が所有していた当社株式の株式交換による減少 176,256株
 

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 500

合計   ─ ─ ─ ─ 500
 

 

４　配当に関する事項

（１） 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会
（注）１、２

普通株式 1,769 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日

平成26年11月６日
取締役会（注）３

普通株式 1,784 15.00 平成26年９月30日 平成26年12月５日
 

（注）１　連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（３百万円）を含めております。

２　１株当たり配当額には、創立10周年記念配当５円を含めております。

３　連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（３百万円）を含めております。

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月26日
定時株主総会
（注）

普通株式 利益剰余金 1,719 15.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日

 

（注）連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（１百万円）を含めております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と関係

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

現金預金勘定 31,036百万円 33,496百万円

有価証券勘定 0　〃 0　〃

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △121　〃 △61　〃

現金及び現金同等物 30,915百万円 33,435百万円
 

 
　２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 
当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

㈱日本エコシステムの株式を取得したため、同社及びその子会社である㈱日本ソーラーサービス、㈱日本ソー

ラーパワーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

 
流動資産 3,608 百万円

固定資産 4,008 〃

　　資産合計 7,617 百万円

流動負債 △3,209 百万円

固定負債 △49 〃

　　負債合計 △3,259 百万円
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（リース取引関係）

１　所有権移転外ファイナンス・リース取引（借主側）

（１）リース資産の内容

有形固定資産

主として、電気通信設備工事事業における車両であります。

 

（２）リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

２　ファイナンス・リース取引（貸主側）

（１）リース投資資産の内訳

流動資産

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

リース料債権部分 3,015 2,777

見積残存価額部分 237 283

受取利息相当額 △270 △177

リース投資資産 2,981 2,883
 

 

（２）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額

流動資産

 （単位：百万円）

 

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産に係る
リース料債権部分

1,042 839 572 374 143 42
 

 
 （単位：百万円）

 

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産に係る
リース料債権部分

1,029 757 548 306 111 23
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（金融商品関係）

１  金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、グループファイナンス及び銀行借入により資金

を調達しております。

受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。

また、当社グループはデリバティブ取引を行っておりません。

 

２  金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前連結会計年度（平成26年３月31日）

（単位：百万円）

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金預金 31,036 31,036 ―

（２）受取手形・完成工事未収入金等 97,667 97,667 ―

  資産計 128,703 128,703 ―

（３）支払手形・工事未払金等 45,039 45,039 ―

  負債計 45,039 45,039 ―
 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金預金 33,496 33,496 ―

（２）受取手形・完成工事未収入金等 93,513 93,513 ―

  資産計 127,009 127,009 ―

（３）支払手形・工事未払金等 44,675 44,675 ―

  負債計 44,675 44,675 ―
 

 

（注）１　金融商品の時価の算定方法に関する事項

(１)現金預金、並びに(２)受取手形・完成工事未収入金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(３)支払手形・工事未払金等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

 

EDINET提出書類

コムシスホールディングス株式会社(E00322)

有価証券報告書

 86/123



 

（注）２　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成26年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金預金 31,036 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 97,667 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券     

  その他有価証券のうち満期があるもの     

  　国債・地方債 ― ― ― ―

  　社債 ― ― 200 200

  　その他 ― 1 ― ―

合計 128,703 1 200 200
 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金預金 33,496 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 93,513 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券     

  その他有価証券のうち満期があるもの     

  　国債・地方債 ― ― ― ―

  　社債 ― 100 100 ―

  　その他 ― 1 ― ―

合計 127,009 101 100 ―
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　前連結会計年度（平成26年３月31日）及び当連結会計年度（平成27年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

２　その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成26年３月31日）

　（単位：百万円）

 種類 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株式 7,137 4,289 2,848

債券 159 110 49

その他 144 142 1

小計 7,441 4,542 2,899

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 340 383 △43

債券 177 200 △22

その他 461 511 △50

小計 979 1,095 △115

合計 8,420 5,637 2,783
 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 種類 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株式 8,487 4,552 3,934

債券 100 100 0

その他 157 153 4

小計 8,745 4,805 3,939

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 99 110 △11

債券 95 100 △4

その他 483 506 △22

小計 678 716 △38

合計 9,423 5,522 3,901
 

 

３　連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

（単位：百万円）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 41 22 0
 

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

（単位：百万円）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 14 5 2

債券 96 41 ―

合計 110 46 2
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（デリバティブ取引関係）

 

前連結会計年度（平成26年３月31日）及び当連結会計年度（平成27年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出

制度を採用しております。

確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。一部の確定給付企

業年金制度には、退職給付信託が設定されております。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に

基づいた一時金を支給しております。

一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。また、当社及び一部の連結子会社が有する

確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており

ます。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

 

２　確定給付制度

(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

退職給付債務の期首残高 40,926 40,616

会計方針の変更による累積的影響額 ― △4,329

会計方針の変更を反映した期首残高 40,926 36,287

勤務費用 2,016 2,382

利息費用 627 250

数理計算上の差異の発生額 △82 △61

退職給付の支払額 △2,870 △3,027

その他 △2 101

退職給付債務の期末残高 40,616 35,933
 

 

(２)年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

年金資産の期首残高 36,633 40,564

期待運用収益 891 1,739

数理計算上の差異の発生額 2,980 3,100

事業主からの拠出額 2,549 2,583

退職給付の支払額 △2,490 △2,633

その他 ― 100

年金資産の期末残高 40,564 45,455
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(３)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 1,916 1,910

退職給付費用 269 254

退職給付の支払額 △200 △229

制度への拠出額 △75 △38

その他 ― 16

退職給付に係る負債の期末残高 1,910 1,914
 

 

(４)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 39,297 34,679

年金資産 △40,895 △45,711

 △1,598 △11,032

非積立型制度の退職給付債務 3,561 3,423

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,962 △7,608

   

退職給付に係る負債 4,384 3,784

退職給付に係る資産 △2,422 △11,392

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,962 △7,608
 

(注)簡便法を適用した制度を含めております。

 

(５)退職給付費用及びその内訳項目の金額

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

勤務費用 2,016 2,382

利息費用 627 250

期待運用収益 △891 △1,739

数理計算上の差異の費用処理額 1,160 940

過去勤務費用の費用処理額 △327 △327

簡便法で計算した退職給付費用 269 254

確定給付制度に係る退職給付費用 2,855 1,760
 

 

(６)退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

過去勤務費用 ― △327

数理計算上の差異 ― 4,102

合計 ― 3,774
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(７)退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

未認識過去勤務費用 △1,964 △1,637

未認識数理計算上の差異 3,562 △539

合計 1,598 △2,176
 

 

(８)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

   

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

債券 58％ 57％

株式 30％ 33％

現金及び預金 3％ 3％

その他 9％ 8％

合計 100％ 100％
 

（注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度11％、当連結会計年

度12％含まれております。
　

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(９)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

   

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
 　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

割引率 主として1.5％ 主として0.7％

長期期待運用収益率 主として3.0％ 主として5.1％
 

 

３　確定拠出制度

一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度330百万円、当連結会計年度263百万円であり

ます。
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（ストック・オプション等関係）

 

１．費用計上額及び科目名

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

販売費及び一般管理費の
株式報酬費用

178百万円 189百万円
 

 

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　 　　（１）ストック・オプションの内容

 第３回新株予約権 第４回新株予約権

決議年月日 平成21年８月７日 平成22年８月10日

付与対象者の区分及び

人数（名）

当社取締役　　　　　　　　　　　 9

当社完全子会社取締役　　　　　　19

当社取締役　　　　　　　　　　　 9

当社完全子会社取締役　　　　　 19

株式の種類及び付与数

（株）
普通株式 108,400 普通株式　145,000

付与日 平成21年８月24日 平成22年８月26日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。  権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成21年８月25日

～平成51年８月24日

平成22年８月27日

～平成52年８月26日
 

 

 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 平成23年８月10日 平成24年８月８日

付与対象者の区分及び

人数（名）

当 社 取 締 役 　　　　　　　　　　　

10　　　　　　　　　　

当社完全子会社取締役　　　　　　21

当社取締役　　　　　　　　　　　11

当社完全子会社取締役　　　　　 22

株式の種類及び付与数

（株）
普通株式　180,100 普通株式　152,600

付与日 平成23年８月26日 平成24年８月24日

権利確定条件 　権利確定条件は付されておりません。  権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成23年８月27日

～平成53年８月26日

平成24年８月25日

～平成54年８月24日
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 第７回新株予約権 第８回新株予約権

決議年月日 平成24年６月28日 平成25年８月６日

付与対象者の区分及び

人数（名）

当社取締役　　　　　　　　　　　11

当社完全子会社取締役　　　　　 124

当社子会社執行役員　　　　　　　42

当 社 取 締 役 　　　　　　　　　　　

10　　　　　　　　　　　

当社完全子会社取締役　　　　　　23

株式の種類及び付与数

（株）
普通株式　587,000 普通株式　87,300

付与日 平成24年８月28日 平成25年８月23日

権利確定条件

新株予約権の割当てを受けた者は、権利

確定日まで当社または当社子会社の取締

役、監査役、執行役員または従業員のい

ずれかの地位を有していることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年

または会社都合による退職の場合はこの

限りではない。

　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間
平成24年８月28日

～平成26年８月28日
　対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成26年８月29日

～平成30年８月28日

平成25年８月24日

～平成55年８月23日
 

 

 第９回新株予約権 第10回新株予約権

決議年月日 平成25年６月27日 平成26年８月５日

付与対象者の区分及び

人数（名）

当 社 取 締 役 　　　　　　　　　　　

11　　　　　　　　　　　

当社完全子会社取締役　　　　　　25

当社子会社執行役員　　　　　　　

43　　　　　

当 社 取 締 役 　　　　　　　　　　　

9　　　　　　　　　　

当社完全子会社取締役　　　　　　27

株式の種類及び付与数

（株）
普通株式　349,500 普通株式　54,300

付与日 平成25年８月23日 平成26年８月22日

権利確定条件

新株予約権の割当てを受けた者は、権利

行使時において当社または当社子会社の

取締役、監査役、執行役員または従業員

のいずれかの地位を有していることを要

する。ただし、任期満了による退任、定

年または会社都合による退職の場合はこ

の限りではない。

　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間
平成25年８月23日

～平成27年８月23日
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成27年８月24日

～平成31年８月23日

平成26年８月23日

～平成56年８月22日
 

 

 第11回新株予約権

決議年月日 平成26年６月27日

付与対象者の区分及び
人数（名）

当 社 取 締 役 　　　　　　　　　　　

11　　　　　　　　　　　

当社完全子会社取締役　　　　　　25

当社子会社執行役員　　　　　　　

42　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

普通株式　373,000

付与日 平成26年８月22日

権利確定条件

新株予約権の割当てを受けた者は、権利

行使時において当社または当社子会社の

取締役、監査役、執行役員または従業員

のいずれかの地位を有していることを要

する。ただし、任期満了による退任、定

年または会社都合による退職の場合はこ

の限りではない。

対象勤務期間
平成26年８月22日
～平成28年８月22日

権利行使期間
平成28年８月23日
～平成32年８月22日
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　 　（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　 　 ①  ストック・オプションの数

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 平成21年８月７日 平成22年８月10日 平成23年８月10日 平成24年８月８日

権利確定前     

　期首（株） ― ― ― ―

　付与（株） ― ― ― ―

　失効（株） ― ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ― ―

権利確定後     

　期首（株） 47,500 70,600 104,700 98,600

　権利確定（株） ― ― ― ―

　権利行使（株） ― 2,800 11,700 8,300

　失効（株） ― ― ― ―

　未行使残（株） 47,500 67,800 93,000 90,300
 

　
 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権

決議年月日 平成24年６月28日 平成25年８月６日 平成25年６月27日 平成26年８月５日

権利確定前     

　期首（株） 580,500 ― 342,500 ―

　付与（株） ― ― ― 54,300

　失効（株） ― ― ― ―

　権利確定（株） 580,500 ― ― 54,300

　未確定残（株） ― ― 342,500 ―

権利確定後     

　期首（株） ― 86,600 ― ―

　権利確定（株） 580,500 ― ― 54,300

　権利行使（株） 422,600 5,200 ― ―

　失効（株） 500 ― ― ―

　未行使残（株） 157,400 81,400 ― 54,300
 

 
 第11回新株予約権

決議年月日 平成26年６月27日

権利確定前  

　期首（株） ―

　付与（株） 373,000

　失効（株） ―

　権利確定（株） ―

　未確定残（株） 373,000

権利確定後  

　期首（株） ―

　権利確定（株） ―

　権利行使（株） ―

　失効（株） ―

　未行使残（株） ―
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　　　   ②  単価情報

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 平成21年８月７日 平成22年８月10日 平成23年８月10日 平成24年８月８日

権利行使価格（円） 1 1 1 1

行使時平均株価（円） ― 1,750 1,748 1,750
付与日における公正な
評価単価（円）

945 605 631 862
 

 
 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権

決議年月日 平成24年６月28日 平成25年８月６日 平成25年６月27日 平成26年８月５日

権利行使価格（円） 1,005 1 1,366 1

行使時平均株価（円） 1,827 1,733 ― ―
付与日における公正な
評価単価（円）

218 1,075 177 1,746
 

 
 第11回新株予約権

決議年月日 平成26年６月27日

権利行使価格（円） 1,969

行使時平均株価（円） ―
付与日における公正な
評価単価（円）

339
 

 

　　　３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプション（第10回及び第11回新株予約権）についての公正

な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

（１）使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

（２）主な基礎数値及び見積方法

  第10回新株予約権

株価変動性 （注）１ 28.48％

予想残存期間 （注）２ ５年

予想配当 （注）３ 25円/株

無リスク利子率 （注）４ 0.15％
 

（注）１　５年間(平成21年８月23日から平成26年８月22日まで)の株価実績に基づき算定しております。

２　付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を使用しております。

３　平成26年３月期の配当実績によります。

４　予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。

 
  第11回新株予約権

株価変動性 （注）１ 28.61％

予想残存期間 （注）２ 4.01年

予想配当 （注）３ 25円/株

無リスク利子率 （注）４ 0.118％
 

（注）１　４年間(平成22年８月21日から平成26年８月22日まで)の株価実績に基づき算定しております。

２　付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を使用しております。

３　平成26年３月期の配当実績によります。

４　予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。

 
　　　４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

繰延税金資産       

貸倒引当金  768百万円  749百万円

退職給付に係る負債等  1,916 〃  ―  

役員退職慰労引当金等  211 〃  233 〃

未払事業税等  520 〃  345 〃

未払費用  3,010 〃  2,834 〃

投資有価証券評価損  192 〃  242 〃

ゴルフ会員権評価損  164 〃  151 〃

ソフトウェア評価損  295 〃  127 〃

その他有価証券評価差額金  2 〃  1 〃

子会社土地評価差額  923 〃  811 〃

繰越欠損金  769 〃  510 〃

その他  783 〃  742 〃

繰延税金資産小計  9,557百万円  6,752百万円

評価性引当額  △1,856 〃  △1,726 〃

繰延税金資産合計  7,701百万円  5,026百万円

繰延税金負債       

退職給付に係る資産等  ―  △1,286百万円

固定資産圧縮積立金  △519百万円  △469 〃

子会社土地評価差額  △1,202 〃  △1,062 〃

その他  △1,069 〃  △1,341 〃

繰延税金負債合計  △2,792百万円  △4,160百万円

繰延税金資産の純額  4,908百万円  865百万円
 

 

２　再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

繰延税金資産       

再評価に係る繰延税金資産  3,953百万円  3,587百万円

評価性引当額  △3,953 〃  △3,587 〃

再評価に係る繰延税金資産の合計  ―   ―  

繰延税金負債       

再評価に係る繰延税金負債  1,662百万円  1,508百万円

再評価に係る繰延税金負債の合計  1,662百万円  1,508百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額  1,662百万円  1,508百万円
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３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

法定実効税率  ―   35.6％

（調整）       

永久に損金に算入されない項目  ―   0.8％

永久に益金に算入されない項目  ―   △0.2％

住民税均等割等  ―   0.7％

のれんの償却額  ―   0.7％

税率変更による期末繰延税金資産及び
繰延税金負債の減額修正

 ―   0.5％

評価性引当額  ―   △0.3％

その他  ―   0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  ―   38.6％
 

（注）前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率

の100分の５以下であるため注記を省略しております。

 

４　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税

率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は33.1％に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3％とな

ります。

この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が54百万円減少し、法人税

等調整額が139百万円、その他有価証券評価差額金が122百万円、退職給付に係る調整累計額が71百万円、それぞ

れ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は153百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加してお

ります。

 
（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成26年４月１

日　至　平成27年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（平成26年３月31日）及び当連結会計年度（平成27年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

 

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成26年４月１

日　至　平成27年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

 

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

コムシスグループは、持株会社である当社の下、各統括事業会社を中心としたグループが、それぞれの担当事業

について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は、統括事業会社を中心としたグループ別のセグメントから構成されており、「日本コムシスグ

ループ」、「サンワコムシスエンジニアリンググループ」、「ＴＯＳＹＳグループ」、「つうけんグループ」、

「コムシス情報システムグループ」の５つを報告セグメントとしております。

「日本コムシスグループ」は、主にＮＴＴグループを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。「サ

ンワコムシスエンジニアリンググループ」は、主にＮＣＣを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。

「ＴＯＳＹＳグループ」は、信越エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「つうけんグループ」

は、主に北海道エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「コムシス情報システムグループ」は、

情報処理関連事業を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失（△）、資産、その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結財務

諸表

計上額

（注）３

日本

コムシス

グループ

サンワ

コムシス

エンジニア

リング

グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん

グループ

コムシス

情報

システム

グループ

計

売上高           

 外部顧客への

 売上高
196,969 61,115 25,226 40,214 7,306 330,832 509 331,341 ― 331,341

 セグメント間

 の内部売上高

 又は振替高

7,849 529 5,032 288 1,721 15,422 6,074 21,497 △21,497 ―

計 204,819 61,645 30,258 40,503 9,028 346,255 6,584 352,839 △21,497 331,341

 セグメント利益 19,657 4,083 926 1,974 515 27,157 2,626 29,784 △2,214 27,570

 セグメント資産 224,661 33,765 17,942 28,717 4,312 309,399 146,011 455,410
△

204,848
250,561

 その他の項目           

　減価償却費 2,799 99 386 814 51 4,152 121 4,273 153 4,426

　有形固定資産

　及び無形固定

　資産の増加額

6,101 317 740 747 39 7,946 16 7,963 239 8,203

 

（注） １　「その他」の区分は、人材派遣事業、シェアードサービス事業等及び事業セグメントに帰属しない当社

(純粋持株会社)であります。

２　調整額は以下のとおりであります。

(１) セグメント利益の調整額は、当社及びセグメント間取引消去であります。

(２) セグメント資産の調整額は、主に当社及びセグメント間取引消去であります。

３　セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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　当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結財務

諸表

計上額

（注）３

日本

コムシス

グループ

サンワ

コムシス

エンジニア

リング

グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん

グループ

コムシス

情報

システム

グループ

計

売上高           

 外部顧客への

 売上高
202,398 56,178 22,242 40,400 6,880 328,101 530 328,631 ― 328,631

 セグメント間

 の内部売上高

 又は振替高

6,641 625 5,833 309 1,495 14,905 8,266 23,171 △23,171 ―

計 209,039 56,803 28,076 40,710 8,376 343,006 8,797 351,803 △23,171 328,631

 セグメント利益 19,991 3,764 888 2,241 542 27,428 4,736 32,165 △4,491 27,674

 セグメント資産 237,800 27,392 20,295 29,681 4,936 320,107 139,095 159,202
△

195,183
264,019

 その他の項目           

　減価償却費 3,160 114 285 793 46 4,399 114 4,514 158 4,672

　有形固定資産

　及び無形固定

　資産の増加額

4,726 639 976 1,348 25 7,715 21 7,737 84 7,821

 

（注） １　「その他」の区分は、人材派遣事業、シェアードサービス事業等及び事業セグメントに帰属しない当社

(純粋持株会社)であります。

２　調整額は以下のとおりであります。

(１) セグメント利益の調整額は、当社及びセグメント間取引消去であります。

(２) セグメント資産の調整額は、主に当社及びセグメント間取引消去であります。

３　セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(１) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(２) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＮＴＴグループ 193,884

日本コムシスグループ
サンワコムシスエンジニアリンググループ
ＴＯＳＹＳグループ
つうけんグループ

 

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(１) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(２) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＮＴＴグループ 183,687

日本コムシスグループ
サンワコムシスエンジニアリンググループ
ＴＯＳＹＳグループ
つうけんグループ
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

        （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計日本
コムシス
グループ

サンワ
コムシス
エンジニ
アリング
グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん
グループ

コムシス
情報

システム
グループ

計

減損損失 182 15 ― 125 ― 323 ― ― 323
 

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

        （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計日本
コムシス
グループ

サンワ
コムシス
エンジニ
アリング
グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん
グループ

コムシス
情報

システム
グループ

計

減損損失 310 ― 16 104 ― 432 ― ― 432
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計日本
コムシス
グループ

サンワ
コムシス
エンジニ
アリング
グループ

ＴＯＳＹＳ

グループ

つうけん
グループ

コムシス
情報

システム
グループ

計

当期償却額 527 ― ― ― ― 527 ― ― 527

当期末残高 3,394 ― ― ― ― 3,394 ― ― 3,394
 

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成26年４月１日　

至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

（単位：百万円）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 三浦秀利 ― ― 当社取締役
（被所有）

直接
0.00

―

ストック・オプ
ションの権利行
使に伴う自己株
式の処分

14 ― ―

 

（注）自己株式の処分価額は、平成20年６月27日開催の定時株主総会決議に基づく平成20年８月７日開催の取締役会

決議で定められたストック・オプション（新株予約権）の権利行使価格により決定しております。

なお、「取引金額」欄には、自己株式の処分時の払込金額を記載しております。

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

（単位：百万円）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権の所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 三浦秀利 ― ― 当社取締役
（被所有）

直接
0.01

―

ストック・オプ
ションの権利行
使に伴う自己株
式の処分

15 ― ―

 

（注）自己株式の処分価額は、平成24年６月28日開催の定時株主総会決議に基づく平成24年８月８日開催の取締役会

決議で定められたストック・オプション（新株予約権）の権利行使価格により決定しております。

なお、「取引金額」欄には、自己株式の処分時の払込金額を記載しております。　
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

１株当たり純資産額 1,514.73円 1,682.70円

１株当たり当期純利益金額 136.08円 142.72円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

135.34円 141.90円
 

 
（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 

項目
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（百万円） 16,389 16,767

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 16,389 16,767

 普通株式の期中平均株式数（千株） 120,442 117,489

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（百万円） ― ―

 普通株式増加数（千株） 650 677

 （うち新株予約権（千株）） (650) (677)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

平成25年８月６日
取締役会決議

 

ストック・オプション
（新株予約権）

 

普通株式  342千株

平成26年８月５日
取締役会決議

 

ストック・オプション
（新株予約権）

 

普通株式  373千株
 

　
（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前連結会計年度末

（平成26年３月31日）
当連結会計年度末

（平成27年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 179,414 194,038

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,180 1,263

（うち新株予約権（百万円）） (478) (500)

（うち少数株主持分（百万円）） (701) (762)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 178,234 192,774

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数（千株）

117,667 114,562
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（重要な後発事象）

　当社は、平成27年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について次のとおり決議いたしました。

　

① 自己株式の取得を行う理由 株主への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資
本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであ
ります。

② 取得対象株式の種類 当社普通株式

③ 取得し得る株式の総数 380万株（上限）

④ 取得価額の総額 50億円（上限）

⑤ 取得期間 平成27年５月11日から平成28年３月31日まで
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⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,270 100 1.6 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 87 82 2.7 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

332 276 3.0 平成28年～平成34年

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 1,689 458 ― ―
 

（注） １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごと

の返済予定額の総額

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 ― ―　　　 ― ―

リース債務 76 72 48 30
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該連結会計年度期首及び当連結

会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

 

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高　　　　　 (百万円) 66,555 144,287 220,303 328,631

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額

(百万円) 4,631 11,174 17,182 27,283

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,808 6,865 10,485 16,767

１株当たり四半期
(当期)純利益金額　　

　　(円) 23.86 58.32 88.93 142.72
 

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額　

　　(円) 23.86 34.46 30.62 53.78
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２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 10 9

  関係会社預け金 16,231 11,999

  未収入金 ※1  5,278 ※1  2,758

  繰延税金資産 27 25

  その他 17 32

  流動資産合計 21,565 14,826

 固定資産   

  有形固定資産   

   工具、器具及び備品 2 3

   減価償却累計額 △0 △3

   有形固定資産合計 1 0

  無形固定資産   

   ソフトウエア 43 40

   無形固定資産合計 43 40

  投資その他の資産   

   投資有価証券 337 196

   関係会社株式 120,678 120,678

   繰延税金資産 80 94

   前払年金費用 ― 3

   その他 103 119

   投資その他の資産合計 121,198 121,092

  固定資産合計 121,243 121,132

 資産合計 142,808 135,959

負債の部   

 流動負債   

  関係会社預り金 56,876 57,028

  未払法人税等 4,444 1,823

  その他 895 817

  流動負債合計 62,216 59,669

 固定負債   

  退職給付引当金 0 ―

  長期未払金 28 25

  固定負債合計 28 25

 負債合計 62,245 59,695
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,000 10,000

  資本剰余金   

   資本準備金 58,815 58,815

   その他資本剰余金 38,252 39,102

   資本剰余金合計 97,067 97,918

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 1,933 3,039

   利益剰余金合計 1,933 3,039

  自己株式 △28,942 △35,192

  株主資本合計 80,059 75,765

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 24 △2

  評価・換算差額等合計 24 △2

 新株予約権 478 500

 純資産合計 80,562 76,263

負債純資産合計 142,808 135,959
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業収益   

 受取配当金 ※1  2,485 ※1  4,586

 経営管理料 ※1  897 ※1  909

 営業収益合計 3,382 5,495

営業費用   

 一般管理費 ※2  861 ※2  884

営業利益 2,520 4,610

営業外収益   

 受取利息 ※1  95 ※1  62

 有価証券利息 6 11

 その他 6 5

 営業外収益合計 108 79

営業外費用   

 支払利息 ※1  38 ※1  43

 自己株式取得費用 22 19

 その他 0 1

 営業外費用合計 61 64

経常利益 2,567 4,626

特別利益   

 新株予約権戻入益 1 24

 投資有価証券売却益 ― 41

 投資有価証券償還益 ― 44

 特別利益合計 1 110

税引前当期純利益 2,569 4,736

法人税、住民税及び事業税 72 86

法人税等調整額 3 △9

法人税等合計 75 77

当期純利益 2,493 4,658
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)　

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 10,000 58,815 38,197 97,013 1,868

当期変動額      

剰余金の配当     △2,428

当期純利益     2,493

自己株式の取得      

自己株式の処分   54 54  

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 ― ― 54 54 65

当期末残高 10,000 58,815 38,252 97,067 1,933
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

当期首残高 △21,464 87,417 3 497 87,919

当期変動額      

剰余金の配当  △2,428   △2,428

当期純利益  2,493   2,493

自己株式の取得 △8,002 △8,002   △8,002

自己株式の処分 525 579   579

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  20 △19 1

当期変動額合計 △7,477 △7,358 20 △19 △7,356

当期末残高 △28,942 80,059 24 478 80,562
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 当事業年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)　

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 10,000 58,815 38,252 97,067 1,933

当期変動額      

剰余金の配当     △3,553

当期純利益     4,658

自己株式の取得      

自己株式の処分   850 850  

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 ― ― 850 850 1,105

当期末残高 10,000 58,815 39,102 97,918 3,039
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

当期首残高 △28,942 80,059 24 478 80,562

当期変動額      

剰余金の配当  △3,553   △3,553

当期純利益  4,658   4,658

自己株式の取得 △7,938 △7,938   △7,938

自己株式の処分 1,688 2,539   2,539

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  △27 22 △5

当期変動額合計 △6,250 △4,294 △27 22 △4,299

当期末残高 △35,192 75,765 △2 500 76,263
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式

移動平均法による原価法

（２）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

 

２　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法を採用しております。なお、償却年数は２年～５年であります。

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

 

３　引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

 

４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社項目

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

未収入金 5,277百万円 2,758百万円
 

 

２　当社は、取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

貸出コミットメントの総額 6,000百万円 6,000百万円

借入実行残高 ― ―

差引額 6,000百万円 6,000百万円
 

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

営業収益

 
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

受取配当金 2,485百万円 4,586百万円

経営管理料 897　〃 909　〃
 

 

営業外収益

 
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

受取利息 91百万円 56百万円
 

 

営業外費用

 
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

 支払利息 38百万円 43百万円
 

 

※２　一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

役員報酬 134百万円 132百万円

給料諸手当 254 〃 263 〃

株式報酬費用 142 〃 151 〃
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（有価証券関係）

前事業年度（平成26年３月31日）及び当事業年度（平成27年３月31日）

子会社株式で市場価格のあるものはありません。

　
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

  （単位：百万円）

区分 平成26年３月31日 平成27年３月31日

子会社株式 120,678 120,678
 

上記については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりま

せん。

 

（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

繰延税金資産       

長期未払金  9百万円  8百万円

株式報酬費用  72 〃  85 〃

未払金  22 〃  20 〃

投資有価証券評価損  8 〃  ―  

その他有価証券評価差額金  ―   1 〃

未払事業税等  4 〃  5 〃

繰延税金資産小計  116百万円  120百万円

評価性引当額  △8百万円  ―  

繰延税金資産合計  108百万円  120百万円

       

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  △1百万円  ―  

前払年金費用  ―   △1百万円

繰延税金負債合計  △1百万円  △1百万円

繰延税金資産の純額  107百万円  119百万円
 

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

法定実効税率  38.0％   35.6％  

(調整)       

永久に損金に算入されない項目  1.4％   0.6％  

永久に益金に算入されない項目  △36.8％   △34.5％  

税率変更による期末繰延税金資産及び
繰延税金負債の減額修正

 0.2％   0.2％  

その他  0.1％   △0.3％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  2.9％   1.6％  
 

　

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等

の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実

効税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％

に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3％となります。こ

の税率変更による影響は軽微であります。
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（重要な後発事象）

　当社は、平成27年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について次のとおり決議いたしました。

 

① 自己株式の取得を行う理由 株主への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資
本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであ
ります。

② 取得対象株式の種類 当社普通株式

③ 取得し得る株式の総数 380万株（上限）

④ 取得価額の総額 50億円（上限）

⑤ 取得期間 平成27年５月11日から平成28年３月31日まで
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④ 【附属明細表】

 

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により、記載を省

略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高

（百万円）

有形固定資産        

　工具、器具及び備品 ─ ─ ─ 3 3 2 0

　　有形固定資産計 ─ ─ ─ 3 3 2 0

無形固定資産        

　ソフトウェア ─ ─ ─ 69 29 13 40

無形固定資産計 ─ ─ ─ 69 29 13 40
 

（注） 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」

及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
買増し

 

　　取扱場所
 
 

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
 
 

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済
新聞に掲載する方法により行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
ある。
http://www.comsys-hd.co.jp/ir/koukoku/

株主に対する特典 なし
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

①会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1)
 

有価証券報告書
及びその添付書類
並びに確認書

事業年度（第11期） 自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

 平成26年６月27日
関東財務局長に提出。

(2)
 
 

内部統制報告書 事業年度（第11期） 自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

 平成26年６月27日
関東財務局長に提出。

(3)
 

四半期報告書
及び確認書

（第12期第１四半期） 自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

 平成26年８月８日
関東財務局長に提出。

  （第12期第２四半期） 自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

 平成26年11月11日
関東財務局長に提出。

  （第12期第３四半期） 自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日

 平成27年２月10日
関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
（株主総会における議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告
書

 平成26年６月30日
関東財務局長に提出。

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２
（株式報酬型ストックオプションの付与）の規定に基づく臨時
報告書

 平成26年８月５日
関東財務局長に提出。

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２
（ストックオプション制度に基づく新株予約権の発行）の規定
に基づく臨時報告書

 平成26年８月５日
関東財務局長に提出。

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２
（株式交換の決定）の規定に基づく臨時報告書

 平成26年８月28日
関東財務局長に提出。

(5) 訂正臨時報告書 平成26年８月５日提出の臨時報告書（ストックオプション制度
に基づく新株予約権の発行）の訂正報告書

 平成26年８月22日
関東財務局長に提出。

  平成26年８月５日提出の臨時報告書（株式報酬型ストックオプ
ションの付与）の訂正報告書

 平成25年８月25日
関東財務局長に提出。

(6) 自己株券買付状況
報告書

報告期間 自　平成26年11月１日
至　平成26年11月30日

 平成26年12月12日
関東財務局長に提出。

  報告期間 自　平成26年12月１日
至　平成26年12月31日

 平成27年１月14日
関東財務局長に提出。

  報告期間 自　平成27年１月１日
至　平成27年１月31日

 平成27年２月13日
関東財務局長に提出。

  報告期間 自　平成27年２月１日
至　平成27年２月28日

 平成27年３月13日
関東財務局長に提出。

  報告期間 自　平成27年３月１日
至　平成27年３月31日

 平成27年４月13日
関東財務局長に提出。

  報告期間 自　平成27年５月１日
至　平成27年５月31日

 平成27年６月12日
関東財務局長に提出。
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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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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成27年６月26日

コムシスホールディングス株式会社

取締役会　御中

仰星監査法人
 

 

代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士   南      成 人       印

 

 

業務執行社員  公認会計士   原      伸　夫       印
 

 

業務執行社員  公認会計士   竹 村  純 也       印
 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるコムシスホールディングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監

査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コ

ムシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、コムシスホールディングス株

式会社の平成27年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

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財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、コムシスホールディングス株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基

準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 

利害関係

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

 
 

※１　上記は監査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（有価証券報告書提出会
社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成27年６月26日

コムシスホールディングス株式会社

取締役会　御中

仰星監査法人
 

 

代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士   南      成 人       印

 

 

業務執行社員  公認会計士   原      伸　夫       印
 

 

業務執行社員  公認会計士   竹 村  純 也       印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるコムシスホールディングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について

監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コムシ

スホールディングス株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

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

 
 

※１　上記は監査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（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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