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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】

回次
第29期

第１四半期連結
累計期間

第30期
第１四半期連結
累計期間

第29期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 1,342,677 1,331,069 5,393,611

経常利益（千円） 41,389 3,525 115,929

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
18,841 △2,941 52,008

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
15,224 △5,549 61,024

純資産額（千円） 1,026,284 1,041,083 1,072,004

総資産額（千円） 4,649,390 4,640,214 4,647,785

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

5.20 △0.81 14.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 22.1 22.4 23.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第29期第１四半期連結累計期間及び第29期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　第30期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当た

り四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。　

 

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策、日本銀行の金融緩和による景気回復への期

待から、円安・株高傾向のもとで景気は緩やかに持ち直しつつあるものの、中国・インド等の経済成長の減速、円

安進行による原材料価格の上昇等、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

当業界におきましては、景気回復に伴う個人消費の回復が期待されるなかで、高額嗜好品やレジャー等において

は支出の増加がみられる一方、生活必需品に対する節約志向は継続しており、引続き厳しい経営環境で推移してお

ります。

こうしたなかで、当社グループは前連結会計年度に引続き、パネトーネ種の特性を活かした新製品の開発に努め

ました。新製品としましては、「トマトカレーパン」「メロン小町」を投入したことに加え、夏期限定製品として

「デニッシュ塩キャラメル」「デニッシュ塩バニラ」を発売しました。

売上高につきましては、生活協同組合、通信販売については増加となったものの、卸問屋を中心に、競合他社との

低価格競争が継続しており、当初の見込みを下回る結果となりました。

利益面につきましては、売上高の減少に加え、生産ラインで使用する備品更新等のコスト増加により、当初の見

込みを下回る結果となりました。　

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13億３千１百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益４百万

円（前年同期比89.6％減）、経常利益３百万円（前年同期比91.5％減）、四半期純損失２百万円（前年同期は四半

期純利益１千８百万円）となりました。

（2）財政状態

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、46億４千万円となりました。

これは、主に現金及び預金の増加（１億４千８百万円）、受取手形及び売掛金の減少（９千５百万円）、機械装置

及び運搬具の減少（２千６百万円）などによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ２千３百万円増加し、35億９千９百万円となりました。これは主に長期借入金の

借入による増加（１億６千万円）、短期借入金の減少（１億１百万円）、未払金の増加（５千６百万円）、買掛金

の減少（５千５百万円）などによるものであります。 

　なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ３千万円減少し、10億４千１百万円となり、自己資本比率は22.4％とな

りました。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

 （4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１千万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【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 9,600,000

計 9,600,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月14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 3,630,000 3,630,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株　

計 3,630,000 3,630,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　　

（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
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 3,630,000 － 222,000 － 134,400

（６）【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成25年６月30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） 普通株式　　　5,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　3,622,600 36,226 －

単元未満株式 普通株式　　　1,900 － －

発行済株式総数 3,630,000 － －

総株主の議決権 － 36,226 －

 

②【自己株式等】

 平成25年６月30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

（％）

株式会社コモ

愛知県小牧市大字村

中字下之坪505番地

の1

5,500 － 5,500 0.15

計 － 5,500 － 5,500 0.15

　

　

２【役員の状況】

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

   なお、当四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。

   役職の異動　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
管理本部長　財務経理部長
兼経営企画室長

取締役
管理本部長兼経営企
画室長

平光伸行 平成25年７月16日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

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

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 472,160 620,630

受取手形及び売掛金 864,463 769,151

電子記録債権 38,664 37,017

商品及び製品 53,204 34,437

仕掛品 9,523 8,553

原材料及び貯蔵品 69,791 67,844

その他 50,189 49,269

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 1,557,798 1,586,705

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 662,796 646,450

機械装置及び運搬具（純額） 587,205 560,910

土地 1,187,049 1,187,049

リース資産（純額） 146,267 156,147

その他（純額） 31,048 32,780

有形固定資産合計 2,614,367 2,583,338

無形固定資産

リース資産 907 659

その他 27,713 25,703

無形固定資産合計 28,621 26,362

投資その他の資産

投資有価証券 183,914 179,902

その他（純額） 263,635 264,495

貸倒引当金 △552 △590

投資その他の資産合計 446,998 443,807

固定資産合計 3,089,987 3,053,508

資産合計 4,647,785 4,640,214
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 458,500 403,219

短期借入金 2,229,700 2,128,000

リース債務 44,703 47,258

未払金 265,071 321,072

未払法人税等 22,610 3,803

賞与引当金 54,704 14,036

その他 112,047 125,076

流動負債合計 3,187,337 3,042,466

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 － 160,000

リース債務 115,571 123,363

退職給付引当金 51,792 52,576

役員退職慰労引当金 86,765 89,008

その他 34,314 31,715

固定負債合計 388,443 556,663

負債合計 3,575,781 3,599,130

純資産の部

株主資本

資本金 222,000 222,000

資本剰余金 134,400 134,400

利益剰余金 2,643,451 2,615,138

自己株式 △8,467 △8,467

株主資本合計 2,991,384 2,963,071

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,276 10,669

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

その他の包括利益累計額合計 △1,919,380 △1,921,987

純資産合計 1,072,004 1,041,083

負債純資産合計 4,647,785 4,640,214
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 1,342,677 1,331,069

売上原価 875,315 903,084

売上総利益 467,361 427,984

販売費及び一般管理費 424,270 423,500

営業利益 43,090 4,484

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 672 626

受取家賃 4,551 4,159

リサイクル委託費用返戻金 655 672

助成金収入 1,050 －

その他 833 2,388

営業外収益合計 7,763 7,846

営業外費用

支払利息 7,920 7,344

その他 1,544 1,461

営業外費用合計 9,465 8,806

経常利益 41,389 3,525

特別損失

固定資産除却損 65 0

特別損失合計 65 0

税金等調整前四半期純利益 41,324 3,525

法人税、住民税及び事業税 6,857 1,635

法人税等調整額 15,624 4,831

法人税等合計 22,482 6,466

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

18,841 △2,941

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,841 △2,941
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

18,841 △2,941

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,617 △2,607

その他の包括利益合計 △3,617 △2,607

四半期包括利益 15,224 △5,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,224 △5,549
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 69,565千円 68,566千円

　

（株主資本等関係）

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

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 25,371 7  平成24年３月31日 平成24年６月28日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 25,370 7  平成25年３月31日 平成25年６月28日利益剰余金

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

　　当社グループは、ロングライフパンの製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
5円20銭 △0円81銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
18,841 △2,941

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
18,841 △2,941

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,624 3,624

　（注）　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月14日

株式会社コモ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秦　　博文　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 倉持　直樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社コモの平
成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25年
６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
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四半期連結財務諸表を
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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コモ及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同
日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点
において認められなかった。
　
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

　

　

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

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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