
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 コモ 上場取引所 JQ 
コード番号 2224 URL http://www.como.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上田 浩二
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役財務経理部長 （氏名） 木下 克己 TEL 0568-73-7050
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 4,267 △3.5 103 △53.7 96 △55.5 37 △63.1
21年3月期第3四半期 4,421 ― 223 ― 215 ― 102 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 10.46 ―
21年3月期第3四半期 28.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 4,621 798 17.3 220.22
21年3月期 4,267 781 18.3 215.53

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  798百万円 21年3月期  781百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,750 △1.4 127 △46.8 107 △52.0 43 △54.5 11.97



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業
績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 3,630,000株 21年3月期  3,630,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,360株 21年3月期  5,330株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 3,624,652株 21年3月期第3四半期 3,624,759株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の後退による外需の落込みや円高が継続する

中、設備投資の減少、雇用情勢の悪化等、依然として厳しい状況が続いております。 

当業界におきましても、デフレ下における消費者の節約志向、企業間の価格競争の激化等により、引続き厳しい

経営環境となりました。 

このような環境の中で、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、製品の品質向上に努めました。新製品としましては、「デニッシュ」において、期間限定製品である「夏みか

ん小町」「デニッシュはちみつレモン」「緑茶小町」「ディズニーパンプキン小町」に加え、「デニッシュメープ

ルキャラメル」「クッキーデニッシュ」シリーズ３品を発売しました。また、「クロワッサン」においては

「Disney野菜クロワッサン」「クロワッサンショコラ」を、「その他」において、「ワッフル」３品、ＰＢ製品３

品を発売しました。また、「パネトーネ」において、量販店向け専用パッケージ製品３品を発売しました。 

売上高につきましては、生活協同組合においては企画数の回復により概ね順調に推移したものの、自動販売機に

より販売を行っている、工場を中心とした職域においては販売数量が減少しており、また、他業態におきまして

も、競合他社低価格製品の導入等により総じて低調に推移しました。 

利益面につきましては、売上高減少の影響があるものの、運送会社の効率的運用による配送費の削減、その他の

経費についても見直しを行うことにより、利益率の向上に努めた結果、営業利益、経常利益、四半期純利益ともほ

ぼ計画通りとなりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は42億６千７百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益１億３百

万円（前年同期比53.7％減）、経常利益９千６百万円（前年同期比55.5％減）、四半期純利益３千７百万円（前年

同期比63.1％減）となりました。 

  

  

当第３四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３億５千３百万円増加し、46億２千１百万円

となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加（１億７千６百万円）、機械装置及び運搬具の増加（１億８

百万円）、現金及び預金の増加（７千６百万円）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３億３千６百万円増加し、38億２千３百万円となりました。これは主に短期借

入金の純増加額（１億８千万円）、買掛金の増加（１億７千９百万円）、長期借入金の返済による減少（１億２千

３百万円）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１千７百万円増加し、７億９千８百万円となり、自己資本比率は

17.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

７千６百万円増加（前連結会計年度末比20.3％増）し、当第３四半期連結会計期間末には４億５千３百万円となり

ました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況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」は３億５百万円の増加（前年同期比12.0％増）となりました。 

   これは主に税金等調整前四半期純利益（９千２百万円）、減価償却費（１億９千４百万円）、仕入債務の増加

額（１億７千９百万円）、売上債権の増加額（１億７千６百万円）などによるものであります。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億５千１百万円の支出（前年同期比64.0％増）となりました。 

   これは主に製造設備の取得による支出（２億４千２百万円）などによるものであります。 

  「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２千２百万円の獲得（前年同期比92.5％減）となりました。 

   これは主に短期借入金の純増加額（２億円）、長期借入金の返済による支出（１億４千２百万円）、配当金の

支払（２千５百万円）などによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

               



  

  

当第３四半期連結累計期間の業績は概ね計画通り推移しており、前回発表（平成21年11月９日）の通期業績予想に

変更はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 ①簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

               



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 453,143 376,819

受取手形及び売掛金 916,374 740,290

商品及び製品 34,298 52,287

仕掛品 3,633 11,601

原材料及び貯蔵品 82,443 67,809

その他 51,163 61,029

貸倒引当金 △1,100 △900

流動資産合計 1,539,957 1,308,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 628,998 644,857

機械装置及び運搬具（純額） 717,914 608,991

土地 1,187,049 1,187,049

リース資産（純額） 70,975 39,894

その他（純額） 33,827 38,946

有形固定資産合計 2,638,763 2,519,738

無形固定資産   

リース資産 4,124 4,866

ソフトウエア仮勘定 2,132 －

その他 10,699 12,483

無形固定資産合計 16,957 17,350

投資その他の資産   

投資有価証券 175,326 171,875

その他（純額） 250,679 250,040

貸倒引当金 △424 －

投資その他の資産合計 425,581 421,916

固定資産合計 3,081,302 2,959,004

資産合計 4,621,259 4,267,943

               



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 437,623 257,921

短期借入金 2,281,700 2,100,800

リース債務 15,448 8,556

未払金 320,330 215,975

未払法人税等 2,214 40,793

賞与引当金 12,298 46,118

その他 120,921 83,049

流動負債合計 3,190,536 2,753,214

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 300,000 423,000

リース債務 65,101 39,082

退職給付引当金 52,045 56,559

役員退職慰労引当金 75,658 68,177

その他 39,694 46,700

固定負債合計 632,500 733,519

負債合計 3,823,036 3,486,733

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 2,420,102 2,407,559

自己株式 △8,128 △8,081

株主資本合計 2,768,374 2,755,877

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,494 △42,010

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

評価・換算差額等合計 △1,970,150 △1,974,667

純資産合計 798,223 781,210

負債純資産合計 4,621,259 4,267,943

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,421,218 4,267,873

売上原価 2,814,881 2,846,966

売上総利益 1,606,337 1,420,906

販売費及び一般管理費 1,382,458 1,317,290

営業利益 223,878 103,616

営業外収益   

受取利息 452 90

受取配当金 2,388 2,356

受取家賃 16,998 16,994

リサイクル委託費用返戻金 3,442 2,782

その他 2,562 3,644

営業外収益合計 25,844 25,868

営業外費用   

支払利息 28,025 27,637

その他 5,734 5,723

営業外費用合計 33,759 33,361

経常利益 215,963 96,123

特別損失   

固定資産除却損 1,014 3,548

投資有価証券評価損 5,272 －

特別損失合計 6,287 3,548

税金等調整前四半期純利益 209,676 92,575

法人税、住民税及び事業税 88,022 40,810

法人税等調整額 19,018 13,849

法人税等合計 107,041 54,659

四半期純利益 102,635 37,915

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 209,676 92,575

減価償却費 143,412 194,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △277 624

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,009 △33,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,178 △4,514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,481 7,481

受取利息及び受取配当金 △2,840 △2,447

支払利息 28,025 27,637

投資有価証券評価損益（△は益） 5,272 －

有形固定資産除却損 1,014 3,548

売上債権の増減額（△は増加） △185,059 △176,084

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,241 11,323

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,350 3,048

仕入債務の増減額（△は減少） 212,893 179,702

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,196 22,472

未収消費税等の増減額（△は増加） － 7,053

その他の流動負債の増減額（△は減少） 79,915 85,012

その他 2,967 3,389

小計 472,345 421,824

利息及び配当金の受取額 2,840 2,447

利息の支払額 △28,469 △26,276

法人税等の支払額 △174,229 △92,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 272,487 305,106

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △125 △128

有形固定資産の取得による支出 △147,493 △242,859

その他 △5,903 △8,749

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,522 △251,737

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） △100,000 200,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △67,100 △142,100

配当金の支払額 △25,505 △25,224

リース債務の返済による支出 － △9,673

その他 △65 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 307,328 22,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 426,294 76,323

現金及び現金同等物の期首残高 435,726 376,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 862,020 453,143

               



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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