
     

平成24年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年２月14日 

 
上 場 会 社 名 株式会社ジェーシー・コムサ 上場取引所 大 
コ ー ド 番 号 2876 ＵＲＬ http://www.jc-comsa.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 和田 隆介   
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役CFO (氏名) 今井 福三 (TEL) 03(5722)7261 
四半期報告書提出予定日 平成24年２月14日 配当支払開始予定日 ― 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   
四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 
(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 ％

24年３月期第３四半期 12,177 △5.5 669 △2.3 620 △1.2 437 －
23年３月期第３四半期 12,888 2.2 684 △17.3 628 △17.7 △75 －
（注）包括利益  24年３月期第３四半期  423百万円（－％）  23年３月期第３四半期△85百万円（－％） 

 

 
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 

24年３月期第３四半期 53.78 － 
23年３月期第３四半期 △9.45 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 9,070 2,976 32.4
23年３月期 8,347 2,529 30.3
（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  2,936百万円  23年３月期  2,529百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期  末 合  計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

23年３月期 － 0.00 － 8.00 8.00
24年３月期 － 0.00 －  
24年３月期(予想)  5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 16,000 △3.3 600 △3.7 500
△

10.5
250 74.4 31.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

４．その他 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 
②  ①以外の会計方針の変更 ：有 
③  会計上の見積りの変更 ：有 
④  修正再表示 ：無 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 8,477,890株 23年３月期 8,477,890株
②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 268,325株 23年３月期 521,375株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 8,141,634株 23年３月期３Ｑ 7,957,031株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

 
※ 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。 
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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の適用 

該当事項はありません。 
 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

有形固定資産の減価償却方法および耐用年数の変更 
 第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却の方法を、定率法から定額法に変更
するとともに、一部の資産の耐用年数を使用実態にあわせて見直しています。 
 この変更は、食料品・外食業界をとりまく経済環境の変化を受け、当社グループの保有する
設備の投資目的や使用実態を見直した結果、設備の使用期間にわたって費用を均等に計上する
定額法の方がより合理的な償却方法であることから変更したものです。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ33,132千円増加しております。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,712,700 1,556,742

受取手形及び売掛金 1,754,087 2,652,129

商品及び製品 367,702 313,029

原材料及び貯蔵品 205,787 241,150

その他 193,799 353,953

貸倒引当金 △812 △6,553

流動資産合計 4,233,264 5,110,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,296,768 4,221,658

減価償却累計額 △2,850,720 △2,928,164

建物及び構築物（純額） 1,446,047 1,293,493

その他 3,132,149 3,123,414

減価償却累計額 △2,054,274 △2,129,048

その他（純額） 1,077,875 994,365

有形固定資産合計 2,523,922 2,287,859

無形固定資産 64,973 58,192

投資その他の資産   

敷金及び保証金 916,886 920,716

その他 641,204 717,068

貸倒引当金 △32,314 △24,036

投資その他の資産合計 1,525,776 1,613,748

固定資産合計 4,114,672 3,959,800

資産合計 8,347,937 9,070,252

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,240,663 1,466,280

短期借入金 984,100 1,003,300

未払法人税等 77,215 171,018

賞与引当金 131,884 49,459

資産除去債務 1,510 5,810

その他 577,136 841,410

流動負債合計 3,012,509 3,537,279

固定負債   

長期借入金 1,756,650 1,518,550

退職給付引当金 346,040 406,682

役員退職慰労引当金 101,882 104,376

資産除去債務 464,053 468,203

その他 137,510 58,165

固定負債合計 2,806,136 2,555,978

負債合計 5,818,646 6,093,257
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 823,810 823,810

資本剰余金 1,043,657 1,079,079

利益剰余金 679,813 1,054,016

自己株式 △7,144 △3,856

株主資本合計 2,540,137 2,953,050

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,339 △15,944

繰延ヘッジ損益 492 △355

為替換算調整勘定 － △124

その他の包括利益累計額合計 △10,846 △16,424

少数株主持分 － 40,369

純資産合計 2,529,290 2,976,995

負債純資産合計 8,347,937 9,070,252
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 12,888,901 12,177,502

売上原価 7,322,132 7,020,069

売上総利益 5,566,769 5,157,432

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 2,184,307 2,039,195

賞与引当金繰入額 39,413 35,784

退職給付費用 32,696 35,429

役員退職慰労引当金繰入額 21,239 23,394

貸倒引当金繰入額 347 6,512

その他 2,603,834 2,347,886

販売費及び一般管理費合計 4,881,839 4,488,203

営業利益 684,930 669,228

営業外収益   

受取利息 475 260

受取配当金 － 1,431

受取賃貸料 5,197 4,948

受取手数料 4,634 948

貸倒引当金戻入額 － 450

その他 11,258 4,525

営業外収益合計 21,565 12,564

営業外費用   

支払利息 54,131 42,585

持分法による投資損失 2,295 2,708

その他 21,825 15,950

営業外費用合計 78,252 61,244

経常利益 628,243 620,548

特別利益   

前期損益修正益 4,872 －

固定資産売却益 50 －

投資有価証券売却益 9,481 －

賞与引当金戻入額 15,509 －

特別利益合計 29,913 －

特別損失   

持分変動損失 1,643 －

減損損失 47,674 110,907

固定資産除却損 5,105 193

店舗閉鎖損失 944 489

退職給付制度改定損 － 38,060

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 310,744 －

その他 1,354 －

特別損失合計 367,467 149,651

税金等調整前四半期純利益 290,689 470,896

法人税、住民税及び事業税 244,609 289,267

法人税等調整額 121,312 △247,595

法人税等合計 365,922 41,672

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（△）

△75,232 429,224

少数株主損失（△） － △8,630

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,232 437,854
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△75,232 429,224

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,419 △4,605

繰延ヘッジ損益 △637 △848

持分法適用会社に対する持分相当額 － △124

その他の包括利益合計 △10,057 △5,577

四半期包括利益 △85,289 423,646

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,289 432,276

少数株主に係る四半期包括利益 － △8,630
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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