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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第３四半期 12,609 3.6 979 46.3 970 56.5 427 △2.4
24年３月期第３四半期 12,177 △5.5 669 △2.3 620 △1.2 437 －
（注）包括利益  25年３月期第３四半期  435百万円（2.7％）  24年３月期第３四半期423百万円（－％） 

 

 
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 

25年３月期第３四半期 52.05 － 
24年３月期第３四半期 53.78 － 
 
(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 ％

25年３月期第３四半期 9,043 3,289 36.4
24年３月期 8,906 2,965 32.8
（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  3,289百万円  24年３月期  2,924百万円 

 
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

24年３月期 － 0.00 － 8.00 8.00
25年３月期 － 0.00 －  
25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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 0.0 1,100 39.1 1,000 37.8 300 
△

27.6 
36.54

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



※ 注記事項 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（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 ：無 
③  会計上の見積りの変更 ：無 
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) 25年３月期３Ｑ 8,477,890株 24年３月期 8,477,890株
②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 269,649株 24年３月期 268,325株
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 8,209,295株 24年３月期３Ｑ 8,141,634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（注記事項）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 

該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,993,434 1,577,875

受取手形及び売掛金 2,279,505 2,796,666

商品及び製品 300,802 376,142

原材料及び貯蔵品 228,517 377,774

その他 230,283 227,911

貸倒引当金 △4,208 △5,811

流動資産合計 5,028,335 5,350,557

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,147,220 4,013,652

減価償却累計額 △2,937,405 △3,025,008

建物及び構築物（純額） 1,209,814 988,644

その他 3,156,140 3,229,758

減価償却累計額 △2,151,080 △2,236,564

その他（純額） 1,005,059 993,193

有形固定資産合計 2,214,874 1,981,837

無形固定資産 51,711 45,377

投資その他の資産   

敷金及び保証金 887,287 879,036

その他 748,614 810,738

貸倒引当金 △24,773 △24,045

投資その他の資産合計 1,611,129 1,665,730

固定資産合計 3,877,714 3,692,944

資産合計 8,906,050 9,043,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,300,931 1,681,642

短期借入金 905,800 716,200

未払法人税等 162,414 307,737

賞与引当金 128,809 50,331

資産除去債務 － 35,320

その他 844,051 889,055

流動負債合計 3,342,007 3,680,287

固定負債   

長期借入金 1,545,850 1,014,850

退職給付引当金 412,672 429,285

役員退職慰労引当金 111,590 133,802

資産除去債務 473,707 446,694

その他 55,004 49,159

固定負債合計 2,598,824 2,073,790

負債合計 5,940,832 5,754,077
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24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 1,079,079 1,079,079

利益剰余金 1,030,685 1,392,324

自己株式 △3,856 △4,154

株主資本合計 2,929,719 3,291,059

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,849 △2,941

繰延ヘッジ損益 1,206 1,171

為替換算調整勘定 233 134

その他の包括利益累計額合計 △5,408 △1,635

少数株主持分 40,906 －

純資産合計 2,965,217 3,289,424

負債純資産合計 8,906,050 9,043,502
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 12,177,502 12,609,974

売上原価 7,020,069 7,150,129

売上総利益 5,157,432 5,459,845

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 2,039,195 1,972,440

賞与引当金繰入額 35,784 37,846

退職給付費用 35,429 31,691

役員退職慰労引当金繰入額 23,394 23,012

貸倒引当金繰入額 6,512 1,415

その他 2,347,886 2,414,138

販売費及び一般管理費合計 4,488,203 4,480,544

営業利益 669,228 979,300

営業外収益   

受取利息 260 163

受取配当金 1,431 1,399

受取賃貸料 4,948 4,662

受取保険金 587 5,366

受取手数料 948 1,527

受取補償金 － 24,214

貸倒引当金戻入額 450 540

その他 3,938 3,826

営業外収益合計 12,564 41,699

営業外費用   

支払利息 42,585 31,144

持分法による投資損失 2,708 2,549

その他 15,950 16,307

営業外費用合計 61,244 50,001

経常利益 620,548 970,999

特別利益   

固定資産売却益 － 1,000

投資有価証券売却益 － 62

特別利益合計 － 1,062

特別損失   

退職給付制度改定損 38,060 －

減損損失 110,907 145,157

固定資産売却損 － 99

固定資産除却損 193 46

店舗閉鎖損失 489 290

特別損失合計 149,651 145,593

税金等調整前四半期純利益 470,896 826,468

法人税、住民税及び事業税 289,267 438,646

法人税等調整額 △247,595 △43,444

法人税等合計 41,672 395,202

少数株主損益調整前四半期純利益 429,224 431,265

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,630 3,950

四半期純利益 437,854 427,315

株式会社ジェーシー・コムサ（2876）平成25年３月期 第３四半期決算短信

－5－



 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 429,224 431,265

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,605 3,908

繰延ヘッジ損益 △848 △35

持分法適用会社に対する持分相当額 △124 △99

その他の包括利益合計 △5,577 3,773

四半期包括利益 423,646 435,039

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 432,276 431,088

少数株主に係る四半期包括利益 △8,630 3,950

株式会社ジェーシー・コムサ（2876）平成25年３月期 第３四半期決算短信

－6－



(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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