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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31期
第２四半期
累計期間

第31期
第２四半期
会計期間

第30期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 15,835,557 7,807,799 32,266,512

経常利益（千円） 514,176 120,048 1,724,321

四半期（当期）純利益（千円） 314,214 36,602 1,024,852

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 1,803,780 1,803,780

発行済株式総数（株） － 11,257,000 11,257,000

純資産額（千円） － 11,128,982 10,890,892

総資産額（千円） － 18,356,418 18,808,450

１株当たり純資産額（円） － 988.65 967.48

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
27.91 3.25 91.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 7.00 7.00 12.00

自己資本比率（％） － 60.6 57.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
764,332 － 786,950

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△316,860 － 34,684

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△591,565 － △781,440

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 1,218,819 1,362,912

従業員数（人） － 290 273

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないため記載しておりません。

４．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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

　提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 290 (138)

（注）　従業員数の（　）内は外書きで、準社員及び嘱託社員数並びに契約社員及びパートタイマー（１人四半期493時間

換算）の当第２四半期会計期間における平均雇用人員を記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第２四半期会計期間の仕入実績は次のとおりであります。

①　商品別仕入実績

区分 金額（千円） 構成比（％）

宝石・貴金属 1,896,902 33.6

時計 2,397,932 42.4

バッグ・衣類 1,197,559 21.2

家電・楽器 159,754 2.8

合計 5,652,149 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　仕入経路別仕入実績

　 区分 金額（千円） 構成比（％）

中古品

買取センター 3,513,357 62.2

 名古屋 1,342,909 23.8

 関東（東京・横浜） 1,632,837 28.9

 関西（大阪・神戸） 537,610 9.5

宅配買取 107,296 1.9

中古品取扱事業者等 703,500 12.4

小計 4,324,154 76.5

新品　 1,327,994 23.5

 合計 5,652,149 100.0

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．買取センターの仕入実績については、全社仕入高に占める影響度に鑑み、名古屋、関東（東京・横浜）、関西

（大阪・神戸）の各地域別に区分開示しております。
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(2）販売実績

　当第２四半期会計期間の販売実績は次のとおりであります。

①　商品別販売実績

区分 金額（千円） 構成比（％）

商品

売上高

宝石・貴金属

中古品 2,609,645 33.4

新品 236,128 3.0

計 2,845,774 36.4

 中古品 1,611,317 20.6

時計 新品 1,311,113 16.8

 計 2,922,431 37.4

バッグ・衣類

中古品 1,452,356 18.6

新品 291,921 3.7

計 1,744,278 22.3

家電・楽器

中古品 204,614 2.6

新品 75,196 1.0

計 279,811 3.6

 中古品 5,877,934 75.3

小計 新品 1,914,360 24.5

 計 7,792,295 99.8

不動産賃貸収入 15,504 0.2

合計 7,807,799 100.0

　（注）１．当第２四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。

相手先 金額（千円） 割合（％）

株式会社福井屋商事 860,430 11.0

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　地域別販売実績

区分 金額（千円） 構成比（％）

 

名古屋他

中古品 3,818,091 48.9

 新品 1,252,786 16.0

 計 5,070,878 64.9

 

有楽町店

中古品 499,683 6.4

 新品 242,130 3.1

商品

売上高

計 741,813 9.5

新宿店

中古品 1,560,160 20.0

新品 419,443 5.4

計 1,979,603 25.4

  中古品 5,877,934 75.3

 小計 新品 1,914,360 24.5

  計 7,792,295 99.8

不動産賃貸収入 15,504 0.2

合計 7,807,799 100.0

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．全社売上高に占める影響度に鑑み、「コメ兵有楽町店」（東京都千代田区）及び「コメ兵新宿店」（東京都

新宿区）の商品売上高を区分開示しております。なお、当該２店舗及び名古屋市中区大須地区以外の商品売

上高については、影響度僅少につき、「名古屋他」に含めております。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、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【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期会計期間における我が国経済は、原油、金属類等をはじめとする原材料高による企業収益の圧迫、米

国のサブプライム問題を発端とする世界的な金融・証券市場の混乱等の影響により、景気の先行きに不透明感が増

す状況となりました。このため、消費者心理の悪化及び原材料高に伴う物価上昇の影響等により、個人消費は弱含ん

で推移いたしました。

　中古品小売業界においては、地金相場変動の影響による宝石・貴金属等商品の買取仕入業者の増加、インターネッ

トによる中古品売買の普及等により、買取・販売競争の激化が更に加速する状況となっております。

　このような環境の下、当社は平成20年７月に「コメ兵神戸三宮店」（旧「コメ兵神戸元町店」、神戸市中央区）の

移転拡張、平成20年８月に「コメ兵新宿店」（東京都新宿区）のフロア構成の見直し、平成20年８月及び９月に名

古屋市中区大須地区店舗のフロア構成の見直しを行いました。また、販促活動の拡充、インターネット通販の強化、

内部統制の整備、教育制度の充実等、様々な経営施策に取り組み、企業価値の向上に努めてまいりました。

　当第２四半期会計期間における中古品仕入高は、「コメ兵神戸三宮店」の移転拡張効果、チラシ等を活用した買取

告知効果、前事業年度に実施した買取センターの新規出店及び移転拡張効果の継続等に加え、地金相場変動の影響

による宝石・貴金属等商品の買取仕入の増加により、好調に推移いたしました。この結果、個人買取仕入高は3,620百

万円となり、商品内容の充実を図ることができました。

　売上高については、宝石・貴金属商品を中心に中古品仕入が好調に推移したこと等によって短期的に増加した在

庫量の適正化を図るため、中古品取扱事業者及び貴金属素材取扱事業者等への販売が増加したことに加え、「コメ

兵神戸三宮店」の移転拡張、「コメ兵新宿店」のフロア構成の見直し等が奏功し、好調に推移いたしました。

　利益面については、好調な中古品仕入により短期的に増加した在庫量の適正化を目的として、中古品取扱事業者及

び貴金属素材取扱事業者等への販売を活用し、低スプレッドながら積極的な販売活動を行ったこと等により、売上

高総利益率が押し下げられる結果となりました。これに加え、「コメ兵神戸三宮店」の移転拡張及び今後の買取セ

ンター出店等を見据えた先行的な人財の確保による諸経費の増加等により、売上高営業利益率も低下しておりま

す。

　以上の結果、当第２四半期会計期間の業績については、売上高は7,807百万円、営業利益は136百万円、経常利益は120

百万円、四半期純利益は36百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は1,218百万円となり、第１四半

期会計期間末に比較して456百万円の減少となりました。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

　当第２四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は455百万円となりました。

　これは主に、在庫水準の適正化によって、たな卸資産が402百万円減少したこと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）

　当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は182百万円となりました。

　これは主に、「コメ兵神戸三宮店」の移転拡張、「コメ兵新宿店」のフロア構成の見直し、名古屋市中区大須地区

店舗のフロア構成の見直し等に伴う有形無形固定資産の取得による支出208百万円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）

　当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は730百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の純減額360百万円及び長期借入金の返済による支出362百万円によるものであります。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　　①　基本方針の内容

　当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによ

る「買取力」、価値ある中古品を中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等

の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面のニーズと「この商品が欲しい」とい

う販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援すること

により、安定的に成長してまいりました。

　当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ

兵ブランドの浸透を図り、より多くのお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の

向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分

理解した者が、中長期的な視点に立った経営を行っていくことが必要と考えております。

　　②　不適切な支配を防止するための取り組み

　現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み（買収

防衛策）を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者に

よると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、

前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実

行する所存であります。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、改修、除却について完

了したものは、次のとおりであります。

　① 新設

　コメ兵神戸三宮店の新設については、平成20年７月に完了しました。

　これにより、売場面積及び買取業務に係る面積は284㎡増加しました。

　② 改修

　コメ兵新宿店の改修については、平成20年８月に完了しました。

　これにより、当該店舗の楽器売場を閉鎖し、衣類売場を増床しております。この結果、当該店舗の衣類売場の増加面

積は316㎡、楽器売場の減少面積は316㎡となりました。

　また、コメ兵本館、きもの館（旧西館）、カメラ・楽器館（旧新西館）、エングラムの改修については、平成20年９

月に完了しました。

　これにより、売場面積は943㎡（衣類売場375㎡、家電・楽器売場567㎡）減少いたしましたが、各店舗のコンセプト

の明確化及び作業効率の改善を図ることができました。

　③ 除却

　コメ兵神戸元町店の除却については、平成20年７月に完了しました。

　これにより、売場面積及び買取業務に係る面積は95㎡減少しました。
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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 18,000,000

計 18,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月10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 11,257,000 11,257,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

－

計 11,257,000 11,257,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

(4) 【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20年７月１日～
平成20年９月30日 － 11,257,000 － 1,803,780 － 1,909,872
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(5) 【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

石原卓児 東京都大田区 1,879,720 16.69

石原司郎 名古屋市昭和区 1,293,420 11.48

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1-8-11 976,900 8.67

石原佳代子 名古屋市昭和区 758,300 6.73

島澤正子 名古屋市瑞穂区 443,400 3.93

島澤吉正 名古屋市瑞穂区 443,400 3.93

コメ兵社員持株会 名古屋市中区大須3-25-31 432,060 3.83

日興シティ信託銀行株式会社(投

信口)
東京都品川区東品川2-3-14 370,500 3.29

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2-11-3 363,100 3.22

資産管理サービス信託銀行株式会

社
東京都中央区晴海1-8-12 231,200 2.05

計 － 7,192,000 63.88

　（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　964,900株

日興シティ信託銀行株式会社(投信口)　　　　　　　　　370,500株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　281,800株

資産管理サービス信託銀行株式会社　　　　　　　　　　193,600株

２．スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成20年３月21日付で提出された大量保有報告書の変

更報告書により、平成20年３月14日付で854,900株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

平成20年９月30日時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。

なお、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおり

であります。

　大量保有者　　　スパークス・アセット・マネジメント株式会社

　住所　　　　　　東京都品川区大崎一丁目11番２号

　保有株券等の数　854,900株

　株券等保有割合　7.59 ％

EDINET提出書類

株式会社コメ兵(E03416)

四半期報告書

10/21



(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９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） 300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,255,600 112,556 －

単元未満株式 普通株式      1,100 － －

発行済株式総数 11,257,000 － －

総株主の議決権 － 112,556 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決

権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年９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（％）

株式会社コメ兵
名古屋市中区大須

3-25-31
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 772 775 759 790 763 657

最低（円） 683 716 710 720 642 601

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）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、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期
会計期間末

(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,134,242 1,292,894

売掛金 993,368 1,067,366

商品 10,529,722 10,937,919

その他 646,665 689,836

流動資産合計 13,303,999 13,988,017

固定資産

有形固定資産 ※
 3,356,062

※
 3,268,396

無形固定資産 52,811 56,879

投資その他の資産 1,643,545 1,495,156

固定資産合計 5,052,418 4,820,432

資産合計 18,356,418 18,808,450

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 255,167 220,980

短期借入金 4,100,000 3,900,000

1年内返済予定の長期借入金 891,787 1,248,137

未払法人税等 217,713 480,803

賞与引当金 263,991 232,741

その他の引当金 70,282 72,060

その他 309,015 299,296

流動負債合計 6,107,957 6,454,020

固定負債

長期借入金 558,512 925,838

役員退職慰労引当金 433,530 433,530

その他の引当金 104,711 81,609

その他 22,724 22,560

固定負債合計 1,119,478 1,463,538

負債合計 7,227,436 7,917,558

純資産の部

株主資本

資本金 1,803,780 1,803,780

資本剰余金 1,909,872 1,909,872

利益剰余金 7,375,483 7,128,810

自己株式 △300 △127

株主資本合計 11,088,834 10,842,334

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,147 48,557

評価・換算差額等合計 40,147 48,557

純資産合計 11,128,982 10,890,892

負債純資産合計 18,356,418 18,808,450
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(2) 【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 15,835,557

売上原価 12,133,231

売上総利益 3,702,326

販売費及び一般管理費 ※
 3,154,985

営業利益 547,340

営業外収益

受取利息 576

受取配当金 782

その他 1,943

営業外収益合計 3,302

営業外費用

支払利息 36,357

その他 108

営業外費用合計 36,466

経常利益 514,176

特別利益

投資有価証券売却益 98

受取保険金 79,204

特別利益合計 79,302

特別損失

固定資産除却損 28,028

会員権評価損 2,700

特別損失合計 30,728

税引前四半期純利益 562,751

法人税、住民税及び事業税 228,721

法人税等調整額 19,815

法人税等合計 248,536

四半期純利益 314,214
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 7,807,799

売上原価 6,061,201

売上総利益 1,746,598

販売費及び一般管理費 ※
 1,610,092

営業利益 136,505

営業外収益

受取利息 303

その他 1,307

営業外収益合計 1,611

営業外費用

支払利息 18,015

その他 53

営業外費用合計 18,068

経常利益 120,048

特別利益

受取保険金 58

特別利益合計 58

特別損失

固定資産除却損 27,301

会員権評価損 2,700

特別損失合計 30,001

税引前四半期純利益 90,106

法人税、住民税及び事業税 38,545

法人税等調整額 14,958

法人税等合計 53,503

四半期純利益 36,602

EDINET提出書類

株式会社コメ兵(E03416)

四半期報告書

15/21



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 562,751

減価償却費 133,283

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,249

その他の引当金の増減額（△は減少） 21,323

受取利息及び受取配当金 △1,359

支払利息 36,357

為替差損益（△は益） △0

投資有価証券売却損益（△は益） △98

固定資産除却損 24,214

会員権評価損 2,700

売上債権の増減額（△は増加） 73,997

たな卸資産の増減額（△は増加） 406,759

仕入債務の増減額（△は減少） 34,187

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,944

その他 △93,651

小計 1,255,660

利息及び配当金の受取額 1,565

利息の支払額 △35,553

法人税等の支払額 △457,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 50,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △214,378

投資有価証券の取得による支出 △54

投資有価証券の売却による収入 144

差入保証金の差入による支出 △158,400

差入保証金の回収による収入 5,828

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,860

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） 200,000

長期借入金の返済による支出 △723,676

自己株式の取得による支出 △172

配当金の支払額 △67,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,092

現金及び現金同等物の期首残高 1,362,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,218,819

EDINET提出書類

株式会社コメ兵(E03416)

四半期報告書

16/21



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、2,060,860千円で

あります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、2,056,818千円で

あります。

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 745,291　千円

賞与引当金繰入額 263,991　千円

商品保証引当金繰入額 5,931　千円

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 375,410千円

賞与引当金繰入額 133,486千円

商品保証引当金繰入額 1,786千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 1,134,242

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000

預け金勘定 264,577

現金及び現金同等物 1,218,819
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  11,257,000株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 307株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

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

（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20年６月25日

定時株主総会
普通株式 67,541 6.00  平成20年３月31日 平成20年６月26日

利益剰余

金

(2）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの

（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20年10月28日

取締役会
普通株式 78,796 7.00  平成20年９月30日 平成20年11月19日

利益剰余

金

（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）

著しい変動がないため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）

当社はデリバティブ取引を行っておりません。

（持分法損益等）

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自 平成20

年７月１日　至 平成20年９月30日）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 988.65円 １株当たり純資産額 967.48円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 27.91円

　なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 3.25円

　なお、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。

　（注）　１株当たり四半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。

　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 314,214 36,602

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（千円） 314,214 36,602

期中平均株式数（株） 11,256,893 11,256,844

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

著しい変動がないため記載を省略しております。

２【その他】

　平成20年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………78,796千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………７円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年11月19日
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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20年11月10日

株式会社コメ兵

取締役会　御中

監査法人東海会計社

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 牧原　徳充　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小島　浩司　　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メ兵の平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの第31期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月

30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コメ兵の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四

半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

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。

　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。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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