
 

 

 

2020 年 5 月 21 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  コ    メ    兵 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  石 原 卓 児 

（コード番号：2780  東証第二部・名証第二部） 

                            問合せ先 取締役経営企画部担当  鳥 田 一 利 

（TEL. 052-249-5366） 
 

 
(訂正・数値データ訂正) 

「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 
 

当社は、2020年５月12日に開示いたしました「2020年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容に一部訂正がありましたので訂正いたします。また、数値データにも訂正がありまし

たので、下記の通りお知らせするとともに、訂正後の数値データを送信いたします。 

  

記 

１．訂正の理由 

サマリー情報及び「添付資料１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況、（２）当

期の財政状態の概況、(３)当期のキャッシュ・フローの概況、４．連結貸借対照表及び主な注

記（１）連結貸借対照表、（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書、（３）株主資本等

変動計算書、（４）連結キャッシュ・フロー計算書、（５）連結財務諸表に関する注記事項（セ

グメント情報等）、及び（１株当たり情報）」の一部に誤りがあったため、一部数値を訂正す

るものであります。 

 

２．訂正の箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正箇所に下線を付して表示しており

ます。 

以 上 
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上場会社名 株式会社 コメ兵 上場取引所  東 名 
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  （百万円未満切捨て）
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）
 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
2020年３月期 57,510 12.9 297 △84.0 9 △99.5 △234 － 
2019年３月期 50,960 12.0 1,860 14.4 1,826 13.4 1,009 △6.0 

 
（注）包括利益 2020年３月期 △272 百万円 （－％）   2019年３月期 985 百万円 （△6.7％） 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
2020年３月期 △21.38 － △1.2 0.0 0.5 
2019年３月期 92.14 － 5.2 6.3 3.7 

 
（参考）持分法投資損益 2020年３月期 △100 百万円   2019年３月期 △49 百万円 
 
（２）連結財政状態 

  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 
2020年３月期 35,611 19,189 53.3 1,731.43 
2019年３月期 30,507 19,800 64.1 1,785.63 

 
（参考）自己資本 2020年３月期 18,970 百万円   2019年３月期 19,564 百万円 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
  百万円 百万円 百万円 百万円 
2020年３月期 △1,268 669 1,651 7,330 
2019年３月期 1,447 △2,239 2,113 6,086 

 
２．配当の状況 

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結） 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 百万円 ％ ％ 
2019年３月期 － 16.00 － 16.00 32.00 350 34.7 1.8 
2020年３月期 － 16.00 － 8.00 24.00 262 － 1.4 
2021年３月期（予想） － － － － －   －   
（注）2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定としております。 
 
３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日） 

 新型コロナウイルスの世界的拡大と日本における緊急事態宣言発令により、当社グループにおきましても店舗の臨
時休業継続など、先行き不透明な状況が続いております。このような状況を踏まえ、2021年３月期の連結業績予想
につきましては、現段階において合理的に算定することが困難なことから未定としております。今後、業績予想の開
示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。 

 
 



※  注記事項 
（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）：有 

新規1社  （社名）BRAND OFF LIMITED 

（注）詳細は、添付資料P.16「４．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（当連結会計

年度における重要な子会社の異動）」をご覧ください。 

 
（２）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 

 
（３）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） 2020年３月期 11,257,000 株 2019年３月期 11,257,000 株 

②  期末自己株式数 2020年３月期 300,533 株 2019年３月期 300,533 株 

③  期中平均株式数 2020年３月期 10,956,467 株 2019年３月期 10,956,472 株 

 
 
（参考）個別業績の概要 

2020年３月期の個別業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 
（１）個別経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
2020年３月期 48,307 8.8 470 △69.0 458 △69.9 254 △73.8 
2019年３月期 44,391 11.9 1,517 31.6 1,524 21.3 974 8.8 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 
2020年３月期 23.27 － 
2019年３月期 88.95 － 

 
（２）個別財政状態 

  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 
2020年３月期 28,668 18,226 63.6 1,663.51 
2019年３月期 26,415 18,331 69.4 1,673.11 

 
（参考）自己資本 2020年３月期 18,226 百万円   2019年３月期 18,331 百万円 
 
 
 

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 
 
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、添付資料Ｐ.4「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。 

 
（決算補足説明資料の入手方法） 
 決算補足説明資料につきましては、東京証券取引所への決算発表後、速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定で
す。 
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気回復の動きが見られまし

たが、消費増税後の反動減や、節約志向の高まりによる買い控えなどが続く中、米中貿易摩擦の長期化や欧州の不

確実な政治情勢、新型コロナウイルスの感染拡大が国内外の経済に甚大な影響を及ぼし、先行き不透明な状況で推

移しております。

このような環境の中、当社グループは、総流通量（GMV）の拡大を図ることによる中長期的な収益力強化の経営

戦略を目指すべく、出店や買取イベントなどの買取強化、及びオークションなどの法人事業強化に取り組みました。

さらには、2019年12月にブランド・ファッション事業におきまして、国内事業はもとより香港、台湾など海外事業

の領域及びオークション事業の拡大を目的として、株式会社Ｋ－ブランドオフを新たに設立し、株式会社ブランド

オフを吸収分割により事業承継いたしました。これに伴い同社の連結子会社２社（BRAND OFF LIMITED及び名流國

際名品股份有限公司）を含めグループ会社化いたしました。

また、北京華夏高名薈商貿有限公司の解散及び精算したことによる費用、新宿店移転計画に伴う開店前店舗賃料

及び子会社の元社員による不正行為による損失等が発生しております。

タイヤ・ホイール事業におきましては、取り扱い商品の専門性及びブランド力強化を図るため、2019年５月に株

式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービスをグループ会社化いたしました。

当連結会計年度の業績につきましては、上記の取り組みの結果により、売上高は57,510百万円（前期比12.9％

増）、営業利益は297百万円（同84.0％減）、経常利益は９百万円（同99.5％減）、親会社株主に帰属する当期純

損失は234百万円（前期は1,009百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

  セグメントの業績は、次のとおりであります。

  ①  ブランド・ファッション事業

ブランド・ファッション事業では、新宿店の移転計画に伴い「KOMEHYO SHINJUKU （旧 時計館）」を出店した他、

タイのSaha Pathana Inter-Holding Public Company Limitedとの合弁会社 SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITEDにおき

まして、海外初の「KOMEHYO」屋号となります「KOMEHYO ＠セントラルワールド(タイ バンコク市)」を出店いたし

ました。また、個人買取強化のため、買取専門店を８店舗出店いたしました。さらには、2019年12月に株式会社K

－ブランドオフ及び同社の連結子会社２社（BRAND OFF LIMITED及び名流國際名品股份有限公司）をグループ会社

化いたしました。

中古品仕入高につきましては、新規店舗の出店に加え、買取イベント等の積極的な買取促進施策が奏功し、既存

店を含む個人買取額の増加に寄与したことから、当社の個人買取仕入高は24,156百万円(前期比14.7％増）となり

ました。

売上高につきましては、2019年12月にグループ会社化いたしました株式会社K-ブランドオフの売上高が加わった

ことや、個人買取施策により商品確保ができたことを背景に、セール等の販売促進施策やオークション等の法人向

け販売強化により増収となりました。

営業利益につきましては、売上高は増加したものの、新宿店移転計画に伴う地代家賃や業容拡大による人件費等

の経費が増加したことから、減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の当セグメント売上高は53,886百万円（前期比16.2％増）、営業利益は424百万円

（同75.4％減）となりました。

②  タイヤ・ホイール事業

タイヤ・ホイール事業では、中古専門店「U-ICHIBAN」の２店舗新規出店に加え、「クラフト」３店舗を「U-

ICHIBAN」に転換するなど、中古タイヤ・ホイールの販売強化に努めましたが、主に新品タイヤの販売が伸びな

かったことなどから、前期に比べ減収減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の当セグメント売上高は3,544百万円(前期比21.4％減）、営業損失は128百万円

（前期は95百万円の営業利益）となりました。

③  その他の事業

当連結会計年度末の主な不動産賃貸物件は４カ所であります。

当連結会計年度の当セグメント売上高は89百万円（前期比26.8％減）、営業利益は１百万円（同96.3％減）とな

りました。
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(2）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産合計は、35,611百万円（前期比16.7％増）となり、前連結会計年度末に比べ

5,103百万円増加いたしました。これは主に、株式会社K－ブランドオフ及び同社の連結子会社２社のグループ会社

化等により、現金及び預金953百万円、商品3,353百万円、流動資産その他（未収入金など）950百万円、建物及び

構築物（純額）459百万円、及びのれん489百万円の増加が、差入保証金1,077百万円の減少を上回ったことによる

ものであります。

負債合計は16,421百万円（同53.4％増）となり、前連結会計年度末に比べ5,714百万円増加いたしました。これ

は主に短期借入金5,860百万円、流動負債のリース債務299百万円、固定負債の資産除去債務268百万円の増加が、

未払法人税等271百万円、及び長期借入金544百万円の減少を上回ったことによるものであります。

純資産は19,189百万円となり、前連結会計年度末に比べ610百万円減少いたしました。これは主に親会社株主に

帰属する当期純損失234百万円及び剰余金の配当350百万円によるものであります。

以上の結果、当連結会計年度末における自己資本比率は53.3％となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。

当連結会計年度末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、1,244

百万円増加し、7,330百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は1,268百万円となりました（前期は1,447百万円の獲得）。

これは主に、たな卸資産の増加額1,419百万円、未収入金の増加額259百万円、仕入債務の減少額510百万円及び

法人税等の支払額527百万円が、減価償却費631百万円、及び売上債権の減少額839百万円を超過したことによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、獲得した資金は669百万円となりました（前期は2,239百万円の使用）。

これは主に、定期預金の払戻による収入310百万円、及び差入保証金の回収による収入1,248百万円が、店舗出店

等に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出548百万円、並びに差入保証金の差入による支出303百万円を超過

したこと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）

財務活動の結果、獲得した資金は1,651百万円となりました（前期は2,113百万円の獲得）。

これは主に、短期借入金の純増額5,010百万円、及び長期借入れによる収入400百万円が、長期借入金の返済によ

る支出3,304百万円、及び配当金の支払額350百万円を超過したことによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019年３月期 2020年３月期

自己資本比率（％） 64.1 53.3

時価ベースの自己資本比率（％） 46.3 22.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 64.9 －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。
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(4）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、昨今の新型コロナウイルス感染拡大による影響で、日本国内でも消費活動の停滞に

よる経済減速の流れが懸念されており、当社事業を取り巻く環境も変化し、業績に大きな影響が及ぶことも想定され

ます。感染拡大の収束時期等の見通しが不透明なため、現段階で当社の翌連結会計年度における通期業績予想は困難

であると判断いたしました。従いまして、2021年３月期の連結業績予想は、未定とさせていただきます。状況の収束

見通しが立ち、当社業績への影響が適正かつ合理的に算出可能となりましたら、速やかに開示をいたします。

(5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営戦略上の重要政策として認識しており、将来の事業展開と経営体質強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、収益やキャッシュ・フローの状況に応じて株主の皆様に対する適切な配当

を実施していくことを基本方針としております。

昨今の新型コロナウイルスの世界的拡大と日本における緊急事態宣言発令により、過去の経済危機を上回る厳しい

経済環境が続くことが懸念されており、当社グループにおきましても、店舗の臨時休業継続など、今後の見通しを推

し量ることが困難となっております。このような状況下、当社グループは、何よりも従業員の雇用維持を優先し、収

束後の業績回復に向けた体制を確保することを企図いたしまして、2020年３月期につきましては、期末配当金を１株

当たり８円とし、中間配当金（１株当たり16円）を含めた年間配当金を24円とさせていただく予定であります。詳細

につきましては、2020年５月８日発表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

また、次期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。
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２．企業集団の状況

当社グループは、「リレーユース＝モノは人から人へと伝承（リレー）され、有効に活用（ユース）されてこそ、そ

の使命を全うする。」を核としてお客様に満足と感動を提供するという考え方に基づき、「ブランド・ファッション事

業」、「タイヤ・ホイール事業」、及び「その他の事業」を展開しております。

「ブランド・ファッション事業」は国内向け事業では、当社並びに株式会社K-ブランドオフ、株式会社KOMEHYOオー

クション、株式会社イヴコーポレーション及び株式会社シエルマンにおいて中古品をメインとした宝石・貴金属、時計、

バッグ、衣料、きもの、カメラ、楽器等の買取・仕入・販売・仲介及びオークション運営を、海外向け事業では、主に、

BRAND OFF LIMITED及びKOMEHYO HONG KONG LIMITEDにおいて宝石・貴金属、時計等の販売を行っております。

「タイヤ・ホイール事業」は、主に、株式会社クラフト及び株式会社オートパーツジャパンにおいて、乗用車用タイ

ヤ、アルミホイール、自動車用品及び部品の販売サービスを行っております。

「その他の事業」は、当社において、所有不動産等の賃貸業等を行っております。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、現状は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきましては、同業他社の動向や、国内

外の諸情勢を考慮の上、検討を進めていく方針でありますが、現時点においては未定であります。
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,487,100 6,440,381

売掛金 1,740,579 1,469,765

商品 11,530,537 14,884,118

貯蔵品 20,717 21,785

預け金 911,312 957,381

その他 725,278 1,675,958

貸倒引当金 △216 －

流動資産合計 20,415,309 25,449,390

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,893,523 7,664,296

減価償却累計額 △3,729,401 △4,040,516

建物及び構築物（純額） 3,164,122 3,623,780

土地 1,608,267 1,646,267

リース資産 191,078 222,261

減価償却累計額 △67,536 △93,419

リース資産（純額） 123,541 128,841

建設仮勘定 281,832 24,942

その他 2,123,989 1,966,631

減価償却累計額 △1,556,255 △1,300,476

その他（純額） 567,734 666,155

有形固定資産合計 5,745,498 6,089,987

無形固定資産

のれん 573,969 1,063,889

リース資産 － 444,257

その他 318,770 303,367

無形固定資産合計 892,740 1,811,514

投資その他の資産

繰延税金資産 438,301 502,276

退職給付に係る資産 74,683 31,336

差入保証金 2,563,981 1,486,204

その他 376,905 324,735

貸倒引当金 － △84,245

投資その他の資産合計 3,453,872 2,260,306

固定資産合計 10,092,111 10,161,807

資産合計 30,507,421 35,611,198
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（単位：千円）

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 633,859 470,954

短期借入金 2,710,000 8,570,071

1年内償還予定の社債 72,000 72,000

1年内返済予定の長期借入金 893,110 991,444

リース債務 － 299,888

未払金 795,955 711,424

未払法人税等 416,981 145,097

賞与引当金 511,082 452,601

商品保証引当金 16,587 13,358

ポイント引当金 59,880 133,604

資産除去債務 46,135 －

その他 372,821 379,219

流動負債合計 6,528,411 12,239,664

固定負債

社債 428,000 356,000

長期借入金 3,301,839 2,757,148

リース債務 － 172,258

役員退職慰労引当金 30,207 30,207

商品保証引当金 1,292 925

ポイント引当金 107,944 135,724

退職給付に係る負債 12,810 83,200

資産除去債務 278,278 546,537

その他 18,001 99,624

固定負債合計 4,178,374 4,181,625

負債合計 10,706,786 16,421,289

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 15,956,492 15,371,680

自己株式 △80,331 △80,331

株主資本合計 19,589,812 19,005,000

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,200 3,273

為替換算調整勘定 △37,763 △37,873

その他の包括利益累計額合計 △25,563 △34,600

非支配株主持分 236,386 219,509

純資産合計 19,800,634 19,189,909

負債純資産合計 30,507,421 35,611,198
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

売上高 50,960,058 57,510,327

売上原価 37,163,094 42,947,383

売上総利益 13,796,964 14,562,943

販売費及び一般管理費 11,936,681 14,265,467

営業利益 1,860,282 297,475

営業外収益

受取利息 1,746 1,594

受取配当金 10,539 6,800

為替差益 11,710 －

受取手数料 9,999 7,781

受取保険金 696 8,585

違約金収入 6,880 －

その他 4,666 20,374

営業外収益合計 46,240 45,136

営業外費用

支払利息 23,402 35,440

持分法による投資損失 49,503 100,617

社債発行費 6,039 －

為替差損 － 19,708

開店前店舗賃料 － 86,000

投資有価証券評価損 － 2,092

貸倒引当金繰入額 － 84,245

その他 1,186 5,369

営業外費用合計 80,132 333,475

経常利益 1,826,390 9,137

特別利益

固定資産売却益 423 4,566

負ののれん発生益 － 15,918

特別利益合計 423 20,484

特別損失

固定資産売却損 83 209

固定資産除却損 9,040 28,346

減損損失 53,044 3,285

特別損失合計 62,168 31,841

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
1,764,644 △2,219

法人税、住民税及び事業税 609,120 249,377

法人税等調整額 146,391 11,552

法人税等合計 755,511 260,929

当期純利益又は当期純損失（△） 1,009,133 △263,148

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △440 △28,943

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
1,009,573 △234,204
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（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 1,009,133 △263,148

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,253 △8,927

為替換算調整勘定 △6,824 4,355

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,611 △4,464

その他の包括利益合計 △23,690 △9,036

包括利益 985,442 △272,185

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 980,121 △268,490

非支配株主に係る包括利益 5,321 △3,694
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,803,780 1,909,872 15,286,569 △80,270 18,919,950

当期変動額

剰余金の配当 △339,650 △339,650

親会社株主に帰属する当期

純利益
1,009,573 1,009,573

自己株式の取得 △61 △61

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

当期変動額合計 － － 669,922 △61 669,861

当期末残高 1,803,780 1,909,872 15,956,492 △80,331 19,589,812

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価

差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 19,454 △21,327 △1,873 － 18,918,077

当期変動額

剰余金の配当 △339,650

親会社株主に帰属する当期

純利益
1,009,573

自己株式の取得 △61

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
△7,253 △16,436 △23,690 236,386 212,695

当期変動額合計 △7,253 △16,436 △23,690 236,386 882,557

当期末残高 12,200 △37,763 △25,563 236,386 19,800,634
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,803,780 1,909,872 15,956,492 △80,331 19,589,812

当期変動額

剰余金の配当 △350,606 △350,606

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）
△234,204 △234,204

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
      

当期変動額合計 － － △584,811 － △584,811

当期末残高 1,803,780 1,909,872 15,371,680 △80,331 19,005,000

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価

差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 12,200 △37,763 △25,563 236,386 19,800,634

当期変動額

剰余金の配当 △350,606

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）
△234,204

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
△8,927 △109 △9,036 △16,876 △25,913

当期変動額合計 △8,927 △109 △9,036 △16,876 △610,725

当期末残高 3,273 △37,873 △34,600 219,509 19,189,909



12

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
1,764,644 △2,219

減価償却費 519,381 631,013

減損損失 53,044 3,285

のれん償却額 38,790 83,833

負ののれん発生益 － △15,918

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,903 △93,845

商品保証引当金の増減額（△は減少） △2,067 △3,596

貸倒引当金の増減額（△は減少） △183 △216

ポイント引当金の増減額（△は減少） 19,007 32,683

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △220,835 42,320

受取利息及び受取配当金 △12,286 △8,395

支払利息 23,402 35,440

持分法による投資損益（△は益） 49,503 100,617

為替差損益（△は益） △8,320 △266

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,092

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △339 △4,356

有形及び無形固定資産除却損 9,040 7,122

売上債権の増減額（△は増加） 126,628 839,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,432 △1,419,221

未収入金の増減額（△は増加） 57,657 △259,826

仕入債務の増減額（△は減少） 22,896 △510,275

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,452 △1,328

未払金の増減額（△は減少） △53,115 △202,489

その他 △86,545 25,067

小計 2,100,322 △718,905

利息及び配当金の受取額 10,890 8,691
利息の支払額 △22,294 △37,588

法人税等の支払額 △640,992 △527,286

法人税等の還付額 － 6,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,447,926 △1,268,660

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △12,000 △65,024

定期預金の払戻による収入 54,012 310,183

有形及び無形固定資産の取得による支出 △846,954 △548,632

有形及び無形固定資産の売却による収入 7,019 49,331

持分法適用関連会社株式取得による支出 △49,080 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による △706,568 △11,570

差入保証金の差入による支出 △390,019 △303,755

差入保証金の回収による収入 3,878 1,248,037

貸付けによる支出 △300,000 △25,148

貸付金の回収による収入 － 16,740

その他 599 △631

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,239,112 669,530

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） 450,000 5,010,384

長期借入れによる収入 1,900,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △630,620 △3,304,780

リース債務の返済による支出 △1,939 △31,113

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 － △72,000

自己株式の取得による支出 △61 －

配当金の支払額 △339,871 △350,707

非支配株主からの払込みによる収入 242,148 －

その他 △6,039 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,113,616 1,651,783
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（単位：千円）

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,978 22,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,316,450 1,075,566

現金及び現金同等物の期首残高 4,769,793 6,086,244

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 168,941

現金及び現金同等物の期末残高 6,086,244 7,330,752
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社グループは、「ブランド・ファッション事業」及び「タイヤ・ホイール事業」の２つを報告セグメントと

しております。

「ブランド・ファッション事業」は、新品及び中古品の宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料、きもの、カメラ、

楽器等の仕入及び販売等を行っております。「タイヤ・ホイール事業」は、乗用車用タイヤ・ホイール、自動車

用品及び部品の企画、研究開発、製造、販売サービスを行っております。

「その他の事業」は、所有不動産等の賃貸事業等を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計基準に準

拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント

その他

（注１）
合計

調整額

(注２)

連結財務諸

表計上額
ブランド・

ファッション

事業

タイヤ・

ホイール

事業

計

売上高

外部顧客への売上高 46,375,386 4,507,623 50,883,009 77,049 50,960,058 － 50,960,058

セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,800 － 1,800 45,501 47,301 △47,301 －

計 46,377,186 4,507,623 50,884,809 122,551 51,007,360 △47,301 50,960,058

セグメント利益 1,730,276 95,481 1,825,757 34,524 1,860,282 － 1,860,282

セグメント資産 27,527,160 2,819,229 30,346,390 164,546 30,510,936 △3,515 30,507,421

セグメント負債 9,432,116 1,261,576 10,693,692 16,609 10,710,301 △3,515 10,706,786

その他の項目

減価償却費 418,204 84,921 503,126 16,255 519,381 － 519,381

のれんの償却額 38,790 － 38,790 － 38,790 － 38,790

減損損失 53,044 － 53,044 － 53,044 － 53,044

持分法適用会社への投

資額
160,416 － 160,416 － 160,416 － 160,416

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
682,291 92,026 774,317 3,882 778,200 － 778,200

（注） １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っている不動産

賃貸事業であります。

       ２.セグメント資産の調整額△3,515千円及びセグメント負債の調整額△3,515千円は、セグメント間債権債務

の相殺消去であります。
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当連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント

その他

（注１）
合計

調整額

(注２)

連結財務諸

表計上額
ブランド・

ファッション

事業

タイヤ・

ホイール

事業

計

売上高

外部顧客への売上高 53,886,858 3,544,724 57,431,582 78,744 57,510,327 － 57,510,327

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 10,993 10,993 △10,993 －

計 53,886,858 3,544,724 57,431,582 89,737 57,521,320 △10,993 57,510,327

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
424,928 △128,722 296,205 1,269 297,475 － 297,475

セグメント資産 32,361,162 3,090,906 35,452,069 160,677 35,612,747 △1,548 35,611,198

セグメント負債 14,819,703 1,586,525 16,406,228 16,609 16,422,837 △1,548 16,421,289

その他の項目

減価償却費 525,441 89,663 615,104 15,908 631,013 － 631,013

のれんの償却額 83,833 － 83,833 － 83,833 － 83,833

減損損失 3,285 － 3,285 － 3,285 － 3,285

持分法適用会社への投

資額
55,333 － 55,333 － 55,333 － 55,333

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
519,249 62,069 581,318 2,250 583,568 － 583,568

（注） １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っている不動産

賃貸事業であります。

       ２.セグメント資産の調整額△1,548千円及びセグメント負債の調整額△1,548千円は、セグメント間債権債務

の相殺消去であります。
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（当連結会計年度における重要な子会社の異動）

第１四半期連結会計期間におきまして、株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービスの株式を取得しグ

ループ会社化したため、連結の範囲に含めております。なお、特定子会社の異動に該当しておりません。

また、第３四半期連結会計期間におきまして、株式会社Ｋ－ブランドオフを新たに設立し、株式会社ブランドオ

フを吸収分割により事業承継したことに伴い、同社の連結子会社２社（BRAND OFF LIMITED及び名流國際名品股份

有限公司）を含めグループ会社化したため、連結の範囲に含めております。そのうち、香港現地法人であります

BRAND OFF LIMITEDにつきましては、特定子会社の異動に該当し、株式会社Ｋ－ブランドオフ及び台湾現地法人で

あります名流國際名品股份有限公司につきましては、特定子会社の異動に該当しておりません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度

（自  2018年４月１日

至  2019年３月31日）

当連結会計年度

（自  2019年４月１日

至  2020年３月31日）

１株当たり純資産額 1,785.63円 1,731.43円

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 92.14円 △21.38円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    ２．１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失

(△)（千円）
1,009,573 △234,204

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益又は純損失(△)（千円）
1,009,573 △234,204

普通株式の期中平均株式数（株） 10,956,472 10,956,467

（重要な後発事象）

（持株会社体制への移行、吸収分割契約の締結及び定款一部変更<商号及び事業目的の一部変更>）

当社は、2020年４月13日開催の取締役会において、2020年10月１日（予定）付で、持株会社体制へ移行するにあ

たり、当社の完全子会社として、株式会社コメ兵分割準備会社（以下「分割準備会社」といいます。2020年10月１

日付で「株式会社コメ兵」に商号変更予定。）を設立すること、及び、2020年６月25日開催予定の当社定時株主総

会決議（以下「本株主総会」といいます。）による承認等が得られることを条件として、分割準備会社に対し、会

社分割（吸収分割）の方式により当社が営むブランド・ファッション事業を承継させるために、分割準備会社との

間で吸収分割契約を締結することを決議いたしました。

また、当社は、2020年４月13日開催の取締役会において、本株主総会による承認が得られることを条件として、

当社の商号を、2020年10月１日（予定）付で、「株式会社コメ兵ホールディングス」に変更するとともに、その事

業目的を持株会社体制移行後の事業内容に合わせて変更することを内容とする定款変更を行うことを決議いたしま

した。

詳細につきましては、2020年４月13日に開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、

吸収分割契約の締結及び定款一部変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」をご参照ください。
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５．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,776,696 2,859,982

売掛金 1,755,033 1,255,703

商品 9,967,498 10,674,119

貯蔵品 18,457 13,417

前渡金 － 439

前払費用 307,005 321,043

関係会社短期貸付金 － 2,200,000

預け金 911,312 951,611

その他 123,675 920,479

流動資産合計 15,859,679 19,196,797

固定資産

有形固定資産

建物 2,711,098 2,979,236

構築物 9,629 6,613

車両運搬具 228 0

工具、器具及び備品 402,480 488,223

土地 1,608,267 1,608,267

建設仮勘定 274,397 24,942

有形固定資産合計 5,006,101 5,107,282

無形固定資産

借地権 6,000 6,000

商標権 2,593 2,344

ソフトウエア 178,527 138,290

その他 22,675 34,500

無形固定資産合計 209,796 181,135

投資その他の資産

投資有価証券 54,783 41,198

関係会社株式 2,500,898 2,891,947

出資金 43 68

長期前払費用 99,427 87,907

繰延税金資産 296,772 297,800

差入保証金 2,312,932 833,156

保険積立金 78 112

その他 74,683 31,336

投資その他の資産合計 5,339,619 4,183,526

固定資産合計 10,555,516 9,471,944

資産合計 26,415,196 28,668,741
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(単位：千円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 184,100 98,188

短期借入金 1,500,000 4,700,000

1年内償還予定の社債 72,000 72,000

1年内返済予定の長期借入金 822,845 892,468

未払金 419,865 457,444

未払費用 66,129 49,842

未払法人税等 364,755 60,948

前受金 6,449 16,655

預り金 50,938 22,959

賞与引当金 438,695 329,720

商品保証引当金 16,587 13,358

ポイント引当金 59,880 64,459

資産除去債務 46,135 －

流動負債合計 4,048,380 6,778,043

固定負債

社債 428,000 356,000

長期借入金 3,242,920 2,738,782

役員退職慰労引当金 30,207 30,207

商品保証引当金 1,292 925

ポイント引当金 107,944 135,724

関係会社事業損失引当金 － 41,792

資産除去債務 208,515 344,460

長期預り保証金 16,609 16,609

固定負債合計 4,035,488 3,664,501

負債合計 8,083,869 10,442,545

純資産の部

株主資本

資本金 1,803,780 1,803,780

資本剰余金

資本準備金 1,909,872 1,909,872

資本剰余金合計 1,909,872 1,909,872

利益剰余金

利益準備金 23,025 23,025

その他利益剰余金

特別償却準備金 1,370 685

別途積立金 12,400,000 12,400,000

繰越利益剰余金 2,261,050 2,166,033

利益剰余金合計 14,685,446 14,589,744

自己株式 △80,331 △80,331

株主資本合計 18,318,766 18,223,064

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,560 3,132

評価・換算差額等合計 12,560 3,132

純資産合計 18,331,326 18,226,196

負債純資産合計 26,415,196 28,668,741
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

売上高 44,391,723 48,307,722

売上原価 32,832,245 36,743,570

売上総利益 11,559,478 11,564,151

販売費及び一般管理費 10,042,112 11,093,856

営業利益 1,517,365 470,295

営業外収益

受取利息 2,676 3,850

受取配当金 10,191 106,760

為替差益 5,966 －

受取手数料 8,170 5,760

違約金収入 6,880 －

その他 1,926 5,451

営業外収益合計 35,811 121,824

営業外費用

支払利息 22,340 26,713

社債発行費 6,039 －

為替差損 － 17,750

開店前店舗賃料 － 86,000

その他 679 2,731

営業外費用合計 29,059 133,195

経常利益 1,524,117 458,923

特別損失

固定資産除却損 4,678 23,596

減損損失 53,044 3,285

関係会社株式評価損 － 30,000

関係会社事業損失引当金繰入額 － 41,792

特別損失合計 57,723 98,674

税引前当期純利益 1,466,394 360,249

法人税、住民税及び事業税 470,964 102,214

法人税等調整額 20,803 3,129

法人税等合計 491,767 105,344

当期純利益 974,626 254,905
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 1,803,780 1,909,872 1,909,872 23,025 2,057 12,400,000 1,625,387 14,050,470

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △686 686 －

剰余金の配当 △339,650 △339,650

当期純利益 974,626 974,626

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △686 － 635,662 634,975

当期末残高 1,803,780 1,909,872 1,909,872 23,025 1,370 12,400,000 2,261,050 14,685,446

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △80,270 17,683,851 19,454 19,454 17,703,306

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △339,650 △339,650

当期純利益 974,626 974,626

自己株式の取得 △61 △61 △61

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△6,894 △6,894 △6,894

当期変動額合計 △61 634,914 △6,894 △6,894 628,020

当期末残高 △80,331 18,318,766 12,560 12,560 18,331,326
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当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 1,803,780 1,909,872 1,909,872 23,025 1,370 12,400,000 2,261,050 14,685,446

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △685 685 －

剰余金の配当 △350,606 △350,606

当期純利益 254,905 254,905

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △685 － △95,016 △95,701

当期末残高 1,803,780 1,909,872 1,909,872 23,025 685 12,400,000 2,166,033 14,589,744

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △80,331 18,318,766 12,560 12,560 18,331,326

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △350,606 △350,606

当期純利益 254,905 254,905

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△9,428 △9,428 △9,428

当期変動額合計 － △95,701 △9,428 △9,428 △105,129

当期末残高 △80,331 18,223,064 3,132 3,132 18,226,196
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（４）個別財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（持株会社体制への移行、吸収分割契約の締結及び定款一部変更<商号及び事業目的の一部変更>）

詳細につきましては、P.16「４．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（重要な後

発事象）」をご参照ください。


