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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 4,036 ― 225 ― 349 ― 195 ―

20年3月期第1四半期 4,072 6.6 303 6.1 370 34.0 214 18.3

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

21年3月期第1四半期 34.96 ―

20年3月期第1四半期 38.43 ―

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

21年3月期第1四半期 15,217 9,717 62.8 1,708.94
20年3月期 14,725 9,618 64.1 1,687.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,557百万円 20年3月期  9,438百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 7,630 3.4 310 △5.4 315 △10.9 170 △11.0 30.40
通期 15,600 4.3 620 △1.4 630 36.0 340 35.9 60.79

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
１．上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社エヌエスケイ ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  5,615,622株 20年3月期  5,615,622株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  22,895株 20年3月期  22,836株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,592,771株 20年3月期第1四半期  5,592,786株



【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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等による諸物価の上昇や、米国サブプライム

ローン問題による金融市場の混乱等による世界経済の先行き不透明感から、個人消費及び設備投資は急速に減速感

が強まりました。

　このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、ユニフォームの分野

においては、春夏物に新企画商品を投入し企業ユニフォーム及び別注ユニフォーム等の新規獲得を強力に推進いた

しましたが、企業の経費節減の煽りを受け厳しい状況で推移しました。一方、ワークショップ・ホームセンター等

の分野においては、商品企画の充実が功を奏し、また新規開拓及び既存得意先の深耕開拓にも注力し積極的な販売

を行いました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,036百万円となりました。

　一方、利益面では売上総利益はほぼ前年同期なみでしたが、販売費及び一般管理費が懸命の削減努力にもかかわ

らず増加し、営業利益は225百万円となりました。しかしながら、前連結事業年度末の急激な円高から当第１四半

期連結会計期間末には円安に移行したことにより発生したデリバティブ評価益120百万円を営業外収益に計上し、

経常利益は349百万円、四半期純利益は195百万円となりました。

　当社グループは単一セグメントに該当するため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。

　　　(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ491百万円増加し、15,217

百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ490百万円増加し、10,399百万円となりました。これは主に受取手形及び

売掛金の増加（572百万円）及び現金及び預金の減少（123百万円）を反映したものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ1百万円増加し、4,818百万円となりました。これは主に有形固定資産の減

価償却による減少（35百万円）及び貸倒引当金の増加（25百万円）及び投資有価証券の評価替えによる増加（55百

万円）を反映したものであります。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ492百万円増加し、4,224百万円となりました。これは主に支払手形及び買

掛金の増加（267百万円）及び短期借入金の増加（100百万円）に加え未払費用・未払法人税等が増加（128百万円）

したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、1,275百万円となりました。これは主にデリバティブ債

務が減少（120百万円）したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、9,717百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加

（111百万円）及び少数株主持分の減少（19百万円）を反映したものであります。

　(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会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

131百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には702百万円となりました。

　当第１四半期連結会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）

　営業活動の結果使用した資金は122百万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益349百万円のうち120百万円がデリバティブ評価益であること、及び仕入債務

の増加270百万円で一部相殺されたものの季節的要因による売上債権の増加604百万円が大きく反映したものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は29百万円となりました。

これは主に建物更生保険の満期書替及び定期預金の預入20百万円を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は30百万円となりました。

 これは主に短期借入金の増加100百万円及び配当金の支払68百万円を反映したものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間が概ね予想どおり推移しており、平

成20年５月16日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、現段階では変

更はありません。



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）

　株式会社エヌエスケイは当第１四半期連結会計期間において清算したため、連結の範囲から除外しております。

（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

① たな卸資産の評価の方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 税金費用の計算　

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13百万円減少しております。



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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 817,088 941,067

受取手形及び売掛金 4,396,129 3,823,855

商品及び製品 4,815,753 4,762,428

原材料 57,203 58,301

仕掛品 16,443 19,891

貯蔵品 17,234 13,261

その他 294,735 296,830

貸倒引当金 △15,345 △6,440

流動資産合計 10,399,241 9,909,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,485,521 1,518,861

土地 2,179,102 2,173,458

その他（純額） 111,379 117,903

有形固定資産合計  3,776,002  3,810,222

無形固定資産 77,899 86,512

投資その他の資産   

その他 1,053,541 983,300

貸倒引当金 △89,120 △63,665

投資その他の資産合計 964,421 919,634

固定資産合計 4,818,323 4,816,369

資産合計 15,217,565 14,725,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,834,121 2,566,367

短期借入金 250,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 153,372 111,593

返品調整引当金 55,280 47,390

賞与引当金 18,983 48,342

その他 413,214 309,091

流動負債合計 4,224,971 3,732,784

固定負債   

長期借入金 900,000 900,000

退職給付引当金 113,246 115,233

役員退職慰労引当金 142,740 140,610

負ののれん 423 564

その他 118,735 218,102

固定負債合計 1,275,145 1,374,509

負債合計 5,500,116 5,107,294



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 5,949,362 5,837,746

自己株式 △14,442 △14,396

株主資本合計 9,425,789 9,314,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,338 109,070

繰延ヘッジ損益 138 △1,886

為替換算調整勘定 △9,639 17,094

評価・換算差額等合計 131,837 124,278

少数株主持分 159,821 179,773

純資産合計 9,717,448 9,618,271

負債純資産合計 15,217,565 14,725,565



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,036,225

売上原価 2,994,131

売上総利益 1,042,094

販売費及び一般管理費  816,627

営業利益 225,467

営業外収益  

受取利息 985

受取配当金 2,916

為替差益 4,008

デリバティブ評価益 120,896

負ののれん償却額 141

その他 6,776

営業外収益合計 135,725

営業外費用  

支払利息 6,234

持分法による投資損失 3,379

その他 1,769

営業外費用合計 11,383

経常利益 349,809

特別利益  

固定資産売却益 43

特別利益合計 43

特別損失  

固定資産除却損 21

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純利益 349,830

法人税等 150,314

少数株主利益 4,008

四半期純利益 195,507



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 349,830

減価償却費 35,590

負ののれん償却額 △141

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,130

受取利息及び受取配当金 △3,902

支払利息 6,234

為替差損益（△は益） △114

デリバティブ評価損益（△は益） △120,896

持分法による投資損益（△は益） 3,379

固定資産売却損益（△は益） △43

固定資産除却損 21

売上債権の増減額（△は増加） △604,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,086

仕入債務の増減額（△は減少） 270,063

その他 69,032

小計 △15,206

利息及び配当金の受取額 3,891

利息の支払額 △6,120

法人税等の支払額 △104,839

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,275

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 △20,005

有形固定資産の取得による支出 △1,221

有形固定資産の売却による収入 85

無形固定資産の取得による支出 △1,150

投資有価証券の取得による支出 △1,167

その他の支出 △53,205

その他の収入 47,388

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,275

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

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △68,847

少数株主への配当金の支払額 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,847

現金及び現金同等物の期首残高 834,747

現金及び現金同等物の四半期末残高  702,899



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）において、当社及び連結子会社は

衣料品関連商品の専門メーカーとして、同一セグメントに属するユニフォーム等の製造販売を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）において、本邦の売上高及び

資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）において、海外売上高は、連

結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,072,791

Ⅱ　売上原価 3,021,748

売上総利益 1,051,043

Ⅲ　販売費及び一般管理費 747,887

営業利益 303,155

Ⅳ　営業外収益 78,087

　受取利息　 836

　受取配当金 4,261

　為替差益 12,882

　デリバティブ評価益 54,124

　負ののれん償却 141

　その他 5,841

Ⅴ　営業外費用 10,385

　支払利息 4,973

　持分法による投資損失 2,618

　その他 2,793

経常利益 370,857

Ⅵ　特別利益 370

　固定資産売却益 363

　その他 6

Ⅶ　特別損失 69

　固定資産売却損 10

　固定資産除却損 59

税金等調整前四半期純利益 371,158

税金費用 153,745

少数株主利益　 2,474

四半期純利益 214,938


	㈱コーコス信岡（3599）平成21年3月期　第１四半期決算短信: ㈱コーコス信岡（3599）平成21年3月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


