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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年2月21日～平成21年5月20日） 

当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

22年2月期第1四半期 4,490 ― △160 ― △104 ― △124 ―
21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年2月期第1四半期 △10.42 ―
21年2月期第1四半期 ― ―

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

22年2月期第1四半期 13,429 9,597 71.4 802.19
21年2月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  9,591百万円 21年2月期  ―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

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20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  
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より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期の増減率については記載
しておりません。 

営業収益 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 9,520 ― △105 ― △41 ― △326 ― △27.26

通期 19,730 ― 285 ― 380 ― 10 ― 0.84



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）  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期及び前年同四半期の株式数については記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予
想数値と異なる可能性があります。 
  業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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。 

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） 22年2月期第1四半期 12,969,439株 21年2月期  ―株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,012,606株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 11,958,297株 21年2月期第1四半期 ―株
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【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１四半期連結累計期間（2009年２月21日～2009年５月20日）における我が国経済は、世界的な在庫調

整の進展や中国の景気刺激策の効果等により輸出と生産は下げ止まり傾向が出ているものの、雇用情勢の悪

化や個人消費の減少に歯止めがかからず、依然として厳しい状況下にあります。 

 このような環境の中、当社は利益創出のできる企業体質への転換に向け、新規出店物件の縮小、不採算店

舗の閉店加速、全社的経費削減などによりコスト構造を改革するとともに、営業体制を本部制から事業部制

組織に変更し「Ｉｋｋａ」、「ＣＯＸ」の主力事業の競争力を高めて収益力の回復に取り組んでまいりまし

た。 

 営業・商品面では、平日の売り上げアップ及び買い上げ点数アップを目指し、レディース部門の品揃え改

善と売場の編集力・陳列力強化に取り組みました。また、値入率アップと価格競争力強化に向けて生産工場

の集中化や閑散期生産の比率アップに着手いたしました。さらに、商・販それぞれ担当者を設定して不振店

舗対策に取り組みました。 

 店舗面では、新たに「Ｉｋｋａ」を３店舗開設し、12店舗（「ＣＯＸ」11店舗、「ＰＥＤＥＳＴＲＩＡＮ 

ＰＡＲＡＤＩＳＥ」１店舗）を閉鎖いたしました。 

 しかしながら、このような収益力回復策も、厳しい消費・競争環境を打開するに至らず、既存店売上高対

前年同四半期比は85.6％に止まり、営業収益44億90百万円、売上総利益23億79百万円という厳しい結果とな

りました。 

 販売費及び一般管理費は、店舗作業の見直し・削減や店舗別投入人時数の見直しによる人件費の削減、販

促手段の見直しや販売資材の原価引下げによる販売促進費の削減等のコスト構造改革に取り組んだ結果、25

億70百万円と前年を大きく下回りました。 

 これにより、利益面では、営業損失１億60百万円、経常損失は１億４百万円、四半期純損失は１億24百万

円となりました。 

 

（注）当社は当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期との比較の記

載は行っておりません。 

 

 

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の総資産は134億29百万円となりました。主な内容は、現金及び預金11億35百

万円、たな卸資産25億６百万円、関係会社預け金８億円、有形固定資産12億55百万円、投資有価証券30億27

百万円、差入保証金34億74百万円などであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は38億32百万円となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金19億

23百万円、繰延税金負債５億13百万円などであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は95億97百万円となりました。主な内容は、資本金45億３百万円、

資本剰余金48億４百万円、その他有価証券評価差額金７億80百万円などであります。 

 

（注）当社は当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減

の状況については記載しておりません。 

 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、19億35百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、10億72百万円となりました。その主な減少の内訳は、税金等調整前四半

期純損失93百万円、売上債権の増加額２億67百万円、仕入債務の減少額６億69百万円などであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、３億37百万円となりました。その主な減少の内訳は、有形固定資産の取

得による支出３億60百万円、差入保証金の差入による支出１億６百万円などであります。主な収入の内訳は、

差入保証金の回収による収入１億51百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、１百万円となりました。その内訳は自己株式の取得による支出１百万円

であります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 2010年２月期の連結業績予想につきましては、本日（2009年７月２日）別途開示しております「連結決算

開始に伴う2010年２月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 なお、2009年４月６日の「2009年２月期 決算短信（非連結）」において開示した単体での業績予想に変

更はございません。 

 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

（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棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（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 

   「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

 

 

 

 

 



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
(2009年５月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,135,901

受取手形及び売掛金 36,365

売上預け金 344,549

たな卸資産 2,506,166

未収入金 402,465

関係会社預け金 800,000

繰延税金資産 52,219

その他 130,853

貸倒引当金 △2,874

流動資産合計 5,405,646

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,161,706

その他（純額） 93,853

有形固定資産合計 1,255,559

無形固定資産 73,827

投資その他の資産  

投資有価証券 3,027,573

差入保証金 3,474,699

その他 210,077

貸倒引当金 △18,092

投資その他の資産合計 6,694,258

固定資産合計 8,023,646

資産合計 13,429,292

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,923,177

未払法人税等 41,575

賞与引当金 119,271

役員業績報酬引当金 8,416

店舗閉鎖損失引当金 32,132

ポイント引当金 141,198

その他 652,134

流動負債合計 2,917,904

固定負債  

退職給付引当金 310,603

繰延税金負債 513,985

その他 89,759

固定負債合計 914,347

負債合計 3,832,252
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(2009年５月20日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 4,503,148

資本剰余金 4,804,834

利益剰余金 △51,183

自己株式 △447,980

株主資本合計 8,808,819

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 780,303

為替換算調整勘定 2,477

評価・換算差額等合計 782,780

新株予約権 5,440

純資産合計 9,597,040

負債純資産合計 13,429,292

㈱コックス（9876）　２０１０年２月期　第１四半期決算短信



(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 2009年２月2１日 
 至 2009年５月20日) 

売上高 4,460,433

売上原価 2,081,047

売上総利益 2,379,385

その他の営業収入 30,345

営業総利益 2,409,730

販売費及び一般管理費 2,570,085

営業損失（△） △160,355

営業外収益  

受取利息 1,551

受取配当金 58,021

その他 4,241

営業外収益合計 63,813

営業外費用  

為替差損 7,441

その他 40

営業外費用合計 7,482

経常損失（△） △104,023

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,677

貸倒引当金戻入額 4,885

その他 260

特別利益合計 15,823

特別損失  

固定資産除却損 1,529

店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,200

特別損失合計 5,729

税金等調整前四半期純損失（△） △93,928

法人税、住民税及び事業税 30,689

法人税等合計 30,689

四半期純損失（△） △124,618
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(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 2009年２月21日 
 至 2009年５月20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損失（△） △93,928

減価償却費 122,818

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,588

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 8,416

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △21,123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,072

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,943

受取利息及び受取配当金 △59,572

為替差損益（△は益） 7,441

有形固定資産除却損 1,529

売上債権の増減額（△は増加） △267,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,322

仕入債務の増減額（△は減少） △669,502

その他 △198,658

小計 △1,056,062

利息及び配当金の受取額 60,175

法人税等の支払額 △67,315

その他 △9,180

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,072,382

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △360,728

差入保証金の差入による支出 △106,086

差入保証金の回収による収入 151,360

その他 △21,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,316

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,114

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,409,426

現金及び現金同等物の期首残高 3,345,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,935,901
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 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」に基づき四半期連結財務諸表を作成しております。 

 尚、当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表につい

ては記載しておりません。 

 

 

（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 

    

【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 2009年２月21日 至 2009年５月20日） 

 当社及び連結子会社の事業は、衣料品小売業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメ

ントはありませんので、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 2009年２月21日 至 2009年５月20日） 

 全売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 2009年２月21日 至 2009年５月20日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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］ 

（注）当第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前四半期に係る個別財務諸表等については記載

しておりません。 




