
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

  

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月９日

上場会社名 株式会社コーコス信岡 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 ３５９９ ＵＲＬ  http://www.co-cos.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）塔本 泰広 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役総務・経理部長（氏名）青景 研治 （ＴＥＬ）  0847（40）3391 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,461  0.4  184  △11.0  119  △22.6  63  11.4

22年３月期第１四半期  3,447  △14.6  207  △7.9  153  △56.0  57  △70.6

  
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 

23年３月期第１四半期  11  44  －  －

22年３月期第１四半期  10  27  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  14,004  9,544  67.0  1,678  96

22年３月期  13,548  9,591  69.6  1,686  84

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,389百万円 22年３月期 9,434百万円

  
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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 15 00  15  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 15 00  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  6,300  △0.4  182  △12.2  155  223.0  85  －  15  20

通期  12,900  4.2  430  11.8  400  32.1  220  65.5  39  34

                                   

                  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      － 社 （社名）  －  、除外     － 社  （社名）  － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載の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

定の前提に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。 

 実際の業績は、今後様々な要因により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 5,615,622株 22年３月期 5,615,622株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 22,895株 22年３月期 22,895株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,592,727株 22年３月期１Ｑ 5,592,727株
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（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、アジアを中心とした新興国の回復を背景とした輸出の増加及

び政策的な消費喚起による一定の効果により、一部業種に回復の兆しが見られました。しかしながら、依然として

雇用や所得環境が不安定であり本格的な回復には至っておりません。また、欧州諸国の財政危機に端を発する混乱

が不安視され株安や円高傾向が強まりました。  

 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、企業に向けてはユ

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し、一般小売においては、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が、当第１四半期連結会計期間の売上高はほぼ前年同期なみの

3,461百万円（前年同四半期比0.4％増）となりました。 

 一方、利益面では在庫圧縮を積極的に行ったことが主因で売上総利益率が1.4ポイント悪化し、販売費及び一般

管理費の削減に努めましたが、営業利益は184百万円（前年同四半期比11.0％減）となりました。 

これに加え、為替差損13百万円（前年同四半期は5百万円）及び前連結会計年度末に比べ当第１四半期連結会計

期間末が円高に移行したことにより発生したデリバティブ評価損50百万円（前年同四半期は44百万円）を営業外費

用に計上し、経常利益は119百万円（前年同四半期比22.6％減）となりました。  

また、前年同四半期においては長崎市の野母崎工場の閉鎖に係る建物等の減損損失21百万円及び連結子会社であ

る㈱松元屋の解散に係る関係会社整理損失引当金繰入額12百万円を特別損失に計上しており、四半期純利益は63百

万円（前年同四半期比11.4％増）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、セグメント情報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１四半期連結累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456百万円増加し、

14,004百万円となりました。  

 これは主に現金及び預金（208百万円）及び受取手形及び売掛金（490百万円）の増加、商品及び製品（189百万

円）の減少に加え、固定資産（50百万円）の減少を反映したものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ502百万円増加し、4,460百万円となりました。 

 これは主に支払手形及び買掛金（370百万円）及びデリバティブ債務（50百万円）の増加、未払金及び未払費用

（83百万円）の増加を反映したものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、9,544百万円となりました。 

 これは主に利益剰余金（19百万円）の減少及び評価・換算差額等（25百万円）の減少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207百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には1,843百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は282百万円（前年同四半期は214百万円の獲得）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益116百万円、減価償却費27百万円、デリバティブ評価損50百万円となりまし

たが、法人税等の支払40百万円及び売上債権の増加490百万円で一部相殺されたものの、たな卸資産の減少190百

万円及び仕入債務の増加370百万円を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3百万円（前年同四半期は32百万円の使用）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出3百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は72百万円（前年同四半期は72百万円の使用）となりました。 

 これは配当金の支払及び少数株主への配当金の支払72百万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23年３月期の業績予想の見直しは、行っておりません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

                                   

                  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと見込ま

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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 たな卸資産の評価方法  

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報

                                   

                  



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,989,105 1,780,778

受取手形及び売掛金 3,641,535 3,150,927

商品及び製品 3,595,930 3,785,658

仕掛品 17,465 16,756

原材料及び貯蔵品 66,552 68,731

その他 352,003 351,270

貸倒引当金 △12,220 △10,630

流動資産合計 9,650,373 9,143,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,265,028 1,284,798

土地 2,173,818 2,173,818

その他（純額） 75,552 76,916

有形固定資産合計 3,514,400 3,535,533

無形固定資産 50,951 52,820

投資その他の資産   

その他 833,214 860,587

貸倒引当金 △44,279 △44,256

投資その他の資産合計 788,935 816,330

固定資産合計 4,354,286 4,404,684

資産合計 14,004,660 13,548,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,140,097 1,769,354

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 55,929 50,798

返品調整引当金 45,150 39,140

賞与引当金 9,086 36,404

その他 388,790 289,723

流動負債合計 3,239,053 2,785,420

固定負債   

長期借入金 720,000 720,000

退職給付引当金 99,457 102,814

役員退職慰労引当金 160,140 157,610

その他 241,375 191,182

固定負債合計 1,220,973 1,171,606

負債合計 4,460,027 3,957,027

                                   

                  



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 5,865,087 5,884,989

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,341,513 9,361,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,345 97,736

繰延ヘッジ損益 △282 684

為替換算調整勘定 △23,638 △25,786

評価・換算差額等合計 48,423 72,634

少数株主持分 154,696 157,099

純資産合計 9,544,633 9,591,148

負債純資産合計 14,004,660 13,548,176

                                   

                  



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,447,112 3,461,450

売上原価 2,542,529 2,602,013

売上総利益 904,583 859,436

販売費及び一般管理費 696,893 674,574

営業利益 207,689 184,862

営業外収益   

受取利息 760 55

受取配当金 2,357 2,387

受取賃貸料 2,459 2,382

その他 2,223 2,381

営業外収益合計 7,800 7,207

営業外費用   

支払利息 5,792 4,679

為替差損 5,448 13,914

デリバティブ評価損 44,007 50,192

持分法による投資損失 4,667 2,492

その他 1,669 1,685

営業外費用合計 61,585 72,964

経常利益 153,904 119,104

特別損失   

固定資産売却損 － 90

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損 － 688

減損損失 21,081 －

関係会社整理損失引当金繰入額 12,022 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,494

特別損失合計 33,136 2,272

税金等調整前四半期純利益 120,767 116,832

法人税等 61,437 51,391

少数株主損益調整前四半期純利益 － 65,440

少数株主利益 1,903 1,451

四半期純利益 57,426 63,988

                                   

                  



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 120,767 116,832

減価償却費 31,545 27,104

減損損失 21,081 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 826 1,612

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 12,022 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △251 △3,356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,130 2,530

受取利息及び受取配当金 △3,117 △2,443

支払利息 5,792 4,679

為替差損益（△は益） 280 116

デリバティブ評価損益（△は益） 44,007 50,192

持分法による投資損益（△は益） 4,667 2,492

固定資産売却損益（△は益） － 90

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 688

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,494

売上債権の増減額（△は増加） △330,458 △490,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,408 190,453

仕入債務の増減額（△は減少） 515,473 370,356

その他 8,118 52,548

小計 276,511 325,358

利息及び配当金の受取額 3,053 2,471

利息の支払額 △5,529 △4,626

法人税等の支払額 △59,855 △40,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 214,180 282,899

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 △18,722 －

有形固定資産の取得による支出 △4,984 △3,514

有形固定資産の売却による収入 － 171

無形固定資産の取得による支出 △943 －

投資有価証券の取得による支出 △1,350 △1,373

その他の支出 △6,625 △220

その他の収入 156 969

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,470 △3,967

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △67,061 △67,559

少数株主への配当金の支払額 △5,248 △5,093

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,309 △72,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,804 732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,205 207,011

現金及び現金同等物の期首残高 828,784 1,636,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 943,989 1,843,849

                                   

                  



 該当事項はありません。  

  

  

① 事業の種類別セグメント情報  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21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。 

② 所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21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。 

③ 海外売上高 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21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。 

セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日）において、当社グループは作業用衣

料品及びその関連用品等の製造販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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