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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年8月20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）

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 ％

23年2月期第2四半期 7,800 △12.4 △165 ― △97 ― △354 ―
22年2月期第2四半期 8,906 ― △287 ― △225 ― △534 ―

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2月期第2四半期 △29.64 ―
22年2月期第2四半期 △44.71 ―

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2月期第2四半期 11,127 8,448 75.9 706.45
22年2月期 11,856 8,837 74.5 738.83

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  8,443百万円 22年2月期  8,832百万円

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  
 

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2月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年2月期 ― ―
23年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 23,260 29.6 370 ― 470 ― 70 ― 3.53
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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、
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 12,969,439株 22年2月期  12,969,439株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,017,241株 22年2月期  1,014,060株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 11,953,844株 22年2月期2Q 11,957,710株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料 

   は、開催後当社ホームページで掲載する予定です。 

   ・2010年９月28日（火）・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

  

1

㈱コックス（9876）2011年２月期　第２四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、景気は持ち直しつつあるものの、失業率が高水準に

あるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

 こうした状況の中、当社は、利益創出のできる企業体質への転換とＳＰＡ事業プラットフォームの構築

に向け、マーチャンダイジング構造改革、コスト構造改革に取り組んでおります。 

 営業・商品面では、商品の企画・調達から物流・販売までのプロセス再設計に取り組み、営業組織、商

品投入の店舗パターン、ＰＢ商品の物流体制などの再構築に努めてまいりました。 

 コスト面では、本社のスリム化、全社的経費削減に継続的に取り組みました。 

 店舗展開面では、新たにＩｋｋａ２店舗を新規出店し、ＣＯＸを中心に14店舗を閉店いたしました。 

業績は、厳しい消費環境の中で、お客さまが求める新たな価値観への対応が十分できず、第1四半期は

既存店売上高前年比は87.2％にとどまりました。また、営業総利益率は低価格戦略の影響で当初計画を約

３ポイント下回る53.6％となりました。結果、当初16百万円を見込んでいた営業利益は2億30百万円の営

業損失計上となりました。 

 この結果をふまえ、第２四半期においては、週次マネジメント体制への変更、新しいＭＤ改革の推進、

経費削減プロジェクトの再設計等の構造改革の成果により、当初計画を上回る営業利益を計上する水準ま

で回復してまいりました。しかしながら第1四半期のマイナスをカバーするにはいたらず、第２四半期連

結累計期間における営業収益は78億円（前年同期比12.4％減）、営業損失1億65百万円（前年同期は営業

損失２億87百万円）、経常損失97百万円（前年同期は経常損失２億25百万円）、四半期純損失3億54百万

円（前年同期は四半期純損失５億34百万円）となりました。 

  

  

①財政状態 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて6.1％、７億28百万円減少し111億

27百万円となりました。これは、たな卸資産５億38百万円、差入保証金が２億26百万円減少したこと等

によります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて11.2％、３億39百万円減少し、26億

78百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が３億28百万円減少したこと等によるものです。

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて4.4％、３億89百万円減少し、84

億48百万円となりました。これは、利益剰余金が３億54百万円減少したこと等によるものです。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、27億69百万円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は44百万円（前年同四半期は９億65百万円の減少）となりました。その

主な増加の内訳は、たな卸資産の減少額５億38百万円、非資金費用である減価償却費１億36百万円など

であります。その主な減少の内訳は、税金等調整前四半期純損失２億95百万円、仕入債務の減少額３億

28百万円などであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

  ②キャッシュ・フローの状況
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は55百万円（前年同四半期は３億28百万円の減少）となりました。その

主な収入の内訳は、差入保証金の回収による収入１億87百万円であります。主な減少の内訳は、有形固

定資産の取得による支出69百万円、差入保証金の差入による支出58百万円などであります。 

（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の内訳は自己株式の取得による支出であります。 

  

2010年４月６日付の「2010年２月期 決算短信」において公表いたしました、2011年２月期の業績予

想を修正しております。詳細につきましては、2011年９月27日に公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

(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、前連結会計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、前連結会計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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(2010年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2010年2月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,169,325 771,412

受取手形及び売掛金 26,114 41,366

売上預け金 359,289 303,261

たな卸資産 1,269,022 1,807,401

未収入金 319,284 257,268

関係会社預け金 1,600,000 1,900,000

その他 133,190 113,953

貸倒引当金 △2,494 △2,149

流動資産合計 4,873,732 5,192,516

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 538,877 636,403

その他（純額） 45,010 75,281

有形固定資産合計 583,887 711,685

無形固定資産 42,017 54,289

投資その他の資産

投資有価証券 2,458,520 2,479,899

差入保証金 3,076,805 3,303,604

その他 107,098 131,177

貸倒引当金 △14,668 △17,157

投資その他の資産合計 5,627,756 5,897,524

固定資産合計 6,253,661 6,663,499

資産合計 11,127,394 11,856,015

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,423,662 1,752,019

未払法人税等 79,438 145,642

賞与引当金 38,549 40,806

役員業績報酬引当金 11,744 －

店舗閉鎖損失引当金 52,554 17,603

ポイント引当金 23,607 31,625

その他 679,984 649,119

流動負債合計 2,309,540 2,636,816

固定負債

退職給付引当金 14,116 －

繰延税金負債 303,521 293,820

その他 51,776 87,689

固定負債合計 369,414 381,510
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2010年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2010年2月20日)

負債合計 2,678,955 3,018,326

純資産の部

株主資本

資本金 4,503,148 4,503,148

資本剰余金 4,804,632 4,804,632

利益剰余金 △829,996 △475,738

自己株式 △449,145 △448,337

株主資本合計 8,028,639 8,383,705

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 421,715 452,794

為替換算調整勘定 △6,676 △3,571

評価・換算差額等合計 415,039 449,223

新株予約権 4,760 4,760

純資産合計 8,448,438 8,837,689

負債純資産合計 11,127,394 11,856,015
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2009年２月21日
至 2009年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2010年２月21日
至 2010年８月20日)

売上高 8,846,258 7,776,532

売上原価 4,221,408 3,610,002

売上総利益 4,624,850 4,166,529

その他の営業収入 60,341 24,084

営業総利益 4,685,191 4,190,614

販売費及び一般管理費 4,973,037 4,355,720

営業損失（△） △287,846 △165,105

営業外収益

受取利息 2,372 2,534

受取配当金 58,036 58,958

為替差益 － 493

仕入割引 5,036 3,511

その他 3,471 2,382

営業外収益合計 68,916 67,879

営業外費用

為替差損 5,944 －

レジ現金精算損 71 113

商品盗難損失 91 21

商品廃棄損 － 116

その他 82 20

営業外費用合計 6,190 271

経常損失（△） △225,119 △97,498

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 19,333 7,103

貸倒引当金戻入額 5,140 2,247

その他 260 －

特別利益合計 24,733 9,350

特別損失

固定資産除却損 16,184 21,062

減損損失 230,695 73,157

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,759 45,454

退店違約金 － 30,392

合併関連費用 － 29,703

その他 7,756 7,699

特別損失合計 273,395 207,469

税金等調整前四半期純損失（△） △473,781 △295,616

法人税、住民税及び事業税 60,879 58,722

法人税等合計 60,879 58,722

四半期純損失（△） △534,660 △354,338
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 2009年５月21日
至 2009年８月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2010年５月21日
至 2010年８月20日)

売上高 4,385,825 4,009,009

売上原価 2,140,360 1,852,602

売上総利益 2,245,465 2,156,406

その他の営業収入 29,996 8,592

営業総利益 2,275,461 2,164,998

販売費及び一般管理費 2,402,952 2,099,189

営業利益又は営業損失（△） △127,491 65,808

営業外収益

受取利息 821 1,298

受取配当金 15 24

為替差益 1,496 634

仕入割引 2,268 1,639

その他 1,998 1,499

営業外収益合計 6,599 5,096

営業外費用

レジ現金精算損 71 39

商品盗難損失 71 2

商品廃棄損 － 85

貸倒引当金繰入額 － 814

その他 62 －

営業外費用合計 205 941

経常利益又は経常損失（△） △121,096 69,963

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8,655 14,069

貸倒引当金戻入額 255 －

特別利益合計 8,910 14,069

特別損失

固定資産除却損 10,455 4,795

減損損失 230,695 70,651

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,759 40,982

合併関連費用 － 29,703

その他 7,756 7,699

特別損失合計 267,666 153,830

税金等調整前四半期純損失（△） △379,852 △69,798

法人税、住民税及び事業税 30,190 29,163

法人税等合計 30,190 29,163

四半期純損失（△） △410,042 △98,961
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 2009年２月21日
至 2009年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2010年２月21日
至 2010年８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（△） △473,781 △295,616

減価償却費 210,800 136,555

減損損失 230,695 73,157

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,661 △2,256

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 16,826 11,744

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △22,032 34,951

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,668 14,116

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,479 △2,144

ポイント引当金の増減額（△は減少） △43,713 △8,018

受取利息及び受取配当金 △60,408 △61,493

為替差損益（△は益） 5,944 △493

固定資産除却損 16,184 21,062

売上債権の増減額（△は増加） △246,629 △21,302

たな卸資産の増減額（△は増加） 623,895 538,038

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,141 △328,278

その他 △105,647 60,811

小計 △934,157 170,835

利息及び配当金の受取額 61,246 61,663

法人税等の支払額 △60,455 △120,285

その他 △31,701 △67,568

営業活動によるキャッシュ・フロー △965,067 44,644

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 △375,242 △69,777

差入保証金の差入による支出 △146,603 △58,833

差入保証金の回収による収入 226,476 187,273

その他 △33,208 △2,913

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,577 55,748

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 △1,671 △807

ストックオプションの行使による収入 2 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,669 △807

現金及び現金同等物に係る換算差額 506 △1,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,294,807 97,912

現金及び現金同等物の期首残高 3,246,080 2,671,412

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 99,247 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,050,519 2,769,325
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  2009年２月21日  至  2009年８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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自  2010年２月21日  至  2010年８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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  2009年２月21日  至  2009年８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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自  2010年２月21日  至  2010年８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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  2009年２月21日  至  2009年８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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自  2010年２月21日  至  2010年８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。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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