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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 12,602 1.8 552 43.5 388 28.2 217 64.0
22年3月期 12,374 △12.3 384 69.7 302 13.9 132 61.9

（注）包括利益 23年3月期 181百万円 （△12.1％） 22年3月期 206百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 38.98 ― 2.3 2.8 4.4
22年3月期 23.77 ― 1.4 2.2 3.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △8百万円 22年3月期  △11百万円

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 14,054 9,683 67.9 1,706.56
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  9,544百万円 22年3月期  9,434百万円

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

23年3月期 846 △19 △438 2,018
22年3月期 1,144 △68 △269 1,636

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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 83 63.1 0.9
23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 83 38.5 0.9

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 27.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 6,500 1.6 285 19.5 290 193.5 155 226.2 27.71
通期 13,000 3.2 570 3.2 580 49.4 310 42.2 55.43

                                   

                  



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細はは、15ページ（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）および18ページ（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 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 22,895 株 22年3月期 22,895 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 5,592,727 株 22年3月期 5,592,727 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

23年3月期 12,146 5.4 529 42.5 379 23.6 216 117.6
22年3月期 11,522 △8.1 371 108.9 307 30.8 99 △3.4

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

23年3月期 38.71 ―

22年3月期 17.79 ―

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 13,705 9,381 68.5 1,677.49
22年3月期 13,163 9,246 70.2 1,653.24

（参考） 自己資本 23年3月期  9,381百万円 22年3月期  9,246百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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予想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。 
なお、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、決算短信（添付資料）２ページ（次期の見通し）をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,300 2.3 280 206.2 150 210.1 26.82
通期 12,600 3.7 560 47.4 300 38.6 53.64
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、経済政策の効果や輸出を中心とした経済環境の改善により企業収益

は回復基調に転じ始めているものの、雇用環境や所得に対する先行き不透明感が続くなど、依然として厳しい

経営環境が続きました。加えて、平成23年３月に発生しました「東日本大震災」による被害は、わが国経済に

深刻な影響を及ぼしました。 

 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、営業面におきま

しては、企業に向けては年間・防寒衣料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し、一般小売においては、米国〔Dickies（ディッキーズ）〕のサブライセンス契約に基づ

くワークウエア及びワーク関連商品を市場に本格的に投入し積極的な販売を行いました。 

 生産面におきましては、素材価格及び海外工賃が高騰するなか、特に納期管理に注力し製品及び商品の確保

に努めました。また物流面では、物流外部委託の出荷体制の合理化を推し進め、物流委託手数料及び荷造運搬

費等の物流コスト削減に引き続き注力しました。 

  この結果、当連結会計年度の売上高は12,602百万円（前年同期比1.8％増）となりました。 

 一方、利益面では、売上総利益率は前連結会計年度と同水準で推移しましたが、売上の増加に加え販売費及

び一般管理費の削減を強力に推し進めた結果、営業利益は552百万円（前年同期比43.5％増）となりました。 

 また、前連結会計年度末に比べ当連結会計年度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

38百万円及び為替差損（デリバティブの実現損等）122百万円等を営業外費用に計上し、経常利益は388百万円

（前年同期比28.2％増）、持分法適用関係会社である北京信陽服装有限公司の持分譲渡に伴う関係会社整理損

失24百万円を特別損失に計上し、当期純利益は217百万円（前年同期比64.0％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、事業の種類別セグメントは記載しておりません。 

当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

  

（次期の見通し） 

  次期の見通しにつきましては、「東日本大震災」の国内経済に与える影響は計り知れず、先行きの状況を見

極めることが困難な状況となっております。このような経営環境のもとで当社グループは、引き続き目標とし

ております企業価値の向上及び営業キャッシュ・フローの拡大を目指し、徹底したコストの見直しを行う所存

です。 

 このような厳しい環境下ではありますが、Dickies（ディッキーズ）の拡販及び積極的な販売展開により売上

面では増収を見込んでおります。また、ＵＳドル及び人民元の為替相場が平成23年3月末と同程度と想定し、連

結売上高13,000百万円(前年同期比3.2％増)、営業利益570百万円（前年同期比3.2％増）、経常利益580百万円

（前年同期比49.4％増）、当期純利益310百万円（前年同期比42.2％増）を予想しております。 

(注) この資料に記されている売上高及び利益の予想数値は、当社及び当社グループの業界の動向、国内及び諸 

   外国の経済状況並びに為替レートの変動、株価の動向等その他の業績に影響を与える要因について、現時 

     点で入手可能な情報を基にした予想を前提としております。 

１．経営成績

品   目 

 当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日）

 前年同期比（％） 

年間衣料（百万円）  3,722,558  103.6

夏 衣 料（百万円）  1,096,497  94.7

防寒衣料（百万円）  689,695  107.3

別注他商品（百万円）  7,093,391  101.6

合  計（百万円）  12,602,142  101.8

                                   

                  



(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度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506百万円増加し、14,054百万円と

なりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ636百万円増加し、9,779百万円となりました。これは主に「現金及び預

金」の増加（366百万円）、「受取手形及び売掛金」の増加（127百万円）、「商品及び製品」の増加（211百万

円）及び「繰延税金資産」の減少（81百万円）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129百万円減少し、4,274百万円となりました。これは主に「建物及び構

築物」の減少（81百万円）、「投資その他の資産 その他（関係会社出資金等）」の減少（48百万円）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561百万円増加し、3,346百万円となりました。これは主に「支払手形及

び買掛金」の増加（756百万円）及び「短期借入金」の減少（150百万円）、「未払法人税等」の減少（45百万

円）を反映したものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ147百万円減少し、1,024百万円となりました。これは主に「長期借入

金」の減少（200百万円）、「その他(デリバティブ債務等)」の増加（37百万円）を反映したものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し、9,683百万円となりました。これは主に「利益剰余金」の

増加（134百万円）及び「その他の包括利益累計額」の減少（23百万円）、「少数株主持分」の減少（17百万円）

を反映したものであります。  

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 税金等調整前当期純利益が363百万円(前年同期比41.7％増)となりましたが、主に営業活動によるキャッシュ・

フローで得られた資金を当連結会計年度も前連結会計年度に引き続き投資活動を控え資金調達も 低限に抑えた

ことにより、当連結会計年度における連結ベースの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381百万円増加し当連結会計年度末には2,018百万円となりました。 

 当連結会計年度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846百万円(前年同期は1,144百万円の獲得)となりました。 

これは主に、売上債権の増加(138百万円)、たな卸資産の増加(224百万円)、法人税等の支払い(113百万円)等によ

る資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上(363百万円)、減価償却費の計上(108百万円)、仕

入債務の増加(758百万円)等による資金の増加を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19百万円(前年同期は68百万円の使用)となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出(16百万円)等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438百万円(前年同期は269百万円の使用)となりました。 

これは主に短期借入金の純減（150百万円）、長期借入金の返済による支出(200百万円)、配当金の支払い(83百万

円)を反映したものであります。 

  

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

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 

債務償還年数：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全ての負債を対象としてお 

      ります。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率（％）  63.4  64.1  67.3  69.6  67.9

時価ベースの自己資本比率（％）  34.9  31.0  20.2  20.2  21.5

債務償還年数（年）  17.4  2.6  7.7  1.2  1.1

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
 5.4  21.5  7.6  49.8  47.7

                                   

                  



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針は、将来の企業体質の強化及び安定的な利益確保のため、内部留保の充実を

図ながら現在の株主の皆様に安定的に利益還元を行うことであります。この方針のもと、今後の利益配分につき

ましても、経済情勢、業績の進展に応じて配当性向等を勘案のうえ、増配や株式の分割の形で積極的に株主の皆

様に利益還元を行う方針であります。 

 内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、合理化と供給コストの低減を追求

し、市場ニーズに沿った商品の開発や安定供給体制の確立等に有効活用し、事業拡大に努めてまいる所存であり

ます。 

 上記方針に基づき、平成23年３月期の期末配当金は１株当たり15円とさせていただく予定であります。 

 なお、次期の配当も期末配当金１株当たり15円を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年６月29日提出）における［事業等のリスク］から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

・有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ（ＥＤＩＮＥＴ） 

  http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

   当社EDINETコード: E00611 

  

                                   

                  



  当企業集団は、㈱コーコス信岡（当社）、子会社３社、関連会社１社により構成されており、事業はユニフォームウ

ェア（主として男性用）及び作業用品等の企画、製造、販売を主とした事業活動を行っております。当社工場は製品の

製造・加工を担当し、在外子会社HOP THINH CO.,LTD．(ベトナム)は当社企画製品を製造し商社経由で当社に供給して

おります。製商品の販売は、当社が直接または一部について国内子会社の㈱アドバンス東北を通じて行っております。

 また、可可思香港有限公司はホームセンター等の企画商品を販売する在外子会社であり、国内関連会社㈱シーシーテ

ィーは海外製造の一部について企画管理を担当しております。 

 なお、当社グループは衣料品・作業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

販売を行っておりますので、単一セグメントに該当いたします。 

（注）在外製造関連会社の北京信陽服装有限公司（中国）は、平成22年12月に現地当局の許認可が下り、出資の全額

(35%)を中国現地合弁相手の北京市平谷縣華陽服装廠に譲渡したため、関連会社に該当しなくなりました。 

  

  当企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

  

 
  

 （注） 無印 連結子会社 

※印 関連会社で持分法非適用会社 

  

２．企業集団の状況

                                   

                  



(1）会社の経営の基本方針 及び (2）目標とする経営指標 

平成22年３月期決算短信（平成22年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略します。 

当該決算短信は，次のＵＲＬから御覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.co-cos.co.jp/IR/PDF_IR/tanshin/H22_4th.pdf 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く今後の経営環境につきましては、当社グループに直接的な被災はありませんでしたが、

先に起こりました「東日本大震災」と、それに起因する東京電力福島第１原子力発電所の事故の影響が長期化する

ことが予想され、景気「腰折れ」の懸念も囁かれており、予断を許さない状況が続くと思われます。 

 このような厳しい経営環境ではありますが、当社のグループ力を結集し、持てる機能を 大限に発揮する体制構

築を図り、ユニフォーム及び作業関連用品の充実と提案力の強化に努めてまいります。その一環として、〔Dickies

（ディッキーズ）〕のサブライセンス契約に基づくワークウエア及びワーク関連商品を企業制服として展開できる

よう、企画部が中心となり新商品の開発を推進します。 

 生産面におきましては、当社グループの 大の生産拠点である中国において、素材価格及び縫製工賃が高騰し納期

どおりの物作りが非常に困難な状況にあり、欠品を回避する納期管理の徹底が急務となっております。また、当社グ

ループ全体の生産体制をグローバルな視点で見直し、安定的かつ機動的な生産体制の確立と品質及び納期管理の徹底

を図ることが肝要であると考えております。 

 物流面におきましても、本社・東・西及び北海道物流センターだけでなく当社グループ全体の物流効率を見直し、

機動力と管理能力を向上させ徹底したコスト削減に注力いたします。 

 当社グループは、これらの経営課題に前向きに取り組み、強靭な財務体質と安定的な収益体質の基盤作りに邁進す

るとともに、「東日本大震災」に伴う電力供給不足などの外部環境に鑑み、節電は当然なことながらエコ関連作業衣

料・用品の販売を通じて、環境保全を意識した事業活動を行っていきたいと存じます。 

  

３．経営方針

                                   

                  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,780,778 2,147,178

受取手形及び売掛金 3,150,927 3,278,616

商品及び製品 3,785,658 3,996,875

仕掛品 16,756 19,802

原材料及び貯蔵品 68,731 75,816

繰延税金資産 297,033 215,780

その他 54,236 57,108

貸倒引当金 △10,630 △11,390

流動資産合計 9,143,492 9,779,787

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,173,607 ※２  3,165,065

減価償却累計額 △1,888,808 △1,961,574

建物及び構築物（純額） 1,284,798 1,203,491

機械装置及び運搬具 184,008 163,135

減価償却累計額 △178,151 △159,500

機械装置及び運搬具（純額） 5,857 3,634

土地 2,173,818 ※２  2,173,818

その他 438,007 426,054

減価償却累計額 △366,949 △364,111

その他（純額） 71,058 61,943

有形固定資産合計 3,535,533 3,442,888

無形固定資産 52,820 42,647

投資その他の資産   

投資有価証券 451,638 471,720

繰延税金資産 24,810 31,107

その他 ※１  384,137 336,109

貸倒引当金 △44,256 △49,770

投資その他の資産合計 816,330 789,166

固定資産合計 4,404,684 4,274,702

資産合計 13,548,176 14,054,490

                                   

                  



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,769,354 2,525,647

短期借入金 400,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 50,798 4,815

返品調整引当金 39,140 37,290

賞与引当金 36,404 37,434

その他 289,723 291,366

流動負債合計 2,785,420 3,346,553

固定負債   

長期借入金 720,000 520,000

退職給付引当金 102,814 106,283

役員退職慰労引当金 157,610 168,540

その他 191,182 229,179

固定負債合計 1,171,606 1,024,002

負債合計 3,957,027 4,370,556

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 5,884,989 6,019,094

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,361,415 9,495,521

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97,736 101,394

繰延ヘッジ損益 684 64

為替換算調整勘定 △25,786 △52,682

その他の包括利益累計額合計 72,634 48,776

少数株主持分 157,099 139,636

純資産合計 9,591,148 9,683,933

負債純資産合計 13,548,176 14,054,490

                                   

                  



（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 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 12,374,662 12,602,142

売上原価 ※１  9,337,695 ※１  9,399,948

売上総利益 3,036,966 3,202,194

販売費及び一般管理費 ※２  2,652,249 ※２  2,650,106

営業利益 384,717 552,087

営業外収益   

受取利息 2,291 834

受取配当金 7,660 8,245

仕入割引 972 －

受取賃貸料 9,677 9,309

受取保険金 － 3,893

その他 10,036 9,183

営業外収益合計 30,638 31,465

営業外費用   

支払利息 23,343 18,337

賃貸費用 7,531 7,117

デリバティブ評価損 11,053 38,347

持分法による投資損失 11,196 8,843

為替差損 59,278 122,583

その他 55 －

営業外費用合計 112,458 195,228

経常利益 302,897 388,324

特別利益   

固定資産売却益 － ※３  2,680

特別利益合計 － 2,680

特別損失   

固定資産売却損 ※４  146 ※４  90

固定資産除却損 ※５  318 ※５  577

投資有価証券評価損 － 249

投資有価証券売却損 － 504

関係会社整理損 24,832 －

減損損失 ※６  21,081 －

関係会社出資金譲渡損 － 24,531

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 46,379 27,446

税金等調整前当期純利益 256,518 363,558

法人税、住民税及び事業税 135,706 71,094

法人税等調整額 △19,646 72,896

法人税等合計 116,060 143,990

少数株主損益調整前当期純利益 － 219,567

少数株主利益 7,521 1,570

当期純利益 132,936 217,996

                                   

                  



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 219,567

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 3,657

繰延ヘッジ損益 － △619

為替換算調整勘定 － △31,616

持分法適用会社に対する持分相当額 － △9,219

その他の包括利益合計 － ※２  △37,798

包括利益 － ※１  181,769

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 194,139

少数株主に係る包括利益 － △12,369

                                   

                  



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,695,949 1,695,949

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,695,949 1,695,949

資本剰余金   

前期末残高 1,794,919 1,794,919

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,794,919 1,794,919

利益剰余金   

前期末残高 5,835,942 5,884,989

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 132,936 217,996

当期変動額合計 49,046 134,105

当期末残高 5,884,989 6,019,094

自己株式   

前期末残高 △14,442 △14,442

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △14,442 △14,442

株主資本合計   

前期末残高 9,312,369 9,361,415

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 132,936 217,996

当期変動額合計 49,046 134,105

当期末残高 9,361,415 9,495,521

                                   

                  



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 35,743 97,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,993 3,657

当期変動額合計 61,993 3,657

当期末残高 97,736 101,394

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 733 684

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49 △619

当期変動額合計 △49 △619

当期末残高 684 64

為替換算調整勘定   

前期末残高 △28,592 △25,786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,806 △26,896

当期変動額合計 2,806 △26,896

当期末残高 △25,786 △52,682

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 7,884 72,634

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,749 △23,857

当期変動額合計 64,749 △23,857

当期末残高 72,634 48,776

少数株主持分   

前期末残高 153,340 157,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,758 △17,463

当期変動額合計 3,758 △17,463

当期末残高 157,099 139,636

純資産合計   

前期末残高 9,473,594 9,591,148

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 132,936 217,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,508 △41,320

当期変動額合計 117,554 92,785

当期末残高 9,591,148 9,683,933

                                   

                  



（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 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 256,518 363,558

減価償却費 121,203 108,704

減損損失 21,081 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,301 11,692

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,082 3,468

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,500 10,930

受取利息及び受取配当金 △9,951 △9,079

支払利息 23,343 18,337

為替差損益（△は益） 425 846

デリバティブ評価損益（△は益） 11,053 38,347

持分法による投資損益（△は益） 11,196 8,843

投資有価証券評価損益（△は益） － 249

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 504

固定資産売却損益（△は益） 146 △2,590

固定資産除却損 318 577

関係会社整理損 24,832 －

関係会社出資金譲渡損 － 24,531

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） 286,345 △138,809

たな卸資産の増減額（△は増加） 754,994 △224,993

仕入債務の増減額（△は減少） △172,275 758,074

その他 12,200 △5,968

小計 1,311,547 968,717

利息及び配当金の受取額 9,812 9,122

利息の支払額 △22,985 △17,754

法人税等の支払額 △154,316 △113,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144,058 846,766

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 △37,428 －

有形固定資産の取得による支出 △12,752 △13,431

有形固定資産の除却による支出 △6,989 －

有形固定資産の売却による収入 3,822 171

無形固定資産の取得による支出 △943 △2,142

投資有価証券の取得による支出 △7,668 △16,301

投資有価証券の売却による収入 － 1,604

関係会社出資金の売却による収入 － 2,173

その他の支出 △9,168 △3,289

その他の収入 3,068 11,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,060 △19,750

                                   

                  



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） － △150,000

長期借入れによる収入 220,000 －

長期借入金の返済による支出 △400,000 △200,000

配当金の支払額 △83,853 △83,887

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 △269,101 △438,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,157 △6,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 808,054 381,253

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期末残高 ※  1,636,838 ※  2,018,092

                                   

                  



 該当事項はありません。 

  

  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    ３社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社アドバンス東北 

HOP THINH CO.,LTD. 

可可思香港有限公司 

 なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました株式会社松元屋は、清算し

たため連結の範囲から除いております。 

連結子会社の数    ３社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社アドバンス東北 

HOP THINH CO.,LTD. 

可可思香港有限公司 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社の数  １社 

北京信陽服装有限公司 

(1)持分法適用の関連会社の数  －社 

 なお、前連結会計年度において持分法

適用の関連会社でありました北京信陽服

装有限公司は、当連結会計年度に出資の

全額を譲渡したため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

  (2) 持分法を適用していない関連会社(株

式会社シーシーティー)は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。 

(2)       同左 

  (3) 持分法適用会社の北京信陽服装有限公

司の決算日は12月31日で連結決算日と異

なりますが、事業年度に係る財務諸表を

使用しております。 

(3)     ──────  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうちHOP THINH CO.,LTD.及

び可可思香港有限公司の決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成にあたっ

てはそれぞれの決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ロ．デリバティブ 

 時価法 

ロ．デリバティブ 

同左 

                                   

                  



項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ハ．たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は、主として

商品及び製品・原材料・仕掛品について

は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）、貯蔵品に

ついては 終仕入原価法（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）を採用してお

ります。 

ハ．たな卸資産 

同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在

外連結子会社は所在地国の会計基準の規

定による定額法によっております。ただ

し、当社及び国内連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっ

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

す。 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物及び構築物    ８～50年   

  機械装置及び運搬具  ２～７年    

  ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定額法、在

外連結子会社は所在地国の会計基準の規

定による定額法によっております。 

 なお、当社及び国内連結子会社は、自

社利用のソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年内）に基づい

ております。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。また、在外連結子会社は

個別に債権の回収可能性を検討して、回

収不能見込額を計上しております。 

イ．貸倒引当金 

同左 

  ロ．返品調整引当金 

 当社及び国内連結子会社は、返品によ

る損失に備えるため、過去の返品実績率

及び粗利率等を勘案して計上しておりま

す。 

ロ．返品調整引当金 

同左 

  ハ．賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員の

賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上しております。 

ハ．賞与引当金 

同左 

                                   

                  



項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ニ．退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の額及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

ニ．退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  ホ．役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を計上しております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

同左 

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、在外連結子会社等の資産及び負債

は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めております。 

同左 

(5)重要なヘッジ会計の方

法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 為替予約については、振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理を採用し

ております。 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建予定取引

同左 

  ハ．ヘッジ方針 

 当社の経理部の管理のもとに、将来の

為替変動リスクをヘッジするために、実

需に基づき為替予約取引を行っておりま

す。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております

が、当社で行っている為替予約取引は、

輸入取引の外貨と同一通貨のみで実行し

ていることから、有効性の評価は省略し

ております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6)連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

──────  手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

(7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理については、税抜方

式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

                                   

                  



  

  

  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

────── 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

────── 

（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

（8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

（9）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

                                   

                  



（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

────── 

  （千円）

投資その他の資産の「その

他」(出資金) 
 42,016

  

────── ※２．土地再開発法に基づく権利変換に伴い、有形固定資

産の取得価額から直接減額している圧縮記帳額は次の

とおりであります。 

  

   

  （千円）

建物及び構築物  7,114

土地  24,300

 計  31,415

 ３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

  （千円）

当座貸越極度額  1,500,000

借入実行残高  400,000

差引額  1,100,000

  （千円）

当座貸越極度額  1,700,000

借入実行残高  250,000

差引額  1,450,000

                                   

                  



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  （千円）

   33,417

  （千円）

   △198,376

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  （千円）

広告宣伝費  98,244

従業員給与及び賞与  564,952

賞与引当金繰入額  31,004

退職給付引当金繰入額  15,340

役員退職慰労引当金繰入額  8,500

荷造運搬費  301,849

支払手数料  908,731

減価償却費  95,922

貸倒引当金繰入額  1,061

  （千円）

広告宣伝費  82,098

従業員給与及び賞与  535,072

賞与引当金繰入額  31,834

退職給付引当金繰入額  16,725

役員退職慰労引当金繰入額  10,930

荷造運搬費  292,287

支払手数料  983,197

減価償却費  88,861

貸倒引当金繰入額  11,692

―――――― ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  （千円）

建物及び構築物  2,680

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  （千円）

機械装置及び運搬具  146

  （千円）

機械装置及び運搬具  90

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  （千円）

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

 

 

129

76

有形固定資産その他（工具、

器具及び備品） 
 112

計  318

  （千円）

建物及び構築物  261

有形固定資産その他（工具、

器具及び備品） 
 315

計  577

※６．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、資産を事業資産、賃貸用資産、遊休資

産にグループ化し、賃貸用資産及び遊休資産については、

それぞれ個別の物件ごとに区分しております。 

上記資産は、野母崎工場と飯盛工場の統合により、野母

崎工場の資産が遊休となったため、帳簿価額を零とし当該

減少額を減損損失（21,081千円）として特別損失に計上し

ております。 

場 所 用 途 種 類 
減損損失額
  (千円) 

  
長 崎 県 
長 崎 市 
  

工場用資産 

建物及 び構

築物  20,473

機械 装置及

び運搬具  383

有形固定資

産その他 
(工具、器具

及び備品) 

 224

―――――― 

                                   

                  



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 197,686千円

少数株主に係る包括利益 9,006 

計 206,693 

その他有価証券評価差額金 61,993千円

繰延ヘッジ損益 △49 

為替換算調整勘定 3,093 

持分法適用会社に対する持分相当額 1,197 

計 66,235 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式  5,615,622  －  －  5,615,622

合計  5,615,622  －  －  5,615,622

自己株式                     

普通株式  22,895  －  －  22,895

合計  22,895  －  －  22,895

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  83,890  15 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（決議予定） 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式  83,890 利益剰余金  15 平成22年３月31日 平成22年６月30日

                                   

                  



当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式  5,615,622  －  －  5,615,622

合計  5,615,622  －  －  5,615,622

自己株式                     

普通株式  22,895  －  －  22,895

合計  22,895  －  －  22,895

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  83,890  15 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（決議予定） 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  83,890 利益剰余金  15 平成23年３月31日 平成23年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成22年３月31日現在) (平成23年３月31日現在)

  

  （千円）

現金及び預金勘定  1,780,778

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △143,940

現金及び現金同等物  1,636,838

  （千円）

現金及び預金勘定  2,147,178

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △129,086

現金及び現金同等物  2,018,092

                                   

                  



前連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

３．減損処理を行った有価証券 

  当連結会計年度において、その他有価証券について減損処理を行ったものはありません。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理を行

っております。 

  

当連結会計年度（平成23年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

３．減損処理を行った有価証券 

  当連結会計年度において、その他有価証券について249千円（その他有価証券の株式249千円）減損処理を行って

おります。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理を行

っております。 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  360,382  207,535  152,847

(2）その他  62,391  49,040  13,351

小計  422,774  256,575  166,198

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  16,439  18,650  △2,210

(2）その他  －  －  －

小計  16,439  18,650  △2,210

合計  439,213  275,226  163,987

12,425

  種類 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  367,318  205,916  161,402

(2）その他  62,139  49,040  13,099

小計  429,457  254,956  174,501

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  27,487  31,864  △4,376

(2）その他  －  －  －

小計  27,487  31,864  △4,376

合計  456,945  286,820  170,124

14,775

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

(1）株式  1,604  －  504

合計  1,604  －  504

                                   

                  



前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 

 (注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

 ２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

 通貨関連 

(注) 時価の算定方法 

短期の為替予約であるため、直物為替相場に基づき算定しております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 １. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 

 (注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

 ２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

 通貨関連 

(注) 時価の算定方法 

短期の為替予約であるため、直物為替相場に基づき算定しております。 

  

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類 契約額等
(千米ドル) 

契約額等のうち
１年超 

(千米ドル) 

時価
（千円） 

評価損益 
（千円）   

市場取引以外の取引 

通貨オプション取引     

売建 プット 21,600 12,000 △219,446  △219,446

買建 コール 10,800 6,000 29,563  29,563

合計 32,400 18,000 △189,882  △189,882

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）  

契約額等のうち
１年超 

（千円）  

時価  
(千円)    

為替予約等の振当処
理 

為替予約取引     

 買建     

  米ドル  買掛金 35,137 －  36,285

合計 35,137 －  36,285

区分 取引の種類 契約額等
(千米ドル) 

契約額等のうち
１年超 

(千米ドル) 

時価
（千円） 

評価損益 
（千円）   

市場取引以外の取引 
  

通貨オプション取引     

売建 プット 15,000 7,400 △227,620  △227,620

買建 コール 9,000 5,000 24,166  24,166

クーポンスワップ取引 9,000 8,200 △24,775  △24,775

合計 33,000 20,600 △228,229  △228,229

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）  

契約額等のうち
１年超 

（千円）  

時価  
(千円)    

為替予約等の振当処
理 

為替予約取引     

 買建     

  米ドル  買掛金 35,995 －  36,103

合計 35,995 －  36,103

                                   

                  



 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  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。 

  

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  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。 

  

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 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。 

   

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％を超える主要な

顧客がないため、記載を省略しております。  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  （追加情報） 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 
当連結会計年度より、「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。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

                                   

                  



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平

成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

 リース取引、金融商品、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等

不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。 

 また、個別財務諸表についても投資者ニーズを勘案した結果、連結会社の影響が軽微であるため開示を省略して

おります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額         円1,686.84

１株当たり当期純利益       円23.77

１株当たり純資産額         円1,706.56

１株当たり当期純利益       円38.98

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  9,591,148  9,683,933

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 157,099  139,636

(うち少数株主持分)（千円）  (157,099)  (139,636)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  9,434,049  9,544,297

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 5,592  5,592

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  132,936  217,996

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  132,936  217,996

期中平均株式数（千株）  5,592  5,592

（重要な後発事象）

（開示の省略）

                                   

                  



(1）役員の異動（平成23 年6 月29 日予定） 

１．代表者の異動 

    該当事項はありません。 

  

２．その他の役員の異動 

（１）新任取締役候補者 

      該当事項はありません。 

    

（２）退任予定取締役 

      該当事項はありません。 

 

（３）新任監査役候補者 

      中山 浩之 （現 ㈱アドテックプラズマテクノロジー 取締役） 

 

（４）退任予定監査役 

      小川 晴夫 （現 社外監査役、独立役員） 

  

(2）その他 

    該当事項はありません。 

  

５．その他

                                   

                  


	ヘッダー3: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー4: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー5: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー6: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー7: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー8: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー9: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー10: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー11: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー12: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー13: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー14: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー15: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー16: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー17: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー18: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー19: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー20: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー21: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー22: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー23: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー24: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー25: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー26: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー27: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー28: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー29: ㈱コーコス信岡（3599）平成23年３月期　決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -
	フッター14: - 12 -
	フッター15: - 13 -
	フッター16: - 14 -
	フッター17: - 15 -
	フッター18: - 16 -
	フッター19: - 17 -
	フッター20: - 18 -
	フッター21: - 19 -
	フッター22: - 20 -
	フッター23: - 21 -
	フッター24: - 22 -
	フッター25: - 23 -
	フッター26: - 24 -
	フッター27: - 25 -
	フッター28: - 26 -
	フッター29: - 27 -


