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1.平成24年2月期第1四半期の連結業績（平成23年2月21日～平成23年5月20日）
（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 ％

24年2月期第1四半期 6,313 66.9 ―
23年2月期第1四半期 3,783 △ 15.8 △ 168 ―

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円　銭 円　銭

24年2月期第1四半期 ―
23年2月期第1四半期 ―

(2)連結財政状態　　
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

24年2月期第1四半期 566.21
23年2月期 611.06

（参考）自己資本 24年2月期第1四半期　　　15,603百万円　　　 23年2月期　　16,839百万円

2.配当の状況
年間配当金

（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

　　23年2月期 ― ― 0.00
　　24年2月期 ―
24年2月期（予想） 0.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無　無

3.平成24年2月期の連結業績予想（平成23年2月21日～平成24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）

営業収益 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 ％ 円　銭

第2四半期
(累計)

13,430 72.2 △ 218 △ 148 ― △ 29.68

通期 27,400 16.2 　 900 ― 　 1,000 568.8 　 100 ― 　 3.63
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　無

　

― △ 818―

15,614 69.5

― ―

―

71.1

平成23年6月28日

△ 457 △ 863

△ 21.36

―
△ 552 ――

平成23年7月1日

0.00

△ 31.35

22,438

△ 230

0.00

23,696 16,847

△ 255―

1株当たり四半期純利益

１株当たり当期
純利益



４．その他（詳細は【添付資料】Ｐ４「その他情報」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

　（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）

（4）発行済株式数（普通株式）

　 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 株 株

   ② 期末自己株式数 株 株

   ③ 期中平均株式数（四半期累計） 株 株

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する開示

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 23年２月期

 23年２月期１Ｑ

27,711,028

153,798

27,557,242

本資料に記載されている業績見通し等に関する記述は、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。

「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。

27,711,028

153,730

11,954,814

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いません。

 24年２月期１Ｑ

 24年２月期１Ｑ

 24年２月期１Ｑ

 23年２月期
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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 

当社が属するファッションアパレル業界は、国内景気の先行き不透明感や個人所得の伸び悩みと雇用

不安による個人消費の停滞が続き、依然として厳しい経営環境にあります。加えて、2011 年 3 月 11 日

に発生した東日本大震災により、お客さまの生活防衛意識の高まりや、消費の自粛などにより、個人消

費はきわめて厳しい状況で推移しました。 

 

 ３月度は大震災とその後の節電による営業時間短縮、市場の自粛ムードの影響を受け、既存店売上高

は前年同期比 81.8％と落ち込んだものの被災地エリアでの復興需要もあり、5月度には既存店売上高が

96.1％まで回復してまいりました。当第１四半期の営業収益は 63 億 13 百万円（前年同期比 166.9％）、

本社のスリム化など経費削減効果はあったものの震災影響による在庫処分による売上総利益率の前年

比 2.6 ポイント低下により営業損失は５億 52 百万円（前年同期は営業損失２億 30 百万円）、経常損失

は４億 57 百万円（前年同期は経常損失１億 68 百万円）となりました。四半期純損失は、特別損失とし

て本年度より開始の資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額２億円、震災関連損失 73 百万

円等を計上したことにより、８億 63 百万円（前年同期は四半期純損失２億 55 百万円）となりました。 

 

当社グループは、中期経営計画の柱である、主要三世代トップブランドの確立に向けた既存ブランド

の再編とリブランディングの推進、マザーブランド「ＣＩＱＵＥＴＯ」化の推進を進めてまいりました。 

２月末には、イオン与野店にマザーブランド「ＣＩＱＵＥＴＯ」による大型複合ブランドショップを

出店、６月度には福岡マリノアシティ店、イオンモール倉敷店及びイオン佐久平店、７月度にはイオン

苫小牧店と、出店を加速してまいります。４月にはアウトレット業態のカレントをイオンレイクタウン

に出店するとともに、マザーブランドを軸としたプローモーション（雑誌・ＷＥＢ・Ｅコマース）の強

化のなかで、ホームページを活用したＥコマースの本格的展開を開始しました。さらにＬＢＣマーケッ

ト永福町店開店により都市シフトの業態開発をスタートしました。 

また、既存６ブランドを世代別３ブランドに集約する、リブランディングに取り組み、第 1四半期中

では年間計画の約８割、既存店 44 店舗のブランド変更を完了するとともに、今期完了予定の不採算業

態（コックス及びブルーグラス）スクラップのための閉店を進めました。中国事業においても、「地球

通（ＣＩＱＵＥＴＯ）」に業態を変更、事業拡大の準備が整ったことに伴い、下半期、上海に５店舗の

出店を計画しております。 

こうしたスクラップアンドビルドを推進することにより第２四半期以降の成長戦略を確実なものと

し、さらに、震災による復興需要及び節電対応による特別需要を確実に取り込むことにより、年度目標

達成にまい進してまいります。 

 

(注)当社は、2010 年８月 21 日に株式会社ブルーグラスと合併いたしております。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 224 億 38 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 12 億

58 百万円減少しました。減少の主な内容は、所有株式の株価の変動により投資有価証券が６億 56

百万円減少し、関係会社預け金が５億円減少したこと等によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は 68 億 23 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 25 百万円

減少しました。増減の主な内容は、資産除去債務が３億 52 百万円増加し、支払手形及び買掛金の仕

入債務が１億 94 百万円減少、有価証券評価差額金の減少に伴い繰延税金負債が２億 39 百万円減少

したこと等によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は 156 億 14 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 12 億

33 百万円減少しました。減少の主な内容は、資本剰余金が７億 52 百万円減少、利益剰余金が１億

11 百万円減少、所有株式の株価の変動によりその他有価証券評価差額金が３億 74 百万円減少した

ことと等によるものです。 

 

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、48 億７百万

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、６億円（前年同四半期は３億 35 百万円の減少）となりました。

その主な増加の内訳は、売上債権の減少額２億 43 百万円などであります。主な減少の内訳は、税金

等調整前四半期純損失８億 21 百万円、たな卸資産の増加額２億２百万円などであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果増加した資金は、41 億 68 百万円（前年同四半期は９百万円の増加）となりまし

た。その主な増加の内訳は、関係会社預け金の払戻による収入 41 億 50 百万円、差入保証金の回収

による収入４億 43 百万円などであります。主な減少の内訳は、有形固定資産の取得による支出１億

75 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は自己株式の取得による支出であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

2012 年 2 月期の業績予想につきましては、2011 年４月５日の決算発表時に公表いたしました業績

予想から変更はありません。 
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2． その他の情報 

（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 

（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、合理的に算出する方法によっております。 

また、たな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。  

（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。 

   

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「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。 

これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ６百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は２

億 14 百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は３億

12 百万円であります。 

 

②表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

  「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）に基づく「財

務諸表の用語、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）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期

純損失」の科目で表示しております。 
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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１四半期連結会計年度末
(2011年５月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2011年２月20日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 857,346 937,592

　　受取手形及び売掛金 66,620 48,474

　　売上預け金 1,238,898 1,460,690

　　たな卸資産 2,393,256 2,190,818

　　未収入金 917,118 1,158,456

　　関係会社預け金 6,550,000 7,050,000

　　繰延税金資産 160,800 160,800

　　その他 159,512 146,817

　　貸倒引当金 △2,247 △3,879

　　流動資産合計 12,341,307 13,149,770

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 851,940 695,456

　　　その他（純額） 215,594 124,846

　　　有形固定資産合計 1,067,534 820,303

　　無形固定資産 250,969 170,084

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 4,483,565 5,140,106

　　　差入保証金 4,179,934 4,301,416

　　　その他 154,434 146,199

　　　貸倒引当金 △39,590 △30,934

　　　投資その他の資産合計 8,778,343 9,556,788

　　固定資産合計 10,096,848 10,547,176

　資産合計 22,438,156 23,696,946

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 3,441,973 3,636,357

　　未払法人税等 52,576 182,768

　　賞与引当金 168,899 72,140

　　役員業績報酬引当金 6,914 13,812

　　店舗閉鎖損失引当金 59,678 122,646

　　ポイント引当金 26,861 27,656

　　災害損失引当金 23,402 -

　　資産除去債務 43,314 -

　　その他 1,724,524 1,602,510

　　流動負債合計 5,548,143 5,657,890

　固定負債

　　退職給付引当金 65,970 47,077

　　繰延税金負債 865,341 1,105,071

　　資産除去債務 309,329 -

　　その他 35,070 39,276

　　固定負債合計 1,275,711 1,191,424

　負債合計 6,823,855 6,849,314
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計年度末
(2011年５月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2011年２月20日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 4,503,148 4,503,148

　　資本剰余金 10,863,713 11,616,378

　　利益剰余金 △960,057 △848,821

　　自己株式 △66,185 △66,171

　　株主資本合計 14,340,619 15,204,534

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,285,520 1,659,580

　　為替換算調整勘定 △22,941 △24,853

　　評価・換算差額等合計 1,262,579 1,634,726

　新株予約権 11,101 8,371

　純資産合計 15,614,300 16,847,632

負債純資産合計 22,438,156 23,696,946
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（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 2010年２月21日
 至 2010年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2011年２月21日

  至 2011年５月20日)
売上高 3,767,523 6,309,132

売上原価 1,757,399 3,105,765

売上総利益 2,010,123 3,203,366

その他の営業収入 15,492 4,599

営業総利益 2,025,615 3,207,966

販売費及び一般管理費 2,256,530 3,760,716

営業損失（△） △230,914 △552,750

営業外収益

　受取利息 1,235 5,359

　受取配当金 58,934 83,980

　その他 2,820 6,605

　営業外収益合計 62,990 95,945

営業外費用

　為替差損 141 -

　消費税等調整額 - 275

　その他 210 213

　営業外費用合計 351 489

経常損失（△） △168,275 △457,293

特別利益

　固定資産売却益 - 10,790

　店舗閉鎖損失引当金戻入額 1,850 21,514

　貸倒引当金戻入額 3,061 6,704

　役員業績報酬引当金戻入額 - 2,312

　特別利益合計 4,911 41,320

特別損失

　固定資産除却損 5,830 21,404

　資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 - 200,564

　投資有価証券評価損 - 38,920

　減損損失 2,506 20,086

　店舗閉鎖損失引当金繰入額 54,117 31,630

　退店違約金 - 6,751

　災害による損失 - 73,317

　その他 - 12,571

　特別損失合計 62,453 405,246

税金等調整前四半期純損失（△） △225,818 △821,219

法人税、住民税及び事業税 29,558 38,848

法人税等調整額 ― 3,832

法人税等合計 29,558 42,680

少数株主損益調整前四半期純損失（△） ― △863,900

四半期純損失（△） △255,377 △863,900

- 7 -



（株）コックス（9876）2012年2月期　第１四半期決算短信

（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 2010年２月21日
 至 2010年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2011年２月21日

  至 2011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（△） △225,818 △821,219

　減価償却費 74,687 112,914

　減損損失 2,506 20,086

　賞与引当金の増減額（△は減少） 61,041 96,759

　役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 5,557 △6,898

　店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 52,267 △62,968

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,543 18,893

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,920 7,023

　ポイント引当金の増減額（△は減少） △2,140 △795

　受取利息及び受取配当金 △60,170 △89,339

　為替差損益（△は益） 141 △185

　固定資産売却損益（△は益） - △10,790

　固定資産除却損 5,830 21,404

　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 200,564

　投資有価証券評価損益（△は益） - 38,920

　売上債権の増減額（△は増加） △10,275 243,324

　たな卸資産の増減額（△は増加） 130,520 △202,102

　仕入債務の増減額（△は減少） △220,152 △194,859

　その他 △97,426 201,871

　小計 △281,808 △427,396

　利息及び配当金の受取額 60,409 90,063

　法人税等の支払額 △126,260 △153,938

　その他 12,209 △109,477

　営業活動によるキャッシュ・フロー △335,450 △600,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の売却による収入 - 13,275

　有形固定資産の取得による支出 △58,575 △175,718

  無形固定資産の取得による支出 - △107,626

　差入保証金の差入による支出 △10,587 △132,845

　差入保証金の回収による収入 80,647 443,436

　関係会社預け金の払戻による収入 - 4,150,000

　その他 △1,605 △21,753

　投資活動によるキャッシュ・フロー 9,878 4,168,768

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 △257 △13

　財務活動によるキャッシュ・フロー △257 △13

現金及び現金同等物に係る換算差額 140 1,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △325,689 3,569,754

現金及び現金同等物の期首残高 2,671,412 1,237,592

現金及び現金同等物の期末残高 2,345,723 4,807,346
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 （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】

　 前第１四半期連結累計期間（自　2010年２月21日 至 2010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セグメントであります。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】

　 前第１四半期連結累計期間（自　2010年２月21日 至 2010年５月20日）
　　 全売上高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】

　 前第１四半期連結累計期間（自　2010年２月21日 至 2010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。

【セグメント情報】

　　 当社グループは、衣料品小売業の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。

 （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。

－９－


