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（百万円未満切捨て）

1. 2012年2月期の連結業績（2011年2月21日～2012年2月20日）
（1） 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2012年2月期
2011年2月期

（注）包括利益 2012年2月期 △1,931 百万円 （―％） 2011年2月期 百万円 （―％）

1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2012年2月期
2011年2月期
（参考）持分法投資損益 ― 百万円 ― 百万円

(2)連結財政状態
総資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2012年2月期
2011年2月期
（参考）自己資本 2012年2月期 14,907百万円 2011年2月期 16,839百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

2012年2月期
2011年2月期

2. 配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2011年2月期
2012年2月期
2013年2月期

（予想）

3. 2013年2月期の連結業績予想（2012年2月21日～2013年2月28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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
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潜在株式調整後1株当たり
当期純利益
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13 ―
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△ 4.3
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自己資本比率

（注）本日（2012年４月５日）公表いたしました「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2013年２月期は12カ月８日の変則決算と
なる予定のため、通期の対前期増減率は記載しておりません。
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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

新規―社 （社名） 、 除外―社 （社名）

（2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の
変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

（注）詳細は、16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）
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 2012年２月期 株 2011年２月期 株
②期末自己株式数 2012年２月期 株 2011年２月期 株
②期中平均株式数 2012年２月期 株 2011年２月期 株

（参考）個別業績の概要

1.2012年2月期の個別業績（2011年2月21日～2012年2月20日）
（1） 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2012年2月期
2011年2月期

1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭
2012年2月期
2011年2月期

(2)個別財政状態
総資産

百万円 百万円 ％ 円 銭
2012年2月期
2011年2月期
（参考）自己資本 2012年2月期 15,092百万円 2011年2月期 16,960百万円

2. 2013年2月期の個別業績予想（2012年2月21日～2013年2月28日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

※監査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

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。
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153,910

27,557,177

27,711,028
153,730

19,819,797

―

自己資本比率
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―

第2四半期
（累計） 11,640 ―

―

21,204
23,808

15,104
16,968

△ 64.72

純資産

通期

本資料に記載されている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および合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

25,390 450 550 100 ――
（注）本日（2012年４月５日）公表いたしました「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2013年２月期は12カ月８日の変則決算と
なる予定のため、通期の対前期増減率は記載しておりません。
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１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
（当連結会計年度の経営成績）

当社が属するファッションアパレル業界は、国内景気の先行不透明感や厳しい雇用情勢から、お客さまの
節約志向や低価格志向など、個人消費は厳しい状況で推移しました。

当期は、今後の成長戦略のために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」化の推進を進めるとともに、大型複合ブランド「CIQUETO」
の展開の推進、不採算ブランドの店舗閉鎖、オフプライス・ストア業態「CURRENT」の出店開始、Eコマース
の本格的展開、上海への「VENCE－EX」の出店、都市部の駅・ターミナル・ファッションビル・RSCへの出店
強化、シニア対応ブランド「GRAND PHASE」の実験開始など、中期経営計画に従った構造的な変革を進めてま
いりました。

店舗展開に関しては、新規出店27店舗と不採算店舗の閉店160店舗により、当連結会計年度末時点での国内
店舗数は、325店舗となりました。また、海外店舗数（中国）は、6店舗となりました。

営業収益では、今年度強化した都市部の新規出店店舗や大型ＲＳＣ立地で改装した店舗は、好調に推移い
たしました。しかしながら、主要三世代ブランドのリブランディングの成果にバラツキがあり、既存店売上
高が前年比92.5％と当初計画の98.1％を5.6ポイント下回りました。

営業総利益では、SPAプラットフォームの確立をめざし、MDプロセスの再設計を図り、値入率は前年より３
ポイント上昇したものの、3月に発生した東日本大震災の影響による休業や開業後の春物商品の値下げ販売、
クリアランスセールの早期化及び長期化、恒常化に伴い売価変更が増加したことにより、営業総利益率が
53.2％と、当初計画を3ポイント下回りました。

一方、販売費および一般管理費は、本社人員の削減と店頭の投入労働時間コントロールの精度アップなど
により、販売費および一般管理費は前年より大幅に削減いたしました。

以上の結果、当連結会計年度におきましては、営業収益245億92百万円（前年同期比104.3％）、営業損失
10億61百万円（前年同期は営業利益13百万円）、経常損失８億90百万円（前年同期は経常利益1億49百万円）、
当期純損失は、「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、減損損失１億65百万円、震
災関連損失66百万円等の特別損失計上により、当期純損失18億48百万円（前年同期は当期純損失2億78百万円）
となりました。

（次期の見通し）
国内消費の先行き不透明感や国内市場のオーバーストア状態など不安定な状況が続く中、新興国需要の増

加に伴う原材料価格の高騰、中国生産の逼迫など、ファッションアパレル業界を取り巻く環境は大きく構造
変化しており、企業間の競争も一層激化していくなど、今後も厳しい事業環境が継続するものと見込んでお
ります。

しかしながら、当社は、業界構造の大転換をブランド価値、企業価値の更なる向上の最大の好機と捉え、
特に、当期に成果があった事例（主要3ブランドの都市型店舗の出店、新ストアデザインによる既存店の活性
化、大型複合ブランドストア「CIQUETO」への転換）をスピードを持って波及、横展開してまいります。

当期において大きな営業損失をもたらした、東日本大震災とその後の計画停電等の影響によるSCの休業に
伴う売上高の減少と春物処分の増加による荒利益高の減少、及び、不採算事業の赤字を要因とする営業損失
については、不採算事業のリストラが当期で完了し、次期の業績には影響を受けないことと、自らコントロ
ールが可能な荒利率の改善と経費のコントロールを着実に実行することにより、確実に挽回できるものと考
えております。

またＳＰＡ事業プラットフォームの確立とＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）の再編を進めており、
マーチャンダイジングの精度を向上させることにより、荒利率57％の実現に向けて取り組んでおります。既
に３月度から荒利率改善の成果が着実に出てきております。

当社は、中期3カ年経営計画で掲げている基本方針を着実に遂行することにより、いままでの「既存依存型
成長戦略」から「新規市場開拓型成長戦略」を目指し、売上拡大、収益性の向上を図ってまいります。

2013年2月期の連結業績につきましては、営業収益257億40百万円（前年同期比－）、営業利益４億円（前
年同期比－）、経常利益５億円（前年同期比－）、当期純利益は50百万円（前年同期比－）を予想しており
ます。

なお、2013年2月期は12カ月8日の変則決算となる予定のため、対前期比は記載しておりません。
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（２）財政状態に関する分析
①資産・負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ26億52百万円減少し、210億44百万円となりま
した。減少の主な内容は、関係会社預け金が9億50百万円、売上預け金が7億15百万円、差入保証金が8億
67百万円減少したこと等によるものです。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7億23百万円減少し、61億26百万円となりました。
減少の主な内容は、支払手形及び買掛金の仕入債務が4億7百万円、未払費用が2億35百万円減少したこと
等によるものです。

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ19億29百万円減少し、149億18百万円となりま
した。減少の主な内容は、資本剰余金が7億52百万円、利益剰余金が10億96百万円減少したこと等による
ものです。

②キャッシュ・フローの状況
当連結会年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、68億31百万円と期首残高から

55億94百万円増加しました。
（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、14億96百万円（前年同期は４億22百万円の増加）となりました。その
主な増加の内訳は、非資金費用である減価償却費４億52百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響
額２億円、売上債権の減少額８億７百万円などであります。主な減少の内訳は、税金等調整前当期純損失
15億37百万円、棚卸資産の増加額５億27百万円、仕入債務の減少額４億７百万円などであります。

（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、70億90百万円（前年同期は30億68百万円の減少）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67億50百万円、差入保証金の回収による収入17億６
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７億８百万円、無形固定資産
の取得による支出２億10百万円、差入保証金の差入による支出３億９百万円などであります。

（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ものであります。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社は、株主の皆さまへの安定的な利益還元を経営の重要項目として位置づけ、業績向上と業績に応じ

た適正な利益配分を実施することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、店舗の新設・改装等の設備投資資金及び経営インフラ構築の投資に活用

し、事業成長・収益構造の変革を通じて、株主の皆さまのご期待にお応えしてまいります。
また、前期より株主優待制度を設け、毎年２月20日現在の株主の皆様に当社各店舗で使用できる株主優

待券を贈呈させていただくこととしております。
当期末の配当につきましては、18億48百万円の当期純損失のため、誠に遺憾ながら、無配とさせていた

だきます。

（４）事業等のリスク
当社グループの事業等のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しておりま

す。また、必ずしも事業上リスクに該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
性があると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。
記載内容のうち将来に関する事項は、当事業年度の期末現在において当社グループが判断したものであり
ます。
なお、当社グループはこれらのリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める所存です。
①お客さまの嗜好の変化などによる影響

当社グループが取扱う衣料品やファッショングッズ類の販売は、景気の変動による個人消費の動向や他
社との競合に伴う市場の変化などの要因のほか、お客さまの嗜好の変化による影響を受けやすく、お客さ
まの需要動向にあった商品仕入れや商品の企画開発が行われなかった場合、当社グループの業績に影響を
及ぼす可能性があります。
②天候及び災害による影響
当社グループが取扱う衣料品やファッショングッズ類は季節性の高い商品が多く、その販売動向は冷夏

や長雨、暖冬などといった天候によって影響を受ける可能性があります。
また、地震などの大規模な自然災害等により、当社グループが出店する地域のSCや物流機能が深刻な被

害を受ける等、営業活動が大きく制約される場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③イオングループ内出店の状況について
当社グループはイオングループの一員であり、グループ内外のショッピングセンターやロードサイドに

カジュアルファッション専門店を出店し、当期末現在全国に325店舗を展開しております。その内、イオン
グループのショッピングセンター内店舗数は203店舗となっております。したがって、今後、同グループの
属する業界を取り巻く環境の変化や業界再編等で、同グループの業界における地位や集客力が変動した場
合には、当社の業績も影響を受ける可能性があります。
④新規出店の動向が業績に与える影響
当社グループは、ショッピングセンター・駅ビル等の出店先にテナントとして出店を行っております。

新規出店にあたっては、商圏、競合状況、売上予測等を検討し、収益性の見込める店舗に出店しておりま
す。このため、出店条件に合致する物件の数が、当初の出店予定数と異なることがあります。
また、出店先の売上や集客力が予想値と乖離した場合や、他の競合するショッピングセンター等の出店

により出店先の集客力が変化した場合には、出店した店舗の業績に影響を及ぼすことがあります。
⑤賃貸物件への依存による影響
当社グループの店舗は、ディべロッパーから賃借し、出店にあたり保証金や敷金を差入れております。

また、ショッピングセンター出店店舗の大部分では毎日の売上金を当該ディベロッパー等に預託し一定期
間後に当社へ返還されます。出店に際しては、相手先の信用状態を判断したうえで意思決定を行っており
ますが、その後の相手先の倒産や信用状態の悪化等の事由により、差入保証金、敷金、売上金の全額また
は一部が回収できなくなる可能性があります。
⑥個人情報の取扱いによる影響
当社は、メンバーズカード（ポイントカード）の発行等により業務上必要な個人情報を保有しておりま

す。当社では、個人情報の取扱いには担当部署を定め社内規定を設け十分留意しておりますが、万一当該
情報が外部に流出した場合は、当社グループへの信頼が低下することなどにより、当社の業績に影響を及
ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社の親会社であるイオン(株)を中心とする企業集団はイオングループと称し、ＧＭＳ事業を主力事業と
して、専門店事業、総合金融事業、ディベロッパー事業、サービス事業等の各事業の拡充に努め、企業集団
の多角化をはかっております。

当社は専門店事業を営む企業群に属し、賃貸借契約等に基づき、当社の一部の店舗はイオンリテール㈱等
のショッピングセンター等に入居しており、店舗の賃借取引を行っております。

事業の系統図は以下のとおりであります。

お 客 さ ま

店舗の賃借

親会社の子会社

イオンリテール㈱
イオンモール㈱
イオン九州㈱
イオン北海道㈱

など

親会社

イオン(株)

当 社

商品の販売

資金の寄託運用

保証金の差入

親会社の子会社

イオンクレジット
サービス㈱

クレジット販売
代金の債権譲渡

連結子会社
COX(BEIJING)
TRADE CO.,LTD
BLUEGRASS(SHANGHAI)
CO.,LTD

役員の兼任
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針
当社は、「お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的なゆたかさを提供し続ける」こと

を経営理念に掲げ、全てのスタッフが価値観を共有し、お客さま起点の行動規範に基づき事業活動を行っ
ています。日々お客さまにご満足頂ける商品とサービスを提供し続けることでブランド価値・企業価値を
向上させ、持続的な成長を目指してまいります。

＜経営理念＞
「もっと、こころ動く日々へ。

コックスは、お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、
本質的なゆたかさを提供し続けます。」

（２）目標とする経営指標
当社は、持続的な成長及び収益性の向上を重要経営課題として認識し、これに関連する売上高、営業利

益等の経営指標を重視しております。今般のマザーブランド戦略、既存ブランドのリコンセプト（リブラ
ンディング）の着実な推進により、中期的には主要 3 世代における世代別売上 NO.1、全社売上高営業利益
率 10％以上の達成を目標としてまいります。

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
人口動態の変化に伴う構造的な国内需要の落ち込みから、ファッションアパレル業界においても市場総

体としての縮小が継続する中、外資系企業の国内市場参入等を背景に競争環境は激化し、当社を取り巻く
環境は大きく変化してきております。
当社グループは、2011年度を初年度とする中期経営計画をスタートいたしましたが、当期の経営成績に

より中期経営計画の見直しを行い、2012年度から再スタートをしてまいります。また、持続的な成長、着
実な収益確保に向けて、イオングループ中期計画との戦略連動を図り、国内外における成長市場への重点
投資の実行により、ブランド価値、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

■ビジョン

2015年度には、主要三世代トップブランドの確立、SPA事業プラットフォームの構築等により、日本
一のファッションブランドを有するリーディングカンパニーとなり、2020年度には、中国・アセアン事
業の拡大を通じて、アジア（日本・中国・アセアン）における日本発のリーディングカンパニーとなる
ことを目指します。

■基本方針

１．「専門店化」・「SPA化」の推進
国内主要三世代ブランドのブランディング化を進め、ブランド力を向上させて更なる「専門店化」

を進めてまいります。また、SPA 事業を推進するために再現性のある仕組みを、マーチャンダイジン
グ（MD）を中心に、事業戦略、経営管理において「SPA 化」を確立し、全社最適で収益性の確保を目
指します。

２．イオングループとの戦略連動
イオングループ中期経営計画と連動し、今後の成長の見込まれる「アジア」「都市」「シニア」「デ

ジタル」市場に経営資源のシフトを行うことで持続的な成長を実現すると共に、グループへの貢献を
目指します。
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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
(2011年２月20日)

当連結会計年度
(2012年２月20日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 937,592 731,647
受取手形及び売掛金 48,474 31,645
売上預け金 1,460,690 745,496
たな卸資産 2,190,818 2,718,574
未収入金 1,158,456 560,464
関係会社預け金 7,050,000 6,100,000
繰延税金資産 160,800 -
その他 146,817 318,481
貸倒引当金 △3,879 △12,705
流動資産合計 13,149,770 11,193,604

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 3,325,652 3,565,196
減価償却累計額 △2,629,892 △2,491,104
建物及び構築物（純額） 695,759 1,074,092

工具、器具及び備品 568,274 474,507
減価償却累計額 △452,476 △302,601
工具、器具及び備品（純額） 115,798 171,906

建設仮勘定 8,745 12,866
有形固定資産合計 820,303 1,258,865

無形固定資産
ソフトウエア 165,825 286,418
その他 4,258 1,086
無形固定資産合計 170,084 287,505

投資その他の資産
投資有価証券 5,140,106 4,754,761
長期前払費用 112,890 110,378
差入保証金 4,301,416 3,433,910
その他 33,308 18,402
貸倒引当金 △30,934 △12,650
投資その他の資産合計 9,556,788 8,304,803

固定資産合計 10,547,176 9,851,173
資産合計 23,696,946 21,044,777

- 7 -
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2011年２月20日)

当連結会計年度
(2012年２月20日)

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 3,636,357 3,228,811
未払金 425,874 308,483
未払法人税等 182,768 175,564
未払消費税等 102,931 -
未払費用 972,067 736,570
賞与引当金 72,140 48,966
役員業績報酬引当金 13,812 -
店舗閉鎖損失引当金 122,646 30,193
ポイント引当金 27,656 7,154
資産除去債務 - 29,351
その他 101,636 307,851
流動負債合計 5,657,890 4,872,945

固定負債
退職給付引当金 47,077 135,173
繰延税金負債 1,105,071 851,149
資産除去債務 - 243,302
その他 39,276 23,575
固定負債合計 1,191,424 1,253,201

負債合計 6,849,314 6,126,146
純資産の部

株主資本
資本金 4,503,148 4,503,148
資本剰余金 11,616,378 10,863,713
利益剰余金 △848,821 △1,944,988
自己株式 △66,171 △66,208
株主資本合計 15,204,534 13,355,665

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,659,580 1,575,754
為替換算調整勘定 △24,853 △23,890
その他の包括利益累計額合計 1,634,726 1,551,864

新株予約権 8,371 11,101
純資産合計 16,847,632 14,918,630

負債純資産合計 23,696,946 21,044,777

- 8 -
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（連結損益計算書）
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

売上高 23,535,329 24,576,527
売上原価 11,035,735 11,528,364
売上総利益 12,499,594 13,048,162
その他の営業収入 37,801 16,308
営業総利益 12,537,395 13,064,471
販売費及び一般管理費

ポイント引当金繰入額 27,656 7,154
従業員給料及び賞与 3,891,387 4,353,420
賞与引当金繰入額 72,140 48,966
退職給付費用 176,048 219,804
地代家賃 3,500,359 3,880,266
減価償却費 360,924 452,657
修繕維持費 1,366,411 1,324,685
その他 3,128,781 3,839,037
販売費及び一般管理費合計 12,523,710 14,125,991

営業利益又は営業損失（△） 13,685 △1,061,520
営業外収益

受取利息 14,066 21,088
受取配当金 99,505 134,620
仕入割引 10,073 6,402
その他 13,778 11,024
営業外収益合計 137,423 173,136

営業外費用
為替差損 79 216
レジ現金精算損 202 -
消費税等調整額 - 993
その他 1,313 1,310
営業外費用合計 1,595 2,520

経常利益又は経常損失（△） 149,512 △890,904
特別利益

固定資産売却益 - 10,790
役員業績報酬引当金戻入額 - 2,312
店舗閉鎖損失引当金戻入額 19,410 27,473
貸倒引当金戻入額 8,837 18,819
その他 1,128 -
特別利益合計 29,377 59,395

特別損失
固定資産除却損 53,848 73,158
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 - 43,876
ブランド整理損 - 113,687
減損損失 160,104 165,682
店舗閉鎖損失引当金繰入額 63,264 20,917
退店違約金 85,087 7,104
合併関連費用 40,956 -
災害による損失 - 66,713
その他 12,805 14,359
特別損失合計 416,067 706,063

税金等調整前当期純損失（△） △237,178 △1,537,573

(2)【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

- 9 -
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

法人税、住民税及び事業税 140,211 146,735
法人税等調整額 △99,362 164,522
法人税等合計 40,849 311,258
少数株主損益調整前当期純損失（△） - △1,848,831
当期純損失（△） △278,027 △1,848,831

- 10 -
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（連結包括利益計算書）
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） - △1,848,831
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 - △83,825
為替換算調整勘定 - 963
その他の包括利益合計 - △82,861

包括利益 - △1,931,693
（内訳）

親会社株主に係る包括利益 - △1,931,693
少数株主に係る包括利益 - -

- 11 -
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(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 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

株主資本
資本金

前期末残高 4,503,148 4,503,148
当期変動額

当期変動額合計 - -
当期末残高 4,503,148 4,503,148

資本剰余金
前期末残高 4,804,632 11,616,378
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - △752,665
合併による増加 7,259,486 -
合併による自己株式の割当 △447,740 -
当期変動額合計 6,811,745 △752,665

当期末残高 11,616,378 10,863,713
利益剰余金

前期末残高 △475,738 △848,821
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - 752,665
当期純損失（△） △278,027 △1,848,831
連結範囲の変動 △95,055 -
当期変動額合計 △373,082 △1,096,166

当期末残高 △848,821 △1,944,988
自己株式

前期末残高 △448,337 △66,171
当期変動額

合併による増加 △64,654 -
合併による自己株式の割当 447,740 -
自己株式の取得 △919 △37
当期変動額合計 382,165 △37

当期末残高 △66,171 △66,208
株主資本合計

前期末残高 8,383,705 15,204,534
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - -
合併による増加 7,194,831 -
合併による自己株式の割当 - -
当期純損失（△） △278,027 △1,848,831
連結範囲の変動 △95,055 -
自己株式の取得 △919 △37
当期変動額合計 6,820,828 △1,848,869

当期末残高 15,204,534 13,355,665

- 12 -
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20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 452,794 1,659,580
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,206,785 △83,825
当期変動額合計 1,206,785 △83,825

当期末残高 1,659,580 1,575,754
為替換算調整勘定

前期末残高 △3,571 △24,853
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,282 963
当期変動額合計 △21,282 963

当期末残高 △24,853 △23,890
その他の包括利益累計額合計

前期末残高 449,223 1,634,726
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,185,502 △82,861
当期変動額合計 1,185,502 △82,861

当期末残高 1,634,726 1,551,864
新株予約権

前期末残高 4,760 8,371
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,611 2,730
当期変動額合計 3,611 2,730

当期末残高 8,371 11,101
純資産合計

前期末残高 8,837,689 16,847,632
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - -
合併による増加 7,194,831 -
合併による自己株式の割当 - -
当期純損失（△） △278,027 △1,848,831
連結範囲の変動 △95,055 -
自己株式の取得 △919 △37
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,189,114 △80,131
当期変動額合計 8,009,942 △1,929,001

当期末残高 16,847,632 14,918,630

- 13 -
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(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 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20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損失（△） △237,178 △1,537,573
減価償却費 360,924 452,657
減損損失 160,104 165,682
賞与引当金の増減額（△は減少） △10,140 △23,174
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 13,812 △13,812
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 13,397 △92,453
退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,443 88,096
貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,837 △9,457
ポイント引当金の増減額（△は減少） △14,769 △20,502
受取利息及び受取配当金 △113,571 △155,709
為替差損益（△は益） 79 △216
固定資産売却益 - △10,790
固定資産除却損 53,848 73,158
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） - 43,876
売上債権の増減額（△は増加） △319,236 807,032
たな卸資産の増減額（△は増加） 660,763 △527,756
仕入債務の増減額（△は減少） △187,351 △407,545
その他 293,979 △537,983
小計 710,269 △1,505,906
利息及び配当金の受取額 110,290 157,824
法人税等の支払額 △186,218 △147,306
その他 △211,362 △939
営業活動によるキャッシュ・フロー 422,978 △1,496,328

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 △109,719 △708,243
有形固定資産の売却による収入 - 13,275
無形固定資産の取得による支出 - △210,764
差入保証金の差入による支出 △103,954 △309,648
差入保証金の回収による収入 741,022 1,706,671
関係会社預け金の預入による支出 △6,850,000 -
関係会社預け金の払戻による収入 3,300,000 6,750,000
その他 △45,852 △151,221
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,068,503 7,090,069

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 △919 △37
財務活動によるキャッシュ・フロー △919 △37

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,155 351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,651,600 5,594,054
現金及び現金同等物の期首残高 2,671,412 1,237,592
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,191,595 -
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,184 -
現金及び現金同等物の期末残高 1,237,592 6,831,647

- 14 -
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(5)【継続企業の前提に関する注記】
該当事項はありません。

(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 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

1 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称
COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD
BLUEGRASS (SHANGHAI) CO.,LTD
2010年８月21日付の株式会社ブルーグラス
との合併に伴い、同社の子会社であった
BLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTDおよびBLUE
GRASS (HONGKONG) CO.,LTDを新たに連結の
範囲に含めております。
また、BLUE GRASS (HONGKONG) CO.,LTDは、
当連結会計年度において清算したため、連
結の範囲から除外しております。

子会社はすべて連結しております。
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称
COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD
BLUEGRASS (SHANGHAI) CO.,LTD

2 連結子会社の事業年度等に
関する事項

連結子会社 COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD
及び BLUEGRASS (SHANGHAI) CO.,LTD 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、同日現
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、連結決算
上必要な調整を行っております。

同 左

3 重要な引当金の計上基準 退職給付引当金
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及び年金資
産の見込額に基づき、当連結会計年度末に
おいて発生していると認められる額を計上
しております。
過去勤務債務は発生年度において一括処理
しております。
数理計算上の差異は、各期の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10 年)による定額法により按分した
額をそれぞれ発生年度の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。
（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会
計基準」の一部改正（その３）」（企業会計
基準第 19 号 平成 20 年７月 31 日）を適用
しております。
なお、これによる営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益に与える影響はあ
りません。

店舗閉鎖損失引当金
翌連結会計年度以降に閉店することを決定
した店舗について、閉店に伴い発生する損
失に備えるため、合理的に見込まれる中途
解約違約金及び原状回復費等の閉店関連損
失見込額を計上しております。

退職給付引当金
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及び年金資
産の見込額に基づき、当連結会計年度末に
おいて発生していると認められる額を計上
しております。
過去勤務債務は発生年度において一括処理
しております。
数理計算上の差異は、各期の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10 年)による定額法により按分した
額をそれぞれ発生年度の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。

店舗閉鎖損失引当金
翌連結会計年度以降に閉店することを決定
した店舗について、閉店に伴い発生する損
失に備えるため、合理的に見込まれる中途
解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上
しております。

なお、上記に記載したもの以外は、最近の有価証券報告書（2011 年５月 12 日提出）における記載から重要な変更が無いため、
開示を省略しております。
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(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】
（会計方針の変更）

前連結会計年度
(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

企業結合に関する会計基準等の適用
当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業
会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「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）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」
（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「事業分
離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年
12 月 26 日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第
16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用して
おります。

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。
これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ26百万円増
加し、税引前当期純損失は２億57百万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、このうち22百万円は店舗閉鎖損
失引当金からの振替額であります。

（追加情報）
前連結会計年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

包括利益の表示に関する会計基準について
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。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】
（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自 2011 年２月 21 日 至 2012 年２月 20 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

親会社株式に係る包括利益 244,420 千円
計 244,420 千円

※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
その他有価証券評価差額金 528,272 千円
為替換算調整勘定 △5,823 千円

計 522,448 千円

（資産除去債務関係）
当連結会計年度末（2012 年２月 20 日）

1.資産除去債務の概要
当社グループは、主として、ショッピングセンター内の店舗の出店に当たり、賃借契約に付されている原状

回復義務に関して資産除去債務を計上しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から８年～27年と見積もり、割引率は1.029％～2.063％を使用して資産除去債務の金額
を計算しております。

3.当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高（注） 312,112千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 68,749千円
時の経過による調整額 2,263千円
資産除去債務の履行による減少額 △110,472千円
期末残高 272,653千円
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（注）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）を適用したことによる期首時点における残高であります。

(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 2010 年２月 21 日 至 2011 年２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】
前連結会計年度(自 2010 年２月 21 日 至 2011 年２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】
前連結会計年度(自 2010 年２月 21 日 至 2011 年２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】
当連結会計年度(自 2011 年２月 21 日 至 2012 年２月 20 日)

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。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

１株当たり純資産

１株当たり当期純損失（△）

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益

611 円 06 銭

△14 円 03 銭

「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」
金額については、潜在株式は存在するもの
の、１株当たり当期純損失を計上している
ため記載しておりません。

540 円 97 銭

△67 円 09 銭

「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」
金額については、潜在株式は存在するもの
の、１株当たり当期純損失を計上している
ため記載しておりません。

（注）算定上の基礎
１ １株当たり純資産額

前連結会計年度
（2011 年２月 20 日）

当連結会計年度
（2012 年２月 20 日）

純資産の部の合計額（千円） 16,847,632 14,918,630

純資産の部の合計額から控除

する金額（千円）

（うち新株予約権）

8,371

(8,371)

11,101

(11,101)

普通株式に係る期末純資産額(千円) 16,839,260 14,907,529

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（株） 27,557,298 27,557,118

２ １株当たり当期純損失
前連結会計年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当連結会計年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当期純損失(△)(千円) △278,027 △1,848,831

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(△)

(千円) △278,027 △1,848,831

普通株式の期中平均株式数(株) 19,819,797 27,557,177

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 新株予約権

潜在株式の数

普通株式 22,232 株

潜在株式の種類 新株予約権

潜在株式の数

普通株式 36,232 株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(開示の省略)
下記の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。
① 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注

記事項
② リース取引
③ 関連当事者との取引
④ 税効果会計
⑤ 金融商品
⑥ 有価証券
⑦ デリバティブ取引
⑧ 企業結合等
⑨ 退職給付
⑩ ストック・オプション等
⑪ 賃貸等不動産



㈱コックス（9876）2012年2月期 決算短信

５【個別財務諸表】
(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2011年２月20日)

当事業年度
(2012年２月20日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 877,235 650,419
受取手形 26 -
売掛金 45,932 25,614
売上預け金 1,460,126 745,496
商品 2,169,910 2,652,078
貯蔵品 10,302 10,834
前払費用 59,590 75,537
未収入金 1,156,086 558,612
関係会社預け金 7,050,000 6,100,000
関係会社短期貸付金 20,000 -
1年内回収予定の差入保証金 7,198 4,362
繰延税金資産 160,800 -
その他 85,870 245,669
貸倒引当金 △3,879 △12,705
流動資産合計 13,099,200 11,055,920

固定資産
有形固定資産

建物 3,267,621 3,487,164
減価償却累計額 △2,576,255 △2,442,286
建物（純額） 691,365 1,044,877

構築物 38,586 32,042
減価償却累計額 △38,283 △31,854
構築物（純額） 303 187

工具、器具及び備品 566,635 472,515
減価償却累計額 △451,774 △301,445
工具、器具及び備品（純額） 114,860 171,069

建設仮勘定 8,745 12,866
有形固定資産合計 815,274 1,229,002

無形固定資産
商標権 956 1,085
ソフトウエア 165,534 286,055
電話加入権 3,302 1
無形固定資産合計 169,793 287,142

投資その他の資産
投資有価証券 5,140,106 4,754,761
関係会社出資金 172,185 342,185
破産更生債権等 2,461 2,386
長期前払費用 112,890 110,378
差入保証金 4,296,842 3,419,256
長期未収入金 30,246 15,466
その他 600 550
貸倒引当金 △30,934 △12,650
投資その他の資産合計 9,724,399 8,632,334

固定資産合計 10,709,468 10,148,478
資産合計 23,808,668 21,204,399

- 19 -
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(単位：千円)

前事業年度
(2011年２月20日)

当事業年度
(2012年２月20日)

負債の部
流動負債

支払手形 1,812,060 2,001,779
買掛金 1,816,489 1,201,105
未払金 430,988 308,483
未払法人税等 182,768 175,564
未払消費税等 102,747 -
未払費用 971,444 736,689
賞与引当金 72,140 48,966
役員業績報酬引当金 13,812 -
店舗閉鎖損失引当金 122,476 30,193
ポイント引当金 27,656 7,154
設備関係支払手形 14,845 233,550
資産除去債務 - 29,351
その他 81,172 74,300
流動負債合計 5,648,601 4,847,137

固定負債
退職給付引当金 47,077 135,173
繰延税金負債 1,105,071 851,149
長期預り保証金 8,163 8,163
資産除去債務 - 243,302
その他 31,113 15,412
固定負債合計 1,191,424 1,253,201

負債合計 6,840,025 6,100,338
純資産の部

株主資本
資本金 4,503,148 4,503,148
資本剰余金

資本準備金 2,251,574 2,251,574
その他資本剰余金 9,364,804 8,612,139
資本剰余金合計 11,616,378 10,863,713

利益剰余金
その他利益剰余金

別途積立金 1,260,000 -
繰越利益剰余金 △2,012,665 △1,783,449

利益剰余金合計 △752,665 △1,783,449
自己株式 △66,171 △66,208
株主資本合計 15,300,691 13,517,204

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,659,580 1,575,754
評価・換算差額等合計 1,659,580 1,575,754

新株予約権 8,371 11,101
純資産合計 16,968,642 15,104,060

負債純資産合計 23,808,668 21,204,399

- 20 -
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(2)【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

売上高 23,496,459 24,520,580
売上原価

商品期首たな卸高 1,789,433 2,169,910
合併による商品受入高 1,025,074 -
当期商品仕入高 10,368,182 11,982,516
合計 13,182,689 14,152,427
他勘定振替高 1,474 4,718
商品期末たな卸高 2,169,910 2,652,078
売上原価合計 11,011,304 11,495,629

売上総利益 12,485,154 13,024,951
営業収入

不動産賃貸収入 28,150 16,308
その他 9,650 -
営業収入合計 37,801 16,308

営業総利益 12,522,956 13,041,259
販売費及び一般管理費

広告宣伝費 327,297 489,768
ポイント引当金繰入額 27,656 7,154
販売用消耗品費 129,354 212,657
その他の販売費 355,585 477,256
役員報酬 84,120 85,350
従業員給料及び賞与 3,873,569 4,330,318
賞与引当金繰入額 72,140 48,966
役員業績報酬引当金繰入額 13,812 -
退職給付費用 175,382 219,804
法定福利及び厚生費 912,533 1,098,712
水道光熱費 374,615 349,469
地代家賃 3,491,679 3,858,110
減価償却費 352,239 448,862
修繕維持費 1,362,859 1,320,282
消耗備品費 55,586 127,423
旅費及び交通費 169,207 211,267
租税公課 90,774 95,751
その他 598,535 659,638
販売費及び一般管理費合計 12,466,948 14,040,794

営業利益又は営業損失（△） 56,007 △999,535

- 21 -



㈱コックス（9876）2012年2月期 決算短信

(単位：千円)
前事業年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

営業外収益
受取利息 13,936 20,693
受取配当金 99,505 134,620
仕入割引 10,073 6,402
その他 13,751 11,024
営業外収益合計 137,266 172,740

営業外費用
レジ現金精算損 202 -
消費税等調整額 677 993
商品盗難損失 39 -
商品廃棄損 449 -
その他 188 1,310
営業外費用合計 1,558 2,304

経常利益又は経常損失（△） 191,716 △829,098
特別利益

固定資産売却益 - 10,790
役員賞与引当金戻入益 - 2,312
店舗閉鎖損失引当金戻入額 19,410 27,473
貸倒引当金戻入額 8,837 18,819
その他 1,128 -
特別利益合計 29,377 59,395

特別損失
固定資産除却損 53,848 69,581
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 - 43,876
ブランド整理損 - 113,687
減損損失 160,104 165,682
店舗閉鎖損失引当金繰入額 63,264 20,917
退店違約金 85,087 7,104
関係会社出資金評価損 57,814 -
合併関連費用 40,956 -
災害による損失 - 66,713
その他 12,662 14,359
特別損失合計 473,739 702,486

税引前当期純損失（△） △252,646 △1,472,190
法人税、住民税及び事業税 140,211 146,735
法人税等調整額 △99,362 164,522
法人税等合計 40,849 311,258
当期純損失（△） △293,495 △1,783,449
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(3)【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

株主資本
資本金

前期末残高 4,503,148 4,503,148
当期変動額

当期変動額合計 - -
当期末残高 4,503,148 4,503,148

資本剰余金
資本準備金

前期末残高 2,251,574 2,251,574
当期変動額

当期変動額合計 - -
当期末残高 2,251,574 2,251,574

その他資本剰余金
前期末残高 2,553,058 9,364,804
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - △752,665
合併による増加 7,259,486 -
合併による自己株式の割当 △447,740 -
当期変動額合計 6,811,745 △752,665

当期末残高 9,364,804 8,612,139
資本剰余金合計

前期末残高 4,804,632 11,616,378
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - △752,665
合併による増加 7,259,486 -
合併による自己株式の割当 △447,740 -
当期変動額合計 6,811,745 △752,665

当期末残高 11,616,378 10,863,713
利益剰余金

その他利益剰余金
別途積立金

前期末残高 1,260,000 1,260,000
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - △1,260,000
当期変動額合計 - △1,260,000

当期末残高 1,260,000 -
繰越利益剰余金

前期末残高 △1,719,169 △2,012,665
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - 2,012,665
当期純損失（△） △293,495 △1,783,449
当期変動額合計 △293,495 229,215

当期末残高 △2,012,665 △1,783,449
利益剰余金合計

前期末残高 △459,169 △752,665
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - 752,665
当期純損失（△） △293,495 △1,783,449
当期変動額合計 △293,495 △1,030,784

当期末残高 △752,665 △1,783,449
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2010年２月21日
至 2011年２月20日)

当事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

自己株式
前期末残高 △448,337 △66,171
当期変動額

合併による増加 △64,654 -
合併による自己株式の割当 447,740 -
自己株式の取得 △919 △37
当期変動額合計 382,165 △37

当期末残高 △66,171 △66,208
株主資本合計

前期末残高 8,400,275 15,300,691
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - -
合併による増加 7,194,831 -
合併による自己株式の割当 - -
当期純損失（△） △293,495 △1,783,449
自己株式の取得 △919 △37
当期変動額合計 6,900,415 △1,783,486

当期末残高 15,300,691 13,517,204
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
前期末残高 452,794 1,659,580
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,206,785 △83,825
当期変動額合計 1,206,785 △83,825

当期末残高 1,659,580 1,575,754
評価・換算差額等合計

前期末残高 452,794 1,659,580
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,206,785 △83,825
当期変動額合計 1,206,785 △83,825

当期末残高 1,659,580 1,575,754
新株予約権

前期末残高 4,760 8,371
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,611 2,730
当期変動額合計 3,611 2,730

当期末残高 8,371 11,101
純資産合計

前期末残高 8,857,829 16,968,642
当期変動額

株主総会議案による剰余金振替額 - -
合併による増加 7,194,831 -
合併による自己株式の割当 - -
当期純損失（△） △293,495 △1,783,449
自己株式の取得 △919 △37
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,210,396 △81,095
当期変動額合計 8,110,812 △1,864,582

当期末残高 16,968,642 15,104,060
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－２５－

（4）【継続企業の前提に関する注記】
該当事項はありません。

６．その他
（1）役員の異動

開示内容が定まった時点で開示いたします。

（2）その他
該当事項はありません。


