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1. 2013年2月期の連結業績（2012年2月21日～2013年2月28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 ％

2013年2月期

2012年2月期

（注）包括利益 2013年2月期 △70 百万円 （―％） 2012年2月期 百万円 （―％）

1株当たり当期純利益

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

2013年2月期

2012年2月期

（参考）持分法投資損益 ― 百万円 ― 百万円
（注）2013年２月期は、12ヶ月８日の変則決算ですので、対前期増減率は記載しておりません。

(2)連結財政状態　　
総資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

年 月期

2013年5月27日

売上高 営業利益 当期純利益経常利益

△ 4.3

―△ 890

―

△ 1,848
△ 842 △ 1,321―

―
―

2013年4月9日

△ 3.9△ 8.9
△ 11.6

売上高営業利益率

△ 1,025

△1,931

―

2013年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

―2013年5月24日

純資産

△ 47.93
△ 67.09

2012年2月期

１株当たり純資産額

538 26

△ 4.0

4.424,576

2013年2月期

― ―

△ 4.4

自己資本比率

23,394 ―

22 255 14 847 66 7

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

△ 1,061

（財）財務会計基準機構会員

2013年2月期

2012年2月期

（参考）自己資本 2013年2月期　　　14,841百万円　　　 2012年2月期　　14,907百万円

(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

2013年2月期

2012年2月期

2. 配当の状況

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

2012年2月期

2013年2月期

2014年2月期
（予想）

― ―

3. 2014年2月期の連結業績予想（2013年３月１日～2014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

―

（注）2013年２月期が決算期変更により12ヶ月８日の変則決算であるため、対前期増減率は記載しておりません。

1.81

― ―
―

140 ―

―

―

0.00

第2四半期末

80

配当金総額
合計 率（連結）

△ 825

第3四半期末 期末

7,090

純資産配当
（合計） （連結）

配当性向

△0

―

―

―

―

―

― ―

20

売上高

370

経常利益

―24,300 200 ――

1株当たり
当期純利益

12,000

540.97
538.26

― 50通期

第2四半期
（累計）

営業利益

0.00

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

6,102

22,255 14,847 66.7
14,918

△ 1,496

0.00

0.00
0.00

営業活動によるキャッシュ・フロー

70.821,044

―

第1四半期末

0.00

―

6,831

0.73

―
―

―

△0

20 ―

当期純利益



※注記事項
（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
  ①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 無
  ②　①以外の会計方針の変更 無
  ③　会計上の見積りの変更 無
  ④　修正再表示 無

（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）　　  2013年２月期 株  2012年２月期 株

　　②期末自己株式数   　　　　　　　　　　 　　　   2013年２月期 株  2012年２月期 株

　　③期中平均株式数   　　　　　　　　　　 　　　   2013年２月期 株  2012年２月期 株

（参考）個別業績の概要

1.2013年2月期の個別業績（2012年2月21日～2013年2月28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 ％

2013年2月期
2012年2月期

1株当たり当期純利益

円　銭 円　銭

2013年2月期
2012年2月期

（注）2013年２月期は、12ヶ月８日の変則決算ですので、対前期増減率は記載しておりません。

(2)個別財政状態　　
総資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

2013年2月期
2012年2月期

（参考）自己資本 2013年2月期 14 840百万円 2012年2月期 15 092百万円

営業利益 経常利益

27,711,028
138,489

27,561,757

27,711,028
153,910

27,557,177

1株当たり純資産額

538.2366.8
71.221,204

売上高

△ 64.72
―

―

547.70
14,847

当期純利益

22,212

――△ 999 △ 829

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

△ 1,472
△ 1,783

△ 726

純資産

△ 53.44

―4.4

自己資本比率

―― ―23,208 △ 904

―

24,520

15,104
（参考）自己資本 2013年2月期 　　14,840百万円 　　 2012年2月期 　　15,092百万円 　　

2. 2014年2月期の個別業績予想（2013年３月１日～2014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表示

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当期純利益

（注）2013年２月期が決算期変更により12ヶ月８日の変則決算であるため、対前期増減率は記載しておりません。

　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。

――

―

1株当たり
当期純利益

　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。

24,000 290 370 50

―

通期 ―

第2四半期
（累計）

――

営業利益 経常利益

0.73

1.81

―14011,900 80 20

売上高
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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、個人所得の伸び悩みや厳しい雇用情勢に加え、夏物バーゲン

セール分散化、記録的な残暑、年明けに継続した例年以上の寒さ等、お客さまの消費動向に影響する事象が

重なり、厳しい状況で推移しました。 

 

上半期においては、前期から継続の構造改革を進めたこと、市場動向に左右されず自ら積極的な仕掛けを

したことが功を奏し、収益力の回復につながりました。特に、メンズと雑貨の牽引により主力の「ｉｋｋａ」

が好調に推移し、全社を牽引したことと、オフプライスストア「CURRENT」の成長、更に前期までに不採算

事業を撤退完了したことなどが大きく貢献しました。 

 

また下半期においては、売上高増加による販管費率の改善、商品回転率向上による売上総利益率の改善を

実現することで収益構造を黒字体質に転換出来る絶好の機会であると捉え、当上半期の成功事例を継続しな

がら、事業構造改革とＭＤ構造改革の推進を政策の機軸として、目標数値達成に取り組みました。 

事業構造改革では、「ｉｋｋａ」を主軸とした売上高構成比の再設計に基づき改装を戦略的に増加させる

一方で、ＭＤ構造改革ではファッション動向への連動と高荒利益率の商品ラインの拡大を柱に、売上高構成

比を見直してまいりました。 

 

しかしながら、夏のバーゲン分散化の影響により、夏物商品消化が進まなかったこと、また記録的な残暑

の影響により、秋物商品の動きが鈍かったこと、不振在庫の処分のために売価変更が増加して荒利益率が低

下したことなどにより、下半期に入り大変厳しい状況となりました。11月中旬以降は気温の低下とともに秋

冬物商品の動きが活発化し、売上高は回復基調となりましたが、不振在庫の処分のために売価変更が増加し

たこと、それにより荒利益率の回復が遅れたこともあり、営業利益は計画を大幅に下回ることとなりました。

なお、当社最大の課題であった在庫問題に取り組み、処分を積極的に進め、第３四半期末に35億５百万円あ

った在庫は、第４四半期末において26億98百万円まで削減しました。 

 

一方、販管費は、ローコストオペレーションを徹底してまいりましたが、売上総利益のマイナスをカバー

するには至りませんでした。 

 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高は233億94百万円（前年同期比95.2％）、営業損失

は10億25百万円（前連結会計年度は営業損失10億61百万円）、経常損失は８億42百万円（前連結会計年度は

経常損失８億90百万円）、当期純損失は、減損損失３億34百万円の特別損失計上等により13億21百万円（前

連結会計年度は当期純損失18億48百万円）となりました。 

 

※当社は、当連結会計年度より決算期を変更しており、当連結会計年度の会計期間は、2012年２月21日か

ら2013年２月28日までの12ヶ月と８日間になっております。上記文章内における前年同期比の表記は当

連結会計期間の12ヶ月８日間と、前連結会計期間の12ヶ月間を比較した参考値として記載しております。 

 

（次期の見通し） 

今後の経済情勢は、円高是正や海外景気の回復傾向などにより、輸出関連企業など一部では持ち直しの動

きが見られるものの、国内景気の動向や国内消費の先行き不透明感、国内市場の競争激化、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、今後も厳しい市場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、イオングループの４シフト（アジアシフト・都市シフト・シニアシフト・デジタ

ルシフト）に戦略連動しながら、当期に成果があった事例（立地開発・業態開発・改装・商品開発）を継続、

強化してまいります。 

 2014年２月期の連結業績予想につきましては、売上高243億円、営業利益２億円、経常利益３億70百万円、

当期純利益50百万円を予想しております。 

 

※当社は、2013年２月期より決算期を変更しているため、次期の見通しにおける前年実績との比較情報は

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12億11百万円増加し、222億55百万円となりま

した。増加の主な内容は、有形固定資産が８億円、保有株式の時価の変動により投資有価証券が18億60

百万円それぞれ増加し、関係会社預け金が７億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12億81百万円増加し、74億８百万円となりまし

た。増加の主な内容は、繰延税金負債が６億43百万円、その他の流動負債が４億52百万円増加したこと

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70百万円減少し、148億47百万円となりました。

増減の主な内容は、資本剰余金が17億85百万円減少し、利益剰余金が４億62百万円、その他有価証券評

価差額金が12億15百万円増加したこと等によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、61億２百万円と期首残高か

ら７億29百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、80百万円となりました。その主な増加の内訳は、非資金費用である

減価償却費５億43百万円及び減損損失３億34百万円、仕入債務の増加額２億３百万円、退職給付引当金

の増加額89百万円などであります。主な減少の内訳は、税金等調整前当期純損失11億76百万円でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、８億25百万円となりました。その主な増加の内訳は、差入保証金の

回収による収入７億87百万円であります。主な減少の内訳は、有形固定資産の取得による支出10億97百

万円、差入保証金の差入による支出２億83百万円などであります。 

（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等によるものであります。 

 

（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、株主優待制度により、毎年２月末日現在の株主の皆さまに当社各店舗で使用できる株主優待券を

贈呈しております。 

当期末の配当につきましては、13億21百万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、当連結会計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。 

 

 

㈱コックス(9876)2013年２月期　決算短信

-3-



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ショッピングセンターや

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・駅ビル等にカジ

ュアルファッション専門店を出店し、当期末現在全国に324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201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 
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イオンモール㈱ 
イオン九州㈱ 

イオン北海道㈱ 
など
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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 

㈱コックス(9876)2013年２月期　決算短信

-5-



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。 

 また、新規出店による店舗数の純増、既存ブランドの着実な成長と拡大等により、中期的には、全社売

上高500億円、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、ファ

ミリーをターゲットとしたライフスタイル型業態や、服飾雑貨・生活雑貨を強化した複合業態が増加して

おります。さらに、低価格の海外小売業態の国内市場参入もあり、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おります。 

これに対し当社は、イオングループの中期計画とも戦略連動を図りながら、国内外における成長市場へ

の重点投資を実行してまいります。これにより持続的な成長、着実な収益確保、ブランド価値・企業価値

の更なる向上を目指します。具体的には以下の課題に取り組んでまいります。 

 

■中期経営計画の4つの柱 

 １．「収益」 

    増収・黒字浮上から利益を伴う成長軌道への転換 

 ２．「強化」 

    国内既存事業の基盤強化 

 ３．「成長」 

    アジア事業の成長拡大・新規事業領域の開拓 

 ４．「変革」 

    オムニチャネル企業への変革 
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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 
(2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(2013年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 731,647 702,465

受取手形及び売掛金 31,645 80,298

売上預け金 745,496 702,702

たな卸資産 2,718,574 2,707,470

未収入金 560,464 148,271

関係会社預け金 6,100,000 5,400,000

その他 318,481 189,767

貸倒引当金 △12,705 △1,393

流動資産合計 11,193,604 9,929,582

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,565,196 4,052,455

減価償却累計額 △2,491,104 △2,205,680

建物及び構築物（純額） 1,074,092 1,846,774

工具、器具及び備品 474,507 487,218

減価償却累計額 △302,601 △302,460

工具、器具及び備品（純額） 171,906 184,758

建設仮勘定 12,866 27,950

有形固定資産合計 1,258,865 2,059,483

無形固定資産   

ソフトウエア 286,418 225,355

その他 1,086 919

無形固定資産合計 287,505 226,275

投資その他の資産   

投資有価証券 4,754,761 6,614,807

長期前払費用 110,378 121,496

差入保証金 3,433,910 3,302,410

その他 18,402 10,169

貸倒引当金 △12,650 △8,313

投資その他の資産合計 8,304,803 10,040,570

固定資産合計 9,851,173 12,326,329

資産合計 21,044,777 22,255,912

㈱コックス(9876)2013年２月期　決算短信

-7-



(単位：千円)

前連結会計年度 
(2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(2013年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,228,811 1,235,861

電子記録債務 － 2,196,443

未払金 308,483 272,403

未払法人税等 175,564 170,713

未払費用 736,570 525,083

賞与引当金 48,966 52,720

店舗閉鎖損失引当金 30,193 10,791

ポイント引当金 7,154 4,480

資産除去債務 29,351 17,875

その他 307,851 759,899

流動負債合計 4,872,945 5,246,271

固定負債   

退職給付引当金 135,173 224,776

繰延税金負債 851,149 1,494,891

資産除去債務 243,302 426,601

その他 23,575 15,542

固定負債合計 1,253,201 2,161,811

負債合計 6,126,146 7,408,083

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 9,077,876

利益剰余金 △1,944,988 △1,482,570

自己株式 △66,208 △59,483

株主資本合計 13,355,665 12,038,971

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,575,754 2,791,679

為替換算調整勘定 △23,890 10,487

その他の包括利益累計額合計 1,551,864 2,802,167

新株予約権 11,101 6,690

純資産合計 14,918,630 14,847,829

負債純資産合計 21,044,777 22,255,912
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（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 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

売上高 24,576,527 23,394,558

売上原価 11,528,364 10,866,221

売上総利益 13,048,162 12,528,336

販売費及び一般管理費   

ポイント引当金繰入額 7,154 4,480

従業員給料及び賞与 4,353,420 3,879,611

賞与引当金繰入額 48,966 52,720

退職給付費用 219,804 206,628

地代家賃 3,863,957 3,732,630

減価償却費 452,657 543,513

修繕維持費 1,324,685 1,254,784

その他 3,839,037 3,879,117

販売費及び一般管理費合計 14,109,683 13,553,485

営業損失（△） △1,061,520 △1,025,149

営業外収益   

受取利息 21,088 15,413

受取配当金 134,620 135,081

為替差益 － 4,678

仕入割引 6,402 4,873

その他 11,024 28,426

営業外収益合計 173,136 188,473

営業外費用   

為替差損 216 －

消費税等調整額 993 319

その他 1,310 5,246

営業外費用合計 2,520 5,566

経常損失（△） △890,904 △842,242

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 27,473 －

貸倒引当金戻入額 18,819 －

特別利益合計 59,395 －
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

特別損失   

固定資産除却損 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 －

減損損失 165,682 334,754

店舗閉鎖損失引当金繰入額 20,917 －

退店違約金 7,104 －

災害による損失 66,713 －

ブランド整理損 113,687 －

その他 14,359 －

特別損失合計 706,063 334,754

税金等調整前当期純損失（△） △1,537,573 △1,176,996

法人税、住民税及び事業税 146,735 144,414

法人税等調整額 164,522 △380

法人税等合計 311,258 144,034

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,848,831 △1,321,031

当期純損失（△） △1,848,831 △1,321,031
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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 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △1,848,831 △1,321,031

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83,825 1,215,924

為替換算調整勘定 963 34,377

その他の包括利益合計 △82,861 1,250,302

包括利益 △1,931,693 △70,728

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,931,693 △70,728

少数株主に係る包括利益 － －
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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 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 11,616,378 10,863,713

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 △752,665 △1,783,449

自己株式の処分 － △2,388

当期変動額合計 △752,665 △1,785,837

当期末残高 10,863,713 9,077,876

利益剰余金   

当期首残高 △848,821 △1,944,988

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 752,665 1,783,449

当期純利益 △1,848,831 △1,321,031

当期変動額合計 △1,096,166 462,417

当期末残高 △1,944,988 △1,482,570

自己株式   

当期首残高 △66,171 △66,208

当期変動額   

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 6,814

当期変動額合計 △37 6,725

当期末残高 △66,208 △59,483

株主資本合計   

当期首残高 15,204,534 13,355,665

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 － －

当期純利益 △1,848,831 △1,321,031

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 4,426

当期変動額合計 △1,848,869 △1,316,694

当期末残高 13,355,665 12,038,971
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,659,580 1,575,754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,825 1,215,924

当期変動額合計 △83,825 1,215,924

当期末残高 1,575,754 2,791,679

為替換算調整勘定   

当期首残高 △24,853 △23,890

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 963 34,377

当期変動額合計 963 34,377

当期末残高 △23,890 10,487

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,634,726 1,551,864

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △82,861 1,250,302

当期変動額合計 △82,861 1,250,302

当期末残高 1,551,864 2,802,167

新株予約権   

当期首残高 8,371 11,101

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,730 △4,410

当期変動額合計 2,730 △4,410

当期末残高 11,101 6,690

純資産合計   

当期首残高 16,847,632 14,918,630

当期変動額   

当期純利益 △1,848,831 △1,321,031

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 4,426

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,131 1,245,892

当期変動額合計 △1,929,001 △70,801

当期末残高 14,918,630 14,847,829
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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 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28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（△） △1,537,573 △1,176,996

減価償却費 452,657 543,513

減損損失 165,682 334,754

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,174 3,754

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △13,812 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △92,453 △19,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 88,096 89,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,457 △15,649

ポイント引当金の増減額（△は減少） △20,502 △2,674

受取利息及び受取配当金 △155,709 △150,494

為替差損益（△は益） 216 △4,790

固定資産売却益 △10,790 －

固定資産除却損 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） 807,032 41,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △527,756 11,103

仕入債務の増減額（△は減少） △407,545 203,492

その他 △538,415 210,811

小計 △1,505,906 68,895

利息及び配当金の受取額 157,824 151,012

法人税等の支払額 △147,306 △146,942

その他 △939 7,728

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,496,328 80,694

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 △708,243 △1,097,986

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 △34,049

差入保証金の差入による支出 △309,648 △283,597

差入保証金の回収による収入 1,706,671 787,927

関係会社預け金の払戻による収入 6,750,000 －

その他 △151,221 △197,443

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,090,069 △825,150

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 △37 △89

ストックオプションの行使による収入 － 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △37 △73

現金及び現金同等物に係る換算差額 351 15,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,594,054 △729,182

現金及び現金同等物の期首残高 1,237,592 6,831,647

現金及び現金同等物の期末残高 6,831,647 6,102,465
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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】 

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. 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

３ 連結決算日の変更に関する事項 

当社は、連結決算日を毎年２月 20 日としておりましたが、当社の親会社であるイオン㈱の連結会計年度

の末日が２月末日であることを踏まえ、同社と連結会計年度を一致させることによって、より効率的な

業務執行を行うため、2012 年５月 18 日開催の定時株主総会の決議に基づき、連結決算日を２月末日に変

更しております。 

当該変更に伴い、連結決算期変更の経過期間となる当連結会計年度の期間は、2012 年２月 21 日から 2013

年２月 28 日までの 12 ヶ月と８日間となっております。 

 

４ 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。 

 

５ 会計処理基準に関する事項 

①重要な資産の評価基準および評価方法 

  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） 

    時価のないもの … 移動平均法による原価法 

  たな卸資産 

   商品 … 移動平均法による原価法（貸借対照表価額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 … 終仕入原価法 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 … 経済的耐用年数に基づく定額法 

    各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。 

     建   物       ３年～ ８年 

     構  築  物      １０年～２０年 

     器 具 備 品       ３年～２０年 

   無形固定資産 … 定額法 

 尚、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

   長期前払費用 … 契約期間等に応じた均等償却 

③重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
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  賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応分を計上しております。 

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。 

ポイント引当金 

自社ポイントカード制度により発行される商品お買物券の利用に備えるため、将来利用されると見込ま

れる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。 

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、連結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。 

尚、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は在外連結子会社の決算日の直物為替相場により

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に含めております。 

⑤重要なリース取引の処理方法 

リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

⑥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は税抜方式によっております。 

 

（追加情報） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号  平成 21 年 12 月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号  平成 21 年 12 月４日)を適用しております。 

 

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】 

（セグメント情報） 

前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 2012 年２月 21 日 至 2013 年２月 28 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。 
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（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

(自 2011年２月21日 

至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 

(自 2012年２月21日 

至 2013年２月28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 

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。 

538 円 26 銭

△47 円 93 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 

（2012 年２月 20 日） 

当連結会計年度 

（2013 年２月 28 日） 

純資産の部の合計額（千円） 14,918,630 14,847,829 

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） 

 

11,101 

(11,101)

 

6,690 

(6,690)

普通株式に係る期末純資産額(千円) 14,907,529 14,841,138 

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） 

 

27,557,118 

 

27,572,539 

     
   ２ １株当たり当期純損失 

 前連結会計年度 

(自 2011年２月21日 

至 2012年２月20日) 

当連結会計年度 

(自 2012年２月21日 

至 2013年２月28日) 

当期純損失(△)(千円) △1,848,831 △1,321,031 

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) △1,848,831 △1,321,031 

普通株式の期中平均株式数(株) 27,557,177 27,561,757 

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        36,232 株 

潜在株式の種類     新株予約権 

潜在株式の数 

 普通株式        20,384 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、連結損益計算書及び連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書に関する注記事項 

②リース取引関係 

③金融商品関係 

④有価証券関係 

⑤デリバティブ取引関係 

⑥退職給付関係 

⑦ストック・オプション等関係 

⑧税効果会計関係 

⑨企業結合等関係 

⑩資産除去債務関係 

⑪賃貸等不動産関係 

⑫関連当事者情報 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(2012年２月20日) 

当事業年度 
(2013年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 650,419 610,121

売掛金 25,614 40,552

売上預け金 745,496 700,663

商品 2,652,078 2,634,114

貯蔵品 10,834 8,573

前払費用 75,537 97,819

未収入金 558,612 148,250

関係会社預け金 6,100,000 5,400,000

1年内回収予定の差入保証金 4,362 3,528

その他 245,669 133,150

貸倒引当金 △12,705 △1,393

流動資産合計 11,055,920 9,775,380

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,487,164 3,957,861

減価償却累計額 △2,442,286 △2,144,744

建物（純額） 1,044,877 1,813,116

構築物 32,042 31,858

減価償却累計額 △31,854 △31,788

構築物（純額） 187 69

工具、器具及び備品 472,515 482,958

減価償却累計額 △301,445 △299,713

工具、器具及び備品（純額） 171,069 183,244

建設仮勘定 12,866 27,950

有形固定資産合計 1,229,002 2,024,381

無形固定資産   

商標権 1,085 918

ソフトウエア 286,055 224,719

電話加入権 1 1

無形固定資産合計 287,142 225,639

投資その他の資産   

投資有価証券 4,754,761 6,614,807

関係会社出資金 342,185 442,185

破産更生債権等 2,386 2,386

長期前払費用 110,378 121,496

差入保証金 3,419,256 3,286,052

長期未収入金 15,466 7,233

その他 550 550

貸倒引当金 △12,650 △8,313

投資損失引当金 － △279,555

投資その他の資産合計 8,632,334 10,186,842

固定資産合計 10,148,478 12,436,863

資産合計 21,204,399 22,212,244
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(単位：千円)

前事業年度 
(2012年２月20日) 

当事業年度 
(2013年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,001,779 160,020

買掛金 1,201,105 1,041,993

電子記録債務 － 2,196,443

未払金 308,483 263,019

未払法人税等 175,564 170,713

未払費用 736,689 522,260

賞与引当金 48,966 52,720

店舗閉鎖損失引当金 30,193 10,791

ポイント引当金 7,154 4,480

設備関係支払手形 233,550 640,229

資産除去債務 29,351 17,875

その他 74,300 122,764

流動負債合計 4,847,137 5,203,312

固定負債   

退職給付引当金 135,173 224,776

繰延税金負債 851,149 1,494,891

長期預り保証金 8,163 8,163

資産除去債務 243,302 426,601

その他 15,412 7,379

固定負債合計 1,253,201 2,161,811

負債合計 6,100,338 7,365,124

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 8,612,139 6,826,301

資本剰余金合計 10,863,713 9,077,876

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,783,449 △1,472,791

利益剰余金合計 △1,783,449 △1,472,791

自己株式 △66,208 △59,483

株主資本合計 13,517,204 12,048,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,575,754 2,791,679

評価・換算差額等合計 1,575,754 2,791,679

新株予約権 11,101 6,690

純資産合計 15,104,060 14,847,120

負債純資産合計 21,204,399 22,212,244
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当事業年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

売上高 24,520,580 23,208,126

売上原価   

商品期首たな卸高 2,169,910 2,652,078

当期商品仕入高 12,119,506 10,765,823

合計 14,289,417 13,417,902

他勘定振替高 141,708 7,240

商品期末たな卸高 2,652,078 2,634,114

売上原価合計 11,495,629 10,776,547

売上総利益 13,024,951 12,431,578

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 489,768 483,061

ポイント引当金繰入額 7,154 4,480

販売用消耗品費 212,657 259,101

その他の販売費 477,256 520,192

役員報酬 85,350 83,321

従業員給料及び賞与 4,330,318 3,802,645

賞与引当金繰入額 48,966 52,720

退職給付費用 219,804 206,628

法定福利及び厚生費 1,098,712 983,895

水道光熱費 349,469 317,788

地代家賃 3,841,801 3,660,792

減価償却費 448,862 532,951

修繕維持費 1,320,282 1,247,918

消耗備品費 127,423 103,873

旅費及び交通費 211,267 174,816

租税公課 95,751 86,226

その他 659,638 815,933

販売費及び一般管理費合計 14,024,486 13,336,345

営業損失（△） △999,535 △904,766

営業外収益   

受取利息 20,693 15,270

受取配当金 134,620 135,081

仕入割引 6,402 4,873

その他 11,024 28,426

営業外収益合計 172,740 183,651

営業外費用   

為替差損 － 111

消費税等調整額 993 319

その他 1,310 5,246

営業外費用合計 2,304 5,677

経常損失（△） △829,098 △726,792
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当事業年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

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 27,473 －

貸倒引当金戻入額 18,819 －

特別利益合計 59,395 －

特別損失   

固定資産除却損 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 －

減損損失 165,682 322,409

投資損失引当金繰入額 － 279,555

店舗閉鎖損失引当金繰入額 20,917 －

退店違約金 7,104 －

災害による損失 66,713 －

ブランド整理損 113,687 －

その他 14,359 －

特別損失合計 702,486 601,964

税引前当期純損失（△） △1,472,190 △1,328,757

法人税、住民税及び事業税 146,735 144,414

法人税等調整額 164,522 △380

法人税等合計 311,258 144,034

当期純損失（△） △1,783,449 △1,472,791
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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 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当事業年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 9,364,804 8,612,139

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 △752,665 △1,783,449

自己株式の処分 － △2,388

当期変動額合計 △752,665 △1,785,837

当期末残高 8,612,139 6,826,301

資本剰余金合計   

当期首残高 11,616,378 10,863,713

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 △752,665 △1,783,449

自己株式の処分 － △2,388

当期変動額合計 △752,665 △1,785,837

当期末残高 10,863,713 9,077,876

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 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 － －

繰越利益剰余金   

当期首残高 △2,012,665 △1,783,449

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 2,012,665 1,783,449

当期純利益 △1,783,449 △1,472,791

当期変動額合計 229,215 310,657

当期末残高 △1,783,449 △1,472,791

利益剰余金合計   

当期首残高 △752,665 △1,783,449

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 752,665 1,783,449

当期純利益 △1,783,449 △1,472,791

当期変動額合計 △1,030,784 310,657

当期末残高 △1,783,449 △1,472,791
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 2011年２月21日 
 至 2012年２月20日) 

当事業年度 
(自 2012年２月21日 
 至 2013年２月28日) 

自己株式   

当期首残高 △66,171 △66,208

当期変動額   

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 6,814

当期変動額合計 △37 6,725

当期末残高 △66,208 △59,483

株主資本合計   

当期首残高 15,300,691 13,517,204

当期変動額   

株主総会議案による剰余金振替額 － －

当期純利益 △1,783,449 △1,472,791

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 4,426

当期変動額合計 △1,783,486 △1,468,454

当期末残高 13,517,204 12,048,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,659,580 1,575,754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,825 1,215,924

当期変動額合計 △83,825 1,215,924

当期末残高 1,575,754 2,791,679

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,659,580 1,575,754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,825 1,215,924

当期変動額合計 △83,825 1,215,924

当期末残高 1,575,754 2,791,679

新株予約権   

当期首残高 8,371 11,101

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,730 △4,410

当期変動額合計 2,730 △4,410

当期末残高 11,101 6,690

純資産合計   

当期首残高 16,968,642 15,104,060

当期変動額   

当期純利益 △1,783,449 △1,472,791

自己株式の取得 △37 △89

自己株式の処分 － 4,426

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81,095 1,211,514

当期変動額合計 △1,864,582 △256,940

当期末残高 15,104,060 14,847,120
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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）【重要な会計方針】 

①資産の評価基準及び評価方法 

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） 

    時価のないもの … 移動平均法による原価法 

  たな卸資産 

商  品 … 移動平均法による原価法（貸借対照表価額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 … 終仕入原価法 

②固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 … 経済的耐用年数に基づく定額法 

   各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。 

     建   物       ３年～ ８年 

     構  築  物      １０年～２０年 

     器 具 備 品       ３年～２０年 

  無形固定資産 … 定額法 

尚、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

  長期前払費用 … 契約期間等に応じた均等償却 

③引当金の計上基準 

貸倒引当金 

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

投資損失引当金 

   連結子会社に対する投資等に伴う損失に備え、当該会社の実情を勘案し、必要と認められる金額を計上

しております。 

  賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。 

店舗閉鎖損失引当金 

翌事業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。 

ポイント引当金 

自社ポイントカード制度により発行される商品お買物券の利用に備えるため、将来利用されると見込ま

れる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、当事業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、

当事業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事業年度から費用処理することとしております。 

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。 
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⑤その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法は税抜方式によっております。 

⑥決算日の変更に関する事項 

当社は、決算日を毎年２月20日としておりましたが、当社の親会社であるイオン㈱の事業年度の末日が２

月末日であることを踏まえ、同社と事業年度を一致させることによって、より効率的な業務執行を行うた

め、2012年５月18日開催の定時株主総会の決議に基づき、決算日を２月末日に変更しております。 

当該変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間は、2012年２月21日から2013年２月28日

までの12ヶ月と８日間となっております。 

 

（追加情報） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号  平成 21 年 12 月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号  平成 21 年 12 月４日)を適用しております。 

 

６．その他 

（1）役員の異動 

未定 

 

（2）その他 

該当事項はありません。 
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