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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 13,907 △4.4 551 △0.0 896 50.2 523 68.5
24年3月期 14,547 15.4 551 △0.1 597 53.8 310 42.6

（注）包括利益 25年3月期 624百万円 （91.7％） 24年3月期 325百万円 （79.3％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 93.68 ― 5.2 5.9 4.0
24年3月期 55.59 ― 3.2 4.1 3.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―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

25年3月期 15,070 10,462 68.4 1,843.48
24年3月期 15,069 9,923 64.9 1,749.98

（参考） 自己資本   25年3月期  10,309百万円 24年3月期  9,787百万円

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

25年3月期 296 △355 732 1,490
24年3月期 △1,076 △35 △94 809

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 83 27.0 0.9
25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 83 16.0 0.8
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 24.0

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 7,100 1.0 260 △30.7 267 △13.9 166 △9.4 29.68
通期 14,200 2.1 550 △0.2 564 △37.1 350 △33.2 62.58



※  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  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細はは、添付資料１６ページ 「４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更等）」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会計方針の変更  ： 有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 5,615,622 株 24年3月期 5,615,622 株
② 期末自己株式数 25年3月期 23,018 株 24年3月期 22,895 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 5,592,630 株 24年3月期 5,592,727 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 13,349 △4.1 511 △1.7 861 51.3 502 70.5
24年3月期 13,921 14.6 519 △1.8 569 49.9 294 36.1

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

25年3月期 89.83 ―
24年3月期 52.67 ―

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

25年3月期 14,648 10,098 68.9 1,805.65
24年3月期 14,693 9,614 65.4 1,719.19

（参考） 自己資本 25年3月期  10,098百万円 24年3月期  9,614百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 6,800 0.8 257 △11.0 154 △11.4 27.53
通期 13,600 1.9 528 △38.7 317 △36.9 56.68
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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、前半は財政問題に起因した欧州経済の長期低迷や、中国をはじめと

する新興国経済の減速感などの影響により、先行き不透明な状況で推移しましたが、後半に入ると、米国経済

が住宅市場の底打ち感などから回復基調に向かったことや、国内においては、年末に発足した新政権による政

策への期待感から円高修正や株価上昇が進み、明るい兆しが見え始めました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、戦略的に積み込んだ潤沢な在庫量を

背景に、積極的な販売活動を行いました。しかしながら、前連結会計年度においては追い風であった復興特需の

影響が当連結会計年度には減退したことが主因で、売上高は企業納入業者向け卸、ワークショップ・ホームセン

ター向け卸ともに低迷しました。 

 生産面におきましては、前連結会計年度から引き継いだ適正在庫へ向けての生産調整の目処が付き、中長期で

取り組んできたアセアン諸国への生産地移管を更に推進しました。しかしながら、当連結会計年度の第４四半期

に入ってからの円安により、長く続いた円高傾向により相殺されていた海外素材及び生産工賃の高騰が表面化

し、ＵＳドル決済の製品コストにその影響が顕著に現れました。 

 物流面におきましても、新システムの運用を開始するとともに人員配置の見直しによる生産性の改善を図り、

コスト削減に努めました。また、西日本物流センターに本社物流の小売部門を統合し、在庫の共有化と機動性を

高め、戦略的物流体制に再編しました。 

  この結果、当連結会計年度の売上高は13,907百万円（前年同期比4.4％減）にとどまりました。 

 一方、利益面では前連結会計年度に比べ在庫評価減の影響が軽減したことが主因で、売上総利益率が1.4ポイ

ント改善しましたが、売上が減少したことに加え一時的に製品保管倉庫を借り増したことによる販売費及び一

般管理費（物流関連の手数料等）の増加もあり、営業利益は551百万円（前年同期比0.0％減）となりました。 

 また、為替差損（デリバティブの実現損等）26百万円等を営業外費用に計上しましたが、期末の円安による

デリバティブ評価益358百万円を営業外収益に計上し、経常利益は896百万円（前年同期比50.2％増）、当期純

利益は523百万円（前年同期比68.5％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） 

 景気に明るい兆しが見え始めたものの、業績が国内景気の動向や為替相場の変動等により大きく影響を受け

るため、先行きの状況を見極めることが困難となっております。このような不透明な環境下ではありますが、

作業に関わる衣料・用品全般を提案できる強みを活かし積極的な販売活動を行い、前期並みの売上を見込んで

おります。また、ＵＳドルの為替相場が平成25年3月末と同程度と想定し、連結売上高14,200百万円(前年同期

比2.1％増)、営業利益550百万円（前年同期比0.2％減）、経常利益564百万円（前年同期比37.1％減）、当期純

利益350百万円（前年同期比33.2％減）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・財政状態に関する分析

品   目 

 当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

 前年同期比（％） 

年間衣料（百万円）  4,180  99.9

夏 衣 料（百万円）  1,273  99.6

防寒衣料（百万円）  694  88.5

別注他商品（百万円）  7,758  93.5

合  計（百万円）  13,907  95.6



(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1百万円増加し、15,070百万円とな

りました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ641百万円減少し、10,153百万円となりました。これは主に「現金及び預

金」の増加（693百万円）、「受取手形及び売掛金」の減少（302百万円）、「商品及び製品」及び「仕掛品」並び

に「原材料及び貯蔵品」の減少（892百万円）及び「その他(未収入金等)」の減少（129百万円）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642百万円増加し、4,917百万円となりました。これは主に「建物及び構築

物」の減少（60百万円）、「土地」の増加（223百万円）、「投資有価証券」の増加（112百万円）、「その他(デ

リバティブ債権等)」の増加335百万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1,394百万円減少し、3,357百万円となりました。これは主に「支払手形及

び買掛金」の減少（1,232百万円）、「未払法人税等」の減少（191百万円）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857百万円増加し、1,250百万円となりました。これは主に「長期借入金」

の増加（850百万円）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538百万円増加し、10,462百万円となりました。これは主に「利益剰余金」

の増加（440百万円）及び「その他の包括利益累計額」の増加（82百万円）、「少数株主持分」の増加（15百万

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 

 営業活動において税金等調整前当期純利益が867百万円(前年同期比 45.6％増)となりましたが、仕入債務の減

少で大きく使用し、投資活動においては有形固定資産の取得等で使用しましたが、財務活動において積極的な調

達を行った結果、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681百万円増加し当連結会計年度末には1,490百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果獲得した資金は296百万円(前年同期は1,076百万円の使用)となりました。 

これは主に、仕入債務の減少(1,232百万円)、デリバティブ評価益(358百万円)、法人税等の支払い(524百万円)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(867百万円)、減価償却費の計上(100百万

円)、売上債権の減少(302百万円)、たな卸資産の減少(893百万円)、未払消費税等の増加(99百万円)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355百万円(前年同期は35百万円の使用)となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出(313百万円)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） 

 財務活動の結果獲得した資金は732百万円(前年同期は94百万円の使用)となりました。 

これは主に短期借入金の純増（500百万円）、長期借入による収入(850百万円)、長期借入金の返済による支出

(520百万円)、少数株主を含む配当金の支払い(85百万円)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。 

 （注5）平成24年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオについては計算しておりません。 

  

(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

図り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25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24年６月28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 

  

  平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率（％）  67.3  69.6  67.9  64.9  68.4

時価ベースの自己資本比率（％）  20.2  20.2  21.5  18.8  20.0

債務償還年数（年）  7.7  1.2  1.1  －  6.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  7.6  49.8  47.7  －  22.1



  当企業集団は、㈱コーコス信岡（当社）、子会社３社、関連会社１社及びその他関係会社１社により構成されてお

り、事業はユニフォーム（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）は主に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、その他の関係会社である㈱ノーブルは有価証券の売買及び保

有を主な事業目的としております。 

 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。 

  

 当社グループ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 

※１ 関連会社で持分法非適用会社 

※２ その他の関係会社 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

       ＜当企業集団の経営理念＞ 

      ・地域社会への貢献と感謝 

      ・全社員の倖せと目標に対する意志統一 

      ・顧客第一主義と社会的使命の共存共栄 

                                    やるき 

この経営理念のもとに、当企業集団は下記の11項目の経営基本方針を掲げ、「意欲と実践」を合言葉に高い志を持ち、

社会及び得意先の皆様との共存共栄を図りながら、業績伸長に邁進いたします。 

              記 

      ① 顧客の創造と目標管理体制の充実 

      ② 社会性重視と公平の原則の経営管理 

      ③ 創造性発揮と豊かな職場活性化の推進 

      ④ 市場原理に基づく実践重視の意思決定 

      ⑤ 顧客第一主義と自己改革の推進 

      ⑥ 機動力のある組織体制の充実と運営 

      ⑦ 職責権限の明確化と総合力の発揮 

      ⑧ 人材育成と具体的な部下指導の実施 

      ⑨ 目標方針、実行計画の具体的な指針の提示 

      ⑩ 総合的な情報ネットワークの充実と推進 

      ⑪ グループ経営体制の充実 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、本業の拡大を通じて企業価値を向上していくことを経営の目標としております。経営指標とし

ては、本業の収益力を表す営業利益及び営業キャッシュ・フローを重視し、これらの拡大を目指しております。 

  

(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、昨年末以降の新政権による政策等に対する期待感から

一部に明るさの兆しはあるものの、来年度に予定されている消費税率の引き上げを見据えた厳しい経営環境が予想

され、その対応が重要な課題となると考えております。 

 このような難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、充実した作業関連用品の安定供給を通

して働く人々の「安全・安心」に寄与し、働く喜びを感じていただけるような商品を企画し提供してまいります。 

 営業面においては、円安の進行による製造コスト増が当社グループに与える影響が懸念されますが、これに対応

した慎重な価格政策が重要な課題であると認識しております。 

 生産面におきましては、こうした厳しい経営環境を踏まえ、既存の全ての製品について素材の調達ルート及び縫

製工場の見直しを行い、グローバルな視点に立った新しい生産体制の構築に邁進します。 

 物流面におきましても、コーコス総合物流の体制改善を継続して行い、ローコスト・高生産性による戦略的物流を

目指してまいります。また、以前より進めております共同配送のエリアを広げ、より一層のサービス向上と配送費の

削減に努めてまいります。更に、取引先とのオンラインによるデータ交換及び当社独自のインターネット受発注シス

テム「CO-COS.net」を推し進め、事務の効率化と受注から発送までの時間短縮を行い、お客様の利便性向上に取り組

んでまいります。 

 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、エコ対応ユニフォーム・節電対応用品の販売を通じて、企業としての社会的責任を果たすとともに、環

境保全・社会貢献活動を積極的に推進しております。 

  

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 932,963 1,626,448

受取手形及び売掛金 ※２  3,975,748 ※２  3,672,785

商品及び製品 5,283,669 4,404,069

仕掛品 53,089 13,605

原材料及び貯蔵品 55,711 82,770

繰延税金資産 319,647 315,623

その他 179,682 50,277

貸倒引当金 △6,055 △12,344

流動資産合計 10,794,456 10,153,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,052,814 3,065,761

減価償却累計額 △1,952,683 △2,026,563

建物及び構築物（純額） 1,100,130 1,039,197

機械装置及び運搬具 163,920 173,328

減価償却累計額 △157,883 △166,654

機械装置及び運搬具（純額） 6,037 6,674

土地 2,134,401 2,357,416

その他 457,384 513,025

減価償却累計額 △374,403 △391,410

その他（純額） 82,981 121,615

有形固定資産合計 3,323,551 3,524,903

無形固定資産 67,631 73,347

投資その他の資産   

投資有価証券 502,189 614,781

繰延税金資産 19,284 32

その他 ※１  391,664 ※１  727,284

貸倒引当金 △29,559 △23,340

投資その他の資産合計 883,580 1,318,758

固定資産合計 4,274,762 4,917,009

資産合計 15,069,218 15,070,245



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,979,483 1,747,150

短期借入金 450,000 950,000

1年内返済予定の長期借入金 520,000 －

未払法人税等 345,825 154,262

返品調整引当金 36,360 35,420

賞与引当金 59,200 56,775

その他 361,449 413,997

流動負債合計 4,752,317 3,357,605

固定負債   

長期借入金 － 850,000

退職給付引当金 115,200 124,744

役員退職慰労引当金 177,640 187,940

繰延税金負債 － 14,892

その他 100,307 72,890

固定負債合計 393,148 1,250,467

負債合計 5,145,465 4,608,072

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 6,246,075 6,686,083

自己株式 △14,442 △14,504

株主資本合計 9,722,502 10,162,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 123,835 188,698

繰延ヘッジ損益 116 144

為替換算調整勘定 △59,270 △41,449

その他の包括利益累計額合計 64,681 147,392

少数株主持分 136,569 152,331

純資産合計 9,923,752 10,462,172

負債純資産合計 15,069,218 15,070,245



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 14,547,579 13,907,446

売上原価 ※１  11,259,867 ※１  10,574,389

売上総利益 3,287,712 3,333,057

販売費及び一般管理費 ※２  2,736,363 ※２  2,781,721

営業利益 551,348 551,335

営業外収益   

受取利息 1,064 805

受取配当金 10,172 14,933

デリバティブ評価益 165,715 358,026

受取賃貸料 11,220 11,740

その他 2,967 7,307

営業外収益合計 191,140 392,812

営業外費用   

支払利息 15,040 13,247

賃貸費用 6,436 8,212

為替差損 123,929 26,094

営業外費用合計 145,406 47,554

経常利益 597,082 896,593

特別利益   

固定資産売却益 － ※３  1,928

特別利益合計 － 1,928

特別損失   

固定資産除却損 ※４  280 ※４  29,000

投資有価証券評価損 690 1,828

特別損失合計 970 30,828

税金等調整前当期純利益 596,111 867,693

法人税、住民税及び事業税 372,446 335,030

法人税等調整額 △91,160 2,695

法人税等合計 281,285 337,726

少数株主損益調整前当期純利益 314,826 529,967

少数株主利益 3,954 6,068

当期純利益 310,871 523,898



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 314,826 529,967

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,441 64,862

繰延ヘッジ損益 51 27

為替換算調整勘定 △11,491 29,598

その他の包括利益合計 ※  11,001 ※  94,488

包括利益 325,827 624,455

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 326,776 606,609

少数株主に係る包括利益 △949 17,845



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 6,019,094 6,246,075

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 310,871 523,898

当期変動額合計 226,980 440,007

当期末残高 6,246,075 6,686,083

自己株式   

当期首残高 △14,442 △14,442

当期変動額   

自己株式の取得 － △61

当期変動額合計 － △61

当期末残高 △14,442 △14,504

株主資本合計   

当期首残高 9,495,521 9,722,502

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 310,871 523,898

自己株式の取得 － △61

当期変動額合計 226,980 439,945

当期末残高 9,722,502 10,162,447



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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   

当期首残高 101,394 123,835

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,441 64,862

当期変動額合計 22,441 64,862

当期末残高 123,835 188,698

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 64 116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 27

当期変動額合計 51 27

当期末残高 116 144

為替換算調整勘定   

当期首残高 △52,682 △59,270

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,587 17,820

当期変動額合計 △6,587 17,820

当期末残高 △59,270 △41,449

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 48,776 64,681

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,905 82,711

当期変動額合計 15,905 82,711

当期末残高 64,681 147,392

少数株主持分   

当期首残高 139,636 136,569

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,066 15,762

当期変動額合計 △3,066 15,762

当期末残高 136,569 152,331

純資産合計   

当期首残高 9,683,933 9,923,752

当期変動額   

剰余金の配当 △83,890 △83,890

当期純利益 310,871 523,898

自己株式の取得 － △61

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,838 98,473

当期変動額合計 239,819 538,419

当期末残高 9,923,752 10,462,172



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 596,111 867,693

減価償却費 101,134 100,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,332 10,280

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,917 9,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,100 10,300

受取利息及び受取配当金 △11,237 △15,738

支払利息 15,040 13,247

為替差損益（△は益） 41 △26

デリバティブ評価損益（△は益） △165,715 △358,026

投資有価証券評価損益（△は益） 690 1,828

固定資産売却損益（△は益） － △1,928

固定資産除却損 280 29,000

売上債権の増減額（△は増加） △697,645 302,769

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,300,299 893,261

仕入債務の増減額（△は減少） 455,620 △1,232,156

未収入金の増減額（△は増加） △89,790 76,085

未払消費税等の増減額（△は減少） 525 99,747

その他 49,594 12,395

小計 △1,033,964 818,681

利息及び配当金の受取額 11,238 15,775

利息の支払額 △12,607 △13,392

法人税等の支払額 △46,669 △524,958

法人税等の還付額 5,457 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,076,545 296,105

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 △10,933 △313,810

有形固定資産の除却による支出 － △29,000

有形固定資産の売却による収入 － 6,693

無形固定資産の取得による支出 △13,241 △1,570

投資有価証券の取得による支出 △9,747 △14,044

投資有価証券の売却による収入 100 －

投資不動産の取得による支出 － △36,142

預り建設協力金の受入による収入 － 42,000

その他の支出 △1,565 △13,234

その他の収入 29 3,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,359 △355,294

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） 200,000 500,000

長期借入れによる収入 － 850,000

長期借入金の返済による支出 △200,000 △520,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,370 △11,577

自己株式の取得による支出 － △61

配当金の支払額 △84,003 △83,812

少数株主への配当金の支払額 △2,117 △2,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,491 732,464

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,568 7,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,208,965 681,109

現金及び現金同等物の期首残高 2,018,092 809,127

現金及び現金同等物の期末残高 ※  809,127 ※  1,490,236



   該当事項はありません。 

  

 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 

   

 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  無し 

   (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。 

  

 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。 

  

 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）を採用しております。 

    時価のないもの 

      移動平均法による原価法を採用しております。 

    ロ．デリバティブ 

      時価法 

    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。 

   (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。 

     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。 

    ハ．リース資産 

    当社及び国内連結子会社はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



   (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。 

    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。 

    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。 

    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。 

    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。 

   (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

    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

計上しております。 

   (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。 

    ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ヘッジ手段・・・為替予約 

      ヘッジ対象・・・外貨建予定取引 

    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。 

    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。 

   (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。 

  



（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。 

  

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「有形固定資産」の「建物及び構築物」及び「土地」に含めていた「投資不動産」は、

重要性が増したため、当連結会計年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて124,635千円計上することと

しました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「建物及び構築物」に表示していた114,360千円及び「減価

償却累計額」△75,583千円並びに「土地」39,416千円は、「投資その他の資産」の「その他」78,193千円として組み

替えております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減

額」及び「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしまし

た。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた△39,670千円は、「未収入金の増減額」△89,790千円、「未払消費税等の増減額」525千

円、「その他」49,594千円として組み替えております。 

（会計方針の変更等）

（表示方法の変更）



   

※１．都市再開発法に基づく権利変換に伴い、投資その他の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。 

  

※２．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連

結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含ま

れております。 

  

 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。 

   これらの契約に基づく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。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

その他（投資不動産） 千円 31,415 千円 31,415

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 131,164 千円 137,947

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

当座貸越極度額 千円 1,700,000 千円 1,700,000

借入実行残高  450,000  950,000

差引額  1,250,000  750,000



 ※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。 

  

 ※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。 

  

 ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

千円 197,923 千円 35,407

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

広告宣伝費 千円 77,892 千円 90,935

従業員給料及び賞与  531,905  501,007

賞与引当金繰入額  50,920  48,175

退職給付費用  23,098  21,018

役員退職慰労引当金繰入額  10,100  10,300

荷造運搬費  309,786  305,241

支払手数料  1,069,044  1,123,411

減価償却費  88,886  86,332

貸倒引当金繰入額  △6,332  10,280

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 千円 －   千円 428

機械装置及び運搬具  －    149

土地   －    1,349

計  －    1,928

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 千円 37   千円 －

有形固定資産その他（工具、器

具及び備品） 
 242

  
 0

その他（解体撤去費用）   －    29,000

計  280    29,000



※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

   

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 20,821 千円 98,547

組替調整額  690  1,828

税効果調整前  21,511  100,375

税効果額  929  35,512

その他有価証券評価差額金  22,441  64,862

繰延ヘッジ損益：     

当期発生額  78  44

組替調整額  －  －

税効果調整前  78  44

税効果額  △26  △16

繰延ヘッジ損益  51  27

為替換算調整勘定：     

当期発生額  △11,491  29,598

その他の包括利益合計  11,001  94,488



前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度 
期首株式数（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23年６月29日 

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

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当た配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  83,890 利益剰余金  15 平成24年３月31日 平成24年６月29日



当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加123株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

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 

※ 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 

１．その他有価証券 

前連結会計年度（平成24年３月31日） 

（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。 

  
当連結会計年度 
期首株式数（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 （注）  22,895  123  －  23,018

合計  22,895  123  －  23,018

（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24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  83,890  15 平成24年３月31日 平成24年６月29日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当た配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  83,889 利益剰余金  15 平成25年３月31日 平成25年６月26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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 932,963千円 1,626,448千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △123,836  △136,212  

現金及び現金同等物 809,127  1,490,236  

（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  409,401  228,465  180,936

(2）その他  62,556  49,040  13,516

小計  471,958  277,505  194,452

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  15,556  18,372  △2,815

(2）その他  －  －  －

小計  15,556  18,372  △2,815

合計  487,514  295,878  191,636

14,675



  

当連結会計年度（平成25年３月31日） 

（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．売却したその他有価証券  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

３．減損処理を行った有価証券 

前連結会計年度（平成24年３月31日） 

  当連結会計年度において、有価証券について690千円（その他有価証券の株式690千円）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。 

  

当連結会計年度（平成25年３月31日） 

  当連結会計年度において、有価証券について1,828千円（その他有価証券の株式1,828千円）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。 

  

  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  508,512  238,134  270,378

(2）その他  72,627  49,040  23,587

小計  581,140  287,174  293,965

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  18,966  20,919  △1,953

(2）その他  －  －  －

小計  18,966  20,919  △1,953

合計  600,106  308,094  292,012

14,675

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  100  －  －

合計  100  －  －

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  －  －  －

合計  －  －  －



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 
  

前連結会計年度（平成24年３月31日） 

 (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。 

当連結会計年度（平成25年３月31日） 

 (注)１. 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. 当連結会計年度からクーポンスワップ取引について「契約額等」欄の金額を想定元本額で記載する方法に変

更し、前連結会計年度についても組み替えて記載しております。 

  なお、想定元本は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。 

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 
  
前連結会計年度（平成24年３月31日） 

(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（平成25年３月31日） 

(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 7,400 3,400 △87,861  △87,861

買建 コール 5,000 2,700 13,148  13,148

合計 12,400 6,100 △74,712  △74,712

  

 市場取引以外の取引 

  

クーポンスワップ取引  

受取米ドル・支払円  50,000 50,000 12,198  12,198

合計 50,000 50,000 △62,514  △62,514

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 6,000 2,600 △12,270  △12,270

買建 コール 5,300 1,900 65,601  65,601

合計 11,300 4,500 53,331  53,331

  

 市場取引以外の取引 

  

クーポンスワップ取引  

受取米ドル・支払円  80,000 80,000 242,180  242,180

合計 80,000 80,000 295,511  295,511   

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 9,264 －  9,451

合計 9,264 －  9,451

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 7,856 －  8,088

合計 7,856 －  8,088



前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25

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。 

    

１．製品及びサービスごとの情報 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成

25年３月31日） 

 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 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成

25年３月31日） 

(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 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成

25年３月31日） 

 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。 

  

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25

年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25

年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25

年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

ｃ．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

ｄ．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

ｅ．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．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。 

２．１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。 

３．１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。 

  

該当事項はありません。 

  

   記載すべき事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,749.98円 円 1,843.48

１株当たり当期純利益金額 55.59円 円 93.68

  
 前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
 当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円） 9,923,752  10,462,172

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 136,569  152,331

（うち少数株主持分（千円）） （136,569） （ ） 152,331

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 9,787,183  10,309,840

 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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 310,871  523,898

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金額（千円） 310,871  523,898

期中平均株式数（千株） 5,592  5,592

（重要な後発事象）

５．その他
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