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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

売上高 （百万円） 41,077 46,911 46,364 53,126 52,069

経常利益 （百万円） 2,487 3,881 2,670 1,591 1,017

当期純利益 （百万円） 1,446 4,101 2,204 1,941 82

包括利益 （百万円） 1,725 4,652 2,111 2,506 △239

純資産額 （百万円） 10,036 12,572 14,620 17,613 17,305

総資産額 （百万円） 20,626 21,830 21,878 28,632 26,255

１株当たり純資産額 （円） 866.75 1,260.43 1,472.86 1,823.74 1,817.55

１株当たり当期純利益金額 （円） 155.63 419.83 221.89 198.76 8.58

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 38.9 57.5 66.8 61.5 65.9

自己資本利益率 （％） 19.7 39.7 16.2 12.0 0.4

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 517 1,743 2,334 1,883 △11

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △410 △833 △22 △91 △530

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △806 △1,207 △1,424 483 △1,337

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 2,034 2,156 3,044 5,614 3,744

従業員数 （人） 651 695 711 885 759

（外、平均臨時雇用者） （人） (123) (143) (168) (180) (202)

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３．非上場・非登録につき株価収益率は記載していません。

４．第73期において、平成24年6月19日を効力発生日とする株式交換により、当社が小泉アパレル㈱及びコイズ

ミクロージング㈱を完全子会社化し、負ののれん発生益を特別利益に計上した結果、当期純利益、純資産額

及び総資産額が増加しております。

５．従来、不動産賃貸に係る収益及び費用につきましては、売上高、売上原価に計上しておりましたが、第74期

より営業外収益、営業外費用に含めて計上する方法に変更しております。このため第73期については当該表

示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。

６．第75期において、㈱ジャックコーポレーション及び㈱ギャルソンヌの全株式を取得し、両社を連結子会社と

しました。これにより従業員数が増加しております。

７．第75期において、㈱ジャックコーポレーション、㈱ジャック富山及び㈱ギャルソンヌを連結子会社としたこ

とにより、純資産額及び総資産額が増加しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

営業収益（売上高） （百万円） 564 546 608 617 550

経常利益 （百万円） 301 57 333 348 259

当期純損益 （百万円） 154 22 1,381 275 218

資本金 （百万円） 500 500 500 500 500

発行済株式総数 （千株） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

純資産額 （百万円） 4,065 4,326 5,654 5,883 6,028

総資産額 （百万円） 7,045 7,480 7,845 8,561 8,429

１株当たり純資産額 （円） 438.34 433.70 569.57 609.15 633.18

１株当たり配当額 （円） 5.0 6.0 6.0 6.0 8.0

（うち１株当たり中間配当

額）
 (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損益金額 （円） 16.57 2.26 139.07 28.18 22.75

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 57.7 57.8 72.0 68.7 71.4

自己資本利益率 （％） 3.8 0.5 27.6 4.7 3.7

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） 30.1 265.1 4.3 21.0 34.9

従業員数 （人） 7 7 9 9 9

（外、平均臨時雇用者） （人） (1) (1) (1) (1) (1)

（注）１．営業収益（売上高）には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３．非上場・非登録につき株価収益率は記載していません。

４．従来、当社の持株会社としての業務に係る収益を「売上高」として表示しておりましたが、第74期より「営

業収益」と表示するとともに、営業外収益に含めて表示しておりました関係会社からの受取配当金を営業収

益に含めて表示することに変更したため、第73期の営業収益については当該表示方法の変更を反映した組替

後の数値を記載しております。

５．従来、不動産賃貸に係る収益及び費用につきましては、売上高、売上原価に計上しておりましたが、第74期

より営業外収益、営業外費用に含めて計上する方法に変更しております。このため第73期については当該表

示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。

６．第74期における営業収益の増加の主な要因は、子会社からの受取配当金によるものです。
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２【沿革】

昭和16年１月 資本金50万円で㈱小泉商店設立、呉服の卸売を開始。

昭和35年１月 資本金9,800万円に増資、本社屋新築。

昭和39年１月 資本金２億5,000万円に増資、

東京営業所開設、豊中流通センター開設。

昭和44年２月 資本金３億8,500万円に増資、名古屋営業所開設。

昭和49年４月 資本金５億円に増資。

昭和59年３月 テキスタイル事業部を小泉テキスタイル㈱に、

アパレル事業部を小泉アパレル㈱にそれぞれ分社する。

昭和63年11月 豊中第二倉庫新設。

平成15年３月 小泉アパレル㈱のジーニングカジュアル事業部をコイズミクロージング㈱に分割する。

平成16年11月 小泉テキスタイル㈱を吸収合併して、小泉㈱テキスタイル事業部とする。

平成19年11月 ㈱日本きものセンターを吸収合併する。

平成20年３月 ㈱東京ヤマモトを吸収合併する。

平成21年３月

 

平成23年４月

平成24年６月

平成25年９月

平成26年３月

小泉㈱テキスタイル事業部を小泉ライフテックス㈱に分割する。

小杉産業㈱ゴールデンベア部門・レディスニット部門事業他を㈱コスギが譲受ける。

㈱ライカのカステルバジャック事業部を㈱オッジ・インターナショナルが譲受ける。

小泉アパレル㈱及びコイズミクロージング㈱を株式交換により完全子会社化する。

㈱コスギが㈱東京ヤマモトを吸収合併する。

小泉㈱が㈱ギャルソンヌを株式取得により完全子会社化する。

コイズミクロージング㈱が㈱ジャックコーポレーション及び㈱ジャック富山を株式取得により完全子

会社化する。
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３【事業の内容】

　当社グループは、繊維製品販売関連事業の単一セグメントで、当社及び関係会社25社（子会社23社、関連会社２

社）から構成されており、その主な事業内容は各種繊維製品、宝飾品の製造、販売です。

 

　当社及び関係会社の事業内訳を記載すると以下の通りです。

事業内訳 会社名

グループ経営管理 小泉㈱

アパレル製品の販売

小泉アパレル㈱　コイズミクロージング㈱　㈱コスギ

㈱オッジ・インターナショナル　㈱ジャックコーポレーション　㈱ジャック富山

㈱ギャルソンヌ　ケイ・アイ・ティー㈱　㈱イフ　㈱モア　㈱宮永本店

香港小泉有限公司　上海芭路漫服装貿易有限公司　　　　　　　　　他５社

アパレル製品の製造 蘇州小泉時装有限公司　呉江小泉時装有限公司

テキスタイル製品の販売 小泉ライフテックス㈱

和装呉服の販売 京都小泉㈱　㈱日本きものセンター

上記のほか、グループに間接業務を提供する㈱コイズミ保険センター、他関連会社１社があります。

また上海申泉服装有限公司は休眠会社であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

　企業集団を事業系統図によって示すと次の通りであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）

主要な事業の

内容

議決権の

所有割合（％）
関係内容

（連結子会社）

小泉アパレル㈱

大阪市

中央区
410

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸及び資金の貸付

役員の兼任　３名

コイズミクロージング㈱
大阪市

中央区
410

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸及び資金の借入

役員の兼任　１名

京都小泉㈱
京都市

下京区
100

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸及び資金の貸付

役員の兼任　２名

㈱オッジ・インターナショナル
大阪市

中央区
30

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸及び資金の貸付

役員の兼任　２名

小泉ライフテックス㈱
大阪市

中央区
80

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸及び資金の貸付

役員の兼任　２名

㈱コスギ
東京都

中央区
80

繊維製品販売関

連事業
100.00

不動産の賃貸

役員の兼任　１名

㈱ギャルソンヌ
東京都

江東区
45

繊維製品販売関

連事業
100.00

役員の兼任　１名

 

㈱ジャックコーポレーション
石川県

金沢市
90

繊維製品販売関

連事業

100.00

（100.00)

 

 

㈱ジャック富山
富山県

富山市
10

繊維製品販売関

連事業

100.00

（100.00)

 

 

㈱イフ
東京都

渋谷区
16

繊維製品販売関

連事業

100.00

（100.00)

資金の借入

役員の兼任　２名

㈱モア
大阪市

中央区
10

繊維製品販売関

連事業

100.00

（100.00)
役員の兼任　２名

ケイ・アイ・ティー㈱
大阪市

中央区
20

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)

不動産の賃貸

役員の兼任　１名

㈱宮永本店
宮崎県

都城市
10

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
役員の兼任　１名

㈱日本きものセンター
京都市

下京区
3

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
 

蘇州小泉時装有限公司
中華人民共和国

江蘇省
151

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
役員の兼任　２名

呉江小泉時装有限公司
中華人民共和国

江蘇省
11

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
役員の兼任　２名

香港小泉有限公司
中華人民共和国

九龍
2

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
役員の兼任　１名

上海芭路漫服装貿易有限公司
中華人民共和国

上海市
25

繊維製品販売関

連事業

100.00

(100.00)
役員の兼任　１名

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．連結子会社のうち、小泉アパレル㈱、コイズミクロージング㈱、小泉ライフテックス㈱、京都小泉㈱、㈱コ

スギ、㈱ジャックコーポレーション、蘇州小泉時装有限公司が特定子会社に該当します。

３．議決権の所有割合の（　）は、間接所有割合で内数であります。

４．小泉アパレル㈱、、㈱コスギについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。

 主要な損益情報等 小泉アパレル㈱ ㈱コスギ

 (1）売上高 12,154 16,859

 (2）経常損益 25 866

 (3）当期純損益（△は損失） △18 482

 (4）純資産額 2,825 4,065

 (5）総資産額 5,694 6,286
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　平成28年２月29日現在
 

従業員数（人）

759(202)

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当連結会計年度の平均人数を（　）外数で記載しております。

２．当社グループの事業セグメントは、繊維製品販売関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業

員数を記載しておりません。

 

 

(2）提出会社の状況

平成28年２月29日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

9(1) 54.4 30.3 3,638,780

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当事業年度の平均人数を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社の事業セグメントは、繊維製品販売関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数を

記載しておりません。

 

(3）労働組合の状況

　当社グループの労働組合は小泉労働組合と称し、事務局が置かれ、平成28年２月29日現在における組合員数は、

167名で上部団体のゼンセン同盟に加盟しております。

　なお、労使関係は安定しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度における我が国経済は、円安と原油安で始まり、外需、大企業製造業などを中心に緩やかな回復

基調が続きました。第２四半期以降は、中国など新興国経済の減速を始めとする海外リスクの高まりで円高、株安

傾向へ転じました。個人消費の伸び悩みからマイナス成長となり、景気は「足踏み状態」から抜け出せず不透明な

状態が続きました。

　このような状況の中、当社は、小泉アパレル株式会社の宝飾事業を京都小泉株式会社へ、コイズミクロージング

株式会社のナイティ事業を株式会社ギャルソンヌへ移管するなどグループ間の組織の見直しを進めました。

　その結果、単体決算におきましては、売上高は550百万円（前期比89％）、経常利益は259百万円（前期比

74％）、当期純利益は218百万円（前期比79％）となりました。

　連結決算におきましては、売上高は52,069百万円（前期比98％）、経常利益は1,017百万円（前期比63％）、減

損損失等の特別損失を312百万円計上しましたので、当期純利益は82百万円（前期比4％）となりました。

なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）キャッシュ・フロー

　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。）は税金等調整前当期純利

益が721百万円、売上債権の減少が386百万円あったものの、仕入債務の減少が1,320百万円、有形固定資産の取得

による支出が496百万円、長期借入金の純減額が904百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ、1,870

百万円減少し、当連結会計年度末には3,744百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動による資金の減少は11百万円（前年同期は1,883百万円の資金の増加）となり

ました。

　これは税金等調整前当期純利益が721百万円、売上債権の減少が386百万円、減価償却費が352百万円、投資有価

証券評価損が104百万円あったものの、仕入債務の減少が1,320百万円、法人税等の支払額が498百万円あったこと

等によります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動による資金の減少は530百万円（前年同期は91百万円の資金の減少）となりま

した。

　これは有形固定資産の取得による支出が496百万円、投資有価証券取得による支出が63百万円あったこと等によ

ります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動による資金の減少は1,337百万円（前年同期は483百万円の資金の増加）となり

ました。

　これは、短期借入金の純減額が274百万円、長期借入金の純減額が904百万円あったこと等によります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは繊維製品販売関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1）生産実績

　該当事項はありません。

 

(2）受注状況

　該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

繊維製品販売関連事業 52,069 98.0

合計 52,069 98.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

３【対処すべき課題】

　小泉グループは、創業３００周年を迎えました。今期は新たな成長の創業元年として「ポスト２０２０」を見据

え、「狭く・深く」をモットーに、カテゴリーＮＯ１を目指します。連結目標としまして、消費喚起につながる商

品により収益力を向上させ、高付加価値による差別化を図って、グループ売上高６００億円達成に向け挑戦してま

いります。

 

 

４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。

 

　当社グループが主に扱う各種繊維製品は、中国を中心に生産を展開しており、為替相場の変動、予期せぬ法律や規

制の変更、縫製工賃の上昇、などのリスクが発生する可能性があります。

　また様々な検査を受け、厳しい基準に合格した高い品質の商品をお届けしており、技術力に裏付けされた品質維持

には特に配慮しております。しかしながら製造物責任に関する事故が発生した場合には、企業イメージのダウンなど

で、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。なお会計基準については、「第5　経理の状況　1　連結財務諸表等（1）連結財務諸表　注記事項　連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

 

(2）財政状態

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,376百万円減少して、26,255百万円となりました。流

動資産は、同2,125百万円減少して17,122百万円、固定資産は同250百万円減少し、9,133百万円となりました。

　固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べて13百万円増加して、6,406百万円となりました。

　投資有価証券については、前連結会計年度末に比べて148百万円減少し、1,545百万円となりました。

　流動負債は、1,415百万円減少して6,863百万円、固定負債は同653百万円減少して2,087百万円となりました。流

動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が1,319百万円、短期借入金が545百万円減少したことによるもので

す。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少632百万円、社債の償還40百万円によるものです。

　当連結会計年度末の株主資本は、前連結会計年度末に比べて、14百万円増加して、16,844百万円となりました。

この増加の主な要因は、当期純利益計上による利益剰余金の増加によるものです。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の61.5％から65.9％へ、期末発行済株式総数に基づく１株当たり純

資産額は前連結会計年度末1,823円74銭から1,817円55銭へそれぞれ推移しました。

 

(3）経営成績

　経営成績の概況については、「１　業績等の概要（1）業績」に記載しております。

 

(4）キャッシュ・フローの状況

　キャッシュ・フローの状況については、「１　業績等の概要（2）キャッシュ・フロー」に記載しております。

 

(5）財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因については、「４　事業等のリスク」に記載し

ております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

 

(1）提出会社

（平成28年２月29日現在）
 

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び構

築物
土地

（面積　㎡）
その他 合計

本社

（大阪市中央区）

繊維製品販売関連

事業
７階建建物 145

1,436

(1,409)
24 1,606 9

小泉アパレル㈱本社

（大阪市中央区）

繊維製品販売関連

事業
     188

コイズミクロージング㈱本社

（大阪市中央区）

繊維製品販売関連

事業
     80

京都小泉㈱

（京都市下京区）

繊維製品販売関連

事業
６階建建物 109

487

(890)
－ 596 60

豊中倉庫

（大阪府豊中市）

繊維製品販売関連

事業
５階建建物 29

45

(2,696)
0 75 －

豊中新倉庫

（大阪府豊中市）

繊維製品販売関連

事業
４階建建物 63

500

(1,895)
－ 563 －

小泉アパレル㈱東京ビル

（東京都中央区）

繊維製品販売関連

事業
７階建建物 56

67

(326)
－ 123 －

コイズミクロージング㈱

東京ビル　（東京都中央区）

繊維製品販売関連

事業
     －

船場アルファビル

（大阪市中央区）

繊維製品販売関連

事業
９階建建物 230

500

(458)
－ 731 155

小泉㈱

東京支店　（東京都中央区）

繊維製品販売関連

事業
７階建建物 60

6

(91)
－ 66 32

小泉㈱

（千葉県市川市）

繊維製品販売関連

事業
寮 13

10

(28)
－ 23 －

小泉㈱

（千葉県船橋市）

繊維製品販売関連

事業
寮 16

22

(85)
－ 39 －

小泉㈱

（神戸市北区）

繊維製品販売関連

事業
リゾート施設 6 0 － 6 －

㈱京都小泉　NKC事業部

（東京都中央区）

繊維製品販売関連

事業
フロアー借 － － － － 4

（注）１．本社事業所以外は全て連結子会社へ賃貸しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には、消費税等を含みません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成28年２月29日）
提出日現在発行数（株）
（平成28年５月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000 10,000,000 非上場・非登録

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 10,000,000 10,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

昭和49年４月30日 2,300 10,000 115,000 500,000 － 988

　(注)１　有償一般募集・発行価額　50円　　資本組入額　50円

２　平成28年５月30日開催の株主総会において、小泉株式会社の資本金を５億円より４億８千万円に減少する議案

が可決されました。この資本金の額の減少が効力を生じる日は、平成28年６月30日を予定しております。

 

（６）【所有者別状況】

平成28年２月29日現在
 

区分

株式の状況
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 48 － － 363 411 －

所有株式数（株） － － － 662,500 － － 9,337,500 10,000,000 －

所有株式数の割合

（％）
－ － － 6.62 － － 93.37 100.00 －

（注）　自己株式478,650株は「個人その他」に含めて記載しております。
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（７）【大株主の状況】

  平成28年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

小泉従業員持株会 大阪市中央区備後町３－１－８ 660 6.60

植本　勇 大阪府豊中市 440 4.40

小泉　祐助 兵庫県芦屋市 391 3.91

植本　登代子 大阪市住吉区 380 3.80

奥野　純彦 大阪府高槻市 212 2.12

小泉　英助 兵庫県芦屋市 201 2.01

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 200 2.00

山本　明夫 東京都世田谷区 196 1.96

栁瀬　由郎 京都府京田辺市 195 1.95

小泉　重助 兵庫県芦屋市 191 1.91

計 － 3,066 30.66

（注）上記のほか、自己株式が478千株あります。

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年２月29日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　478,650 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,521,350 9,521,350 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 10,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,521,350 －

 

②【自己株式等】

平成28年２月29日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

小泉㈱
大阪市中央区備後町

３丁目１番８号
478,650 － 478,650 4.78

計 － 478,650 － 478,650 4.78

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　会社法第155条第3号の規定に基づく普通株式の取得。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

株主総会（平成 27年 5月 28日）での議決状況

（取得期間　平成 27年 5月 28日～平成 28年 5月 27日）
1,000,000 75,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 136,400 10,230,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 863,600 64,770,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 86.3 86.3

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 86.3 86.3

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株） 処分価額の総額（円） 株式数（株） 処分価額の総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自

己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移

転を行った自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 478,650 － 478,650 －

 

 

３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当の維持、

継続を基本方針としております。当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余

金の配当の決定機関は、株主総会であります。

　株主配当金につきましては、平成28年５月30日開催の第76期定時株主総会決議により、１株につき８円00銭、配当

金の総額76,170,800円といたしました。

 

４【株価の推移】

　非上場・非登録につき、該当事項ありません。
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５【役員の状況】

男性　８名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

（代表取締役）
 植本　勇 昭和13年２月15日生

昭和31年３月 当社入社

（注）

２
440

50年12月 当社営業第３事業部部長就任

53年２月 当社取締役就任

53年12月 当社アパレル事業部長就任

58年12月 当社アパレル事業部分離独立

 小泉アパレル㈱設立代表取締役社長

就任

平成３年２月 当社常務取締役就任

７年２月 当社専務取締役就任

13年２月 当社代表取締役社長就任

18年５月

22年５月

 
26年５月

小泉アパレル㈱代表取締役会長就任

当社代表取締役会長就任　現在に至

る

小泉アパレル㈱取締役会長就任　　

現在に至る

取締役社長

（代表取締役）
 谷本　三郎 昭和25年５月31日生

昭和44年３月 当社入社

（注）

２
60

58年12月 小泉テキスタイル㈱へ転籍

平成12年２月 小泉テキスイタル㈱取締役就任

13年２月 小泉テキスタイル㈱取締役社長就任

15年２月 当社取締役就任

20年12月

 
22年５月

小泉ライフテックス㈱取締役社長就

任　現在に至る

当社代表取締役社長就任　現在に至

る

専務取締役  郷原　文弘 昭和26年８月1３日生

昭和45年３月 当社入社

（注）

２
7

平成15年３月 小泉アパレル㈱第２事業部事業部長

就任

17年５月 小泉アパレル㈱取締役第２事業部

事業部長就任

18年５月 小泉アパレル㈱取締役第２営業本部

本部長就任

19年２月 当社取締役就任

19年５月 小泉アパレル㈱常務取締役長第２営

業本部本部長就任

22年５月

 
24年５月

 
26年５月

小泉アパレル㈱専務取締役営業本部

長兼第２事業部事業部長就任

小泉アパレル㈱代表取締役社長就

任　現在に至る

当社専務取締役就任　現在に至る

取締役  田中　俊夫 昭和26年１月21日生

昭和44年３月 当社入社

（注）

２
36

平成11年12月 京都小泉㈱商品部部長就任

12年２月 京都小泉㈱取締役商品部部長就任

18年２月 京都小泉㈱専務取締役就任

19年２月

 
 

京都小泉㈱代表取締役社長就任

現在に至る

当社取締役就任　現在に至る
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役  服部　秀和 昭和27年2月12日生

平成15年３月 コイズミクロージング㈱総務・経理

部　部長

（注）

２

 
－

19年３月 当社経理部部長

22年５月 コイズミクロージング㈱監査役就

任　現在に至る

ケイ・アイ・ティー㈱監査役就任　

現在に至る

23年５月 当社取締役就任　現在に至る

監査役

（常勤）
 山瀬　邦昭 昭和23年11月27日生

昭和47年３月 当社入社

（注）

４
12

平成21年３月 小泉アパレル㈱第１事業部執行役員

事業部長就任

23年５月 小泉アパレル㈱取締役就任

26年５月 小泉アパレル㈱常勤監査役就任

    28年５月 当社監査役就任　現在に至る   

監査役

（非常勤）
 布施　順之助 昭和20年３月5日生

平成17年６月 小泉産業㈱取締役兼コイズミ情報シ

ステム㈱代表取締役社長就任 （注）

３
4

19年６月

20年２月

小泉産業㈱常勤監査役就任

当社監査役就任　現在に至る

監査役

（非常勤）
 石田　美智也 昭和32年２月16日生

昭和52年３月

平成８年４月

小泉産業㈱入社

小泉産業㈱情報システム部　CS営業

開発部長

（注）

３
－

18年４月 コイズミ情報システム㈱取締役営業

部長

26年６月

 
27年５月

コイズミ照明㈱常勤監査役就任　現

在に至る

当社監査役就任　現在に至る

計 559

（注）１．監査役　布施順之助及び石田美智也は社外役員（会社法施行規則第２条３項５号）に該当する社外監査役

（会社法第２条第16号）であります。

２．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

３．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．監査役 山瀬邦昭の任期は、平成28年５月30日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 田中誠一の

残任任期を引き継いでおり、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　小泉株式会社（以下、「当社」という）は、「社会の発展と福祉を促進する奉仕活動に徹する。」を経営

理念とし、環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な意思決定を行うと共に、その方針や戦略を確

実に、スピーディー且つタイムリーに実行すべく業務執行体制を強化し、顧客価値・株主価値・従業員価値

を高め当社グループの企業価値の最大化を図ることを主眼とした経営を目指しております。

　意思決定から業務執行までの過程で、法令やルールの遵守を徹底すべく監査・監督機能を強化しておりま

す。企業倫理の高揚を図りながら、健全な企業活動を通じて社会的責任や役割を自覚して、株主・顧客・取

引先・地域社会・従業員等の各関係者との良好な関係を築いていくことが、経営の最重要課題の一つとして

位置付けております。

　このような観点から株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人等の法律上の機能や制度はもとより、社

内標準（規則・規定）等の自主ルールについても一層の強化・改善・整備を図りながら、企業としての継続

的発展に取り組んで参ります。

 

(1）会社の機関及び内部統制システム等の整備の状況

ａ．当社グループは、監査役制度を採用しております。

ｂ．社外監査役の選任状況

　当社は、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。社外監査役　石田美智也は当社との間に人的

関係・資本的関係その他利害関係はありません。社外監査役　布施順之助は当社の株式を4千株所有して

おります。社外監査役　布施順之助は当社との間に人的関係・資本的関係その他利害関係はありません。

ｃ．当社の経営組織と業務執行体制

・当社の業務執行体制としては、「取締役会」を設置しております。

・中期的経営ビジョンや長期プロジェクト遂行へ対応するため、取締役の任期は２年にしております。

①　取締役会

　取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会規則を制

定して、法定の事項はもとより当社の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しておりま

す。取締役会は取締役・監査役全員出席のもと原則２ヶ月に１回開催しております。

②　監査役会

　当社は監査役会を採用しております（社外監査役は２名）。監査役会規則を制定し、各監査役は、監

査役会で策定された監査方針および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。

監査役会は取締役会と同様に原則２ヶ月に１回開催しております。

③　経営監査室

　内部統制については、社長直属の組織である「経営監査室」（３名）を設置しております。当室は、

期毎に定めた監査計画に基づき当社グループの業務遂行における、これら社内標準の遵守状況等の業務

監査・会計監査を中心に実施し、チェック体制の構築と業務の適正実施を推進・指導しております。

④　会計監査等

　会計監査人は、ひびき監査法人を選任し、同法人と監査契約を締結して、当社からは適宜経営状況等

を開示し、公正な立場から会計監査を受けております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は池尻省三及び松本勝幸であります。

　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、公認会計士試験合格者３名であります。

　その他、重要な契約の締結や訴訟等法律的な問題や検討事項に関して判断を必要とする場合は、顧問

契約を締結した弁護士に適宜法律相談を行い、適切なアドバイスを受ける体制を構築しております。
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⑤　当社の機関及び内部統制システム（模式図）

 

 

(2）コンプライアンスへの取組み及びリスク管理体制

　コンプライアンスへの取組みに関しては、社員一人一人が社会的役割、責任を自覚した活動を行うための

指針として、「小泉グループ価値基準」「小泉グループ行動指針」を制定し、徹底・実践を推進しておりま

す。今後も継続的に社員の法令遵守やモラルアップに必要な教育・啓蒙活動を実施し、コンプライアンスの

強化を図ってまいります。

　リスク管理体制に関しては、不慮の事故や経営上の様々なリスクに的確・スピーディーに対応する様に、

社内基準にて各種規定を制定しリスク管理の充実に努めています。

(3）役員報酬の内容

　当社の取締役（全員、社内取締役）に対する報酬は46百万円、監査役に対する報酬は8百万円（うち社外

監査役へ2百万円）です。

(4）会社と会社の社外取締役と人的関係・資本的関係その他利害関係の概要

　該当事項はありません。

(5）取締役の定数

　当社の取締役は、３名以上とする旨を定款に定めております。

(6）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の

選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
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(7）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に

定めております。

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（円）

非監査業務に基づく報
酬（円）

監査証明業務に基づく
報酬（円）

非監査業務に基づく報
酬（円）

提出会社 13,500,000 － 13,500,000 －

連結子会社 － － － －

計 13,500,000 － 13,500,000 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項ありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項ありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しています。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号　以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

　また、当社は、特定財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年３月１日から平成28年２月

29日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）の財務諸表について、ひび

き監査法人により監査を受けています。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※４ 5,888 ※４ 4,014

受取手形及び売掛金 7,629 7,247

たな卸資産 ※１ 4,776 ※１ 4,709

繰延税金資産 368 487

その他 616 697

貸倒引当金 △31 △34

流動資産合計 19,247 17,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２,※４ 5,807 ※２,※４ 5,877

減価償却累計額 △4,280 △4,368

建物及び構築物（純額） 1,527 1,509

機械装置及び運搬具 41 43

減価償却累計額 △32 △36

機械装置及び運搬具（純額） 9 7

土地 ※４ 4,376 ※４ 4,376

リース資産 46 46

減価償却累計額 △45 △46

リース資産（純額） 0 0

その他 1,332 1,484

減価償却累計額 △852 △969

その他（純額） 479 514

有形固定資産合計 6,393 6,406

無形固定資産   

ソフトウエア 30 33

商標権 143 119

その他 48 63

無形固定資産合計 222 216

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３,※４ 1,693 ※３,※４ 1,545

長期貸付金 44 40

繰延税金資産 69 39

その他 ※４ 1,069 994

貸倒引当金 △109 △110

投資その他の資産合計 2,768 2,510

固定資産合計 9,384 9,133

資産合計 28,632 26,255
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,272 2,953

短期借入金 ※４ 1,896 ※４ 1,350

1年内償還予定の社債 ※４ 90 ※４ 40

未払法人税等 263 354

返品調整引当金 118 123

賞与引当金 48 43

役員賞与引当金 9 9

繰延税金負債 4 －

為替予約 － 379

その他 1,574 1,607

流動負債合計 8,278 6,863

固定負債   

社債 ※４ 70 ※４ 30

長期借入金 1,338 ※４ 705

繰延税金負債 130 90

退職給付に係る負債 703 692

役員退職慰労引当金 402 450

その他 95 117

固定負債合計 2,740 2,087

負債合計 11,018 8,950

純資産の部   

株主資本   

資本金 500 500

資本剰余金 225 225

利益剰余金 16,130 16,154

自己株式 △25 △35

株主資本合計 16,829 16,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 401 357

繰延ヘッジ損益 32 △261

為替換算調整勘定 349 366

その他の包括利益累計額合計 783 461

純資産合計 17,613 17,305

負債純資産合計 28,632 26,255

 

EDINET提出書類

小泉株式会社(E02556)

有価証券報告書

22/76



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：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

売上高 53,126 52,069

売上原価 ※１ 33,456 ※１ 33,115

売上総利益 19,669 18,953

販売費及び一般管理費 ※２ 18,493 ※２ 18,423

営業利益 1,175 529

営業外収益   

受取利息 2 6

受取配当金 158 87

仕入割引 196 183

不動産賃貸料 47 44

その他 123 254

営業外収益合計 528 576

営業外費用   

支払利息 49 36

売上割引 27 28

不動産賃貸費用 23 16

雑損失 2 －

その他 9 6

営業外費用合計 112 88

経常利益 1,591 1,017

特別利益   

投資有価証券売却益 0 7

固定資産売却益 ※３ 420 －

負ののれん発生益 ※４ 800 －

その他 18 9

特別利益合計 1,240 16

特別損失   

固定資産除売却損 ※５ 97 ※５ 87

投資有価証券評価損 － 104

投資有価証券売却損 0 0

厚生年金基金脱退損失 ※６ 9 －

減損損失 － ※７ 105

その他 12 16

特別損失合計 118 312

税金等調整前当期純利益 2,713 721

法人税、住民税及び事業税 466 589
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

法人税等調整額 306 49

法人税等合計 772 638

少数株主損益調整前当期純利益 1,941 82

当期純利益 1,941 82
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,941 82

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 205 △44

繰延ヘッジ損益 10 △294

為替換算調整勘定 349 16

その他の包括利益合計 ※ 565 ※ △321

包括利益 2,506 △239

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,506 △239

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】

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500 225 13,683 △5 14,402

当期変動額      

剰余金の配当   △59  △59

当期純利益   1,941  1,941

自己株式の取得    △20 △20

連結範囲の変動   565  565

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 2,447 △20 2,427

当期末残高 500 225 16,130 △25 16,829

 

      

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 196 21 － 218 14,620

当期変動額      

剰余金の配当     △59

当期純利益     1,941

自己株式の取得     △20

連結範囲の変動     565

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

205 10 349 565 565

当期変動額合計 205 10 349 565 2,992

当期末残高 401 32 349 783 17,613
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当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500 225 16,130 △25 16,829

当期変動額      

剰余金の配当   △57  △57

当期純利益   82  82

自己株式の取得    △10 △10

連結範囲の変動      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 24 △10 14

当期末残高 500 225 16,154 △35 16,844

 

      

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 401 32 349 783 17,613

当期変動額      

剰余金の配当     △57

当期純利益     82

自己株式の取得     △10

連結範囲の変動      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△44 △294 16 △321 △321

当期変動額合計 △44 △294 16 △321 △307

当期末残高 357 △261 366 461 17,305
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29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 2,713 721

減価償却費 294 352

のれん償却額 4 4

負ののれん発生益 △800 －

有形固定資産除売却損益（△は益） △322 87

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △6

投資有価証券評価損益（△は益） － 104

返品調整引当金の増減額（△は減少） △20 5

減損損失 － 105

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53 3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 22 36

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △21 －

受取利息及び受取配当金 △160 △93

支払利息 47 34

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 0

売上債権の増減額（△は増加） △249 386

たな卸資産の増減額（△は増加） △35 67

仕入債務の増減額（△は減少） 56 △1,320

未払消費税等の増減額（△は減少） 370 △187

その他の資産の増減額（△は増加） 395 △20

その他の負債の増減額（△は減少） △38 206

その他 41 △54

小計 2,239 427

利息及び配当金の受取額 160 93

利息の支払額 △47 △34

法人税等の支払額 △468 △498

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,883 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △190 －

定期預金の払戻による収入 － 3

投資有価証券の取得による支出 △32 △63

投資有価証券の売却による収入 25 37

有形固定資産の取得による支出 △372 △496

有形固定資産の売却による収入 542 7

無形固定資産の取得による支出 △10 △1

短期貸付金の増減額（△は増加） 135 0

長期貸付けによる支出 △1 △0

長期貸付金の回収による収入 51 4

子会社株式の取得による支出 △240 -

その他 0 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △530

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） 67 △274

長期借入れによる収入 2,013 300

長期借入金の返済による支出 △1,426 △1,204

社債の償還による支出 △90 △90

自己株式の取得による支出 △20 △10

配当金の支払額 △59 △57

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 483 △1,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,275 △1,870

現金及び現金同等物の期首残高 3,044 5,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 294 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,614 3,744
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【注記事項】

（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

(イ)連結子会社の数　　18社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況　４　関係会社の状況」に記載しているため、省略していま

す。

(ロ)非連結子会社の名称等

　非連結子会社の名称　上海他達商貿有限公司他４社の計５社

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模な製造会社・販売会社であり、合計の総資産、売上高、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）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。

２．持分法の適用に関する事項

(イ)持分法適用の非連結子会社数　0社

(ロ）持分法適用の関連会社数

　持分法適用の関連会社はありません。

(ハ）持分法を適用していない非連結子会社（上海他達商貿有限公司他　４社）及び関連会社（コイズミ保険

センター(株)他　１社）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、

持分法の適用から除外しています。

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、㈱イフ及び㈱宮永本店は決算期が１月末日であります。連結財務諸表作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、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

イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　たな卸資産

…主として総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って

算定）によっています。

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末時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

主として移動平均法により算定しています）

時価のないもの

…主として移動平均法による原価法

③　デリバティブ

…時価法

ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

…定率法（ただし平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法）を採用して

います。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　15～47年

機械装置及び運搬具　６～15年
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②　無形固定資産（リース資産を除く）

…定額法を採用しています。

なお、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）に基づく定額法を採

用しています。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念先債権

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います。

②　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しています。

③　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき金額を計上

しています。

④　返品調整引当金

　商品の返品による損失に備えるため、返品実績率により繰入限度額を計上しています。

⑤　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しています。

ニ）退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ホ）繰延資産の処理方法

社債発行費

　支出時に全額費用として処理しています。

ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約取引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、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を

採用しています。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。

ａ．ヘッジ手段…為替予約取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象…製品輸入による外貨建債務、外貨建予定取引及び借入金の支払金利

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る

為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしています。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。

ただし特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。

ト）のれんの償却に関する事項

　原則として5年間の均等償却を行い、少額なときは一括償却しています。

チ）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ケ月以内に償還期限の来る短期投資からなっています。
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リ）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。

 

（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13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25年９月13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25年９月13日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成25年９月13日)

・「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25年９月

13日)

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成25年９月13日)

(1) 概要

　本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分

変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、

④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

　平成29年２月期の期首より適用予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成29年２月期の期

首以後実施される企業結合から適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成27年12月28日）

(1) 概要

　繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判

断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額

を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱

い

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

(2) 適用予定日

　平成30年２月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
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（連結貸借対照表関係）

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

商品 4,768百万円 4,702百万円

仕掛品 7 7

 

※２　国庫補助金等（補助金収入）により取得した資産につき、取得価額から控除されている圧縮記帳額は、

次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

建物及び構築物 29百万円 29百万円

計 29 29

 

※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

投資有価証券 282百万円 174百万円

 

※４　担保に供している資産及び担保に係る債務

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

担保に供している資産

投資有価証券

定期預金

保険積立金

土地

建物

 

担保にかかる債務

短期借入金

１年内返済長期借入金

１年内償還社債

長期借入金

社債

 

1百万円

184百万円

6百万円

196百万円

65百万円

 

 

657百万円

16百万円

20百万円

－百万円

50百万円

 

0百万円

180百万円

－百万円

196百万円

62百万円

 

 

440百万円

33百万円

20百万円

41百万円

30百万円

 

　５　当座借越契約

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

当座借越契約の総額 10,250百万円 10,250百万円

借入実行額 823 549

差引額 9,426 9,700
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（連結損益計算書関係）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

前連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

△47百万円 △15百万円

 

※２　主要な販売費及び一般管理費

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

給料 8,786百万円 8,784百万円

賞与引当金繰入額 46 45

役員賞与引当金繰入額 9 9

役員退職慰労引当金繰入額 43 48

貸倒引当金繰入額 － 12

退職給付費用 60 62

物流費 2,239 2,209

 

※３　固定資産売却益の内容は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

土地 420百万円 －百万円

 

※４　負ののれん発生益

前連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

負ののれん発生益は、コイズミクロージング㈱が㈱

ジャックコーポレーション及び㈱ジャック富山を買収し

たことによるものです。

－

 

※５　固定資産除売却損の内容は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

建物 80百万円 49百万円

建物附属設備 9 7

器具備品 5 26

構築物 1 1

長期前払費用 － 1

計 97 87

 

※６　厚生年金基金脱退損失

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

　厚生年金基金脱退損失は、㈱イフが当連結会計年度において、加入していた厚生年金基金から脱退したことに伴

い発生した損失であります。
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※７　減損損失

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しております。

用途 場所 種類及び金額

事業用資産（店舗）

東京都、石川県、富山県、

京都府、大阪府

建物及び構築物 92百万円

その他 12

11店舗 合計 105百万円

当社グループは、事業用資産と遊休資産に区分し、事業用資産は事業所ごと、遊休資産は各物件ごとにグルーピン

グしております。

上記の事業用資産については、継続的に営業損失を計上しており、投資額の将来の回収も見込めないため、帳簿価

額をゼロまで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 255百万円 △24百万円

組替調整額 △0 △0

税効果調整前 255 △24

税効果額 △49 △19

その他有価証券評価差額金 205 △44

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 △1 △504

組替調整額 △30 62

税効果調整前 △31 △442

税効果額 21 147

繰延ヘッジ損益 △10 △294

為替換算調整勘定   

当期発生額 349 16

組換調整額 － －

税効果調整前 － －

税効果額 － －

為替換算調整勘定 349 16

その他の包括利益合計 565 △321
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28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

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 10,000 － － 10,000

合計 10,000 － － 10,000

自己株式     

普通株式　（注） 73 269 － 342

合計 73 269 － 342

（注）　自己株式の増加は、株主総会決議による自己株式の取得によるものです。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項ありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年５月26日

定時株主総会
普通株式 59 6.0 平成26年２月28日 平成26年５月27日

(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

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成27年５月28日

定時株主総会
普通株式 57 利益剰余金 6.0 平成27年２月28日 平成27年５月29日
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当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29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

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 10,000 － － 10,000

合計 10,000 － － 10,000

自己株式     

普通株式　（注） 342 136 － 478

合計 342 136 － 478

（注）　自己株式の増加は、株主総会決議によるものです。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項ありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年５月28日

定時株主総会
普通株式 57 6.0 平成27年２月28日 平成27年５月29日

(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

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成28年５月30日

定時株主総会
普通株式 76 利益剰余金 8.0 平成28年２月29日 平成28年５月31日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．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

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

現金及び預金勘定 5,888百万円 4,014百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △274 △270

現金及び現金同等物 5,614 3,744

 

　２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

株式の取得により新たに㈱ジャックコーポレーション、㈱ギャルソンヌ及び㈱ジャック富山を連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳、並びに当該株式取得価額と取得のための支出（純額）との関係

は次のとおりであります。

流動資産 2,929百万円

固定資産 1,715 

のれん 22 

流動負債 △1,576 

固定負債 △936 

負ののれん △800 

株式の取得価額 1,350 

現金及び現金同等物 △1,109  

差引：取得による支出 △240  

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入や社債発行により資

金を調達しております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行

なわない方針であります。

　短期借入金は、主に運転資金であり、社債は主に設備投資資金であります。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に

取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。ま

た非連結子会社等に長期貸付を行っております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建て

のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にある

ものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物

為替予約取引です。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制等

　信用リスクについては与信管理規程に従い、各社の財務部門にて営業債権等のリスク管理を行っていま

す。　市場リスクについては、投資有価証券は、定期的に時価等を把握し保有状況等を継続的に見直してお

ります。また、外貨建債務に対し当社グループの為替予約基準に従って、先物為替予約を利用してヘッジを

しています。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ

リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも

のではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 5,888 5,888 －

(2）受取手形及び売掛金 7,629 7,629 －

(3）投資有価証券 1,055 1,055 －

(4）長期貸付金 44   

貸倒引当金(*1) △26   

 18 19 0

資産計 14,592 14,592 0

(1）支払手形及び買掛金 4,272 4,272 －

(2）短期借入金 823 823 －

(3）社債(１年内償還予定額を含む） 160 160 0

(4）長期借入金（１年内返済予定額を含む） 2,411 2,425 14

負債計 7,668 7,683 15

デリバティブ取引(*2) 62 62 －

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（ ）で示しております。
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当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 4,014 4,014 －

(2）受取手形及び売掛金 7,247 7,247 －

(3）投資有価証券 1,033 1,033 －

(4）長期貸付金 40   

貸倒引当金(*1) △26   

 14 16 2

資産計 12,309 12,311 2

(1）支払手形及び買掛金 2,953 2,953 －

(2）短期借入金 549 549 －

(3）社債(１年内償還予定額を含む） 70 70 0

(4）長期借入金（１年内返済予定額を含む） 1,506 1,518 11

負債計 5,079 5,092 12

デリバティブ取引(*2) （379） （379） －

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（ ）で示しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(3）投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す

る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(4）長期貸付金

　当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、

その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた

現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・

フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。なお、

一部の連結子会社では、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間に対応する安全性の高い利率

で割り引いた現在価値により算定しております。
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負　債

(1）支払手形及び買掛金、(2）短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(3）社債（１年内償還予定額を含む）

　社債の時価について、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

(4）長期借入金（１年内返済予定額を含む）

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっております。

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

非上場株式 638 512

　これらについては、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、「(3）投

資有価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 5,888 － － －

受取手形及び売掛金 7,629 － － －

長期貸付金 4 13 1 －

合計 13,522 13 1 －

長期貸付金のうち26百万円は、償還予定額が見込めない為記載しておりません。

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 4,014 － － －

受取手形及び売掛金 7,247 － － －

長期貸付金 4 10 － －

合計 11,265 10 － －

長期貸付金のうち26百万円は、償還予定額が見込めない為記載しておりません。
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４．社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 823 － － － － －

社債 90 40 20 10 － －

長期借入金 1,072 723 474 80 60 －

リース債務 0 － － － － －

       

合計 1,986 763 494 90 60 －

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 549 － － － － －

社債 40 20 10 － － －

長期借入金 800 554 91 60 － －

リース債務 4 4 4 4 5 －

       

合計 1,394 578 106 64 5 －
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（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項ありません。

 

２．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成27年２月28日）

該当事項ありません。

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

該当事項ありません。

 

３．その他有価証券

前連結会計年度（平成27年２月28日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 981 427 554

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 981 427 554

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 73 78 △4

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 73 78 △4

合計 1,055 505 549

注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額　638百万円）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（平成28年２月29日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 975 436 539

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 975 436 539

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 57 71 △14

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 57 71 △14

合計 1,033 507 525

注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額　512百万円）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。
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４．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 25 0 0

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 25 0 0

 

当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 15 7 0

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 15 7 0

 

５．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、有価証券について104百万円（非上場株式等104百万円）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50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）通貨関連

前連結会計年度（平成27年２月28日）

該当事項ありません。

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

該当事項ありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　（1）通貨関連

前連結会計年度（平成27年２月28日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約の振当処理

為替予約取引     

買建     

米ドル 買掛金 2,934 － 62

合計 2,934 － 62

（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28年２月29日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約の振当処理

為替予約取引     

買建     

米ドル 買掛金 6,811 － △379

合計 6,811 － △379

（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。
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　(2）金利関連

前連結会計年度（平成27年２月28日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの特例処理
金利スワップ取引

長期借入金
   

変動受取・固定支払 370 160    （注）

合計  370 160  

　（注）　時価の算定方法

金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの特例処理
金利スワップ取引

長期借入金
   

変動受取・固定支払 160 20    （注）

合計  160 20  

　（注）　時価の算定方法

金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、主に確定給付型の制度として退職一時金制度を採用するとともに、総合設立型厚生年金基

金制度に加入しております。また一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用し、または中小企業退職金共

済に加入しております。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

退職給付に係る負債の期首残高 695百万円 703百万円

退職給付費用 60 62

退職給付の支払額 △52 △73

退職給付に係る負債の期末残高 703 692

 

（2）退職給付債務と連結財務諸表に計上された退職給付に係る負債の調整表

 

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

非積立型制度の退職給付債務 703百万円 692百万円

貸借対照表に計上された負債 703 692

   

退職給付に係る負債 703 692

貸借対照表に計上された負債 703 692

 

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　前連結会計年度60百万円　　当連結会計年度62百万円

 

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への拠出額は　45百万円であります。

総合設立型の厚生年金基金へ　198百万円を拠出しております。
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４．厚生年金基金

前連結会計年度（自平成26年３月１日　至平成27年２月28日）

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成26年３月末現在） （単位：百万円）
 

 大阪織物商

厚生年金基金

京都織物商

厚生年金基金

東京織物商

厚生年金基金

大阪婦人子供

乳児服厚生年金

年金資産の額 61,919 27,850 50,288 12,655

年金財政計算上の

給付債務の額
88,264 33,281 61,753 14,151

差引額 △26,345 △5,431 11,464 △1,495

 

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自平成25年４月至平成26年３月分）

大阪織物商

厚生年金基金

京都織物商

厚生年金基金

東京織物商

厚生年金基金

大阪婦人子供

乳児服厚生年金

5.59％ 1.00％ 0.42％ 6.10％

 

(3）過去勤務債務に関する事項

①　過去勤務債務残高 （単位：百万円）
 

大阪織物商

厚生年金基金

京都織物商

厚生年金基金

東京織物商

厚生年金基金

大阪婦人子供

乳児服厚生年金

17,593 4,848 7,905 2,069

 

②　償却方法

大阪織物商

厚生年金基金

京都織物商

厚生年金基金

東京織物商

厚生年金基金

大阪婦人子供

乳児服厚生年金

17年均等償却 19年均等償却 15年均等償却 1年均等償却

 

当連結会計年度（自平成27年３月１日　至平成28年２月29日）

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成27年３月末現在） （単位：百万円）
 

 大阪織物商

厚生年金基金

京都織物商

厚生年金基金

東京織物商

厚生年金基金

大阪婦人子供

乳児服厚生年金

年金資産の額 67,088 26,810 60,792 12,655

年金財政計算上の

給付債務の額
82,865 27,120 51,579 14,151

差引額 △15,776 △310 9,212 △1,495

 

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自平成26年４月至平成27年３月分）

東京織物商

厚生年金基金

0.299％

(3）過去勤務債務に関する事項

①　過去勤務債務残高 （単位：百万円）
 

東京織物商

厚生年金基金

7,406

 

②　償却方法

東京織物商

厚生年金基金

15年均等償却
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　連結子会社が加入する大阪織物商厚生年金基金は、平成28年１月1日をもって脱退しているため、当連

結会計年度につきましては、制度全体の積立状況に関する事項、制度全体に占める当社グループの掛金拠

出割合等は記載しておりません。

　連結子会社が加入する京都織物商厚生年金基金は、平成27年９月17日をもって解散しているため、当連

結会計年度につきましては、制度全体の積立状況に関する事項、制度全体に占める当社グループの掛金拠

出割合等は記載しておりません。

　連結子会社が加入する東京織物商厚生年金基金は、平成28年２月16日に解散が決議されており、平成28

年７月に認可を受ける予定です。

　連結子会社が加入する大阪婦人子供乳児服厚生年金基金は、平成27年３月20日をもって解散しているた

め、当連結会計年度につきましては、制度全体の積立状況に関する事項、制度全体に占める当社グループ

の掛金拠出割合等は記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
 

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

繰延税金資産    

退職給付に係る負債 214百万円 191百万円

役員退職慰労引当金 43  42

貸倒引当金 28  27

減損損失 395  408

有価証券評価損 45  40

資産除去債務 33  34

ゴルフ会員権評価損 0  0

賞与引当金 21  14

未払事業税等 18  30

棚卸資産 266  249

為替差損 1  2

返品調整引当金 33  32

繰越欠損金 271  410

繰延ヘッジ －  125

その他 129  81

繰延税金資産小計 1,502  1,692

評価性引当額 △933  △1,049

繰延税金資産合計 568  642

繰延税金負債    

未収事業税 －  －

固定資産圧縮積立金 △18  △16

繰延ヘッジ △22  －

その他有価証券評価差額金 △218  △183

その他 △5  △5

繰延税金負債合計 △264  △205

繰延税金資産の純額 303  436

 

繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

 

繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

 （百万円） （百万円）

 

流動資産-繰延税金資産　 368

流動負債-繰延税金負債　 △4

固定資産-繰延税金資産　  69

固定負債-繰延税金負債　△130

 

流動資産-繰延税金資産　 487

流動負債-繰延税金負債　  －

固定資産-繰延税金資産　  39

固定負債-繰延税金負債　 △90
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
 

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

法定実効税率 38.0％  35.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2  0.7

受取配当金等永久に損金に算入されない項目 △0.0  △0.3

住民税均等割 0.2  2.5

役員賞与 0.2  0.7

評価性引当金の増減 2.5  47.7

負ののれん発生益 △11.1  －

その他 △1.6  1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.5  88.4

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月1日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率が従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる

一時差異については33.1％に、平成29年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異

については32.3％に変更されます。

　なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（企業結合等関係）

該当事項ありません。
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（資産除去債務関係）

　当社グループは、事務所等の不動産賃貸契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認

識しておりますが、当該債務の総額に対する重要性が乏しいため、記載は省略しております。

 

 

（賃貸等不動産関係）

　当社及び一部の連結子会社では、大阪府及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）

を有しております。また滋賀県等には遊休資産（土地）を所有しております。前連結会計年度における当該賃貸

等不動産に関する賃貸損益は24百万円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）でありま

す。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は22百万円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃

貸費用は営業外費用に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

連結貸借対照表計上額   

 期首残高 1,166 1,165

 期中増減額 △1 △1

 期末残高 1,165 1,163

期末時価 1,068 1,073

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額は、前連結会計年度増減額の内容は減価償却（1百万円）による減少、当連結会計年度増減額の

内容は減価償却（1百万円）による減少です。

３．期末の時価は、賃貸不動産については固定資産税評価額等の指標に基づく金額であります。遊休不動産につ

いては、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変

動が生じていないため、社外の不動産鑑定士による直近の不動産鑑定評価額に基づく金額を計上しておりま

す。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）及び当連結会計年度（自　平成27年

３月１日　至　平成28年２月29日）

　　報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

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

を省略しております。

 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

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

 

(2）有形固定資産

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

記載を省略しております。

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客の売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

１．製品及びサービスごとの情報

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

を省略しております。

 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

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

 

(2）有形固定資産

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

記載を省略しております。

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客の売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。

 

【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】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。
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【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】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

　当社の報告セグメントは「繊維製品販売関連事業」のみであるため、記載を省略しております。

 

【関連当事者情報】

　前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

いずれも該当事項なし

 

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

いずれも該当事項なし

 

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

いずれも該当事項なし

 

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

いずれも該当事項なし

 

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

該当事項なし

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項なし
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　当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

いずれも該当事項なし

 

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

いずれも該当事項なし

 

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

いずれも該当事項なし

 

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

いずれも該当事項なし

 

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

いずれも該当事項なし

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

該当事項なし

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項なし
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日

当連結会計年度
自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日

 
１株当たり純資産額 1,823円74銭

１株当たり当期純利益金額 198円76銭
 

 
１株当たり純資産額 1,817円55銭

１株当たり当期純利益金額 8円58銭
 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

（注）１．１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す。

 
前連結会計年度

自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日

当連結会計年度
自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日

当期純利益（百万円） 1,941 82

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,941 82

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,767 9,586

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す。

 
 

前連結会計年度
平成27年２月28日

当連結会計年度
平成28年２月29日

純資産の部の合計（百万円） 17,613 17,305

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 17,613 17,305

期末の普通株式の数（千株） 9,657 9,521

 

（重要な後発事象）

　平成28年５月30日開催の株主総会において、小泉株式会社の資本金を５億円より４億８千万円に減少する議

案が可決されました。

　この資本金の額の減少が効力を生じる日は、平成28年６月30日を予定しております。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

小泉アパレル㈱ 第14回無担保社債 平成23年３月31日
60

（40)

20

（20)
2.322 無 平成28年3月23日

㈱ジャックコーポ

レーション
第６回無担保社債 平成22年９月24日

30

（30)

－

（－)
1.08 無 平成27年９月29日

㈱ギャルソンヌ 第５回無担保社債 平成24年９月24日
30

（10)

20

（10)
2.25 無 平成29年９月24日

㈱ギャルソンヌ 第６回無担保社債 平成25年９月26日
40

（10)

30

（10)
2.20 無 平成30年９月26日

合計 － －
160

(90)

70

(40)
－ － －

（注）１．連結決算日後５年内における償還予定額

１年以内 40百万円 １年超２年以内 20百万円 

２年超３年以内

４年超５年以内

10百万円

－百万円

 

 

３年超４年以内 －百万円 

 

２．（　）内の金額は、１年内に償還が予定されている社債です。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 823 549 1.23 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,072 800 0.61 平成29年2月28日

１年以内に返済予定のリース債務 0 4 － 平成29年2月28日

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 1,338 705 0.70
　平成29年3月～

平成32年1月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） - 19 － 平33年2月28日

合計 3,235 2,079 － －

（注）１．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため，記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の

とおりであります。

 
1年超2年以内

（百万円）

2年超3年以内

（百万円）

3年超4年以内

（百万円）

4年超5年以内

（百万円）

　長期借入金 554 91 60 －

　リース債務 4 4 4 5

 

【資産除去債務明細表】

　当社グループの負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略して

おります。

 

（２）【その他】

　該当事項なし
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,092 380

営業外受取手形 ※１ 32 ※１ 34

前払費用 2 2

関係会社短期貸付金 740 1,350

未収入金 22 58

繰延税金資産 11 －

流動資産合計 1,901 1,825

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２ 3,389 ※２ 3,392

減価償却累計額 △2,613 △2,637

建物（純額） 776 755

構築物 25 25

減価償却累計額 △24 △24

構築物（純額） 1 1

車両運搬具 4 4

減価償却累計額 △4 △4

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 84 85

減価償却累計額 △48 △59

工具、器具及び備品（純額） 36 25

土地 3,090 3,090

有形固定資産合計 3,905 3,872

無形固定資産   

電話加入権 2 2

ソフトウエア 0 0

無形固定資産合計 2 2

投資その他の資産   

投資有価証券 199 186

関係会社株式 1,789 1,788

関係会社長期貸付金 775 745

その他 67 67

貸倒引当金 △4 △4

投資損失引当金 △76 △55

投資その他の資産合計 2,751 2,728

固定資産合計 6,660 6,604

資産合計 8,561 8,429
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 337 337

関係会社短期借入金 1,335 1,535

未払金 5 6

未払費用 5 3

未払法人税等 132 2

未払消費税等 12 8

預り金 13 13

繰延税金負債 － 0

流動負債合計 1,840 1,905

固定負債   

長期借入金 675 337

繰延税金負債 60 46

退職給付引当金 19 20

役員退職慰労引当金 83 90

固定負債合計 838 495

負債合計 2,678 2,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 500 500

資本剰余金   

資本準備金 0 0

その他資本剰余金 224 224

資本剰余金合計 225 225

利益剰余金   

利益準備金 125 125

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 29 26

別途積立金 4,300 4,500

繰越利益剰余金 640 602

利益剰余金合計 5,094 5,254

自己株式 △25 △35

株主資本合計 5,793 5,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 85

評価・換算差額等合計 89 85

純資産合計 5,883 6,028

負債純資産合計 8,561 8,429
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当事業年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

営業収益   

グループ運営収入 78 69

不動産事業収入 422 358

関係会社受取配当金収入 117 122

営業収益合計 617 550

営業費用   

不動産事業費用 153 206

一般管理費 ※１ 144 ※１ 117

営業費用合計 298 323

営業利益 319 226

営業外収益   

受取利息 ※２ 13 ※２ 14

受取配当金 4 5

不動産賃貸料 39 38

雑収入 4 2

営業外収益合計 62 60

営業外費用   

支払利息 ※２ 14 ※２ 11

不動産賃貸費用 15 16

雑支出 3 0

営業外費用合計 33 28

経常利益 348 259
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当事業年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 235 －

投資損失引当金戻入額 － 21

特別利益合計 235 21

特別損失   

固定資産売却損 ※４ 73 －

固定資産除却損 ※５ 11 ※５ 0

投資損失引当金繰入額 ※６ 76 －

特別損失合計 161 0

税引前当期純利益 422 280

法人税、住民税及び事業税 157 55

法人税等調整額 △9 6

法人税等合計 147 62

当期純利益 275 218
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 500 0 224 225 125 31 3,200 1,521 4,878

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の取崩      △2  2 －

別途積立金の積立       1,100 △1,100 －

剰余金の配当        △59 △59

当期純利益        275 275

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － △2 1,100 △881 215

当期末残高 500 0 224 225 125 29 4,300 640 5,094

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △5 5,598 55 55 5,654

当期変動額      

固定資産圧縮積立金の取崩  －   －

別途積立金の積立  －   －

剰余金の配当  △59   △59

当期純利益  275   275

自己株式の取得 △20 △20   △20

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

  33 33 33

当期変動額合計 △20 195 33 33 229

当期末残高 △25 5,793 89 89 5,883
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当事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 500 0 224 225 125 29 4,300 640 5,094

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の取崩      △2  2 －

別途積立金の積立       200 △200 －

剰余金の配当        △57 △57

当期純利益        218 218

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － △2 200 △37 160

当期末残高 500 0 224 225 125 26 4,500 602 5,254

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △25 5,793 89 89 5,883

当期変動額      

固定資産圧縮積立金の取崩  －   －

別途積立金の積立  －   －

剰余金の配当  △57   △57

当期純利益  218   218

自己株式の取得 △10 △10   △10

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

  △4 △4 △4

当期変動額合計 △10 149 △4 △4 145

当期末残高 △35 5,943 85 85 6,028
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっています。

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

　期末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

法により算定しています。）

②　時価のないもの

　移動平均法による原価法によっています。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法）を採用していま

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　　15～47年

運搬具・器具備品　６～15年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　貸付金等の貸倒損失に備えるため、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います。

(2）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額を計上しております。なお、退職

給付債務の計算は簡便法によっております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4)投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回復可能性等を勘案して、必要と

認められる額を計上しております。

４．繰延資産の処理方法

社債発行費

　支出時に全額費用として処理しています。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。
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（貸借対照表関係）

※１　区分掲記された科目以外の関係会社に対する主なものは次のとおりであります。

 

 

前事業年度
（平成27年２月28日）

当事業年度
（平成28年２月29日）

営業外受取手形 32百万円 34百万円

 

※２　圧縮記帳額

　取得価額から控除されている国庫補助金等の圧縮記帳額は次のとおりあります。

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
当事業年度

（平成28年２月29日）

建物 29百万円 29百万円

 

　３　当座借越契約

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
当事業年度

（平成28年２月29日）

当座借越契約の総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行額 － －

差引額 3,000 3,000

 

（損益計算書関係）

※１　一般管理費の主な内容

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

役員報酬 44百万円 45百万円

給料 29 26

法定福利費 7 8

役員退職慰労引当金繰入額 7 7

租税公課 7 7

支払手数料 17 8

 

※２　区分掲記されたもの以外で関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

関係会社からの受取利息 13百万円 14百万円

関係会社への支払利息 9 7
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※３　固定資産売却益の内容

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

土地 235百万円 －百万円

 

※４　固定資産売却損の内容

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

建物 66百万円 －百万円

建物附属設備 7 －

構築物 0 －

工具、器具及び備品 0 －

 

※５　固定資産除却損の内容

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

建物 11百万円 0百万円

建物附属設備 0 0

工具、器具及び備品 0 －

 

※６　投資損失引当金繰入額

前事業年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

投資損失引当金繰入額は小泉ライフテックス㈱の財政状態及び回収可能性を勘案し、必要と認められる額を計

上したものです。

 

（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,788百万円、前事業年度の貸借

対照表計上額は子会社株式1,789百万円、関連会社株式0百万円）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、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
 

当事業年度
（平成28年２月29日）

繰延税金資産    

未払事業税等 11百万円 0百万円

退職給付引当金 6  6

役員退職慰労引当金 29  28

貸倒引当金 1  1

ゴルフ会員権評価損 0  0

子会社株式評価損 45  40

投資損失引当金 27  17

その他 2  2

繰延税金資産小計 125  97

評価性引当額 △106  △87

繰延税金資産合計 18  10

    

繰延税金負債    

未収事業税 －  △0

固定資産圧縮積立金 △18  △16

その他有価証券評価差額金 △49  △40

繰延税金負債合計 △67  △57

繰延税金資産の純額 △49  △46

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
 

当事業年度
（平成28年２月29日）

法定実効税率 38.0％  35.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1  0.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.8  △15.9

住民税均等割 0.0  0.2

評価性引当額の計上 7.1  △1.8

その他 0.5  3.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.9  22.1

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月1日以後に開始する事業年度から法

人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率が従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

については33.1％に、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については

32.3％に変更されます。

　なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（企業結合等関係）

　連結財務諸表（企業結合等関係）に記載しているため、注記を省略しております。

 

 

（重要な後発事象）

　平成28年５月30日開催の株主総会において、小泉株式会社の資本金を５億円より４億８千万円に減少する議

案が可決されました。

　この資本金の額の減少が効力を生じる日は、平成28年６月30日を予定しております。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

投資有価証券
その他有

価証券

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ 16,360 31

㈱イズミ 15,076 64

ユニー㈱ 23,343 17

小泉産業㈱ 300,000 15

イオン㈱ 13,845 20

㈱平和堂 11,699 24

㈱みずほホールディング 60,260 10

   

その他（３銘柄） 73,000 3

その他有価証券合計 513,583 186

計 513,583 186

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 3,389 27 24 3,392 2,637 48 755

構築物 25 － － 25 24 0 1

車両運搬具 4 － － 4 4 0 0

工具、器具及び備品 84 1 0 85 59 12 25

土地 3,090 － － 3,090 － － 3,090

有形固定資産計 6,595 28 24 6,599 2,726 61 3,872

無形固定資産        

電話加入権 2 － － 2 － － 2

ソフトウェア 3 － － 3 3 0 0

無形固定資産計 6 － － 6 3 0 2

長期前払費用 － － － － － － －

繰延資産 － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 4 － － － 4

役員退職慰労引当金 83 7 0 － 90

投資損失引当金 76 － － 21 55

（注）投資損失引当金の「当期減少額（その他）」は、子会社の財政状態の変動による戻入です。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

小泉株式会社(E02556)

有価証券報告書

71/76



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

株券の種類 株券不発行

剰余金の配当の基準日 ２月末日

１単元の株式数 該当事項なし

株式の名義書換え  

取扱場所 大阪市中央区備後町３－１－８　小泉株式会社

株主名簿管理人 該当事項なし

取次所 該当事項なし

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 印紙税相当額

単元未満株式の買取り  

取扱場所 該当事項なし

株主名簿管理人 該当事項なし

取次所 該当事項なし

買取手数料 該当事項なし

公告掲載方法 官報

株主に対する特典 なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第75期）（自　平成26年３月1日　至　平成27年２月28日）平成27年５月28日近畿財務局長に提出

(2）半期報告書

事業年度（第76期中）（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日）平成27年11月30日近畿財務局長に提出

(3）有価証券報告書の訂正報告書

事業年度（第75期）（自　平成26年３月1日　至　平成27年２月28日）平成27年６月24日近畿財務局に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項ありません。
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独立監査人の監査報告書

 

 平成28年5月30日  

小泉株式会社   

 

 取締役会　御中

 

 ひ び き 監 査 法 人  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 池尻　省三　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 松本　勝幸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる小泉株式会社の平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、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、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小泉

株式会社及び連結子会社の平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年５月30日開催の株主総会において、資本金の額を減少する議

案の承認を受けている。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 平成28年5月30日  

小泉株式会社   

 

 取締役会　御中

 

 ひ び き 監 査 法 人  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 池尻　省三　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 松本　勝幸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる小泉株式会社の平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小泉株式

会社の平成28年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。
 
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年５月30日開催の株主総会において、資本金の額を減少する議

案の承認を受けている。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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