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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 5,038 ― 204 ― 211 ― 93 ―
21年2月期第1四半期 4,493 14.3 199 11.9 203 27.1 91 △48.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第1四半期 7.31 ―
21年2月期第1四半期 7.11 ―

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

22年2月期第1四半期 6,958 2,042 29.3 159.38
21年2月期 6,254 2,039 32.6 159.16

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  2,042百万円 21年2月期  2,039百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 7.10 7.10
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 7.10 7.10

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 
連結累計期間

10,350 ― 400 ― 420 ― 230 ― 17.95

通期 20,760 11.9 690 △4.9 720 △5.0 400 △7.9 31.22

1



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載した予想数値は、本資料の作成日現在において入手している情報に基づくものであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業績はこ
れらの予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 12,812,000株 21年2月期  12,812,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 12,812,000株 21年2月期第1四半期 12,812,000株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による米国経済の景気後退の影響を受け、多く

の日本企業の業績も悪化し、かつてない景気後退局面を迎えました。また、雇用情勢や賃金環境の悪化により個人消費

は低迷し、生活防衛意識の高まりから小売業界においても低価格競争時代となり、経営環境は依然として予断を許さな

い状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは市場競争力を強化するため、新規出店を促進し、コスト削減等経営の合理化

を進めてまいりました。その結果、当第１四半期は５店舗出店し、売上高5,038百万円、営業利益204百万円、経常利益

211百万円、四半期純利益93百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産合計としては、新規５店舗出店等に伴う現金及び預金、商品、敷金及び保証金等の増

加、及び当四半期末日休日に伴い仕入債務決済が、翌四半期になったことによる現金及び預金の増加により、前連結

会計年度末に比べて703百万円増加し、6,958百万円となりました。負債合計は、資産合計と同要因による買掛金等の

増加により、前連結会計年度末に比べて700百万円増加し、4,916百万円となりました。純資産合計は、第１四半期純

利益計上、剰余金の配当等により、前連結会計年度末に比べて２百万円増加し、2,042百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成21年４月13日付）いたしました業績予想に変更あり

ません。 

  

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有する配送センター内の商品につきましては、従

来、移動平均法による原価法によっておりましたが、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）に変更しております。また、店舗在庫商品の評価基準及び評価方法に

つきましては、従来、売価還元法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より売価還

元法による低価法に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ9,362千円減少しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,920,859 1,376,853

売掛金 207,094 169,284

商品 1,490,652 1,436,063

貯蔵品 9,147 9,148

繰延税金資産 39,539 35,755

その他 145,631 131,060

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 3,812,865 3,158,105

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,548,689 1,521,311

減価償却累計額 △874,100 △857,811

建物及び構築物（純額） 674,588 663,499

土地 1,069,978 1,069,978

その他 230,235 219,850

減価償却累計額 △171,513 △165,992

その他（純額） 58,722 53,857

有形固定資産合計 1,803,289 1,787,335

無形固定資産 155,527 155,511

投資その他の資産   

投資有価証券 1,317 1,086

長期貸付金 109,400 109,700

敷金及び保証金 953,636 931,348

繰延税金資産 146,378 149,122

その他 183,445 175,570

貸倒引当金 △207,705 △213,340

投資その他の資産合計 1,186,473 1,153,487

固定資産合計 3,145,289 3,096,335

資産合計 6,958,154 6,254,440
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,002,362 2,394,083

短期借入金 158,000 88,400

1年内返済予定の長期借入金 419,663 451,324

未払法人税等 129,835 135,952

賞与引当金 57,729 30,456

その他 579,762 508,241

流動負債合計 4,347,353 3,608,457

固定負債   

長期借入金 347,006 389,140

退職給付引当金 79,123 78,803

役員退職慰労引当金 112,994 109,225

その他 29,653 29,653

固定負債合計 568,777 606,822

負債合計 4,916,130 4,215,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 320,300 320,300

資本剰余金 259,600 259,600

利益剰余金 1,461,651 1,458,926

株主資本合計 2,041,551 2,038,826

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 472 334

評価・換算差額等合計 472 334

純資産合計 2,042,023 2,039,160

負債純資産合計 6,958,154 6,254,440
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 5,038,015

売上原価 3,765,896

売上総利益 1,272,119

販売費及び一般管理費 1,067,709

営業利益 204,409

営業外収益  

受取利息 1,561

受取手数料 4,881

固定資産賃貸料 14,042

その他 4,313

営業外収益合計 24,800

営業外費用  

支払利息 3,472

固定資産賃貸費用 12,965

その他 804

営業外費用合計 17,242

経常利益 211,967

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,634

特別利益合計 5,634

税金等調整前四半期純利益 217,602

法人税、住民税及び事業税 125,045

法人税等調整額 △1,133

法人税等合計 123,911

四半期純利益 93,690
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 217,602

減価償却費 22,220

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,634

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,272

退職給付引当金の増減額（△は減少） 319

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,769

受取利息 △1,561

支払利息 3,472

売上債権の増減額（△は増加） △37,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,589

仕入債務の増減額（△は減少） 608,279

その他 48,442

小計 831,783

利息の受取額 1,545

利息の支払額 △3,374

法人税等の支払額 △126,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 703,143

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 6,000

定期預金の預入による支出 △7,507

有形固定資産の取得による支出 △26,364

敷金及び保証金の差入による支出 △45,001

その他 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,816

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） 69,600

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △123,795

配当金の支払額 △83,634

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 542,498

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,892,030

㈱ジェーソン（3080）　平成22年２月期第１四半期決算短信

7



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める小売事業の割合がいずれも90％を超えているため、

記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 4,493,702 

Ⅱ 売上原価 3,359,540 

売上総利益 1,134,162 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 934,890 

営業利益 199,271 

Ⅳ 営業外収益 22,273 

１．受取利息 1,252 

２．受取手数料 3,941 

３．固定資産賃貸収入 13,755 

４．その他 3,323 

Ⅴ 営業外費用 17,730 

１．支払利息  4,396 

２．固定資産賃貸費用  12,850 

３．その他  484 

経常利益  203,813 

Ⅵ 特別利益 3,427 

貸倒引当金戻入益  3,427 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 207,241 

税金費用 116,118 

四半期純利益 91,122 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

 
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利益  207,241 

減価償却費  19,794 

貸倒引当金の減少額  △2,427 

賞与引当金の増加額  27,239 

退職給付引当金の増加額  2,029 

役員退職慰労引当金の増加額  5,479 

受取利息  △1,252 

支払利息  4,396 

売上債権の増加額  △15,595 

たな卸資産の増加額  △105,844 

仕入債務の増加額  1,315,213 

その他  88,291 

小計 1,544,565 

利息の受取額  1,346 

利息の支払額  △4,288 

役員退職慰労金の支払額  △37,937 

法人税等の支払額  △225,442 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,278,243 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入  9,000 

定期預金の預入による支出 △8,646 

有形固定資産の取得による支出  △23,246 

敷金・保証金の差入による支出  △60,634 

敷金・保証金の回収による収入  167 

その他  90 

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,269 
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額（△純減額）  153,000 

長期借入金の返済による支出 △133,711 

配当金の支払額  △90,965 

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,676 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 1,123,297 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 610,551 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,733,848 
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