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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年8月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 8,543 ― △255 ― △238 ― △309 ―

21年2月期第2四半期 9,265 △14.1 17 △95.8 49 △88.8 △610 ―

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2四半期 △28.26 ―

21年2月期第2四半期 △50.42 ―

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2四半期 13,983 11,698 83.7 1,069.83
21年2月期 14,552 12,143 83.4 1,110.47

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  11,698百万円 21年2月期  12,143百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
22年2月期 ― 5.00

22年2月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 17,750 △4.5 △390 ― △360 ― △550 ― △50.30
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は5ページ【定性的情報・財務諸表等】  4．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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5ページ【定性的情報・財務諸表等】  4．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 12,651,466株 21年2月期  12,651,466株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  1,716,898株 21年2月期  1,716,222株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 10,934,889株 21年2月期第2四半期 12,104,668株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2．上記に記載した予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績
等は、業況の変化により予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表】 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間（平成 21 年５月 21 日から平成 21 年８月 20 日まで）におけるわが国経済は、

世界的な金融市場の混乱は落ち着き始めましたが、雇用情勢の不安や個人消費の冷え込みは依然として

継続していることに加え、企業間競争の更なる激化もあり、厳しい経営環境となりました。 

こうした経営環境のもと、当社では、「企業収益の回復」、「事業の再構築」を最重要課題とし、販売

力ある基幹商品の強化、ジーンズマイスターを軸とした接客対応の向上、業務効率化の推進を目指して

まいりました。 
商品動向といたしましては、新たに取り組んだ新聞一面広告などの販促効果もありデニム５ポケット

は堅調に推移しましたが、ポロシャツや半袖Ｔシャツ、ショートパンツなどの盛夏商材が天候不順など

の影響も受け苦戦いたしました。 
その結果、商品部門別では、ボトムス部門の売上高 17 億 24 百万円、トップス部門の売上高 19 億 45

百万円、小物部門の売上高８億 36 百万円となりました。 

販売面といたしましては、「ワンコインセール」など新聞一面広告を活用した販促活動を行なった結

果、６・７月度では既存店ベースで前年の客数を上回ることができました。しかしながら、当第２四半

期会計期間として全体売上を押し上げるには至らず、売上高は 45 億６百万円となりました。 

当第２四半期会計期間における店舗動向につきましては、堀江店（大阪市西区）、池田店（大阪府池

田市）、24 原宿店（東京都渋谷区）の３店舗（当第２四半期累計期間：５店舗）を出店いたしました。

また、６店舗（当第２四半期累計期間：８店舗）を閉店し、当第２四半期会計期間末店舗数は「ジーン

ズメイト」業態 100 店舗（うち 24 時間営業店舗は 40 店舗）、「ゼロ・グラビティ」業態１店舗の計 101

店舗体制となりました。 

これらの結果、売上高は 45 億６百万円、営業損失 75 百万円、経常損失 64 百万円、四半期純損失１

億 31 百万円となりました。 

また、当第２四半期累計期間の売上高は 85 億 43 百万円、営業損失２億 55 百万円、経常損失２億 38

百万円、四半期純損失３億９百万円となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の分析 

 （資産） 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ５億 68 百万円減少し、139 億 83 百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ３億 85 百万円減少し、80 億６百万円となりました。これは主に

商品が２億 35 百万円増加したことや、現金及び預金が３億 70 百万円減少したことなどによるもので

あります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ１億 83 百万円減少し、59 億 76 百万円となりました。これは主に

差入保証金が 55 百万円減少し、減価償却費を 80 百万円計上したことなどによるものであります。 
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 （負債） 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ１億 23 百万円減少し、22 億 85 百万円

となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べ１億 23 百万円減少し、19 億 49 百万円となりました。これは主に

買掛金が１億 57 百万円増加したものの、構造改善引当金が１億円、支払信託が 69 百万円、店舗閉鎖

損失引当金が 47 百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

なお、固定負債につきましては、前事業年度末より変動はありませんでした。 
 
 （純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ４億 45 百万円減少し、116 億 98 百

万円となりました。これは主に四半期純損失を３億９百万円計上したことや剰余金の配当１億 36 百万

円などによるものであります。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前四半期会

計期間末に比べ 12 億 87 百万円増加し、26 億 74 百万円となりました。これは投資活動によるキャッ

シュ・フローで 12 億 20 百万円、営業活動によるキャッシュ・フローで 83 百万円それぞれ収入となり

ましたが、財務活動によるキャッシュ・フローで 15 百万円の支出となったためであります。また、当

第２四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

営業活動の結果得られた資金は、83 百万円となりました。これは純粋な営業活動で使用した資金が

43 百万円、法人税等の還付額が１億 19 百万円となったためであります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、12 億 20 百万円となりました。これは主に有価証券の取得及び償還

に伴う純収入が 12 億 21 百万円、差入保証金の差入及び回収に伴う純収入が 91 百万円、有形固定資産

の取得による支出が 76 百万円となったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、15 百万円となりました。これは主に配当金の支払額が 15 百万円と

なったためであります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成 21 年６

月 19 日の当社「平成 22 年２月期第１四半期決算短信」にて発表いたしました平成 22 年２月期第２四

半期累計業績予想および通期業績予想を修正いたしました。当該予想に関する詳細は、平成 21 年９月

17 日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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４．その他 

（1）簡便な会計処理及び四半期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 

   固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  ②四半期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。 

 
（2）四半期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 

  ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「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、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  ②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、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）により算定しております。 

これにより、売上総利益は 16,602 千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は

それぞれ 16,602 千円増加しております。 

 
（追加情報） 

 株主優待引当金 

将来の株主優待券の利用による費用負担に備えるため、利用実績に基づき将来利用すると見込まれる

額を計上しております。 

株主優待券にかかる費用は、従来、株主優待券の利用時における売上値引として処理しておりました

が、近年の株主数の増加に伴い金額の重要性が増したことから、第１四半期会計期間より、利用実績に

基づき将来利用すると見込まれる額を株主優待引当金として計上しております。また、株主優待券にか

かる費用は、販売促進的な効果も見込まれることから、販売費及び一般管理費として処理しております。 

これにより、売上高は 34,353 千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は 19,723 千

円それぞれ増加しております。 
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5.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,680,881 3,051,875 

売掛金 156,610 118,369 

有価証券 2,101,795 2,141,768 

商品 2,716,678 2,481,052 

その他 350,875 599,456 

流動資産合計 8,006,842 8,392,523 

固定資産   

有形固定資産 638,256 658,809 

無形固定資産 8,172 9,032 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,063,323 2,070,736 

敷金及び保証金 3,109,839 3,165,686 

その他 322,058 420,636 

貸倒引当金 △164,900 △164,900 

投資その他の資産合計 5,330,321 5,492,159 

固定資産合計 5,976,749 6,160,001 

資産合計 13,983,591 14,552,525 

負債の部   

流動負債   

支払信託 439,030 508,635 

買掛金 584,512 427,023 

賞与引当金 92,107 70,314 

ポイント引当金 223,181 261,159 

株主優待引当金 19,723 － 

店舗閉鎖損失引当金 5,410 52,702 

構造改善引当金 － 100,836 

その他 585,666 652,669 

流動負債合計 1,949,631 2,073,341 

固定負債   

長期未払金 335,877 335,877 

固定負債合計 335,877 335,877 

負債合計 2,285,508 2,409,218 
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,812 2,015,812 

資本剰余金 2,125,434 2,125,434 

利益剰余金 8,814,259 9,259,964 

自己株式 △1,256,884 △1,256,532 

株主資本合計 11,698,621 12,144,678 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △538 △1,371 

評価・換算差額等合計 △538 △1,371 

純資産合計 11,698,083 12,143,306 

負債純資産合計 13,983,591 14,552,525 
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(2)四半期損益計算書 
第２四半期累計期間 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 8,543,969

売上原価 4,709,168

売上総利益 3,834,800

販売費及び一般管理費 4,090,783

営業損失（△） △255,982

営業外収益  

有価証券利息 18,402

還付加算金 4,261

その他 3,299

営業外収益合計 25,963

営業外費用  

投資事業組合運用損 8,246

その他 499

営業外費用合計 8,745

経常損失（△） △238,765

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 6,850

特別利益合計 6,850

特別損失  

固定資産除却損 2,135

減損損失 55,811

特別損失合計 57,947

税引前四半期純損失（△） △289,863

住民税 19,151

四半期純損失（△） △309,014

―　8　―

（株）ジーンズメイト（7448）　平成22年2月期　第2四半期決算短信（非連結）



第２四半期会計期間 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 4,506,665

売上原価 2,527,135

売上総利益 1,979,529

販売費及び一般管理費 2,055,348

営業損失（△） △75,818

営業外収益  

有価証券利息 8,208

還付加算金 4,261

その他 2,608

営業外収益合計 15,078

営業外費用  

投資事業組合運用損 3,295

営業外費用合計 3,295

経常損失（△） △64,036

特別損失  

固定資産除却損 2,135

減損損失 55,811

特別損失合計 57,947

税引前四半期純損失（△） △121,983

住民税 9,503

四半期純損失（△） △131,487
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △289,863

減価償却費 80,391

減損損失 55,811

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,793

ポイント引当金の増減額（△は減少） △37,978

株主優待引当金の増減額（△は減少） 19,723

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △47,292

構造改善引当金の増減額（△は減少） △100,836

受取利息及び受取配当金 △18,797

投資事業組合運用損益（△は益） 8,246

売上債権の増減額（△は増加） △38,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △235,625

仕入債務の増減額（△は減少） 87,883

その他 117,529

小計 △377,255

利息及び配当金の受取額 21,038

法人税等の支払額 △9,726

法人税等の還付額 119,857

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,086

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △9,871,165

有価証券の償還による収入 9,911,138

有形固定資産の取得による支出 △104,509

敷金及び保証金の差入による支出 △248,625

敷金及び保証金の回収による収入 349,164

その他 △24,488

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,512

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △351

配当金の支払額 △136,085

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371,010

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,875

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,674,864
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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）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 

 （１）中間損益計算書 

 

前中間会計期間 

（自 平成20年２月21日  

 至 平成20年８月20日） 

区分 
金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  9,265,517 100.0 

Ⅱ 売上原価  5,127,081 55.3 

   売上総利益  4,138,435 44.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,121,356 44.5 

   営業利益  17,078 0.2 

Ⅳ 営業外収益  36,091 0.4 

Ⅴ 営業外費用  3,775 0.1 

   経常利益  49,394 0.5 

Ⅵ 特別利益  18,319 0.2 

Ⅶ 特別損失  279,625 3.0 

税引前中間純損失(△)  △211,912 △2.3 

法人税、住民税及び事業税 21,895   

法人税等調整額 376,481 398,377 4.3 

中間純損失(△)  △610,289 △6.6 
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 （２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間会計期間 

（自 平成20年２月21日  

 至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前中間純損失（△） △211,912 

   減価償却費 110,271 

   減損損失 158,115 

   賞与引当金の増減額 25,298 

   ポイントサービス引当金の増減額 △13,910 

   退店損失引当金の増減額 96,116 

   受取利息及び受取配当金 △31,725 

   投資有価証券売却益 △18,319 

   固定資産除却損 1,303 

   売上債権の増減額 △11,758 

   棚卸資産の増減額 121,960 

   仕入債務の増減額 45,300 

   未払消費税等の増減額 △57,340 

   長期前払費用の取崩額 116,758 

   長期未払金の増減額 △37,812 

   その他 △64,902 

    小計 227,443 

   利息及び配当金の受取額 25,245 

   法人税等の支払額 △30,508 

   法人税等の還付額 6,938 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 229,119 

Ⅱ 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 △6,000 

   定期預金の払戻による収入 5,000 

   有価証券の取得による支出 △14,523,831 

   有価証券の売却による収入 14,141,228 

   有形固定資産の取得による支出 △98,157 

   投資有価証券の取得による支出 △1,000,000 

   投資有価証券の売却による収入 99,792 

   差入保証金の支出 △27,220 

   差入保証金の返還による収入 159,584 

   長期前払費用の支払による支出 △44,522 

   その他 3,400 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,290,726 
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前中間会計期間 

（自 平成20年２月21日  

 至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   自己株式の取得による支出 △356 

   配当金の支払額 △150,546 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △150,902 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,212,510 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,618,301 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,405,790 

  

 

６．その他情報 

  該当事項はありません。 
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