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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年11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3四半期 12,236 ― △679 ― △651 ― △750 ―

21年2月期第3四半期 13,544 △13.0 △24 ― 10 △98.0 △665 ―

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3四半期 △68.60 ―

21年2月期第3四半期 △55.98 ―

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3四半期 14,764 11,201 75.9 1,024.44
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3四半期  11,201百万円 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

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

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3四半期 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3四半期  1,717,062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3四半期 10,934,759株 21年2月期第3四半期 11,895,627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３四半期会計期間（平成 21 年８月 21 日から平成 21 年 11 月 20 日まで）のわが国経済は、昨年

の世界的な金融市場の混乱に端を発した景気低迷により、引き続き厳しい状況が続きました。個人消費

は、一部で政策効果は見られるものの、厳しい雇用・所得環境が続いていることから、依然低迷してお

ります。このような環境の中、企業間競争も一層激化し、極めて厳しい経営環境となりました。 

このような経営環境のもと、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、トップスでは、低価格のダウンジャケットなど一部のアウターは堅調に

推移しましたが、長袖Ｔシャツやスウェットなどを中心としたベーシック商品全般、羽織物やセーター

などの秋冬物商品で苦戦を強いられました。ボトムスでは、メンズ・レディースともに低価格帯の５ポ

ケットパンツ以外の販売が伸びず、厳しい結果となりました。また、全般的に平均単価が下落している

ことに対して販売点数が前年並みにとどまり、売上高を伸ばすことができませんでした。 

その結果、商品部門別では、ボトムス部門の売上高 11 億２百万円、トップス部門の売上高 19 億 46

百万円、小物部門の売上高６億 44 百万円となりました。 

販売面といたしましては、９月度には創業祭や新聞掲載などの販促活動を行った結果、既存店ベース

で売上高前年比を上回ることができました。しかしながら、10・11 月度では「洗えるコート」や「軽

量プレミアムダウン」などの重点施策商品は堅調に推移しましたが、売上全体を押し上げるまでには至

らず、前年売上高を下回る結果となりました。 

  当第３四半期会計期間における店舗動向につきましては、ゼログラららぽーと新三郷店（埼玉県三郷

市）、お茶の水店（東京都千代田区）、御徒町店（東京都台東区）、心斎橋店（大阪市中央区）、豊中向丘

店（大阪府豊中市）、中山寺店（兵庫県宝塚市）、三宮トアロード店（神戸市中央区）に加え、販売エリ

アの拡大を目的に、福岡県と広島県に初出店となる福岡天神店（福岡市中央区）、本通店（広島市中区）、

サンモール店（広島市中区）の計 10 店舗を出店いたしました。これにより、当第３四半期会計期間末

店舗数は「ジーンズメイト」業態 108 店舗（うち 24 時間営業店舗は 47 店舗）、「ゼロ・グラビティ」業

態３店舗の計 111 店舗体制となりました。 

これらの結果、売上高は 36 億 92 百万円、営業損失４億 23 百万円、経常損失４億 12 百万円、四半期

純損失４億 41 百万円となりました。 

また、当第３四半期累計期間の売上高は 122 億 36 百万円、営業損失６億 79 百万円、経常損失６億

51 百万円、四半期純損失７億 50 百万円となりました。 
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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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ２億 12 百万円増加し、147 億 64 百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ２億 54 百万円減少し、81 億 38 百万円となりました。これは主に

商品が 17 億 15 百万円増加したことや、有価証券が６億 70 百万円、現金及び預金が 12 億 62 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４億 66 百万円増加し、66 億 26 百万円となりました。これは主に

投資有価証券が２億 92 百万円、敷金及び保証金が１億 63 百万円増加したことなどによるものであり

ます。 

 

 （負債） 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ 11 億 54 百万円増加し、35 億 63 百万

円となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べ 11 億 54 百万円増加し、32 億 27 百万円となりました。これは主

に構造改善引当金が１億円、支払信託が１億６百万円減少したものの、買掛金が 10 億 47 百万円増加

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３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ９億 41 百万円減少し、112 億１百万

円となりました。これは主に四半期純損失を７億 50 百万円計上したことや剰余金の配当１億 91 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３四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７億 86 百万円減少し、18 億 88 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１億 24 百万円の収入となりましたが、営業活動によるキャッシュ・フローで８億 60 百

万円、財務活動によるキャッシュ・フローで 49 百万円の支出となったためであります。また、当第３

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） 

営業活動の結果使用した資金は、８億 60 百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失４億

31 百万円に加え、たな卸資産が 14 億 80 百万円、仕入債務が８億 53 百万円それぞれ増加となったため

であります。 
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（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、１億 24 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７億 30 百万円、差入保証金の差入及び回収に伴う純支出が２億 22 百万円、投資有価証

券の取得による支出が３億４百万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、49 百万円となりました。これは主に配当金の支払額が 49 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 

平成 22 年２月期通期業績予想につきましては、現時点では平成 21 年９月 17 日に公表いたしました

業績予想から変更はありません。 

 

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 

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②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．たな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たな卸資産については、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 24,206 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 24,206 千円増加しております。 

 

―　5　―

（株）　ジーンズメイト　（7448）　　平成22年2月期　第3四半期決算短信　（非連結）



（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 55,717 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 35,973 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３四半期会計期間末 
(平成21年11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 1,789,262 3,051,875 

売掛金 204,869 118,369 

有価証券 1,471,398 2,141,768 

商品 4,196,966 2,481,052 

その他 475,926 599,456 

流動資産合計 8,138,423 8,392,523 

固定資産   

有形固定資産 802,316 658,809 

無形固定資産 32,392 9,032 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,363,090 2,070,736 

敷金及び保証金 3,329,608 3,165,686 

その他 264,032 420,636 

貸倒引当金 △164,900 △164,900 

投資その他の資産合計 5,791,830 5,492,159 

固定資産合計 6,626,539 6,160,001 

資産合計 14,764,963 14,552,525 

負債の部   

流動負債   

支払信託 402,490 508,635 

買掛金 1,474,573 427,023 

賞与引当金 － 70,314 

ポイント引当金 231,619 261,159 

株主優待引当金 35,973 － 

店舗閉鎖損失引当金 24,312 52,702 

構造改善引当金 － 100,836 

その他 1,058,460 652,669 

流動負債合計 3,227,429 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 3,563,306 2,409,218 
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11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 8,318,431 9,259,964 

自己株式 △1,256,973 △1,256,532 

株主資本合計 11,202,704 12,144,678 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,047 △1,371 

評価・換算差額等合計 △1,047 △1,371 

純資産合計 11,201,656 12,143,306 

負債純資産合計 14,764,963 14,552,525 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 12,236,763

売上原価 6,631,275

売上総利益 5,605,487

販売費及び一般管理費 6,284,663

営業損失（△） △679,176

営業外収益  

有価証券利息 27,631

還付加算金 4,261

その他 6,970

営業外収益合計 38,862

営業外費用  

投資事業組合運用損 10,718

その他 517

営業外費用合計 11,235

経常損失（△） △651,548

特別損失  

固定資産除却損 2,135

減損損失 55,811

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,432

特別損失合計 69,380

税引前四半期純損失（△） △720,929

住民税 29,240

四半期純損失（△） △750,169

―　9　―

（株）　ジーンズメイト　（7448）　　平成22年2月期　第3四半期決算短信　（非連結）



【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 3,692,793

売上原価 1,922,106

売上総利益 1,770,686

販売費及び一般管理費 2,193,880

営業損失（△） △423,193

営業外収益  

有価証券利息 9,228

その他 3,670

営業外収益合計 12,899

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,472

その他 17

営業外費用合計 2,489

経常損失（△） △412,783

特別損失  

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,282

特別損失合計 18,282

税引前四半期純損失（△） △431,066

住民税 10,089

四半期純損失（△） △441,155
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11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（△） △720,929

減価償却費 125,830

減損損失 55,811

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,314

ポイント引当金の増減額（△は減少） △29,540

株主優待引当金の増減額（△は減少） 35,973

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △28,390

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 △28,047

投資事業組合運用損益（△は益） 10,718

売上債権の増減額（△は増加） △86,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,715,913

仕入債務の増減額（△は減少） 941,404

その他 374,191

小計 △1,236,540

利息及び配当金の受取額 27,958

法人税等の支払額 △18,226

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 △1,106,950

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 △11,316,224

有価証券の償還による収入 12,086,596

有形固定資産の取得による支出 △162,645

無形固定資産の取得による支出 △25,500

投資有価証券の取得による支出 △304,248

敷金及び保証金の差入による支出 △492,020

敷金及び保証金の回収による収入 370,010

その他 △20,455

投資活動によるキャッシュ・フロー 135,513

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 △440

配当金の支払額 △185,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,157,613

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 1,888,262
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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）（要約）四半期損益計算書 

  前第３四半期累計期間（平成20年２月21日～平成20年11月20日） 

前年同四半期 

平成21年２月期 

第３四半期  

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  13,544,071 100.0 

Ⅱ 売上原価  7,413,540 54.7 

   売上総利益  6,130,531 45.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,154,861 45.5 

   営業損失(△)  △24,330 △0.2 

Ⅳ 営業外収益  52,974 0.4 

Ⅴ 営業外費用  18,173 0.1 

   経常利益  10,470 0.1 

Ⅵ 特別利益  39,792 0.3 

Ⅶ 特別損失  311,045 2.3 

   税引前第3四半期純損失(△)  △260,782 △1.9 

   法人税、住民税及び事業税 28,641   

   法人税等調整額 376,481 405,123 3.0 

第３四半期純損失(△)  △665,906 △4.9 
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 （２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

   前第３四半期累計期間（平成20年２月21日～平成20年11月20日） 

前年同四半期 

平成21年２月期 

第３四半期  

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前第３四半期純損失（△） △260,782 

   減価償却費 162,186 

   減損損失 158,115 

   賞与引当金の増減額 124,860 

   ポイントサービス引当金の増減額 △14,641 

   退店損失引当金の増減額 121,556 

   受取利息及び受取配当金 △47,268 

   投資有価証券売却益 △39,792 

   固定資産除却損 2,974 

   売上債権の増減額 △110,755 

   棚卸資産の増減額 △1,455,129 

   仕入債務の増減額 1,149,568 

   未払消費税等の増減額 △69,426 

   未収消費税等の増減額 △89,724 

   長期前払費用の取崩額 176,341 

   長期未払金の増減額 △37,812 

   その他 16,946 

    小計 △212,783 

   利息及び配当金の受取額 32,441 

   法人税等の支払額 △191,873 

   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 △365,277 

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 △18,156,853 

   有価証券の売却による収入 18,751,201 

   有形固定資産の取得による支出 △154,852 

   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 181,190 

   差入保証金の支出 △41,594 

   差入保証金の返還による収入 159,634 

   長期前払費用の支払による支出 △70,544 

   その他 10,000 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △322,818 
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前年同四半期 

平成21年２月期 

第３四半期  

金額 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   自己株式取得による支出 △645,519 

   配当金の支払額 △285,592 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △931,111 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,619,207 

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期末残高 1,999,094 

  

 

６．その他情報 

  該当事項はありません。 
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