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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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）

営業収益 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 33,637 ― 574 ― 791 ― 443 ―
21年2月期第3四半期 38,145 ― 434 ― 533 ― 225 ―

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 39.93 ―
21年2月期第3四半期 20.32 ―

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 19,169 8,809 45.9 792.57
21年2月期 21,602 8,503 39.3 765.04

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  8,801百万円 21年2月期  8,495百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年2月期 ― ― ―
22年2月期 

（予想）
12.00 12.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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   

営業収益 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 46,680 △7.4 700 7.5 980 28.8 560 803.2 50.43
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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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(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 11,105,200株 21年2月期  11,105,200株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  682株 21年2月期  598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 11,104,596株 21年2月期第3四半期 11,104,925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．上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、経済状況等により実績はこれらの予想数値から乖
離する可能性があります。 
２．当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。 
３．平成21年３月１日より、株式会社ジョイスサポートの業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の総資産、営業収益、当期純利益及び利益剰余
金等は、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しており
ません。 
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当第３四半期累計期間における経済状況は、昨年来の景気低迷の影響から、先行きが不透明な状態で推移いたし

ました。小売業界におきましても、節約志向や生活防衛意識の強まりなどから個人消費は伸び悩み、企業間におけ

る店舗競争や価格競争の激化などと合わせ、依然厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社は組織風土の活性化と経営理念の更なる実践のため全員参画型の運営を行う一方、営

業体制の充実、不採算事業の見直し、全社的なコスト削減を当期の主な施策として取り組んで参りました。 

営業体制の充実の施策として、販売面では、販売計画の精度向上を図ると共に、お客様のライフスタイルや地域

の行事、歳時にあわせた食の提案の取り組みを、店舗のパートナー社員が主体となって実施し、その成果を社内で

共有するなど、更にきめ細かい営業を展開して参りました。一方、お客様の価格に対する意識の高まりから、日常

生活に必要な商品を中心に1,800品目以上の商品を「家計応援価格」として選定し、値下げを実施いたしました。

また、商品面においては、岩手の食材を活かし、「安心」「安全」「地産地消」の考えのもと、美味しさとお求め

やすい価格にこだわったオリジナル商品「岩手の恵み」を開発し、平成21年11月に９品目を第１弾として発売いた

しました。改装関連では、地域の皆様の利便性向上と充実度を増した商業施設を目指し、平成21年５月にグランド

オープンした「ジョイフルタウンみたけ」（岩手県盛岡市）に続き、平成21年９月には「スーパーセンター平泉」

（岩手県西磐井郡）のテナント編成と食品スーパーマーケット部門の売場を充実させ、「ジョイフルタウン平泉」

としてリモデルいたしました。 

不採算事業の見直しとして、平成21年７月までに衣料部門からの撤退と雑貨部門の縮小を実施し、食品スーパー

マーケット事業への経営資源の集中を進めました。また、一部店舗におきまして、深夜の営業体制を見直し、営業

時間を短縮したほか、平成21年８月には「ジョイス萩荘店」（岩手県一関市）を閉鎖いたしました。 

全社的なコスト削減につきましては、費用項目ごとに内容の検証を行い、経費全体の見直しを行いました。  

その他、環境・リサイクル関連法令に対しては、プロジェクトチームを発足させ、取り組みを強化いたしまし

た。また、衛生管理につきましては、新たに専任者を配置し、一段と体制の充実を図りました。 

 これらの結果、営業収益（売上高と営業収入の合計）は、衣料部門からの撤退及び雑貨部門の縮小並びに一部店

舗における営業時間の短縮などにより、336億37百万円（前年同期比11.8％減）となりました。 

一方、利益面につきましては、荒利益率の改善や全社的なコストの削減の効果から、営業利益は５億74百万円

（同32.1％増）、経常利益は７億91百万円（同48.2％増）、四半期純利益は４億43百万円（同96.5％増）となり、

前年同期の数値を大きく上回りました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末より24億32百万円減少して191億69百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少15億13百万円、減価償却等による有形固定資産の減少４億30百万円などがあ

ったことによるものです。 

負債は前事業年度末より27億37百万円減少して103億60百万円となりました。これは主に、買掛金の減少17億４

百万円、長期借入金の返済による減少７億78百万円などがあったことによるものです。 

純資産は、前事業年度末より３億５百万円増加して、88億９百万円となりました。これは主に、四半期純利益の

計上による利益剰余金の増加によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの分析） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益７億28百万円、減価償却費６億21百万円などがあり

ましたが前事業年度の末日が金融機関の休業日であったことから、仕入債務などの支払いが当事業年度にずれ込ん

だことにより３億64百万円の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは２億37百万円の減少となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得によ

る支出２億１百万円、預り保証金の返還による支出50百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは９億11百万円の減少となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による

支出７億78百万円、配当金の支払額１億32百万円であります。 

  

  

平成21年９月29日公表の通期の業績予想数値に変更はございません。 

  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用しています。 

  

  

 ①四半期財務諸表作成に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14

日）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 平成19年３月14

日）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リース取引に関する会計基準の適用  

「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公認会計士協会 会計制度

委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期会計期間

から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することとし

ております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取り決

めがある場合には、残価保証額）とする定額法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。 

③重要な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、主として売価還元法による原価法を適用してお

りましたが、「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）が第

１四半期会計期間から適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（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。これによる当第３四半期累計期間

の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

④不動産賃貸料及び不動産賃貸原価の計上方法の変更  

閉鎖した店舗における不動産賃貸料については、従来、営業収入に含めて計上し、また、これにかかる賃

貸費用は販売費及び一般管理費に含めて計上しておりましたが、第１四半期会計期間より、賃貸料は営業外

収益の「不動産賃貸料」に、賃貸費用は営業外費用の「不動産賃貸原価」にそれぞれ計上する方法に変更し

ております。 

この変更は、事業内容の見直しに伴い、閉鎖店舗の位置づけが変更されたことによるものであります。 

これにより、当第３四半期累計期間の営業総利益が78,875千円、営業利益が11,977千円それぞれ減少して

おりますが経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

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

（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
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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30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,323,998 3,837,403

商品 1,530,958 1,711,536

貯蔵品 36,652 36,676

その他 755,916 872,054

流動資産合計 4,647,526 6,457,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,878,938 7,295,318

土地 4,811,263 4,790,444

その他（純額） 390,877 425,550

有形固定資産合計 12,081,079 12,511,313

無形固定資産 453,475 476,698

投資その他の資産 1,987,704 2,156,494

固定資産合計 14,522,259 15,144,507

資産合計 19,169,785 21,602,178

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,072,784 3,777,274

短期借入金 2,670,000 2,670,000

1年内返済予定の長期借入金 858,480 972,880

未払法人税等 47,400 69,500

賞与引当金 132,790 －

ポイント引当金 60,026 60,104

その他 1,300,879 1,646,244

流動負債合計 7,142,361 9,196,004

固定負債   

長期借入金 1,239,000 1,902,890

退職給付引当金 1,111,606 1,087,024

役員退職慰労引当金 122,334 153,501

その他 745,010 758,842

固定負債合計 3,217,952 3,902,258

負債合計 10,360,313 13,098,262
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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30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052,272 1,052,272

資本剰余金 968,809 968,809

利益剰余金 6,806,514 6,496,415

自己株式 △319 △284

株主資本合計 8,827,276 8,517,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,214 △21,707

評価・換算差額等合計 △26,214 △21,707

新株予約権 8,410 8,410

純資産合計 8,809,472 8,503,916

負債純資産合計 19,169,785 21,602,178
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 33,175,253

売上原価 24,713,782

売上総利益 8,461,470

営業収入 462,746

営業総利益 8,924,217

販売費及び一般管理費 8,349,871

営業利益 574,345

営業外収益  

受取利息 4,910

受取配当金 113,252

不動産賃貸料 140,586

その他 62,952

営業外収益合計 321,702

営業外費用  

支払利息 30,661

不動産賃貸原価 66,898

その他 7,358

営業外費用合計 104,919

経常利益 791,128

特別利益  

固定資産売却益 251

テナント退店違約金受入 14,098

特別利益合計 14,350

特別損失  

固定資産除却損 20,884

店舗閉鎖損失 56,134

特別損失合計 77,018

税引前四半期純利益 728,460

法人税、住民税及び事業税 183,324

法人税等調整額 101,782

法人税等合計 285,106

四半期純利益 443,353
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 728,460

減価償却費 621,353

受取利息及び受取配当金 △118,163

支払利息 30,661

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,601

未収入金の増減額（△は増加） 170,880

仕入債務の増減額（△は減少） △1,704,490

未払金の増減額（△は減少） △389,160

その他 231,940

小計 △247,915

利息及び配当金の受取額 114,653

利息の支払額 △27,129

店舗閉鎖損失 △4,134

法人税等の支払額 △204,806

その他の収入 4,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △364,803

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △201,326

預り保証金の返還による支出 △50,392

預り保証金の受入による収入 22,716

その他 △8,591

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,594

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △778,290

自己株式の取得による支出 △35

配当金の支払額 △132,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △911,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,513,405

現金及び現金同等物の期首残高 3,789,903

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,276,498
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ジョイス　（8080）　平成22年２月期第３四半期決算短信

9



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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３月１日～11月30日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  37,650,947

Ⅱ 売上原価  28,657,302

売上総利益  8,993,645

Ⅲ 営業収入  494,058

Ⅳ 販売費及び一般管理費   9,052,915

営業利益  434,788

Ⅴ 営業外収益  148,685

Ⅵ 営業外費用  49,655

経常利益  533,818

Ⅶ 特別利益  12,221

Ⅷ 特別損失  142,465

税引前四半期純利益  403,573

税金費用  177,945

四半期純利益  225,628
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