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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年2月21日～平成22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 ％

23年2月期第2四半期 7,616 △10.9 △748 ― △734 ― △2,236 ―
22年2月期第2四半期 8,543 ― △255 ― △238 ― △309 ―

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

23年2月期第2四半期 △204.59 ―
22年2月期第2四半期 △28.26 ―

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

23年2月期第2四半期 10,477 8,276 79.0 757.26
22年2月期 12,860 10,564 82.1 966.47

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  8,276百万円 22年2月期  10,564百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,600 △7.1 △1,530 ― △1,500 ― △3,200 ― △292.77



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 12,651,466株 22年2月期  12,651,466株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,721,958株 22年2月期  1,720,512株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 10,929,954株 22年2月期2Q 10,934,889株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(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22年５月21日から平成22年８月20日まで）におけるわが国経済は、政府の景気対策の

効果などにより一部で景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢や景気の先行き不透明感から個人消費は伸び悩み、

依然として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、踏襲型運営からの脱却を図り、収益力の早期改善を目指すことを最重要課題

として取り組んでまいりました。 

商品動向といたしましては、主力となるべきポロシャツや半袖Ｔシャツなどの夏物トップス全般において、販売点

数は前年並みを確保いたしましたが、平均単価の下落により苦戦するとともに、デニム５ポケットにつきましても低

調に推移いたしました。一方では、アニメなどのキャラクター関連商品やショートパンツ類は堅調に売上を伸ばした

ものの、全体を押し上げるまでには至らず、商品部門別では、ボトムス部門の売上高は13億97百万円（前年同四半期

比19.0％減）、トップス部門の売上高は18億53百万円（前年同四半期比4.7％減）、小物部門の売上高は８億55百万円

（前年同四半期比2.2％増）となりました。 

販売面といたしましては、従来の新聞折込広告に加え、交通広告（鉄道中吊り広告や駅構内への広告掲出）などの

プロモーション活動にも取り組み、沿線店舗の認知度拡大・来店誘導等の強化を図ってまいりました。また、ポイン

トカード会員への訴求を高めるため「ポイント還元キャンペーン」や学生を対象とした「学割キャンペーン」などを

実施し、当第２四半期会計期間での客数前年同四半期比は全社で109.4％（既存店94.7％）となりましたが、売上高前

年同四半期比は全社で91.1％（既存店83.4％）にとどまりました。 

また、女性客の増加を図るため、平成22年４月１日付でハッピードア業態（雑貨を販売するバラエティショップ事

業）を譲り受け、シナジー効果を最大限に発揮させるよう、そのリソースを活用しながら品揃えの拡充に着手したこ

ともあり、当第２四半期会計期間での女性客数前年同四半期比は全社で132.6％（既存店105.7％）となりました。 

出退店の状況につきましては、ジーンズメイト業態では出店が２店舗（中間店：福岡県中間市、町田店：東京都町

田市）、退店が３店舗（上野アメ横店：東京都台東区、梅田店：大阪市北区、三宮トアロード店：神戸市中央区）あ

り、当第２四半期会計期間末店舗数は112店舗となりました。ゼログラ業態では退店が１店舗（ゼログラ明治通店：東

京都渋谷区）あり、当第２四半期会計期間末店舗数は1店舗となりました。ハッピードア業態では出退店がなく、当第

２四半期会計期間末店舗数は３店舗となりました。以上の結果、当第２四半期会計期間末の総店舗数は116店舗となり

ました。 

なお、24時間営業店舗は、当第２四半期会計期間末で33店舗（ジーンズメイト業態）となりました。 

これらの結果、当第２四半期会計期間の売上高は41億６百万円（前年同四半期比8.9％減）、営業損失は２億20百万

円（前年同四半期は営業損失75百万円）、経常損失は２億12百万円（前年同四半期は経常損失64百万円）、四半期純

損失は４億38百万円（前年同四半期は四半期純損失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76億16百万円（前年同四半期比10.9％減）、営業損失は７億48百万円（前

年同四半期は営業損失２億55百万円）、経常損失は７億34百万円（前年同四半期は経常損失２億38百万円）、四半期

純損失は22億36百万円（前年同四半期は四半期純損失３億９百万円）となりました。 

（株）　ジーンズメイト　（7448）　　平成23年2月期　　第2四半期決算短信　（非連結）

―　1　―



 

(2)財政状態に関する定性的情報 

 （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23億83百万円減少し、104億77百万円となりました。 

   流動資産は、前事業年度末に比べ１億92百万円増加し、75億５百万円となりました。これは主に、政策的に在

庫を圧縮したことにより商品が５億29百万円減少しましたが、有価証券が５億87百万円、現金及び預金が１億69

百万円それぞれ増加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25億76百万円減少し、29億71百万円となりました。これは主に店舗及び共用

資産の減損損失を12億76百万円計上したことや、投資有価証券が13億11百万円減少したことなどによるものであ

ります。 

 

 （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95百万円減少し、22億円となりました。 

   流動負債は、前事業年度末に比べ97百万円減少し、18億63百万円となりました。これは主に支払信託が１億11

百万円、買掛金が88百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

   固定負債は、前事業年度末に比べ１百万円増加し、３億37百万円となりました。これは繰延税金負債を１百万

円計上したためであります。 

 

 （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22億87百万円減少し、82億76百万円となりまし

た。これは主に四半期純損失を22億36百万円計上したことや剰余金の配当54百万円などによるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

   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７億円増加し、23億89百万円となりました。これは財務活動によるキャッシュ・フローで５百万円の支出

となりましたが、営業活動によるキャッシュ・フローで４億71百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで２

億34百万円それぞれ獲得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、４億71百万円（前年同四半期は83百万円の獲得）となりました。これは主に

税引前四半期純損失４億26百万円の計上に加え、仕入債務の減少による支出が６億49百万円となりましたが、政

策的に在庫を圧縮したことから、たな卸資産の減少による収入が13億１百万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、２億34百万円（前年同四半期は12億20百万円の獲得）となりました。これは

主に有価証券の取得及び償還・売却に伴う純収入が２億96百万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、５百万円（前年同四半期は15百万円の支出）となりました。これは配当金の

支払額が５百万円となったためであります。 
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(3)業績予想に関する定性的情報 

本資料に記載されている業績予想につきましては、平成22年６月18日に公表いたしました「平成23年２月期第１四

半期決算短信(非連結)」及び「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」の記載から変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の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、実際

の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

２．その他の情報 

(1)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 １．簡便な会計処理 

①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．特有の会計処理 

    該当事項はありません。 

 

(2)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

 

(3)継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、前事業年度に12億３百万円、当第２四半期累計期間に７億48百万円の営業損失を計上し、営業キャッシ

ュ・フローにつきましても前事業年度に12億75百万円、当第２四半期累計期間に３億１百万円のマイナスとなりまし

た。また、前事業年度において当期純損失13億85百万円、当第２四半期累計期間において四半期純損失22億36百万円

を計上いたしました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社は、当該状況を解消又は改善すべく、販売力強化と経費削減による収益力の回復に取り組んでまいります。 

販売面では、従来のジーンズカジュアルに加え、雑貨やアクセサリー類を新たに取り入れ、アパレルと融合したラ

イフスタイルを提案することで、男性女性問わずお客様が楽しんでいただける売場を構築し、売上高の増加を目指し

てまいります。 

経費面では、不採算店舗の撤退促進、平成22年６月18日に公表いたしましたとおり希望退職制度の導入による正社

員の約３割削減等により固定費の圧縮を進めてまいります。 

これらの施策を講じながら収益力の回復に努めてまいるとともに、今後の運転資金は十分に確保できていることか

ら、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものであり、今後の様々な要因に

よって異なる可能性があります。 
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3. 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22年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,290,172 2,120,269 

売掛金 158,580 122,196 

有価証券 2,235,318 1,647,785 

商品 2,415,266 2,944,914 

その他 406,503 477,958 

流動資産合計 7,505,841 7,313,124 

固定資産   

有形固定資産 － 862,724 

無形固定資産 － 50,077 

投資その他の資産   

投資有価証券 － 1,361,027 

敷金及び保証金 2,859,850 3,244,489 

その他 276,423 194,233 

貸倒引当金 △164,900 △164,900 

投資その他の資産合計 2,971,373 4,634,850 

固定資産合計 2,971,373 5,547,652 

資産合計 10,477,214 12,860,777 

負債の部   

流動負債   

支払信託 352,076 463,801 

買掛金 359,151 447,549 

賞与引当金 59,856 71,120 

ポイント引当金 232,127 223,228 

株主優待引当金 － 22,015 

店舗閉鎖損失引当金 92,919 73,459 

その他 767,129 659,328 

流動負債合計 1,863,260 1,960,503 

固定負債   

長期未払金 335,877 335,877 

繰延税金負債 1,591 － 

固定負債合計 337,468 335,877 

負債合計 2,200,729 2,296,380 
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 5,392,020 7,682,857 

自己株式 △1,259,100 △1,258,593 

株主資本合計 8,274,166 10,565,510 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,319 △1,113 

評価・換算差額等合計 2,319 △1,113 

純資産合計 8,276,485 10,564,396 

負債純資産合計 10,477,214 12,860,777 
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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)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 

 至 平成22年８月20日) 

売上高 8,543,969 7,616,752 

売上原価 4,709,168 4,383,205 

売上総利益 3,834,800 3,233,546 

販売費及び一般管理費 4,090,783 3,981,911 

営業損失（△） △255,982 △748,365 

営業外収益   

有価証券利息 18,402 16,951 

還付加算金 4,261 － 

その他 3,299 4,055 

営業外収益合計 25,963 21,007 

営業外費用   

投資事業組合運用損 8,246 6,841 

その他 499 331 

営業外費用合計 8,745 7,172 

経常損失（△） △238,765 △734,530 

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 1,276,876 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 19,460 

特別退職金 － 182,633 

特別損失合計 57,947 1,478,969 

税引前四半期純損失（△） △289,863 △2,213,500 

住民税 19,151 22,681 

四半期純損失（△） △309,014 △2,236,181 
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月21日 

 至 平成22年８月20日) 

売上高 4,506,665 4,106,106 

売上原価 2,527,135 2,391,394 

売上総利益 1,979,529 1,714,712 

販売費及び一般管理費 2,055,348 1,935,388 

営業損失（△） △75,818 △220,676 

営業外収益   

有価証券利息 8,208 7,895 

還付加算金 4,261 － 

その他 2,608 1,770 

営業外収益合計 15,078 9,665 

営業外費用   

投資事業組合運用損 3,295 955 

その他 － 158 

営業外費用合計 3,295 1,114 

経常損失（△） △64,036 △212,124 

特別損失   

固定資産除却損 2,135 － 

減損損失 55,811 32,183 

特別退職金 － 182,633 

特別損失合計 57,947 214,816 

税引前四半期純損失（△） △121,983 △426,941 

住民税 9,503 11,501 

四半期純損失（△） △131,487 △438,443 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 

 至 平成22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 △2,213,500 

減価償却費 80,391 55,495 

減損損失 55,811 1,276,876 

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,793 △11,263 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △37,978 8,898 

株主優待引当金の増減額(△は減少) 19,723 △22,015 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △47,292 19,460 

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 △17,349 

投資事業組合運用損益（△は益） 8,246 6,841 

売上債権の増減額（△は増加） △38,240 △36,383 

たな卸資産の増減額（△は増加） △235,625 570,850 

仕入債務の増減額（△は減少） 87,883 △200,122 

その他 117,529 271,127 

小計 △377,255 △291,085 

利息及び配当金の受取額 21,038 18,508 

法人税等の支払額 △9,726 △28,717 

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 △301,295 

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 △590,782 

有価証券の償還による収入 9,911,138 1,108,235 

有形固定資産の取得による支出 △104,509 △82,008 

無形固定資産の取得による支出 － △16,257 

投資有価証券の売却による収入 － 304,560 

敷金及び保証金の差入による支出 △248,625 △82,529 

敷金及び保証金の回収による収入 349,164 45,924 

事業譲受による支出 － △54,735 

その他 △24,488 △5,999 

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,512 626,407 

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 △507 

配当金の支払額 △136,085 △54,675 

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,436 △55,183 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371,010 269,928 

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,875 2,119,266 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,674,864 2,389,194 
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(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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