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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 10,880 7.6 260 △28.2 285 △24.9 155 △15.8
22年2月期第2四半期 10,114 ― 363 ― 380 ― 185 ―

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 12.18 ―
22年2月期第2四半期 14.47 ―

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 6,093 2,303 37.8 179.83
22年2月期 5,825 2,239 38.4 174.77

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  2,303百万円 22年2月期  2,239百万円

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 ― 0.00 ― 7.10 7.10
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 7.10 7.10

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 20,880 5.8 350 △27.2 400 △23.1 220 △24.4 17.17



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 12,812,000株 22年2月期  12,812,000株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  79株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 12,811,987株 22年2月期2Q 12,812,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部景気回復の兆しと共に企業業績は回復傾向にあるものの、

雇用情勢・所得環境について改善には至っておらず、個人消費は将来不安に起因する節約志向の高まりから依然とし

て低迷しており、企業をとりまく環境は厳しい状況で推移してまいりました。 

 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２四半期連結累計期間につきましては、売上高10,880百万円(前年同期比

7.6％増)、営業利益260百万円(前年同期比28.2％減)、経常利益285百万円(前年同期比24.9％減)、四半期純利益155

百万円(前年同期比15.8％減)となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計としては、新規店舗出店等に伴う現金及び預金、商品等の増加によ

り、前連結会計年度末に比べて268百万円増加し、6,093百万円となりました。負債合計は、商品仕入の増加による買

掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて203百万円増加し、3,790百万円となりました。純資産合計は、四半

期純利益の計上、剰余金の配当等により、前連結会計年度末に比べて64百万円増加し、2,303万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成22年７月14日付）いたしました業績予想に変更あ

りません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）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  

 a．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、当連結会計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。  

  

（３）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。   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報

㈱ジェーソン（3080）　平成23年２月期第2四半期決算短信

2



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 777,873 708,628

売掛金 152,582 136,794

商品 1,485,128 1,406,243

貯蔵品 10,391 10,577

繰延税金資産 28,443 37,176

その他 160,298 142,995

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,614,659 2,442,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,665,163 1,613,942

減価償却累計額 △966,326 △929,573

建物及び構築物（純額） 698,837 684,369

土地 1,069,978 1,069,978

リース資産 128,902 89,612

減価償却累計額 △22,798 △10,992

リース資産（純額） 106,104 78,619

その他 233,376 251,185

減価償却累計額 △179,179 △194,828

その他（純額） 54,196 56,357

有形固定資産合計 1,929,116 1,889,324

無形固定資産 161,434 162,492

投資その他の資産   

投資有価証券 735 980

長期貸付金 107,900 108,500

敷金及び保証金 1,064,785 1,075,541

繰延税金資産 102,299 143,753

その他 210,061 200,216

貸倒引当金 △97,000 △197,421

投資その他の資産合計 1,388,781 1,331,569

固定資産合計 3,479,332 3,383,386

資産合計 6,093,991 5,825,743
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,995,711 1,661,200

短期借入金 100,000 332,800

1年内返済予定の長期借入金 400,560 373,068

リース債務 26,770 18,509

未払法人税等 91,743 82,895

賞与引当金 34,772 31,438

その他 513,129 500,359

流動負債合計 3,162,687 3,000,270

固定負債   

長期借入金 296,478 292,478

リース債務 85,605 64,722

退職給付引当金 87,846 81,273

役員退職慰労引当金 136,756 127,251

その他 20,643 20,643

固定負債合計 627,330 586,370

負債合計 3,790,018 3,586,640

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 1,723,958 1,658,926

自己株式 △15 －

株主資本合計 2,303,843 2,238,826

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 129 275

評価・換算差額等合計 129 275

純資産合計 2,303,973 2,239,102

負債純資産合計 6,093,991 5,825,743

㈱ジェーソン（3080）　平成23年２月期第2四半期決算短信

4



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 10,114,029 10,880,467

売上原価 7,576,828 8,181,222

売上総利益 2,537,200 2,699,244

販売費及び一般管理費 2,173,890 2,438,420

営業利益 363,310 260,823

営業外収益   

受取利息 3,342 4,404

受取手数料 9,926 10,517

固定資産賃貸料 28,168 18,024

その他 9,539 7,846

営業外収益合計 50,977 40,793

営業外費用   

支払利息 6,538 5,593

固定資産賃貸費用 25,862 9,173

その他 1,387 1,020

営業外費用合計 33,787 15,786

経常利益 380,500 285,830

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,062 5,142

特別利益合計 12,062 5,142

特別損失   

固定資産除却損 － 2,599

特別損失合計 － 2,599

税金等調整前四半期純利益 392,563 288,373

法人税、住民税及び事業税 204,000 82,090

法人税等調整額 3,233 50,286

法人税等合計 207,233 132,376

四半期純利益 185,329 155,997
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 5,076,014 5,602,015

売上原価 3,810,932 4,233,447

売上総利益 1,265,081 1,368,568

販売費及び一般管理費 1,106,180 1,244,457

営業利益 158,900 124,110

営業外収益   

受取利息 1,780 2,284

受取手数料 5,044 5,020

固定資産賃貸料 14,125 6,025

その他 5,225 2,740

営業外収益合計 26,177 16,069

営業外費用   

支払利息 3,065 2,667

固定資産賃貸費用 12,896 441

その他 582 546

営業外費用合計 16,544 3,655

経常利益 168,533 136,525

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,427 △2,000

特別利益合計 6,427 △2,000

特別損失   

固定資産除却損 － 2,599

特別損失合計 － 2,599

税金等調整前四半期純利益 174,961 131,925

法人税、住民税及び事業税 78,955 56,045

法人税等調整額 4,366 6,971

法人税等合計 83,321 63,016

四半期純利益 91,639 68,909
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８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 392,563 288,373

減価償却費 47,244 62,355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,062 △100,421

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,160 3,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,120 6,573

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,521 9,504

受取利息 △3,342 △4,404

支払利息 6,538 5,593

固定資産除却損 － 2,599

売上債権の増減額（△は増加） 28,474 △15,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,228 △78,698

仕入債務の増減額（△は減少） △585,912 334,511

その他 △26,491 109,790

小計 △137,957 623,323

利息の受取額 3,387 4,419

利息の支払額 △6,358 △5,483

法人税等の支払額 △127,786 △69,574

営業活動によるキャッシュ・フロー △268,714 552,685

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 26,000 7,325

定期預金の預入による支出 △9,010 △9,015

有形固定資産の取得による支出 △84,725 △65,262

無形固定資産の取得による支出 － △132

敷金及び保証金の差入による支出 △128,901 △118,085

敷金及び保証金の回収による収入 10,000 10,051

預り保証金の返還による支出 － △7,000

その他 231 600

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,405 △181,519

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） 98,600 △232,800

長期借入れによる収入 100,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △254,272 △218,508

リース債務の返済による支出 － △11,549

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △90,526 △90,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,198 △303,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △601,319 67,555

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,532 695,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 748,213 762,851
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８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２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８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２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８月31日）  

 海外売上高がないため、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）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ジェーソン（3080）　平成23年２月期第2四半期決算短信

8


	第2四半期決算短信
	正201008本体



