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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年2月21日～平成22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 ％

23年2月期第3四半期 10,666 △12.8 △1,082 ― △1,060 ― △2,653 ―
22年2月期第3四半期 12,236 ― △679 ― △651 ― △750 ―

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3四半期 △242.76 ―
22年2月期第3四半期 △68.60 ―

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3四半期 10,583 7,859 74.3 719.11
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3四半期  7,859百万円 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.4「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3Q 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3Q  1,722,098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3Q 10,929,780株 22年2月期3Q 10,934,759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３四半期会計期間（平成22年８月21日から平成22年11月20日まで）におけるわが国経済は、政府の景気対策等

を背景に一部で景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢の厳しさや急激な円高等による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、本来、秋物商品が中心となり冬物商品へ移行していく当第３四半期会計期間において

残暑が厳しく続いたことなどもあり、非常に厳しい結果となりました。一部のシャツ類やショートパンツ及び当期よ

り強化している雑貨類などは一定の結果を残しているものの、この時期の中心となるべき羽織物や移行が始まる防寒

商品群が振るわず、デニム５ポケットにつきましても依然として低調に推移いたしました。その結果、商品部門別売

上高は、ボトムス部門８億52百万円（前年同四半期比22.7％減）、トップス部門15億10百万円（前年同四半期比

22.4％減）、小物部門６億86百万円（前年同四半期比6.5％増）となりました。 

販売面といたしましては、従来のセール開催頻度等を見直す一方で「ジーンズデー」、「レディースデー」及び

「学割デー」といった定期的なキャンペーンを開催するとともに当期より実施している交通広告を活用することで、

売上の底上げとターゲット別の訴求を強めてまいりました。 

 また、ハッピードア業態（雑貨・コスメなどのバラエティショップ）を中心に女性客の拡大に取り組んだ結果、当

第３四半期会計期間の女性客数は前年比21.6％増となりました。また、さらなる新規顧客の開拓を目指し、低価格の

衣料品や雑貨・アクセサリー類を展開する新業態「ワケあり本舗」のテスト運営を開始いたしました。 

出退店につきましては、出店が１店舗、退店が５店舗、業態変更が１店舗あり、当第３四半期会計期間末の総店舗

数は112店舗となりました。なお、24時間営業店舗は、当第３四半期会計期間末で25店舗（すべてジーンズメイト業

態）となりました。 

なお、収益構造改善策の一環として実施した「早期退職優遇制度」につきましては、正社員の約３割に相当する109

名の応募があり、平成22年11月20日までに退職いたしました。 

これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は30億49百万円（前年同四半期比17.4％減）、営業損失は３億34百

万円（前年同四半期は営業損失４億23百万円）、経常損失は３億25百万円（前年同四半期は経常損失４億12百万円）、

四半期純損失は４億17百万円（前年同四半期は四半期純損失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106億66百万円（前年同四半期比12.8％減）、営業損失は10億82百万円（前

年同四半期は営業損失６億79百万円）、経常損失は10億60百万円（前年同四半期は経常損失６億51百万円）、四半期

純損失は26億53百万円（前年同四半期は四半期純損失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 

 （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22億77百万円減少し、105億83百万円となりました。 

   流動資産は、前事業年度末に比べ５億51百万円増加し、78億64百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が１億60百万円減少しましたが、有価証券が５億80百万円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28億28百万円減少し、27億19百万円となりました。これは主に店舗及び共用

資産の減損損失を13億９百万円計上したことや、投資有価証券が13億61百万円、敷金及び保証金が６億円それぞ

れ減少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４億27百万円増加し、27億24百万円となりました。 

   流動負債は、前事業年度末に比べ４億26百万円増加し、23億86百万円となりました。これは主に支払信託が１

億53百万円減少しましたが、買掛金が５億46百万円増加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27億５百万円減少し、78億59百万円となりまし

た。これは主に四半期純損失を26億53百万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３四半期会計期間末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３億60百万円減少し、20億28百万円となりました。これは投資活動によるキャッシュ・フローで58百万

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４億18百万円、財務活動によるキャッシュ・フ

ローで０百万円それぞれ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） 

   営業活動の結果支出した資金は、４億18百万円（前年同四半期は８億60百万円の支出）となりました。これは

主に税引前四半期純損失４億５百万円の計上に加え、たな卸資産の増加による支出が５億72百万円となりました

が、仕入債務の増加による収入が５億93百万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、58百万円（前年同四半期は１億24百万円の収入）となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出が49百万円となりましたが、敷金及び保証金の差入及び回収に伴う純収入が１億

43百万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） 

   財務活動の結果支出した資金は、０百万円（前年同四半期は49百万円の支出）となりました。これは主に当中

間配当が無配となったものの、過年度の未払配当金の支払を行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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚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．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３四半期累計期間に10億82百万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３四半期累計期間に７億20百万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３四半期累計期間において四半期純損失26億53百万円

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た売場作りを始めました。

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の確立を目

指すとともに、低価格の衣料品や雑貨・アクセサリー類を展開する新業態「ワケあり本舗」を立ち上げ、当事業年度

に譲り受けたハッピードア業態とともに新たな顧客の獲得による売上高の拡大を目指してまいります。 

経費面では、早期退職優遇制度による正社員の削減（109名）や不採算店の撤退（９店舗）、営業時間の見直し（24

時間営業店舗の縮小）等を当第３四半期累計期間に実施してまいりましたが、今後におきましてもさらなる固定費の

圧縮に向けて取り組みを強化してまいります。 

これらの施策を講じながら収益力の回復に努めてまいりますとともに、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３四半期会計期間末 
(平成22年11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 1,959,569 2,120,269

売掛金 203,828 122,196

有価証券 2,228,072 1,647,785

商品 2,987,772 2,944,914

その他 485,108 477,958

流動資産合計 7,864,351 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 2,644,108 3,244,489

その他 197,789 194,233

貸倒引当金 △122,565 △164,900

投資その他の資産合計 2,719,333 4,634,850

固定資産合計 2,719,333 5,547,652

資産合計 10,583,685 12,860,777

負債の部   

流動負債   

支払信託 310,460 463,801

買掛金 994,045 447,549

賞与引当金 － 71,120

ポイント引当金 208,484 223,228

株主優待引当金 － 22,015

店舗閉鎖損失引当金 70,550 73,459

その他 803,312 659,328

流動負債合計 2,386,853 1,960,503

固定負債   

長期未払金 335,877 335,877

繰延税金負債 1,590 －

固定負債合計 337,467 335,877

負債合計 2,724,321 2,296,380
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11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 4,974,926 7,682,857

自己株式 △1,259,126 △1,258,593

株主資本合計 7,857,045 10,565,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,317 △1,113

評価・換算差額等合計 2,317 △1,113

純資産合計 7,859,363 10,564,396

負債純資産合計 10,583,685 12,860,777
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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)

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 12,236,763 10,666,492

売上原価 6,631,275 5,949,372

売上総利益 5,605,487 4,717,120

販売費及び一般管理費 6,284,663 5,799,880

営業損失（△） △679,176 △1,082,760

営業外収益   

有価証券利息 27,631 24,358

還付加算金 4,261 －

その他 6,970 5,851

営業外収益合計 38,862 30,210

営業外費用   

投資事業組合運用損 10,718 7,341

その他 517 379

営業外費用合計 11,235 7,721

経常損失（△） △651,548 △1,060,271

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 42,334

特別利益合計 － 42,334

特別損失   

固定資産除却損 2,135 －

店舗閉鎖損失 － 37,262

減損損失 55,811 1,309,773

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,432 70,550

特別退職金 － 183,603

特別損失合計 69,380 1,601,189

税引前四半期純損失（△） △720,929 △2,619,126

住民税 29,240 34,149

四半期純損失（△） △750,169 △2,653,276
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 3,692,793 3,049,740

売上原価 1,922,106 1,566,166

売上総利益 1,770,686 1,483,573

販売費及び一般管理費 2,193,880 1,817,968

営業損失（△） △423,193 △334,395

営業外収益   

有価証券利息 9,228 7,406

その他 3,670 1,796

営業外収益合計 12,899 9,202

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,472 499

その他 17 48

営業外費用合計 2,489 548

経常損失（△） △412,783 △325,740

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 42,334

特別利益合計 － 42,334

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 37,262

減損損失 － 32,897

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,282 51,090

特別退職金 － 969

特別損失合計 18,282 122,220

税引前四半期純損失（△） △431,066 △405,626

住民税 10,089 11,468

四半期純損失（△） △441,155 △417,094
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22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 △2,619,126

減価償却費 125,830 57,953

減損損失 55,811 1,309,773

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △42,334

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,314 △71,120

ポイント引当金の増減額（△は減少） △29,540 △14,744

株主優待引当金の増減額(△は減少) 35,973 △22,015

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △28,390 △2,908

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 △24,951

投資事業組合運用損益（△は益） 10,718 7,341

売上債権の増減額（△は増加） △86,499 △81,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,715,913 △1,655

仕入債務の増減額（△は減少） 941,404 393,155

その他 374,191 396,146

小計 △1,236,540 △716,118

利息及び配当金の受取額 27,958 26,169

法人税等の支払額 △18,226 △30,182

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 △720,130

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 △728,661

有価証券の償還による収入 12,086,596 1,252,605

有形固定資産の取得による支出 △162,645 △131,341

無形固定資産の取得による支出 △25,500 △27,337

投資有価証券の取得による支出 △304,248 －

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 △492,020 △83,136

敷金及び保証金の回収による収入 370,010 190,352

事業譲受による支出 － △54,735

その他 △20,455 △36,930

投資活動によるキャッシュ・フロー 135,513 685,375

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 △533

配当金の支払額 △185,734 △55,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,175 △55,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,157,613 △90,660

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 1,888,262 2,028,606
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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。 

（株）　ジーンズメイト　（7448）　　平成23年2月期　　第3四半期決算短信　（非連結）

―　10　―


	513Qサマリ
	1217定性的情報51-3Q
	財務諸表
	注記51-3Q1215



