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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権主導による金融政策、財政政策等に支えられ、企業業績

が改善傾向にあり、景気回復の兆しが見られましたが、厳しい雇用情勢や消費税増税等により個人消費は厳しい状

況が続いております。

 当小売業界におきましては、消費税増税前の駆け込み需要が顕著に見られた一方で、駆け込み需要の反動による

落ち込みや消費マインドの低下等により先行きが不透明な状況となっております。

 このような状況のもと、当社グループは、より低価格の生活必需商品の品揃えを強化し、また、さらなるローコ

ストオペレーションを進めた結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高10,787,566千円(前年同期比4.9％増)、

営業利益331,369千円(前年同期比50.8％増)、経常利益356,196千円(前年同期比41.1％増)、四半期純利益201,086

千円(前年同期比46.3％増)となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 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、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比

べて731,153千円増加し、6,551,124千円となりました。負債合計は、買掛金の増加等により、前連結会計年度末に

比べて621,071千円増加し、3,993,384千円となりました。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110,082千円増加し、2,557,740千円となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成27年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成26年９月29日付）いたしました業績予想に変更

ありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 該当事項はありません。

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 該当事項はありません。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 該当事項はありません。
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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） 

 
前連結会計年度 

(平成26年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,197,903 1,872,231 

売掛金 116,770 161,655 

商品 1,345,020 1,424,729 

貯蔵品 13,018 16,202 

繰延税金資産 30,167 30,716 

その他 140,415 163,470 

貸倒引当金 △60 △60 

流動資産合計 2,843,236 3,668,946 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 1,859,199 1,859,479 

減価償却累計額 △1,166,253 △1,201,060 

建物及び構築物（純額） 692,945 658,419 

土地 811,995 811,995 

リース資産 176,243 176,243 

減価償却累計額 △120,771 △135,056 

リース資産（純額） 55,472 41,186 

建設仮勘定 - 7,453 

その他 216,258 225,556 

減価償却累計額 △177,090 △182,980 

その他（純額） 39,168 42,575 

有形固定資産合計 1,599,581 1,561,630 

無形固定資産 167,554 165,562 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,191 1,128 

長期貸付金 44,625 500 

敷金及び保証金 950,136 930,231 

繰延税金資産 53,470 57,309 

その他 179,175 170,816 

貸倒引当金 △19,000 △5,000 

投資その他の資産合計 1,209,599 1,154,985 

固定資産合計 2,976,734 2,882,178 

資産合計 5,819,970 6,551,124 

 

㈱ジェーソン（3080）　平成27年2月期第2四半期決算短信

3



 

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 1,583,324 1,983,663 

短期借入金 126,672 173,476 

1年内返済予定の長期借入金 458,270 415,167 

リース債務 25,817 16,844 

未払法人税等 98,250 163,070 

賞与引当金 30,031 32,835 

その他 395,998 560,656 

流動負債合計 2,718,364 3,345,712 

固定負債    

長期借入金 146,604 127,143 

リース債務 33,143 27,016 

退職給付引当金 122,065 131,954 

役員退職慰労引当金 198,509 207,975 

資産除去債務 136,111 136,057 

その他 17,513 17,525 

固定負債合計 653,948 647,672 

負債合計 3,372,313 3,993,384 

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 1,867,373 1,977,496 

自己株式 △50 △50 

株主資本合計 2,447,222 2,557,345 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 435 394 

その他の包括利益累計額合計 435 394 

純資産合計 2,447,657 2,557,740 

負債純資産合計 5,819,970 6,551,124 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 10,282,743 10,787,566 

売上原価 7,744,535 8,031,844 

売上総利益 2,538,207 2,755,721 

販売費及び一般管理費 2,318,480 2,424,352 

営業利益 219,727 331,369 

営業外収益    

受取利息 4,332 2,823 

受取手数料 12,853 7,729 

固定資産賃貸料 10,098 8,545 

貸倒引当金戻入額 4,000 1,655 

その他 4,311 6,713 

営業外収益合計 35,596 27,466 

営業外費用    

支払利息 2,072 1,821 

固定資産賃貸費用 757 729 

その他 128 88 

営業外費用合計 2,959 2,639 

経常利益 252,364 356,196 

特別損失    

減損損失 － 6,323 

災害による損失 1,138 － 

特別損失合計 1,138 6,323 

税金等調整前四半期純利益 251,225 349,873 

法人税、住民税及び事業税 107,833 153,152 

法人税等調整額 5,913 △4,366 

法人税等合計 113,747 148,786 

少数株主損益調整前四半期純利益 137,478 201,086 

四半期純利益 137,478 201,086 

 

㈱ジェーソン（3080）　平成27年2月期第2四半期決算短信

5



（四半期連結包括利益計算書）

（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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 137,478 201,086 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △14 △40 

その他の包括利益合計 △14 △40 

四半期包括利益 137,463 201,045 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 137,463 201,045 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26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 251,225 349,873 

減価償却費 65,902 60,085 

減損損失 － 6,323 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,000 △14,000 

賞与引当金の増減額（△は減少） △355 2,804 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,435 9,888 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,373 9,466 

受取利息 △4,332 △2,823 

支払利息 2,072 1,821 

売上債権の増減額（△は増加） △15,858 △44,884 

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,416 △82,893 

仕入債務の増減額（△は減少） 177,005 400,338 

その他 84,394 168,315 

小計 514,446 864,315 

利息の受取額 4,336 2,826 

利息の支払額 △2,004 △1,810 

法人税等の支払額 △76,736 △89,840 

営業活動によるキャッシュ・フロー 440,041 775,490 

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 6,000 24,000 

定期預金の預入による支出 △18,006 △36,008 

有形固定資産の取得による支出 △32,088 △10,479 

無形固定資産の取得による支出 △141 △4,159 

敷金及び保証金の差入による支出 △32,324 △78 

敷金及び保証金の回収による収入 45,575 2,550 

貸付金の回収による収入 － 31,769 

その他 △1,931 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,916 7,594 

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） 7,502 46,804 

長期借入れによる収入 100,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △232,157 △262,564 

リース債務の返済による支出 △14,463 △14,368 

配当金の支払額 △90,550 △90,637 

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,668 △120,765 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 177,455 662,319 

現金及び現金同等物の期首残高 1,120,371 1,144,359 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,297,827 1,806,678 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はありません。

 

 

（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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