
 
 

 

平成 30 年５月 14 日 

 

各  位 

 
                                

会社名 株式会社ジーンズメイト 

代表社名 代表取締役社長    冨澤 茂 

 （コード番号7448 東証第一部） 

問合せ先 経営管理部部長   佐藤信治 

電話番号 03-5738-5555 

 

 

 

（訂正）「平成 28年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 28年４月１日に開示いたしました、「平成 28 年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」

について一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

  過年度のキャッシュ・フロー計算書において、表示区分に誤りがありましたので訂正いたします。 

  なお、現金及び現金同等物の増減額および期末残高に影響はございません。 

 

 

２．訂正の内容 

 （サマリー情報） 

 (百万円未満切捨て)

１．平成 28 年２月期の業績（平成 27 年２月 21日～平成 28 年２月 20日） 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 

 （訂正前） 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

28 年２月期 △899 589 △0 1,336 
27 年２月期 △81 442 △0 1,647 

 

 



 
 （訂正後） 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

28 年２月期 △864 553 △0 1,336 

27 年２月期 △59 420 △0 1,647 

 

 

（添付資料） 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

 

 （訂正前） 

(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、８億99百万円(前年同期は81百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期

純損失が５億４百万円、未払金の減少による支出が３億35百万円となったことによるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は、５億89百万円(前年同期は４億42百万円の獲得)となりました。これは主に有価証

券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が６億74百万円となったことによるものであります。 

 

 （訂正後） 

(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、８億64百万円(前年同期は59百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期

純損失が５億４百万円、未払金の減少による支出が３億35百万円となったことによるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は、５億53百万円(前年同期は４億20百万円の獲得)となりました。これは主に有価証

券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が６億74百万円となったことによるものであります。 

 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 

 （訂正前） 

当社は、前事業年度において当期純損失46百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが81百万円のマイナ

スとなりました。当事業年度においても営業損失６億63百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが８億99百万円

のマイナスとなりました。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。 

 

 （訂正後） 

当社は、前事業年度において当期純損失46百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが59百万円のマイナ

スとなりました。当事業年度においても営業損失６億63百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが８億64百万円

のマイナスとなりました。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。 

 



 
５．財務諸表 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 （訂正前） 

         (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年２月21日 
 至 平成27年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成27年２月21日 

 至 平成28年２月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △2,701 △504,333 

 減価償却費 11,363 16,865 

 減損損失 139,370 176,946 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,200 △1,220 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △745 1,538 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △170,842 － 

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 6,627 

 受取利息及び受取配当金 △21,337 △17,443 

 営業補償金 △11,070 △12,000 

 受取補償金 △64,397 － 

 違約金収入 － △312,000 

 売上債権の増減額（△は増加） △18,521 775 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △29,950 △125,082 

 仕入債務の増減額（△は減少） △116,061 59,409 

 未払金の増減額（△は減少） 303,927 △335,205 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 71,395 △71,395 

 その他 △335,153 △72,374 

 小計 △245,924 △1,188,891 

 利息及び配当金の受取額 21,008 18,893 

 補償金の受取額 185,000 － 

 違約金の受取額 － 312,000 

 法人税等の支払額 △41,101 △41,497 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △81,017 △899,495 

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 △569,853 △1,025,187 

 有価証券の償還による収入 624,096 1,499,932 

 有形固定資産の取得による支出 △135,479 △150,767 

 無形固定資産の取得による支出 △3,928 △750 

 投資有価証券の取得による支出 △699,260 － 

 投資有価証券の償還による収入 1,000,000 200,000 

 敷金及び保証金の差入による支出 △106,482 △54,405 

 敷金及び保証金の回収による収入 312,617 117,277 

 その他 21,214 3,173 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 442,925 589,272 

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 △219 △286 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △219 △286 

現金及び現金同等物に係る換算差額 829 △742 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 362,518 △311,251 

現金及び現金同等物の期首残高 1,285,148 1,647,667 

現金及び現金同等物の期末残高  1,647,667  1,336,416 



 
 

 （訂正後） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年２月21日 
 至 平成27年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成27年２月21日 

 至 平成28年２月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △2,701 △504,333 

 減価償却費 11,363 16,865 

 減損損失 139,370 176,946 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,200 △1,220 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △745 1,538 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △170,842 － 

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 6,627 

 受取利息及び受取配当金 △21,337 △17,443 

 営業補償金 △11,070 △12,000 

 受取補償金 △64,397 － 

 違約金収入 － △312,000 

 売上債権の増減額（△は増加） △18,521 775 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △29,950 △125,082 

 仕入債務の増減額（△は減少） △116,061 59,409 

 未払金の増減額（△は減少） 303,927 △335,205 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 71,395 △71,395 

 その他 △313,147 △36,982 

 小計 △223,918 △1,153,499 

 利息及び配当金の受取額 21,008 18,893 

 補償金の受取額 185,000 － 

 違約金の受取額 － 312,000 

 法人税等の支払額 △41,101 △41,497 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △59,011 △864,103 

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 △569,853 △1,025,187 

 有価証券の償還による収入 624,096 1,499,932 

 有形固定資産の取得による支出 △135,479 △150,767 

 無形固定資産の取得による支出 △3,928 △750 

 投資有価証券の取得による支出 △699,260 － 

 投資有価証券の償還による収入 1,000,000 200,000 

 資産除去債務の履行による支出 △22,005 △35,392 

 敷金及び保証金の差入による支出 △106,482 △54,405 

 敷金及び保証金の回収による収入 312,617 117,277 

 その他 21,214 3,173 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 420,919 553,880 

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 △219 △286 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △219 △286 

現金及び現金同等物に係る換算差額 829 △742 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 362,518 △311,251 

現金及び現金同等物の期首残高 1,285,148 1,647,667 

現金及び現金同等物の期末残高 1,647,667 1,336,416 

 

以上 


