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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 ％

26年2月期第2四半期 10,282 △0.6 219 △9.8 252 △6.9 137 8.7
25年2月期第2四半期 10,348 1.5 243 35.2 271 30.9 126 △19.8

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 137百万円 （8.7％） 25年2月期第2四半期 126百万円 （△19.7％）

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

26年2月期第2四半期 10.73 ―
25年2月期第2四半期 9.87 ―

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

26年2月期第2四半期 6,047 2,454 40.6 191.55
25年2月期 5,823 2,407 41.3 187.92
（参考） 自己資本 26年2月期第2四半期 2,454百万円 25年2月期 2,407百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

25年2月期 ― 0.00 ― 7.10 7.10
26年2月期 ― 0.00
26年2月期（予想） ― 7.10 7.10

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 19,900 1.6 240 △3.8 320 5.3 150 4.5 11.71



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続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
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算
短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期2Q 12,812,000 株 25年2月期 12,812,000 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 197 株 25年2月期 197 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 12,811,803 株 25年2月期2Q 12,811,836 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、政権交代後の経済政策への期待を背景とした円安進行や株価

の回復等が見られるものの、欧州の債務問題・新興国経済の成長鈍化等、依然として先行き不透明な状況で推移い

たしました。

当小売業界におきましては、一部の高額商品に持ち直しが見られるものの、従来からの低価格志向・節約志向へ

の意識は引き続き強く、消費者の購買意欲に盛り上がりを欠き厳しい経営環境が続いております。

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10,282,743千円(前年同期比0.6％減)、

営業利益219,727千円(前年同期比9.8％減)、経常利益252,364千円(前年同期比6.9％減)、四半期純利益137,478千

円(前年同期比8.7％増)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、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224,088千円増加し、6,047,161千円となりました。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177,588千円増加し、3,593,102千円となりました。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46,499千円増加し、2,454,058千円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成26年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成25年４月11日付）いたしました業績予想に変更

ありません。

（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

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ377千円増加しております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,149,909 1,339,371

売掛金 121,938 137,796

商品 1,242,467 1,300,478

貯蔵品 12,085 13,489

繰延税金資産 29,600 26,749

その他 174,645 150,130

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,730,586 2,967,956

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,841,421 1,841,801

減価償却累計額 △1,124,775 △1,126,154

建物及び構築物（純額） 716,645 715,647

土地 896,995 896,995

リース資産 138,927 148,485

減価償却累計額 △90,389 △104,662

リース資産（純額） 48,538 43,822

建設仮勘定 4,341 3,051

その他 222,166 219,499

減価償却累計額 △171,886 △176,236

その他（純額） 50,280 43,263

有形固定資産合計 1,716,801 1,702,780

無形固定資産 160,726 159,263

投資その他の資産

投資有価証券 1,162 1,140

長期貸付金 105,850 105,100

敷金及び保証金 947,741 950,134

繰延税金資産 56,158 53,103

その他 180,045 179,683

貸倒引当金 △76,000 △72,000

投資その他の資産合計 1,214,957 1,217,161

固定資産合計 3,092,486 3,079,204

資産合計 5,823,072 6,047,161

㈱ジェーソン（3080）　平成26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25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,598,321 1,775,327

短期借入金 103,751 111,253

1年内返済予定の長期借入金 407,444 379,506

リース債務 29,715 28,150

未払法人税等 86,259 116,534

賞与引当金 31,158 30,802

資産除去債務 2,750 －

その他 429,428 510,509

流動負債合計 2,688,828 2,952,083

固定負債

長期借入金 269,402 165,183

リース債務 22,379 18,784

退職給付引当金 109,543 117,978

役員退職慰労引当金 179,683 189,057

資産除去債務 127,492 132,371

その他 18,183 17,643

固定負債合計 726,685 641,019

負債合計 3,415,513 3,593,102

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 1,827,276 1,873,790

自己株式 △34 △34

株主資本合計 2,407,142 2,453,656

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 416 402

その他の包括利益累計額合計 416 402

純資産合計 2,407,559 2,454,058

負債純資産合計 5,823,072 6,047,161
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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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第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)

売上高 10,348,470 10,282,743

売上原価 7,778,240 7,744,535

売上総利益 2,570,230 2,538,207

販売費及び一般管理費 2,326,575 2,318,480

営業利益 243,654 219,727

営業外収益

受取利息 4,534 4,332

受取手数料 8,215 12,853

固定資産賃貸料 10,506 10,098

貸倒引当金戻入額 3,000 4,000

その他 5,141 4,311

営業外収益合計 31,397 35,596

営業外費用

支払利息 2,814 2,072

固定資産賃貸費用 795 757

その他 278 128

営業外費用合計 3,889 2,959

経常利益 271,162 252,364

特別損失

固定資産売却損 1,597 －

減損損失 3,481 －

災害による損失 － 1,138

特別損失合計 5,078 1,138

税金等調整前四半期純利益 266,083 251,225

法人税、住民税及び事業税 65,646 107,833

法人税等調整額 73,944 5,913

法人税等合計 139,591 113,747

少数株主損益調整前四半期純利益 126,491 137,478

四半期純利益 126,491 137,478
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（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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 126,491 137,478

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23 △14

その他の包括利益合計 △23 △14

四半期包括利益 126,467 137,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,467 137,463

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱ジェーソン（3080）　平成26年2月期第2四半期決算短信

6



（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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第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)

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 266,083 251,225

減価償却費 64,767 65,902

減損損失 3,481 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,000 △4,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △338 △355

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,586 8,435

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,891 9,373

受取利息 △4,534 △4,332

支払利息 2,814 2,072

有形固定資産売却損益（△は益） 1,597 －

売上債権の増減額（△は増加） △25,606 △15,858

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,820 △59,416

仕入債務の増減額（△は減少） 296,228 177,005

その他 83,438 84,394

小計 746,230 514,446

利息の受取額 4,538 4,336

利息の支払額 △2,715 △2,004

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 33,370 △76,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 781,423 440,041

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 5,500 6,000

定期預金の預入による支出 △8,506 △18,006

有形固定資産の取得による支出 △101,679 △32,088

有形固定資産の売却による収入 525 －

無形固定資産の取得による支出 △697 △141

敷金及び保証金の差入による支出 △18,087 △32,324

敷金及び保証金の回収による収入 22,967 45,575

その他 △125 △1,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,104 △32,916

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） △10,000 7,502

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △224,194 △232,157

リース債務の返済による支出 △13,914 △14,463

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 △90,555 △90,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,670 △229,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,648 177,455

現金及び現金同等物の期首残高 974,542 1,120,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,417,190 1,297,827
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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