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（百万円未満切捨て） 
１．平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年２月21日～平成20年11月20日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期） 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
21年２月期第３四半期 13,544 △13.0 △24 － 10 △98.0 △665 － 
20年２月期第３四半期 15,560 △5.9 475 △46.8 524 △42.6 △37 － 

20年２月期 21,633 － 825 － 893 － 138 － 
 

 １株当たり四半期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当たり
四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 益

 円 銭 円 銭 
21年２月期第３四半期 △55 98 － 
20年２月期第３四半期 △3 05 － 

20年２月期 11 41 － 
 
(2) 財政状態 

 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 

21年２月期第３四半期 16,426 12,522 76.2 1,145 03 
20年２月期第３四半期 18,039 14,000 77.6 1,156 53 

20年２月期 16,774 14,162 84.4 1,170 01 
 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 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 
21年２月期第３四半期 △365 △322 △931 1,999 
20年２月期第３四半期 △29 131 △648 2,744 

20年２月期 690 301 △664 3,618 
 
２．平成21年２月期の業績予想（平成20年２月21日～平成21年２月20日）【参考】 
 
平成20年９月５日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 

（％表示は対前期増減率） 

 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 18,650 △13.8 △80 － △30 － △750 － △63 05 
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３．その他 
 
 (1)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 
 (2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 
 (注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧下さい。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1. 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見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。 

2. 「平成21年２月期の業績予想」の１株当たり当期純利益は、平成20年10月２日開催の取締役会決議に基づく
自己株式取得による影響を考慮しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期（平成20年２月21日から平成20年11月20日まで）の経営環境は、サブプライムローン問題に端を
発した金融市場の混乱や、原材料価格の上昇を背景とした食料品をはじめとする生活必需品の価格上昇に伴う消費マイ
ンドの急激な冷え込みなどにより、景気後退が一層顕著になってまいりました。 
このような状況のなか、販売面といたしまして、ジーンズマイスターの育成の強化を継続し、お客様の視点に立った
サービスや、ＶＭＤの強化による「見やすく買いやすい」といった魅力ある売り場づくりを目指してまいりました。ま
た、従来の新聞の折り込みチラシや携帯電話を利用したモバイル配信に加え、ウェブ上でチラシが閲覧できるデジタル
チラシの導入も行ってまいりました。その他、創業大感謝祭や周年祭、レディースＤＡＹなどを実施し売上拡大に努め
てまいりましたが、全体を押し上げるには至らず、当第３四半期売上高は既存店前年比89.3％、全店前年比87.0％と
厳しい結果となりました。 
商品動向といたしましては、トップスでは、上半期は４月に東日本で記録的な降水量を観測するなどの天候不順もあ
り、ポロシャツ、半袖Ｔシャツ、半袖シャツなどの主力アイテムが低迷し、計画を大きく下回りました。下半期に入り
まして、パーカーや厚手のチェックシャツなどを中心とした羽織物に加え、中綿素材や合皮素材のアウターなどには動
きが見られましたが、冬物商品の立ち上がりでダウンジャケットやセーターなど防寒物の動きが鈍く、苦戦を強いられ
ました。また、ボトムスでは、ショートパンツは好調に推移しましたが、引き続きメンズ・レディースともにデニム５
ポケットの販売が厳しい状況となりました。 
店舗の状況につきましては、大須店（名古屋市中区）、千葉中央店（千葉市中央区）、ロックタウン東大阪店（大阪府
東大阪市）と、Ｔシャツやアンダーウェアを主力商品とした新業態店舗「ＺＥＲＯ ＧＲＡＶＩＴＹ（ゼロ グラビティ）」
原宿店（東京都渋谷区）の計４店舗を出店いたしました。また、退店店舗につきましては、新百合丘オーパ店（川崎市
麻生区）、川崎ＢＥ店（川崎市川崎区）を閉店し、当第３四半期末店舗数は「ジーンズメイト」業態108店舗（うち24
時間営業店舗は36店舗）、「ＺＥＲＯ ＧＲＡＶＩＴＹ」業態１店舗の計109店舗体制となりました。 
これらの結果、売上高は135億44百万円（前年同期比13.0％減）となりました。販売費及び一般管理費につきまし
ては、店舗作業の効率改善や人員コントロールによる人件費の削減などにより、前年同期に比べ４億25百万円減少し
ましたが、売上高の減収分を補うには至らず、営業損失24百万円（前年同期は営業利益４億75百万円）、経常利益10
百万円（前年同期比98.0％減）となりました。また、特別損失として減損損失１億58百万円及び退店に伴う損失１億
30百万円などや、繰延税金資産の資産性の見直しによる法人税等調整額３億76百万円を計上した結果、当第３四半期
純損失６億65百万円（前年同期は第３四半期純損失37百万円）となりました。 
 
２．財政状態に関する定性的情報 
(1)資産、負債、純資産の状況 
  資産は、前年同期比16億12百万円減少し、164億26百万円となりました。これは主に投資有価証券が７億51百
万円増加いたしましたが、有価証券が８億86百万円、現金及び預金が７億44百万円、有形固定資産が１億98百万
円それぞれ減少したことなどによるものであります。 
  負債は、前年同期比１億34 百万円減少し、39 億４百万円となりました。これは主に賞与引当金が50 百万円、長
期未払金が37百万円、買掛金が34百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 
  純資産は、前年同期比14億77百万円減少し、125 億 22百万円となりました。これは主に当第３四半期純損失の
計上や配当金の支払により繰越利益剰余金が７億93百万円、自己株式の取得により６億31百万円それぞれ減少した
ことなどによるものであります。 
 
(2)キャッシュ・フローの状況 
  当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前年同期末と比べ７億45百万円減少し、
19 億 99 百万円となりました。これは財務活動によるキャッシュ・フローで９億31 百万円、営業活動によるキャッ
シュ・フローで３億65百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで３億22百万円がそれぞれ支出となったためで
あります。 
  当第３四半期における各キャッシュ・フローは次のとおりです。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動の結果使用した資金は、３億65百万円（前年同期比３億35百万円増）となりました。これは主に純粋な
営業活動による支出２億12百万円（前年同期は５億１百万円の収入）や法人税等の支払１億91百万円（前年同期比
３億64百万円減）など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） 
  投資活動の結果使用した資金は、３億22百万円（前年同期は１億31百万円の収入）となりました。これは主に有
価証券の取得及び売却に伴う純支出２億24百万円（前年同期は９億14百万円の純収入）、有形固定資産の取得によ
る支出１億54百万円（前年同期比20百万円増）、長期前払費用の支払70百万円（前年同期比５億９百万円減）や差
入保証金の支払と返還による純収入１億18百万円（前年同期は88百万円の純支出）などによるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動の結果使用した資金は、９億31百万円（前年同期比２億82百万円増）となりました。これは自己株式の
取得による支出６億45百万円（前年同期比２億87百万円増）及び配当金の支払２億85百万円（前年同期比５百万
円減）によるものであります。 
 
３．その他 
（1）会計処理の方法における簡便な方法の採用 
   棚卸資産の計上は、実地棚卸を行わず、帳簿棚卸残高によっております。 
 
（2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更 
   該当事項はありません。 
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４．四半期財務諸表等 
 （1）(要約)四半期貸借対照表 

前年同四半期末 
平成20年２月期 
第３四半期末 

当四半期末 
平成21年２月期 
第３四半期末 

（参考）前期末 
（平成20年２月期末） 

 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

 1.現金及び預金 2,749,476   2,005,094   3,623,301   

 2.売掛金 287,058   265,027   154,272   

 3.有価証券 3,980,265   3,093,742   3,679,209   

 4.棚卸資産 3,708,363   3,793,600   2,338,470   

 5.その他 698,194   600,341   627,514   

 流動資産合計  11,423,358 63.3  9,757,806 59.4  10,422,768 62.1 

Ⅱ 固定資産          

 1.有形固定資産          

  (1)建物 567,593   478,303   517,136   

  (2)器具備品 296,508   223,012   270,790   

  (3)その他 117,414   81,255   108,061   

  有形固定資産合計  981,516 5.5  782,571 4.8  895,988 5.4 

 2.無形固定資産  34,191 0.2  9,462 0.0  33,761 0.2 

 3.投資その他の資産          

  (1)投資有価証券 1,329,545   2,081,283   1,305,358   

  (2)敷金及び保証金 3,438,991   3,318,135   3,348,544   

  (3)その他 831,464   476,945   768,045   

  投資その他の資産 
合計  5,600,000 31.0  5,876,363 35.8  5,421,949 32.3 

 固定資産合計  6,615,708 36.7  6,668,397 40.6  6,351,699 37.9 

資産合計  18,039,067 100.0  16,426,204 100.0  16,774,468 100.0 
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前年同四半期末 
平成20年２月期 
第３四半期末 

当四半期末 
平成21年２月期 
第３四半期末 

（参考）前期末 
（平成20年２月期末） 

 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

 1.支払信託 530,202   512,188  614,965   

 2.買掛金 1,732,233   1,697,577   445,232   

 3.未払法人税等 －   5,637   40,386   

 4.賞与引当金 254,283   203,964   79,103   

 5.ポイントサービス 
引当金 281,255   270,410   285,051   

 6.その他 793,972   804,902   699,719   

 流動負債合計  3,591,948 19.9  3,494,681 21.3  2,164,458 12.9 

Ⅱ 固定負債          

 1.長期未払金 447,073   409,260   447,073   

 2.その他 －   87   －   

 固定負債合計  447,073 2.5  409,348 2.5  447,073 2.7 

 負債合計  4,039,021 22.4  3,904,029 23.8  2,611,531 15.6 

          

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

 1.資本金  2,015,812 11.2  2,015,812 12.3  2,015,812 12.0 

 2.資本剰余金          

  (1)資本準備金 2,125,434   2,125,434   2,125,434   

  資本剰余金合計  2,125,434 11.8  2,125,434 12.9  2,125,434 12.7 

 3.利益剰余金          

  (1)利益準備金 134,089   134,089   134,089   

  (2)その他利益 
剰余金          

   別途積立金 9,820,000   9,820,000   9,820,000   

   繰越利益剰余金 475,858   △317,169   651,352   

  利益剰余金合計  10,429,947 57.8  9,636,919 58.6  10,605,441 63.2 

 4.自己株式  △624,714 △3.5  △1,256,119 △7.6  △624,945 △3.7 

 株主資本合計  13,946,479 77.3  12,522,046 76.2  14,121,742 84.2 

Ⅱ 評価・換算差額等          

 1.その他有価証券 
評価差額金  53,566   127   41,193  

 評価・換算差額等合計  53,566 0.3  127 0.0  41,193 0.2 

 純資産合計  14,000,045 77.6  12,522,174 76.2  14,162,936 84.4 

負債・純資産合計  18,039,067 100.0  16,426,204 100.0  16,774,468 100.0 
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（2）(要約）四半期損益計算書 
前年同四半期 
平成20年２月期 
第３四半期 

当四半期 
平成21年２月期 
第３四半期 

（参考）前期 
（平成20年２月期） 

 
金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  15,560,922 100.0  13,544,071 100.0  21,633,754 100.0 

Ⅱ 売上原価  8,505,536 54.7  7,413,540 54.7  11,898,994 55.0 

   売上総利益  7,055,386 45.3  6,130,531 45.3  9,734,760 45.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,579,998 42.2  6,154,861 45.5  8,909,202 41.2 

   営業利益又は営業損失(△)  475,388 3.1  △24,330 △0.2  825,558 3.8 

Ⅳ 営業外収益  50,198 0.3  52,974 0.4  69,003 0.3 

Ⅴ 営業外費用  1,474 0.0  18,173 0.1  955 0.0 

   経常利益  524,112 3.4  10,470 0.1  893,606 4.1 

Ⅵ 特別利益  － －  39,792 0.3  132,840 0.6 

Ⅶ 特別損失  315,218 2.1  311,045 2.3  498,203 2.3 

   税引前第3四半期(当期)純利
益又は税引前第3四半期純損
失(△) 

 208,893 1.3  △260,782 △1.9  528,243 2.4 

   法人税、住民税及び事業税 251,231   28,641   328,971   

   法人税等調整額 △5,297 245,933 1.5 376,481 405,123 3.0 60,817 389,788 1.8 

   当期純利益又は 
第3四半期純損失(△)  △37,039 △0.2  △665,906 △4.9  138,454 0.6 

          



  

㈱ジーンズメイト（7448）平成 21 年２月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

- 8 - 

（3）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期(自 平成19年２月21日 至 平成19年11月20日)             （単位：千円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益 
準備金 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

 
平成19年２月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,220,000 1,419,462 10,773,551 △266,639 14,648,158 

四半期中の変動額          

 剰余金の配当(注)      △306,563 △306,563  △306,563 

 別途積立金の積立(注)     600,000 △600,000 －  － 

 四半期純損失      △37,039 △37,039  △37,039 

 自己株式の取得        △358,075 △358,075 
 株主資本以外の項目の 
四半期中の変動額（純額）          
 
四半期中の変動額合計 － － － － 600,000 △943,603 △343,603 △358,075 △701,678 
 
平成19年11月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,820,000 475,858 10,429,947 △624,714 13,946,479 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計 

 
平成19年２月20日残高 49,022 49,022 14,697,181 

四半期中の変動額    

 剰余金の配当(注)   △306,563 

 別途積立金の積立(注)   － 

 四半期純損失   △37,039 

 自己株式の取得   △358,075 
 株主資本以外の項目の 
四半期中の変動額（純額） 4,543 4,543 4,543 
 
四半期中の変動額合計 4,543 4,543 △697,135 
 
平成19年11月20日残高 53,566 53,566 14,000,045 

（注）平成19年５月の定時株主総会における剰余金処分及び中間配当であります。 
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当第３四半期(自 平成20年２月21日 至 平成20年11月20日)             （単位：千円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金 
合計 

利益 
準備金 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

 
平成20年２月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,820,000 651,352 10,605,441 △624,945 14,121,742 

四半期中の変動額          

 剰余金の配当      △302,616 △302,616  △302,616 

 四半期純損失      △665,906 △665,906  △665,906 

 自己株式の取得        △631,173 △631,173 
 株主資本以外の項目の 
四半期中の変動額（純額）          
 
四半期中の変動額合計 － － － － － △968,522 △968,522 △631,173 △1,599,695 

平成20年11月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,820,000 △317,169 9,636,919 △1,256,119 12,522,046 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

 
平成20年２月20日残高 41,193 41,193 14,162,936 

四半期中の変動額    

 剰余金の配当   △302,616 

 四半期純損失   △665,906 

 自己株式の取得   △631,173 
 株主資本以外の項目の 
四半期中の変動額（純額） △41,066 △41,066 △41,066 
 
四半期中の変動額合計 △41,066 △41,066 △1,640,762 
 
平成20年11月20日残高 127 127 12,522,174 
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前事業年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日)              （単位：千円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益 
準備金 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

 
平成19年２月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,220,000 1,419,462 10,773,551 △266,639 14,648,158 

事業年度中の変動額          

 剰余金の配当      △306,563 △306,563  △306,563 

 別途積立金の積立     600,000 △600,000 －  － 

 当期純利益      138,454 138,454  138,454 

 自己株式の取得        △358,306 △358,306 
 株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額）          
 
事業年度中の変動額合計 － － － － 600,000 △768,109 △168,109 △358,306 △526,415 
 
平成20年２月20日残高 2,015,812 2,125,434 2,125,434 134,089 9,820,000 651,352 10,605,441 △624,945 14,121,742 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

 
平成19年２月20日残高 49,022 49,022 14,697,181 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △306,563 

 別途積立金の積立   － 

 当期純利益   138,454 

 自己株式の取得   △358,306 
 株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） △7,828 △7,828 △7,828 
 
事業年度中の変動額合計 △7,828 △7,828 △534,244 
 
平成20年２月20日残高 41,193 41,193 14,162,936 
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(4)(要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  
前年同四半期 
平成20年２月期 
第３四半期 

当四半期 
平成21年２月期 
第３四半期 

（参考）前期 
（平成20年２月期） 

 
金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税引前第３四半期(当期)純利益又は 
   税引前第３四半期純損失(△) 208,893 △260,782 528,243 

   減価償却費 220,217 162,186 278,921 

   減損損失 259,825 158,115 326,501 

   賞与引当金の増加額 175,329 124,860 149 

   ポイントサービス引当金の増減額 37,989 △14,641 41,785 

   退店損失引当金の増加額 20,185 121,556 9,440 

   役員退職慰労引当金の減少額 △520,845 － △520,845 

   受取利息及び受取配当金 △37,042 △47,268 △55,411 

   移転補償金 － － △132,840 

   投資有価証券売却益 － △39,792 － 

   固定資産除却損 12,977 2,974 17,126 

   退店に伴う損失金（訴訟和解金） － － 95,000 

   売上債権の増加額 △141,120 △110,755 △8,334 

   棚卸資産の増減額 △1,231,786 △1,455,129 138,106 

   仕入債務の増減額 775,408 1,149,568 △426,829 

   未払消費税等の増減額 － △69,426 69,426 

   未収消費税等の増減額 △14,495 △89,724 12,329 

   長期前払費用の取崩額 170,213 176,341 227,540 

   長期未払金の増減額 447,073 △37,812 447,073 

   その他 118,810 16,946 62,064 

    小計 501,635 △212,783 1,109,444 

   利息及び配当金の受取額 24,912 32,441 44,074 

   移転補償金の受取額 － － 150,000 

   訴訟和解金の支払額 － － △95,000 

   法人税等の支払額 △555,990 △191,873 △517,969 

   法人税等の還付額 － 6,938 － 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △29,442 △365,277 690,549 
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前年同四半期 
平成20年２月期 
第３四半期 

当四半期 
平成21年２月期 
第３四半期 

（参考）前期 
（平成20年２月期） 

 
金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   定期預金の預入による支出 △5,000 △6,000 △5,000 

   定期預金の払戻による収入 5,000 5,000 5,000 

   有価証券の取得による支出 △9,936,389 △18,156,853 △14,886,574 

   有価証券の売却による収入 10,851,238 18,751,201 16,105,244 

   有形固定資産の取得による支出 △134,304 △154,852 △246,266 

   投資有価証券の取得による支出 － △1,000,000 － 

   投資有価証券の売却による収入 － 181,190 － 

   差入保証金の支出 △99,131 △41,594 △141,773 

   差入保証金の返還による収入 10,202 159,634 31,927 

   長期前払費用の支払による支出 △579,731 △70,544 △580,871 

   その他 19,500 10,000 19,500 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 131,382 △322,818 301,185 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   自己株式取得による支出 △358,075 △645,519 △358,838 

   配当金の支払額 △290,679 △285,592 △305,886 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △648,754 △931,111 △664,724 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △546,814 △1,619,207 327,010 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,291,290 3,618,301 3,291,290 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,744,476 1,999,094 3,618,301 

    

 

 


	（注）平成19年５月の定時株主総会における剰余金処分及び中間配当であります。

