
（注）�△はマイナスを表しております。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ここに当社の第57期第２四半期累計期間（自�2016年２月21日�至�

2016年８月20日）の報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申し
上げます。
当第２四半期累計期間は「再生への挑戦」をスローガンに掲げ、業

績の回復と安定成長への基盤づくりに向けて取り組んでまいりました。
商品面につきましては、MA-1タイプ等の羽織り物や人気キャラク

ターとのコラボＴシャツ、また今年で４年目となる専門学校生からデ
ザインを募った「Ｔシャツデザインコンテスト」で商品化したプリン

トＴシャツ類が好調に推移したほか、汗染みが目立たない特殊加工を
施した「ゼロステイン」のＴシャツシリーズはメンズ・レディース合
わせて64種類を展開、機能性とデザイン性を兼ね備えた付加価値の高
さでお客様の支持を得て約５万枚を販売する大ヒットとなりました。
一方で、５ポケットを中心とした定番のボトムス類は期間を通して苦
戦致しました。
販売促進面におきましては、新聞折込広告や店頭での手配りチラシ

に割引クーポン（「スゴイ！クーポン」）を付してご来店を促進すると
ともに、自社スタッフによるコーディネート画像をSNSで定期的に発
信するなど商品の魅力を伝えることに努めてまいりました。また、前
述の「ゼロステイン」では大型の体験型POPを設置したことでお客様
の購買意欲を増進させることができました。
以上の結果、売上高は45億73百万円、営業損失２億45百万円、経

常損失２億34百万円、四半期純損失３億38百万円となりました。
今後につきましては、①�「適品」、「適時」、「適価」、「適量」、「適所」

の追求による在庫効率の改善、②�「売場・商品・販促」の三位一体に
よる売上高の向上、③�「EC」、「新業態」の育成・拡大を中心に取り組
んでまいります。
なお、中間配当金につきましては、誠に申し訳なく存じますが、無

配とさせていただきます。
何卒、株主の皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

決算ハイライト

2016年11月

売上高 （単位：百万円）

第54期

4,936 4,834 4,549

第2四半期累計期間

第55期

9,924

第56期

9,818

通期

第57期

9,308

4,573

9,580
（予想）
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△226
△5

第55期 第56期

75
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経常利益 （単位：百万円）

△630

第2四半期累計期間 通期

△629

第57期

△234
△350
（予想）

四半期（当期）純利益 （単位：百万円）

第54期

△292
△133

第55期 第56期

△46

53

△756

第2四半期累計期間 通期

第57期

△546
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△650
（予想）
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汗染みが目立たない「ゼロステイン」 OUTDOOR PRODUCTSブランド事業の譲受

主要な事業所および店舗�（2016年8月20日現在）

会社情報�（2016年8月20日現在）

株主メモ

本　社 東京都渋谷区元代々木町30番13号

戸田物流センター 埼玉県戸田市笹目８丁目９番10号

店　舗
（計93店舗）

■ JEANS MATE 70店舗
東京�33、神奈川�13、千葉�3、埼玉�12、静岡�1、
愛知�２、大阪�3、広島�2、福岡�1

■�ワケあり本舗 9店舗
東京�1、神奈川�1、千葉�1、愛知�1、三重�1、
大阪�3、兵庫�1

■ Happy Door 2店舗
神奈川�1、広島�1

 Blue Standard	 8店舗
千葉�1、埼玉�1、静岡�1、大阪�3、山口�1、福岡�1

■ STREET	 2店舗
千葉�2

 comfort blue	 1店舗
東京�1

 WHmarket	 1店舗
福岡�1

株式の状況
発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 10,924,657株（自己株式1,726,809株を除く。）
株　主　数 �8,115名
大　株　主（上位５名）

株主名 持株数 持株比率
（千株） （%）

西脇　健司 2,579 23.61
西脇　昌司 2,210 20.23
㈲ケン・アンド・ティー・ニシワキ 599 5.48
ジーンズメイト従業員持株会 253 2.31
西脇　大輔 186 1.71

事 業 年 度 ２月21日～翌年２月20日
期末配当金受領
株 主 確 定 日 ２月20日
中間配当金受領
株 主 確 定 日 ８月20日
定 時 株 主 総 会 毎年５月中旬
株主名簿管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社特別口座の口座
管 理 機 関

同 連 絡 先
三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部
〒137－8081�東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL�0120－232－711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告により行う。

公告掲載URL
http://www.jeansmate.co.jp/ir/koukoku.html
（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

会社概要
■ 会社名
� 株式会社ジーンズメイト
■ 所在地
� 東京都渋谷区元代々木町30番13号
■ ホームページアドレス
� http://www.jeansmate.co.jp
■ 資本金
� 2,015百万円
■ 従業員数
� 116名

取締役会長 西脇　昌司
代表取締役社長 冨澤　茂
代表取締役専務 砂田　真一
社外取締役 大塚　隆平
常勤監査役 藤村　道明
社外監査役 加納　治夫
社外監査役 林原		菜穂子

■ 役　員

（ご注意）
1.��株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座
管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ
ください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。

2.���特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関
となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。な
お、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.��未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。（注）�持株比率は自己株式（1,726,809株）を控除して計算しております。
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「ゼロステイン」のＴシャツシリーズはメンズ・レディース合わせて
64種類を展開、機能性とデザイン性を兼ね備えた付加価値の高さで、
第２四半期累計期間約５万枚を販売する大ヒットとなりました。

OUTDOOR	PRODUCTSブランドの日本国内における独占フランチ
ャイズ契約を株式会社サンマリノから10月１日付で承継し、現在５店
舗及びZOZOTOWN通販を運営しております。

・テラスモール湘南店�
　（神奈川県藤沢市）
・ららぽーと新三郷店�
　（埼玉県三郷市）
・セブンパークアリオ柏店�
　（千葉県柏市）
・あべのキューズモール店�
　（大阪市阿倍野区）
・ららぽーと和泉店�
　（大阪府和泉市）
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