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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第26期

第３四半期連結
累計期間

第27期
第３四半期連結
累計期間

第26期
第３四半期連結
会計期間

第27期
第３四半期連結
会計期間

第26期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
３月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
９月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（千円） 15,760,89214,910,8584,880,4254,717,89620,523,336

経常利益又は経常損失(△)（千

円）
276,134 243,448 △9,696 36,282 302,151

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失(△)（千円）
144,273 164,068△11,724 6,427 134,316

純資産額（千円） － － 2,292,2622,355,2852,282,424

総資産額（千円） － － 5,853,7546,021,2135,680,171

１株当たり純資産額（円） － － 178.92 183.84 178.15

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額(△)（円）

11.26 12.81 △0.92 0.50 10.48

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 39.2 39.1 40.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
319,023 272,256 － － 414,685

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△197,943 42,929 － － △218,835

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△128,567△101,292 － － △132,738

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 687,808 972,299 758,406

従業員数（人） － － 193 181 190

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第26期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 181 (429)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、当第３四半期連結会

計期間の平均人員（８時間換算）を（　）外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 180 (429)

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人

材会社からの派遣社員）は、当第３四半期会計期間の平均人員（８時間換算）を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）　

　
仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

衣料服飾・インテリア 127,874 －

日用品・家庭用品 851,145 －

食料品 2,132,879 －

酒類 370,944 －

その他商品 651 －

小売事業小計 3,483,495 －

その他営業収入 136,079 －

合計 3,619,575 －

　（注）　本表の金額に、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

売上高（千円） 前年同四半期比（％）

衣料服飾・インテリア 152,830 －

日用品・家庭用品 1,148,190 －

食料品 2,713,172 －

酒類 414,349 －

その他商品 1,069 －

小売事業小計 4,429,611 －

その他営業収入 288,285 －

合計 4,717,896 －

　（注）　本表の金額に、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社ジェーソン(E03509)

四半期報告書

 4/25



　当第３四半期連結会計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域の名称

当第３四半期連結会計期間
　(自　平成23年９月１日
 至　平成23年11月30日）

売上高（千円） 前年同四半期比（％）

千葉県 1,723,976 －

東京都 1,368,616 －

埼玉県 824,652 －

茨城県 473,065 －

栃木県 39,299 －

小売事業小計 4,429,611 －

その他営業収入 288,285 －

合計 4,717,896 －

　（注）　本表の金額に、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 　　　

（１）業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災と福島第一原発の事故による影響に対して、一時 

    は復調の動きが見られ個人消費も持ち直しましたが、復興政策の遅れや電力不足、更には欧米の景気減速と財政不安

    による円高・株安から、景気の先行きは不透明で雇用・所得環境も依然低調であり厳しい状況が続いております。

      このような状況のもと、当社グループは電力不足に対応するため営業時間短縮対応を行い、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３四半期連結会計期間は、売上高4,717百万円(前年同期比3.3％減)、営業利

    益28百万円(前年同期は営業損失25百万円)、経常利益36百万円(前年同期は経常損失９百万円)、四半期純利益６百万

　　円(前年同期は四半期純損失11百万円)となりました。

　当第３四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、商品等の増加により、前連結会計年度末に

比べて341百万円増加し、6,021百万円となりました。負債合計は、商品仕入の増加による買掛金の増加等により、前連

結会計年度末に比べて268百万円増加し、3,665百万円となりました。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72百万円増加し、2,355百万円となりました。

　

（２）キャッシュ・フローの状況　　

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、第２四半期連結会計期間末

と比較して146百万円増加し、972百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの

状況は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間の営業活動の結果使用した資金は、150百万円(前年同期比35.5％減)となりました。

　これは主として、税金等調整前四半期純利益27百万円の計上、減価償却費34百万円の計上、賞与引当金の増加20百

万円、たな卸資産の増加73百万円、仕入債務の減少112百万円、法人税等の支払額44百万円等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）

　当第３四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、28百万円(前年同期比74.4％増)となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得25百万円等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）

　当第３四半期連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は、326百万円(前年同期比86.3％増)となりました。

　これは主として、借入金333百万円の純増加によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画

　提出会社におきまして、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の除却については、平成23年

10月に１店舗の閉鎖を完了しております。なお、当第３四半期連結会計期間において、重要な設備の改修の完了予定

時期について、本部（平成24年６月完了予定）につきましては平成24年９月、柏沼南店（平成23年９月完了予定）

につきましては平成24年２月に変更いたしました。また、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりで

あります。

 

会社名

事業所名

（所在地）　

セグメント

の名称　

設備の

内容 

投資予定金額　
資金調達

方法　

着手及び完了予定　
売場面積

（㎡）　
総額

（千円）　

既支払額

（千円）　
着手 完了

提出会社　

足立竹の塚店

（東京都足立区）

　

小売事業 販売設備 7,000 　－ 自己資金
平成24年

２月

平成24年

３月
　555.42
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
 

（平成24年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,812,000 12,812,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株

計 12,812,000 12,812,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年９月１日～

平成23年11月30日　
－ 12,812,000 － 320,300 － 259,600

　

（６）【大株主の状況】

　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ　　　　

　　　　

　　　ん。　
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（７）【議決権の状況】

　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

　　記載することができないことから、直前の基準日(平成23年８月31日)に基づく株主名簿による記載をして

　　おります。

　

①【発行済株式】

 平成23年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式 　 　　100 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 12,810,900 128,109 －

単元未満株式  普通株式      1,000 － －

発行済株式総数           12,812,000 － －

総株主の議決権 － 128,109 －

　 

②【自己株式等】

 平成23年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式)

株式会社ジェーソン

　

千葉県柏市大津ケ丘

二丁目８番５号　
　　　　100 － 　　　　100 　　　　　0.00

計 － 　　　　100 － 　　　　100 　　　　　0.00

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 198 167 160 177 175 171 172 159 158

最低（円） 133 156 146 151 160 148 146 148 143

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。 　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平

成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あ

ずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

株式会社ジェーソン(E03509)

四半期報告書

10/25



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 994,830 776,429

売掛金 126,651 118,740

商品 1,400,407 1,184,374

貯蔵品 12,830 11,676

繰延税金資産 106,776 25,888

未収還付法人税等 34,564 20,838

その他 142,488 140,926

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,818,490 2,278,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,810,059 1,663,496

減価償却累計額 △1,075,236 △999,175

建物及び構築物（純額） 734,823 664,321

土地 896,995 1,032,162

リース資産 135,712 128,902

減価償却累計額 △55,818 △35,688

リース資産（純額） 79,894 93,214

建設仮勘定 4,991 21,226

その他 245,997 245,595

減価償却累計額 △189,602 △189,924

その他（純額） 56,395 55,670

有形固定資産合計 1,773,100 1,866,595

無形固定資産 162,817 160,510

投資その他の資産

投資有価証券 570 957

長期貸付金 106,400 107,300

敷金及び保証金 992,546 1,029,849

繰延税金資産 41,658 93,544

その他 195,630 206,598

貸倒引当金 △70,000 △64,000

投資その他の資産合計 1,266,805 1,374,250

固定資産合計 3,202,722 3,401,356

資産合計 6,021,213 5,680,171
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,703,917 1,569,141

短期借入金 220,000 314,600

1年内返済予定の長期借入金 395,846 379,312

リース債務 28,590 26,937

未払法人税等 135 180

賞与引当金 54,869 34,544

資産除去債務 1,281 －

その他 431,486 455,992

流動負債合計 2,836,126 2,780,707

固定負債

長期借入金 374,199 286,758

リース債務 56,595 72,080

退職給付引当金 96,973 91,295

役員退職慰労引当金 159,335 146,261

資産除去債務 124,953 －

その他 17,743 20,643

固定負債合計 829,801 617,039

負債合計 3,665,928 3,397,747

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 1,775,381 1,702,277

自己株式 △27 △15

株主資本合計 2,355,254 2,282,162

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31 261

評価・換算差額等合計 31 261

純資産合計 2,355,285 2,282,424

負債純資産合計 6,021,213 5,680,171
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 15,760,892 14,910,858

売上原価 11,863,588 11,207,821

売上総利益 3,897,304 3,703,036

販売費及び一般管理費 ※
 3,662,438

※
 3,493,917

営業利益 234,865 209,119

営業外収益

受取利息 6,814 7,055

受取手数料 17,140 13,377

固定資産賃貸料 24,080 17,832

その他 12,329 10,638

営業外収益合計 60,363 48,904

営業外費用

支払利息 8,044 5,707

固定資産賃貸費用 9,615 1,272

貸倒引当金繰入額 － 6,000

その他 1,435 1,596

営業外費用合計 19,094 14,575

経常利益 276,134 243,448

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,142 －

固定資産売却益 － 2,264

特別利益合計 4,142 2,264

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,709

固定資産売却損 － 25,257

固定資産除却損 4,243 2,007

減損損失 － 1,929

賃貸借契約解約損 － 9,240

特別損失合計 4,243 102,144

税金等調整前四半期純利益 276,033 143,568

法人税、住民税及び事業税 85,729 8,345

法人税等調整額 46,030 △28,844

法人税等合計 131,760 △20,499

少数株主損益調整前四半期純利益 － 164,068

四半期純利益 144,273 164,068
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 4,880,425 4,717,896

売上原価 3,682,365 3,546,342

売上総利益 1,198,059 1,171,554

販売費及び一般管理費 ※
 1,224,017

※
 1,142,623

営業利益又は営業損失（△） △25,958 28,930

営業外収益

受取利息 2,409 2,311

受取手数料 6,622 4,602

固定資産賃貸料 6,055 5,780

その他 4,482 2,395

営業外収益合計 19,570 15,088

営業外費用

支払利息 2,450 1,663

固定資産賃貸費用 441 423

貸倒引当金繰入額 － 5,000

その他 415 649

営業外費用合計 3,308 7,736

経常利益又は経常損失（△） △9,696 36,282

特別利益

貸倒引当金戻入額 △1,000 －

特別利益合計 △1,000 －

特別損失

固定資産除却損 1,643 －

賃貸借契約解約損 － 9,240

特別損失合計 1,643 9,240

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△12,340 27,041

法人税、住民税及び事業税 3,639 1,255

法人税等調整額 △4,255 19,358

法人税等合計 △615 20,613

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,427

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,724 6,427
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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３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30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 276,033 143,568

減価償却費 96,020 100,515

減損損失 － 1,929

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99,421 6,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,588 20,325

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,540 5,678

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,257 13,074

受取利息 △6,814 △7,055

支払利息 8,044 5,707

有形固定資産売却損益（△は益） － 22,993

賃貸借契約解約損 － 9,240

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,709

固定資産除却損 4,243 2,007

売上債権の増減額（△は増加） 10,060 △7,911

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,733 △217,187

仕入債務の増減額（△は減少） 18,450 134,776

その他 93,978 △9,436

小計 504,714 287,934

利息の受取額 6,826 7,060

利息の支払額 △8,005 △5,573

法人税等の支払額 △184,512 △17,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,023 272,256

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 7,325 6,000

定期預金の預入による支出 △10,515 △10,508

有形固定資産の取得による支出 △88,844 △75,122

有形固定資産の売却による収入 － 114,100

無形固定資産の取得による支出 △132 △4,370

敷金及び保証金の差入による支出 △135,315 △16,393

敷金及び保証金の回収による収入 35,639 30,104

預り保証金の返還による支出 △7,000 －

その他 900 △880

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,943 42,929

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） △84,400 △94,600

長期借入れによる収入 400,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △335,504 △346,025

リース債務の返済による支出 △17,885 △19,956

自己株式の取得による支出 △15 △11

配当金の支払額 △90,762 △90,699

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,567 △101,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,486 213,892

現金及び現金同等物の期首残高 695,295 758,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 687,808

※
 972,299
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
　当第３四半期連結累計期間
　（自　平成23年３月１日
　　　至　平成23年11月30日）　

　

　会計処理基準に関する事項　

　の変更

　資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

　　第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

　　（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ7,654千

　　円減少し、税金等調整前四半期純利益は69,583千円減少しております。また、当会

　　計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は127,186千円であります。

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
　　至　平成23年11月30日）　

　　　　　　　　　

　（四半期連結損益計算書）

　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

　　様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

　　り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
　　至　平成23年11月30日）　

　　　　　　　　　

　（四半期連結損益計算書）

　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

　　様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

　　り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

棚卸資産の評価方法　

　

四半期連結会計期間末における商品の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省

略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定

しております。　

固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

発送配達費 419,577千円

役員報酬 66,749千円

給与手当賞与 482,472千円

雑給  627,331千円

賞与引当金繰入額 61,026千円

退職給付費用 11,602千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,257千円

地代家賃 1,055,711千円

減価償却費 95,392千円

発送配達費 399,027千円

役員報酬 59,594千円

給与手当賞与 461,743千円

雑給  604,719千円

賞与引当金繰入額 54,869千円

退職給付費用 10,505千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,074千円

地代家賃 1,022,439千円

減価償却費 99,999千円

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

発送配達費 130,884千円

役員報酬 22,249千円

給与手当賞与 152,864千円

雑給 208,174千円

賞与引当金繰入額 26,253千円

退職給付費用 2,131千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,752千円

地代家賃 352,766千円

減価償却費 33,455千円

発送配達費 128,308千円

役員報酬 19,183千円

給与手当賞与 145,833千円

雑給 201,374千円

賞与引当金繰入額 20,581千円

退職給付費用 2,556千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,160千円

地代家賃 336,598千円

減価償却費 34,828千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年11月30日現在）

（千円）

（平成23年11月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 704,331

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　△16,522

現金及び現金同等物 687,808

　

現金及び預金勘定 994,830

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　△22,531

現金及び現金同等物 972,299
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　

平成23年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　12,812,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　157株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

配当金支払額　

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月26日

定時株主総会
普通株式 90,964 7.10平成23年２月28日平成23年５月27日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）　

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める小売事業の割合がいずれも90％を超えているため、記

載を省略しております。　

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）　

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める小売事業の割合がいずれも90％を超えているため、記

載を省略しております。　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

　

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間 

　　　　（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）

　　　　　当社グループにおいては、小売事業以外の重要なセグメントはありませんので、セグメント情報の記載を省略

　　　　しております。　　
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（追加情報）

　　　　　　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

　　　　　21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

　　　　　平成20年３月21日）を適用しております。　

　

（金融商品関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）

　　　　　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がない

　　　　ため、記載しておりません。　

　

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）　

　有価証券は、当社グループの事業運営における重要性が乏しく、かつ前連結会計年度の末日に比べて著しい変動

が認められないため、記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）　

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）

　該当事項はありません。　

 

（賃貸等不動産関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）

　　　　　賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

　　　　認められないため、記載しておりません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 183.84円 １株当たり純資産額 178.15円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 2,355,285 2,282,424

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産

額（千円）
2,355,285 2,282,424

１株当たり純資産額の算定に用いられた四

半期末（期末）の普通株式の数（株）
12,811,843 12,811,921

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 11.26円 １株当たり四半期純利益金額 12.81円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純利益（千円） 144,273 164,068

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 144,273 164,068

期中平均株式数（株） 12,811,965 12,811,869

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △0.92円 １株当たり四半期純利益金額 0.50円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） △11,724 6,427

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（千円）
△11,724 6,427

期中平均株式数（株） 12,811,921 12,811,843
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　リース取引開始日が、平成21年２月28日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第３四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末

に比べて著しい変動は認められないと判断したため、記載を省略しております。
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２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ジェーソン(E03509)

四半期報告書

22/25



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年１月14日

株式会社ジェーソン

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡邉　宣昭　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀切　　進　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小出　健治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェーソン

の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22

年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェーソン及び連結子会社の平成22年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年１月13日

株式会社ジェーソン

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 筆野　　力　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小出　健治　　印

　 　 　 　 　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェーソン

の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23

年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェーソン及び連結子会社の平成23年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半期連　結

会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。　　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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