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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32期

第１四半期
連結累計期間

第33期
第１四半期
連結累計期間

第32期

会計期間
自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日

自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日

自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日

売上高 （千円） 5,868,178 5,935,487 23,325,828

経常利益 （千円） 230,216 210,574 703,419

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 129,276 127,316 423,105

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 129,316 127,316 422,814

純資産額 （千円） 2,910,803 3,216,312 3,204,301

総資産額 （千円） 7,336,666 7,856,799 7,074,947

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 10.09 9.94 33.02

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 （％） 39.7 40.9 45.3
 

（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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

 

３ 【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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の政策運営や中国を始めとするアジア新興国等の景気下

振れリスクに加え、欧州の政治情勢、地政学リスクの高まりなど海外経済の不確実性が高まるものの、政府や日銀

の各種政策効果もあり企業収益や雇用情勢の改善が続き緩やかな回復基調で推移しております。

小売業界においては、消費者マインドに持ち直しの動きがみられるものの、一般消費者の低価格志向・節約志向

への意識は依然として強く、業種業態を超えた競合はますます激化する状況にあります。

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群の品揃えを強化し、また、コンビニエン

ス性の高い、地域における生活便利店としての機能を果たすべく店舗運営を進めつつも同時に、予定通りの物流シ

ステム再構築に伴う初期コストを計上した結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高5,935,487千円（前期比

1.1％増）、営業利益199,681千円（同0.4％減）、経常利益210,574千円（同8.5％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益127,316千円（同1.5％減）となりました。

 
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて781,852千円増加し、7,856,799千円とな

りました。これは主に、現金及び預金が477,625千円、商品が266,794千円増加したこと等によります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて769,841千円増加し、4,640,487千円となりました。これは主に、買掛金

が560,379千円、短期借入金を含む有利子負債が182,549千円増加したこと等によります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12,010千円増加し、3,216,312千円となりました。これは主に、利益剰

余金が12,010千円増加したことによります。

なお、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、セグメントの業績の記載

を省略しております。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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 【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１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年７月12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
東京証券取引所
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29年３月１日～
平成29年５月31日

― 12,812,000 ― 320,300 ― 259,600
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四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29年２月28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29年２月28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 200 ― ―

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　 900 ― ―

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29年２月28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

千葉県柏市大津ヶ丘
二丁目８番５号

200 ― 200 0.00

計 ― 200 ― 200 0.00
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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）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、第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平成

29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31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。
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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)

          
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,830,213 2,307,838

  売掛金 133,304 177,468

  商品 1,499,195 1,765,989

  貯蔵品 15,514 16,173

  繰延税金資産 36,465 34,712

  その他 149,732 171,377

  流動資産合計 3,664,425 4,473,560

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 2,032,891 2,042,017

    減価償却累計額 △1,285,359 △1,303,935

    建物及び構築物（純額） 747,531 738,082

   車両運搬具及び工具器具備品 325,210 328,619

    減価償却累計額 △205,460 △216,857

    車両運搬具及び工具器具備品（純額） 119,750 111,761

   土地 1,082,578 1,082,578

   リース資産 177,853 174,639

    減価償却累計額 △67,309 △72,826

    リース資産（純額） 110,544 101,812

   建設仮勘定 23,589 28,740

   有形固定資産合計 2,083,993 2,062,975

  無形固定資産 166,007 164,844

  投資その他の資産   

   敷金及び保証金 942,225 938,456

   繰延税金資産 58,708 59,923

   その他 159,586 157,038

   投資その他の資産合計 1,160,520 1,155,419

  固定資産合計 3,410,521 3,383,239

 資産合計 7,074,947 7,856,799
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,751,162 2,311,542

  短期借入金 190,000 346,000

  1年内返済予定の長期借入金 400,592 414,631

  リース債務 37,504 37,604

  未払金 323,843 325,954

  未払法人税等 148,930 96,468

  賞与引当金 37,388 63,001

  その他 168,819 214,904

  流動負債合計 3,058,240 3,810,107

 固定負債   

  長期借入金 133,184 145,694

  リース債務 82,909 73,470

  役員退職慰労引当金 261,763 267,472

  退職給付に係る負債 157,969 166,558

  資産除去債務 160,633 161,238

  その他 15,945 15,945

  固定負債合計 812,405 830,379

 負債合計 3,870,645 4,640,487

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 2,624,452 2,636,463

  自己株式 △50 △50

  株主資本合計 3,204,301 3,216,312

 純資産合計 3,204,301 3,216,312

負債純資産合計 7,074,947 7,856,799
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 5,868,178 5,935,487

売上原価 4,331,338 4,366,145

売上総利益 1,536,840 1,569,342

販売費及び一般管理費 1,336,408 1,369,661

営業利益 200,432 199,681

営業外収益   

 受取利息 1,223 1,141

 受取手数料 17,392 4,881

 固定資産賃貸料 3,196 3,198

 その他 9,378 2,994

 営業外収益合計 31,190 12,216

営業外費用   

 支払利息 826 932

 固定資産賃貸費用 338 347

 その他 241 42

 営業外費用合計 1,407 1,323

経常利益 230,216 210,574

税金等調整前四半期純利益 230,216 210,574

法人税、住民税及び事業税 101,672 82,719

法人税等調整額 △732 538

法人税等合計 100,939 83,257

四半期純利益 129,276 127,316

親会社株主に帰属する四半期純利益 129,276 127,316
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純利益 129,276 127,316

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 39 －

 その他の包括利益合計 39 －

四半期包括利益 129,316 127,316

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 129,316 127,316

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日)

減価償却費 35,578千円 41,013千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

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28年５月27日
定時株主総会

普通株式 115,305 9.00 平成28年２月29日 平成28年５月30日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

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29年５月26日
定時株主総会

普通株式 115,305 9.00 平成29年２月28日 平成29年５月29日 利益剰余金
 

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31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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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 10円09銭 9円94銭

　（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 129,276 127,316

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　四半期純利益金額（千円）

129,276 127,316

　普通株式の期中平均株式数（株） 12,811,730 12,811,730
 

（注）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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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29年７月12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   星長　徹也　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   伊藤　孝明　　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29年３月１日から平成30年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から

平成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31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、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

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29年５月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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。

 

利害関係

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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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