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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年9月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年8月期第1四半期 2,185 44.0 △120 ― △125 ― △86 ―

21年8月期第1四半期 1,517 10.1 △186 ― △181 ― △120 ―

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

22年8月期第1四半期 △4.24 ―

21年8月期第1四半期 △5.87 ―

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

22年8月期第1四半期 4,188 1,916 45.8 93.59
21年8月期 4,166 2,024 48.6 98.83

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  1,916百万円 21年8月期  2,024百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年8月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

0.00 ― 1.00 1.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

4,305 21.8 4 ― △10 ― △43 ― △2.10

通期 8,990 20.9 250 73.4 230 80.5 68 ― 3.32
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期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るもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 20,480,000株 21年8月期  20,480,000株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 20,480,000株 21年8月期第1四半期 20,480,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
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当第１四半期会計期間（平成21年９月１日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、内外における各種経済対

策の効果により持ち直しつつあるものの、自律性に乏しく、失業率が高水準にある等依然として厳しい状況が続いて

おります。 

国内眼鏡小売市場では、雇用・所得環境の悪化が長期化する中で、店舗数の減少に伴う需給改善も一部に見られた

もののその効果は限定的であり、眼鏡一式単価の下落と購買人口の減少が同時に進行し、極めて厳しい状況が続いて

おります。  

このような経営環境のもとで、当社はアイウエア事業の競争力強化を 重点課題として推進し、既に導入済みの

『ＮＥＷオールインワンプライス』(フレームと非球面レンズを標準装備したセット価格を、4,990円、5,990円、

7,990円、9,990円とし、更に遠近両用レンズとカラーレンズを除き、高屈折薄型レンズを選択した場合の追加料金を

一切頂かないという価格システム。）の浸透に加え、戦略商品として『エアフレーム』を投入し、これをテレビコマ

ーシャルを核とした積極的な販売促進活動等展開した結果、ジンズ業態（アイウエアを主体とした小売業態）の既存

店売上高は大幅な増収を達成することができました。 

また、従来から進めていた中国国内における新たな生産拠点の開拓や、既存の製造委託工場集約化の効果が顕在化

したことに加え、為替の動向や雑貨事業における原価低減効果もあり、売上総利益率は上昇いたしました。販売管理

費は、広告宣伝費が大幅に増加した他、売上高増加に伴い賃借料や備品消耗品費などが計画比で増加しております

が、その他の科目につきましては概ね想定どおりとなっております。  

店舗展開は、既存店の改善に重点的に取組むとの方針の下、ジンズ業態３店舗、クールドゥクルール業態（レディ

ス雑貨専門ショップ）１店舗、計４店舗の新規出店を行いました。  

この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高2,185,218千円（前年同期比44.0％増）、営業損失120,047千円

（前年同期は186,781千円の損失）、経常損失125,670千円（前年同期は181,558千円の損失）、四半期純損失86,794

千円（前年同期は120,311千円の損失）となりました。   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金は減少したものの、出店に伴う建物、敷金及び保証金等固

定資産の増加、並びに商品及び製品の増加等により、前事業年度末に比べ22,191千円増加し、4,188,700千円と

なっております。 

負債は、広告宣伝に関する未払金の増加等により、前事業年度末に比べ129,465千円増加し、2,271,880千円と

なっております。 

純資産は、四半期純損失の計上及び配当金の支払により、前事業年度末に比べ107,274千円減少し、1,916,819

千円となっております。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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。）の残高は286,624千円とな 

り、前事業年度末と比べ188,422千円減少いたしました。 

なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により使用した資金は93,146千円（前年同期は使用した資金226,737千円）となりました。主な要因

としましては、減価償却費で62,381千円、未払金の増加で132,180千円の資金が増加しましたが、税引前四半期

純損失により127,207千円、店舗数の増加に伴うたな卸資産の増加で99,745千円、売上債権の増加で30,451千円

の資金が減少したためであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動により使用した資金は89,388千円（前年同期は使用した資金448,964千円）となりました。主な要因

としましては、店舗の出店に伴う有形固定資産の取得による支出71,359千円、敷金及び保証金の差入れによる支

出35,193千円であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動により使用した資金は5,888千円（前年同期は得られた資金745,741千円）となりました。主な要因と

しましては、長期借入れによる収入で150,000千円の資金が増加しましたが、短期借入金の純減額で8,604千円、

長期借入金の返済による支出で114,256千円、リース債務の返済による支出で13,827千円、配当金の支払額で

16,818千円の資金が減少したためであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間の業績は、当初予想と比べやや好転しているものの、今後の景況感になお予断を許さない状

況が続くものと思われるため、現時点では平成21年10月14日に発表いたしました「平成21年８月期決算短信（非連

結）」の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

①簡便な会計処理の適用 

（たな卸資産の評価方法） 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

②四半期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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 286,624 475,047

受取手形及び売掛金 613,865 583,413

商品及び製品 651,851 541,023

原材料及び貯蔵品 45,364 56,445

その他 269,505 248,626

貸倒引当金 △118 △119

流動資産合計 1,867,092 1,904,437

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 901,123 868,172

その他（純額） 470,089 471,057

有形固定資産合計 1,371,212 1,339,229

無形固定資産 40,857 38,960

投資その他の資産   

敷金及び保証金 876,695 849,885

その他 35,307 36,461

貸倒引当金 △2,465 △2,465

投資その他の資産合計 909,537 883,880

固定資産合計 2,321,607 2,262,071

資産合計 4,188,700 4,166,509

負債の部   

流動負債   

買掛金 251,567 236,415

短期借入金 338,564 349,028

1年内返済予定の長期借入金 255,419 236,688

未払法人税等 14,060 28,257

その他 628,556 517,504

流動負債合計 1,488,168 1,367,893

固定負債   

長期借入金 474,344 457,332

その他 309,368 317,189

固定負債合計 783,712 774,521

負債合計 2,271,880 2,142,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 518,500 518,500

資本剰余金 495,500 495,500

利益剰余金 902,819 1,010,093

株主資本合計 1,916,819 2,024,093

純資産合計 1,916,819 2,024,093

負債純資産合計 4,188,700 4,166,509

㈱ジェイアイエヌ（3046）　平成22年８月期 第１四半期決算短信（非連結）

－　5　－



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,517,984 2,185,218

売上原価 450,656 599,479

売上総利益 1,067,327 1,585,738

販売費及び一般管理費 1,254,109 1,705,785

営業損失（△） △186,781 △120,047

営業外収益   

受取利息 58 10

受取賃貸料 － 5,888

為替差益 8,925 3,899

その他 801 905

営業外収益合計 9,784 10,704

営業外費用   

支払利息 3,027 7,075

株式交付費償却 1,089 －

支払手数料 － 9,163

その他 445 89

営業外費用合計 4,562 16,328

経常損失（△） △181,558 △125,670

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 119

特別利益合計 1 119

特別損失   

固定資産売却損 － 1,501

店舗閉鎖損失 5,273 －

その他 － 153

特別損失合計 5,273 1,655

税引前四半期純損失（△） △186,830 △127,207

法人税、住民税及び事業税 8,741 10,520

法人税等調整額 △75,260 △50,933

法人税等合計 △66,519 △40,413

四半期純損失（△） △120,311 △86,794
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △186,830 △127,207

減価償却費 58,425 62,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

受取利息及び受取配当金 △58 △10

支払利息 3,027 7,075

支払手数料 － 9,163

株式交付費償却 1,089 －

為替差損益（△は益） △4,403 △1,860

固定資産売却損益（△は益） － 1,501

店舗閉鎖損失 5,273 －

リース解約損 － 153

売上債権の増減額（△は増加） 5,530 △30,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,716 △99,745

その他の資産の増減額（△は増加） △1,149 28,907

仕入債務の増減額（△は減少） △28,495 15,152

未払消費税等の増減額（△は減少） △293 △16,197

未払金の増減額（△は減少） － 132,180

未払費用の増減額（△は減少） 18,400 3,731

その他の負債の増減額（△は減少） △10,116 △7,181

小計 △202,318 △22,407

利息及び配当金の受取額 58 10

利息の支払額 △2,142 △7,431

手数料の支払額 － △7,163

リース契約解除に伴う支払額 － △36,325

法人税等の支払額 △22,334 △19,828

営業活動によるキャッシュ・フロー △226,737 △93,146

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △316,863 △71,359

有形固定資産の売却による収入 － 12,953

無形固定資産の取得による支出 △6,316 △4,799

貸付金の回収による収入 639 639

出資金の払込による支出 － △10

敷金及び保証金の差入による支出 △126,813 △35,193

敷金及び保証金の回収による収入 389 8,383

投資活動によるキャッシュ・フロー △448,964 △89,388

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） 426,074 △8,604

長期借入れによる収入 345,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △6,000 △114,256

割賦債務の返済による支出 △2,424 △2,381

リース債務の返済による支出 － △13,827

配当金の支払額 △16,908 △16,818

財務活動によるキャッシュ・フロー 745,741 △5,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,038 △188,422

現金及び現金同等物の期首残高 224,412 475,047

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,451 286,624
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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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