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1.  平成22年8月期第3四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年5月31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3四半期 7,804 45.2 458 563.7 448 720.1 214 ―

21年8月期第3四半期 5,376 16.6 69 △76.6 54 △81.3 △14 ―

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3四半期 10.46 ―

21年8月期第3四半期 △0.71 ―

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3四半期 4,216 2,217 52.6 108.28
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3四半期  2,217百万円 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 ― 0.00 ―

22年8月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,450 40.6 500 246.9 470 268.8 168 ― 8.20
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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3四半期 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3四半期  749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3四半期 20,479,821株 21年8月期第3四半期 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３四半期累計期間（平成21年９月１日～平成22年５月31日）におけるわが国経済は、着実に持ち直してきて

いるものの、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど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、消費者の低価格志向と価格競争の激化を背景に、眼鏡一式単価の低下が進行し、市場は

縮小傾向を辿っております。 

このような経営環境のもとで、当社は『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。）という圧倒的な価格競争力を武器

に、大型戦略商品である『エア・フレーム』を、平成21年９月の第１弾に続き、平成22年３月に第２弾を投入し、

テレビＣＭをはじめ積極的な販売促進活動を展開いたしました。 

その結果、ジンズ業態（アイウエアを主体とした小売業態）の当第３四半期累計期間の既存店売上高の前年同月

比は、40%を超える大幅な伸長率を達成いたしました。  

販売管理費は、広告宣伝費が前年実績対比では大幅に増加いたしましたが、総体的には計画内に収斂しており、

売上高対販売管理費比率は大幅に低下し、収益性は格段に改善いたしました。 

店舗展開は、既存店の収益改善を重点的に取組むとの方針の下、当第３四半期会計期間における新規出店は、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店舗の計４店舗となり、退店はクール

ドゥクルール業態１店舗となりました。これにより、当第３四半期累計期間における新規出店は、ジンズ業態８店

舗、クールドゥクルール業態３店舗の計11店舗となり、退店はジンズ業態１店舗、クールドゥクルール業態１店舗

の計２店舗となりました。 

また、商品政策の差別化、在庫回転率の向上、その他業務効率の改善を目指し、サプライチェーンの精緻化によ

る強固な業務基盤の構築に取組んでまいりました。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高7,804,686千円（前年同期比45.2％増）、営業利益458,222

千円（前年同期比563.7％増）、経常利益448,163千円（前年同期比720.1％増）、四半期純利益214,225千円（前年

同期は14,441千円の損失）と、大幅な増収増益を達成いたしました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少があったものの、受取手形及び売掛金の増加、出店

に伴う建物、敷金及び保証金等固定資産の増加等により、前事業年度末に比べ49,954千円増加し、4,216,463千

円となっております。 

負債は、未払法人税等の増加があったものの、短期借入金の返済による減少、長期借入金の返済による減少等

により、前事業年度末に比べ143,436千円減少し、1,998,978千円となっております。 

純資産は、四半期純利益の計上により、前事業年度末に比べ193,391千円増加し、2,217,485千円となっており

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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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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301,879千円とな 

り、前事業年度末と比べ173,168千円減少いたしました。 

なお、当第３四半期累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）  

営業活動の結果得られた資金は641,896千円（前年同四半期累計期間に得られた資金は73,375千円）となり

ました。主な要因としましては、売掛債権の増加で129,653千円の資金が減少したものの、税引前四半期純利

益の計上により414,205千円、減価償却費の計上により198,851千円、仕入債務の増加で62,272千円、未払金の

増加で58,411千円の資金が増加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364,384千円（前年同四半期累計期間に使用した資金は676,135千円）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で215,321千円、敷金及び

保証金の差入れによる支出で167,112千円の資金が減少したためであります。 

（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450,680千円（前年同四半期累計期間に得られた資金は1,296,407千円）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

金の純減額により300,643千円、長期借入金の返済による支出で231,966千円、リース債務の返済による支出で

42,335千円、配当金の支払額で20,507千円の資金が減少したためであります。 

  

  

平成22年６月29日に発表いたしました「平成22年８月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、

主力のジンズ業態（アイウエア専門ショップ）において、価格体系改定効果の持続や積極的な販売促進活動の奏功

による知名度の向上、エア・フレームの好調な販売動向等により、通期の業績予想を変更しております。 

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成22年５月31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 301,879 475,047

受取手形及び売掛金 713,067 583,413

商品及び製品 544,010 541,023

原材料及び貯蔵品 40,445 56,445

その他 173,232 248,626

貸倒引当金 △71 △119

流動資産合計 1,772,563 1,904,437

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 919,192 868,172

その他（純額） 445,303 471,057

有形固定資産合計 1,364,496 1,339,229

無形固定資産 53,585 38,960

投資その他の資産   

敷金及び保証金 998,568 849,885

その他 27,250 36,461

貸倒引当金 － △2,465

投資その他の資産合計 1,025,818 883,880

固定資産合計 2,443,900 2,262,071

資産合計 4,216,463 4,166,509

負債の部   

流動負債   

買掛金 298,687 236,415

短期借入金 46,194 349,028

1年内返済予定の長期借入金 275,419 236,688

未払法人税等 135,958 28,257

その他 616,508 517,504

流動負債合計 1,372,768 1,367,893

固定負債   

長期借入金 336,634 457,332

その他 289,575 317,189

固定負債合計 626,209 774,521

負債合計 1,998,978 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 1,203,839 1,010,093

自己株式 △354 －

株主資本合計 2,217,485 2,024,093

純資産合計 2,217,485 2,024,093

負債純資産合計 4,216,463 4,166,509
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 5,376,211 7,804,686

売上原価 1,488,901 2,184,478

売上総利益 3,887,309 5,620,207

販売費及び一般管理費 3,818,263 5,161,984

営業利益 69,045 458,222

営業外収益   

受取利息 257 138

受取賃貸料 2,918 16,884

為替差益 7,781 297

その他 1,265 2,705

営業外収益合計 12,222 20,026

営業外費用   

支払利息 19,202 18,763

支払手数料 － 10,426

その他 7,417 895

営業外費用合計 26,620 30,085

経常利益 54,647 448,163

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 759

特別利益合計 － 759

特別損失   

固定資産売却損 － 1,501

減損損失 － 22,426

店舗閉鎖損失 27,012 6,666

その他 － 4,122

特別損失合計 27,012 34,717

税引前四半期純利益 27,635 414,205

法人税、住民税及び事業税 33,520 127,238

法人税等調整額 8,556 72,740

法人税等合計 42,076 199,979

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,441 214,225
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 27,635 414,205

減価償却費 179,278 198,851

減損損失 － 22,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △2,513

受取利息及び受取配当金 △257 △138

支払利息 19,202 18,763

支払手数料 3,335 10,426

株式交付費償却 3,268 －

為替差損益（△は益） △5,509 △2,190

固定資産売却損益（△は益） － 1,501

固定資産除却損 － 1,952

店舗閉鎖損失 27,012 6,666

リース解約損 － 2,169

売上債権の増減額（△は増加） △9,902 △129,653

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,685 13,014

その他の資産の増減額（△は増加） △691 6,778

仕入債務の増減額（△は減少） △45,080 62,272

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,052 28,222

未払金の増減額（△は減少） － 19,414

未払費用の増減額（△は減少） 23,007 58,411

破産更生債権等の増減額（△は増加） 121 1,825

その他の負債の増減額（△は減少） △87,860 2,096

小計 163,299 734,503

利息及び配当金の受取額 257 138

利息の支払額 △16,108 △19,298

手数料の支払額 △920 △8,426

店舗閉鎖に伴う支払額 △24,898 △1,279

リース契約解除に伴う支払額 － △36,325

法人税等の支払額 △48,253 △27,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,375 641,896

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 △542,150 △215,321

有形固定資産の売却による収入 3,000 12,953

無形固定資産の取得による支出 △15,981 △9,023

貸付金の回収による収入 1,917 1,917

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 △194,903 △167,112

敷金及び保証金の回収による収入 71,982 12,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △676,135 △364,384
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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） 433,288 △300,643

長期借入れによる収入 633,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △18,000 △231,966

割賦債務の返済による支出 △15,510 △4,872

セール・アンド・リースバック取引による収入 297,000 －

リース債務の返済による支出 △12,696 △42,335

自己株式の取得による支出 － △354

配当金の支払額 △20,673 △20,507

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,296,407 △450,680

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 693,647 △173,168

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 918,059 301,879
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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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