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1.  22年8月期の業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 10,603 42.6 620 330.4 600 371.2 232 ―

21年8月期 7,433 19.5 144 △35.4 127 △28.9 △18 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年8月期 11.35 ― 10.9 13.9 5.9
21年8月期 △0.91 ― △0.9 3.4 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  ―百万円 21年8月期  ―百万円

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 4,470 2,235 50.0 109.17
21年8月期 4,166 2,024 48.6 98.83

（参考） 自己資本   22年8月期  2,235百万円 21年8月期  2,024百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年8月期 952 △461 △539 426
21年8月期 245 △747 752 475

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年8月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 20 ― 1.0
22年8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 40 17.6 1.9

23年8月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 17.2

3.  23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23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）

 

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

6,070 21.5 212 △20.1 208 △19.0 44 △64.7 2.15

通期 13,000 22.6 822 32.5 792 31.9 357 53.5 17.43
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  978株 21年8月期  ―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性が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原因により予測と大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を 
ご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や設備投資の改善により一部で自律回復に向けた動きもみられるも

のの、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、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、市場は依

然として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、当社はアイウエア事業の競争力強化を 重点課題として推進し、主に以下のとお

り改革を実行してまいりました。 

まず、前事業年度より導入しておりました『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。）を期初から全店で展開し、競合

他社と比べ圧倒的な価格競争力を備えました。 

つぎに、医療用ナイロン樹脂素材を使用した、軽量でフィット感が高くかつ安全性に優れた高機能性商品である

『エア・フレーム』を当社戦略商品と位置づけ、平成21年９月に第１弾を市場に投入し、極めて高い評価を得たこ

とから、平成22年３月に第２弾を投入いたしました。更に、この価格と高機能商品を多くの消費者に訴求するた

め、テレビＣＭをはじめ積極的な広告宣伝活動を展開いたしました。 

これらの施策が奏功し、ジンズ業態（アイウエアを主体とした小売業態）の当事業年度における既存店売上高の

前年同月比は、35%を超える大幅な伸長率を達成いたしました。 

また、雑貨事業においてもSPA体制の推進と商品開発の強化に注力し、クールドゥクルール業態（レディス雑貨専

門ショップ）の当事業年度における既存店売上高の前年同月比は7.7%の伸長率を達成いたしました。  

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、ジンズ業態の純増店舗数を５店舗、クールドゥ

クルール業態の純増店舗数を３店舗、計８店舗の純増を計画しておりましたが、ジンズ業態の既存店売上高が好調

に推移したことから当初計画を引上げ、ジンズ業態の純増店舗数11店舗（出店13店舗、退店２店舗）、クールドゥ

クルール業態の純増店舗数２店舗（出店３店舗、退店１店舗）、ノーティアム業態（メンズ雑貨専門ショップ）の

純増店舗数１店舗（出店１店舗）とし、当事業年度における純増店舗数合計は14店舗となりました。 

その他、中国国内における新たな生産拠点の開拓や既存製造委託工場の集約化の推進、商品政策の差別化、在庫

回転率の向上、サプライチェーンの精緻化等業務基盤の構築に注力してまいりました。  

この結果、当事業年度の業績は、売上高10,603,677千円（前年同期比42.6%増）、営業利益620,371千円（前年同

期比330.4％増）、経常利益600,513千円（前年同期比371.2%増）、当期純利益は232,544千円（前年同期は18,537千

円の損失）と、大幅な増収増益を達成することができました。  

  次期の見通しにつきましては、個人消費の持ち直しや企業収益の改善により自律的な回復に向けた動きがみられる

一方、円高や海外景気の下振れ懸念による環境の厳しさが増しております。また、雇用情勢も依然として失業率が高

水準で推移している状況であり、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。 

国内眼鏡小売業界においては、眼鏡一式単価の下落により市場の縮小傾向は今後とも継続するものと予測されます

が、ワンプライスショップ（低価格均一プライス業態）による需要の前倒し現象の一巡化に伴い、購買人口の回復が

期待されております。 

このような環境を前提として、当社は引続きアイウエア事業の競争力強化を 重点課題として推進し、店舗オペレ

ーションの効率化、リードタイムの短縮、人材教育のシステム化等業務基盤の強化と、戦略商品の継続的投入、新規

出店の強化、積極的な広告宣伝活動の展開等によるシェア向上に注力してまいります。 

以上により、平成23年８月期の通期業績予想を、売上高13,000,000千円（前年同期比22.6%増）、営業利益822,000

千円（前年同期比32.5%増）、経常利益792,000千円（前年同期比31.9%増）、当期純利益357,000千円（前年同期比

53.5％増）としております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(イ)資産 

流動資産は、商品及び製品の減少等があるものの、業容拡大に伴う売掛金の増加等により、前事業年度末に比べて

3.4%増加し、1,968,330千円となりました。 

固定資産は、主として新規出店に伴う建物等有形固定資産、敷金及び保証金の増加等により、前事業年度末と比べ

て10.6%増加し、2,502,166千円となりました。 

以上により、総資産は、前事業年度末に比べて7.3%増加し、4,470,496千円となりました。 

  

(ロ)負債 

流動負債は、短期借入金の返済による減少があるものの、業容拡大に伴う買掛金の増加、未払法人税等の増加によ

１．経営成績
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り、前事業年度末に比べ21.5%増加し、1,661,799千円となりました。 

固定負債は、長期借入金の返済等により、前事業年度末に比べ26.0%減少し、572,962千円となりました。 

以上により、負債合計は、前事業年度末に比べ4.3%増加し、2,234,761千円となりました。 

  

(ハ)純資産 

純資産合計は、当期純利益の計上により、前事業年度末に比べ10.5%増加し、2,235,735千円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により952,984千円の増加、投資活動により461,530千円の

減少、財務活動で539,811千円減少いたしました。この結果、当事業年度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、前事業年度末と比べ48,357千円減少し、426,689千円となりました。 

  

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

当事業年度における営業活動によって得られた資金は952,984千円となりました。主な要因としては、業容拡大に

伴う売上債権の増加で196,529千円、リース契約解除に伴う支払額54,006千円、法人税等の支払額で27,415千円使用

いたしましたが、税引前当期純利益で515,062千円、減価償却費で275,584千円、減損損失で21,346千円、在庫圧縮に

伴うたな卸資産の減少で47,869千円、未払消費税等の増加で45,046千円、その他業容拡大に伴う仕入債務、未払費用

の増加で207,114千円増加しております。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の245,861千

円の増加に比べ707,122千円増加いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における投資活動によって使用した資金は461,530千円となりました。主な要因としては、店舗の閉鎖

に伴う敷金及び保証金の回収による収入で12,749千円、有形固定資産の売却による収入で12,953千円増加いたしまし

たが、店舗の出店等に伴う有形固定資産の取得による支出で287,482千円、敷金及び保証金の差入による支出で

193,274千円使用しております。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の747,652千円の減少

に比べ286,121千円増加いたしました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における財務活動によって増加した資金は539,811千円となりました。主な要因としては、長期借入れ

による収入により150,000千円増加いたしましたが、配当金の支払額20,512千円、短期借入金の純減額305,212千円、

長期借入金及び割賦債務の返済による支出により305,858千円、リース債務の返済による支出57,803千円の資金が減

少しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の752,425千円の増加に比べ1,292,236千

円減少いたしました。 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い   

(注)１ 株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式総数により算出しております。 

(注)２  有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。  

(注)３  営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

(注)４ 平成20年8月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成18年8月期 平成19年8月期 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期

自己資本比率(%)  74.3  77.7  60.4  48.6  50.0

時価ベースの自己資本比

率(%) 
 430.3  242.1  54.6  60.0  152.6

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率(%) 
 41.7  29.4  －  576.1  99.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 52.5  141.9  －  9.5  39.3
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 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、中長期的な株主価値の増大を 重点課題と認識し、将来の事業展開に備えた適切な内部留保の充実と、株

主の皆様への継続的かつ安定的な配当を実現していくことを基本方針とし、 配当性向20%を目処に配当を実施してお

ります。当期の配当については、営業利益、経常利益は当初予想より改善している事から、１株当たり１円から１円

増額し、１株当たり２円に修正いたします。また、次期配当についても、上記方針に鑑み１株につき３円の期末配当

金を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

①法的規制について 

(イ)医師法第17条の規定に関連する規制について 

 眼鏡販売の際に医師資格を有しない店舗従業員が行う度数測定が医行為に該当するか否かについて、法的に明確な

規定はありませんが、一般的には眼鏡を選択するための補助行為で、人体に害を及ぼすおそれが殆どない場合は医行

為に該当しないと言われております。当社も店舗従業員による度数測定を行っておりますが、顧客が自己の目に合っ

た度数のレンズを選択するための度数測定の補助行為として行っており、目の診断、検診等は行っておりません。 

 当社の行う度数測定は人体に保健衛生上の危害を生じさせる恐れはないものと認識しており、過去に人体に重要な

影響を与えた事実もありません。更に、当社ではこのような補助行為でも、充分な技術や知識の裏づけが必要である

と考え、社内研修制度の充実に注力しております。 

 しかし、法令・諸規則改正やその解釈の変更等により、万一医師法違反と判断された場合、信用失墜に伴う売上高

の減少その他の理由により、当社の業績や財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ロ)個人情報保護法について 

 当社アイウエア関連事業のうちアイウエア小売事業においては、顧客の視力等に関する情報を含む個人情報の提供

を受けており、当社は個人情報取扱事業者に該当します。そのため当社では、社内管理体制の整備、従業員への周知

徹底とともに、個人情報の流出防止対策にも万全を期しておりますが、万一個人情報が外部へ流出するような事態と

なった場合には、信用失墜に伴う売上高の減少その他の理由により、当社の業績や財政状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

(ハ)製造物責任法（ＰＬ法）について 

 眼鏡はフレームとレンズを組み合わせて製作する製造物であることから、製造業者としてＰＬ法の適用を受けま

す。また、雑貨卸事業に関しても当社で企画し海外で生産した製造物を当社が輸入していることから、当社は製造業

者として同様にＰＬ法の対象となります。当社は、製造物の欠陥が発生しないよう細心の注意を払っておりますが、

万一製造物の欠陥により顧客の身体、財産等を毀損した場合、損害賠償義務の負担等が当社の業績や財政状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

②業界環境に係わるリスクについて  

(イ)眼鏡市場の成熟化について 

 当社の事業のうちアイウエア関連事業については、眼鏡小売市場の中でもファッションアイウエア（後記「用語の

説明」(注)をご参照ください。）をテーマとした商品の提供からスタートし、現在では広く国内眼鏡小売市場全体を

その事業領域として販売促進活動を行っておりますが、その結果以下に掲記する「事業部門別売上高推移表」のとお

り、近年急速にアイウエア関連事業の構成比が高くなっております。従って、今後の当社の成長に関しては国内眼鏡

小売市場全般の拡大に依拠しております。  
  

  
  しかしながら、国内の眼鏡関連小売市場全体としては以下「国内の眼鏡及び眼鏡関連小売市場の推移」に記載した

とおり、成熟した市場であり、今後とも持続的な市場の拡大は望めず、競合環境その他構造的な変化等により国内の

 事業部門別売上高推移表   

事業名／期 

平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期  平成21年８月期  平成22年８月期 

金額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％）

金額
（千円） 

構成比 
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％）

アイウエア関連事業  2,699,416  68.5 3,839,944 75.3 4,700,332 75.5  5,963,776  80.2 9,023,294 85.1

雑貨関連事業  1,240,841  31.5 1,261,621 24.7 1,521,912 24.5  1,469,956  19.8 1,580,383 14.9

合計  3,940,258  100.0 5,101,565 100.0 6,222,244 100.0  7,433,733  100.0 10,603,677 100.0
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眼鏡小売市場全体が大きく縮小した場合には、当社の業績や財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 
  

（出典：平成13年～平成16年については株式会社サクスィード「眼鏡白書 2005－2006」、平成18年、平成19年、平成

20年については眼鏡光学出版株式会社「眼鏡DB 2007」「眼鏡DB 2008」「眼鏡DB2009」） 

 (注)平成17年は、当該調査を実施しなかったためデータはありません。 

  

(ロ)代替商品・代替サービスの普及、及び出現について 

 コンタクトレンズの普及やレーザー装置による視力矯正手術等の代替商品・代替サービスの普及や、予想を上回る

技術革新等により新たな視力矯正手段が出現し、国内の眼鏡小売市場全体が大きく縮小した場合には、当社の業績や

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③金融環境の変化について 

(イ)金利情勢の変動について   

 当社は、出店等の設備資金及び運転資金について、一部銀行借入による資金調達を実施しております。当事業年度

末日現在の貸借対照表における総資産額に占める有利子負債の割合は、21.3%の水準ではありますが、今後の有利子

負債の割合の推移や金融情勢の変化により金利水準が上昇した場合には、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

(ロ)資金調達環境の変化について 

 当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能とするため、取引銀行４行と

20億円の貸出コミットメント契約を締結しておりますが、今後の金融情勢の変化や当社の損益状況並びに純資産額の

推移等により必要な資金調達に支障が生じた場合には、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

  

④当社のビジネスモデルに係わるリスクについて  

(イ)競合業者の出現について 

 当社の主力事業であるアイウエア関連事業は、平成13年４月の同事業への新規参入以来、従前の眼鏡小売業者と比

べ、以下のような点で差別化して成長してまいりました。  

 第一に従来眼鏡購入の一式平均単価が平成12年当時30,301円（出典：株式会社サクスィード「眼鏡白書 2001－

2002」）と高価であったものを、ツープライス（5,250円、8,400円。以降フォープライス、スリープライスへと修正

し、現在は4,990円、5,990円、7,990円、9,990円のセット価格で差額レンズ代金を頂かないという「NEWオールイン

ワンプライス」に変更。）と明瞭かつ低価格で提供したこと、第二に視力矯正のための用具である眼鏡をアイウエア

と称し、ファッションアイテムとして、服装やシーンに合わせて装用するというコンセプトが市場のニーズに適合し

たこと、第三にショッピングセンター内に店舗を出店する形態を中心としており、ショッピングセンターの顧客層と

当社の顧客層が一致したこと等が考えられます。 

 今後は、ショッピングセンターや駅ビル等商業施設への出店を中心に展開し、機能性とファッション性を兼ね備え

たアイウエアを明瞭かつ低価格で提供し、アイウエア関連事業を成長させていく方針でありますが、当社を上回る低

価格で眼鏡を提供する業者や全く新しい眼鏡の楽しみ方を提案する業者等が出現し、商業施設運営事業者や消費者の

高い支持を得た場合や、競合業者に比して当社のアイウエア企画力が著しく低下した場合には、計画通りの出店が出

来なくなることや既存店の売上高低下等により、当社の業績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

  

(ロ)中国の社会、経済、政治情勢の著しい変化 

 当社のアイウエア関連事業、及び雑貨関連事業のいずれも自社で商品のデザインや企画を行っておりますが、その

製造は外部の企業に委託しており、委託先の多くは中国の協力工場及び協力会社（貿易公司）であります。当事業年

度の商品仕入高3,032,801千円に対して、中国からの輸入仕入高が709,839千円となっており、総仕入高に占める中国

からの輸入仕入高の比率は23.4％となっております。また、アイウエア関連事業のうち眼鏡フレーム及びサングラス

等眼鏡関連商品（眼鏡レンズ除く）の総仕入高に占める中国からの輸入仕入高の比率は47.3％となっております。 

 以上のとおり、当社の商品仕入に占める中国からの輸入の割合は一定の水準に達しており、その影響力も少なくな

いことから、中国国内での工場の分散化や中国以外の国への委託先の開拓等によるリスク分散を行っております。し

かしながら、中国国内の社会的、経済的変動、及び政治情勢の変化や、中国当局が課す法的規制や制限等により生産

に支障が生じた場合、又は為替相場の急激な変動等が発生した場合には、販売機会の損失や輸入仕入原価の高騰等に

 国内の眼鏡及び眼鏡関連小売市場の推移   

項目／年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

眼鏡関連小売市

場規模（億円） 
 5,836  5,777  5,992  －  5,581  5,351  5,073
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より当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ハ)出店政策について 

 当社は出店にあたり、ブランド価値の向上を重要課題として展開しております。そのため、出店地域に関しては都

心部や地方の中核都市及びその近郊、広域型ショッピングセンター、百貨店や駅ビル等への出店が中心で、ロードサ

イドへのドミナント展開はしておりません。 

 従って、当社では集客力の向上による店舗当たり売上高の増加や商業施設のリーシング部門とのコミュニケーショ

ンの緊密化を図り、商業施設からの誘致機会の拡充に努めておりますが、商業施設の開発件数や既存商業施設内のテ

ナントの入替えが大幅に減少した場合には、計画通りの出店が出来なくなり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。  

  

(ニ)敷金及び保証金等について 

 当社では賃借による出店を基本方針として、土地所有者やショッピングセンター等商業施設の事業の運営者に対し

て敷金・保証金・建設協力金などを差入れており、当事業年度末日現在の貸借対照表における敷金及び保証金、及び

長期貸付金等の合計額は1,037,485千円となっております。出店時にこれら土地所有者等の信用状況や権利関係につ

いては十分確認を行っておりますが、土地所有者等が破綻した場合、また当社が契約期間満了前に撤退した場合に

は、上記敷金及び保証金等の全部又は一部の回収が困難となることも想定され、このような場合には当社の業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ホ)人材の確保及び育成について 

 当社ではアイウエアショップの積極的な新規出店の展開による事業の拡大を計画しておりますが、出店を可能とす

るには質の高い店舗従業員及び店舗マネジャー等の人材の確保並びに育成が必須であります。また、競合他社との差

別化を推進するためには企画、開発、生産管理部門の充実が重要と考えております。そこで、即戦力としての中途採

用を積極的に進めると同時に、平成17年春より新卒者の定期採用を開始し、平成20年４月には群馬県前橋市の本社を

改修しセミナーハウスを開設いたしました。今後とも新卒定期採用を継続的に行うとともに、研修制度の整備・拡充

について重点的に取組んでまいります。 

 しかしながら、計画している店舗数の拡大及び企画、開発、生産管理部門の充実に見合った人材の確保が困難とな

った場合には、計画通りの出店や競合他社との差別化が出来ず、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(ヘ)知的財産権侵害等のリスク 

 当社は「JINS」、「cours de couleur」、「NAUGHTIAM」などのブランドを用いて商品展開しており、また、主力

商品であります「air frame（エア・フレーム）」など自社で商品のデザイン・企画を行っておりますので、商標権

その他知的財産権の管理が重要となっております。そのため当社は、ブランド価値の向上を重要な経営方針とし、上

記「JINS」、「cours de couleur」、「NAUGHTIAM」をはじめとする、現在当社で使用しているブランド、商品名及

びショップネームのうち商標登録可能なものはすべて登録済み又は出願中であります。 

 また、当社が新規にデザイン・企画する商品に関しては事前に十分な調査を実施した上で商品化しております。更

に、社内にコンプライアンス委員会を設置して自社権利の侵害や他社権利に対する当社の侵害監視を行っておりま

す。なお、万一自社権利を侵害された場合、及び他社権利を侵害した場合は顧問弁護士との連携により速やかに対処

する体制を整えております。 

 しかしながら、これら調査や監視機能に係わらず自社権利の侵害によるブランド力が低下した場合、又は他社権利

を侵害したとして損害賠償請求や差止請求などを受けた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。な

お、現在「air frame」の商標権を侵害した会社１社に対して、使用の差し止め、並びに損害賠償の請求を提訴して

おります。 

  

用語の説明 

(注) ファッションアイウエア 

「眼鏡」を視力補正のための用具として消極的に装用するのではなく、自分を演出するためのファッショ

ンアイテムとして積極的に着こなすものとして位置づけた場合の呼び方です。一般的な眼鏡装用者の買換え

サイクルは３年程度といわれておりますが、ファッションアイウエアを楽しまれる顧客群は複数購買もしば

しば見られ、複数所持して服装やシーンに応じて使い分けしております。 
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当社の事業は、アイウエア関連事業と雑貨関連事業とに大別され、アイウエア関連事業は、アイウエア（眼鏡、サン

グラス、その他眼鏡周辺商品）の企画から小売までを一貫して行うSPA体制（後記「用語の説明」(注)をご参照くださ

い。）を構築しており、一部卸売りを行っております。 

雑貨関連事業では、レディス及びメンズのバッグ・帽子・アクセサリー等の服飾雑貨の企画から小売までを行うSPA

体制を構築しており、一部卸売りを行っております。 

  

  

 
  

用語の説明 

(注) SPA 

「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略で、企画・生産・流通・販売までを一貫して

行い、メーカーと小売業の２つの機能を併せもつ自己完結型の業態で、製造小売業とも呼ばれております。SPA業

態は、わが国では1990年代半ばから急速に広がり、現在ではアパレル企業だけでなく、小売業にも定着し、また

SPAの対象も婦人服からインナーや靴下、雑貨などへも広がりを見せております。 

  

２．企業の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、「ライフスタイルクリエイションカンパニー」をコンセプトとし、ファッションを切り口にして既存のビ

ジネスの革新を行い、新しい価値、新しいライフスタイル、新しいビジネスを創造することを事業領域としておりま

す。 

 また、経営ビジョンとして『創造・挑戦・変化』を掲げ、時代の要請に迅速に適応するため、創造力、変化対応力

を向上させ、持続的な成長を実現していこう、というメッセージを明確に打ち出しております。  

 なお、当社も社会を構成する一員であり、社会の信頼と評価を得られなければ持続的な成長はあり得ないとの観点

から、法律や規則を遵守し、社会的な要請に対しても適切な調和を図り、高い規律と倫理観を持ち続け、誠実な経営

を行うことを重要な指針としております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は企画から販売までを一貫して行うSPA体制を確立していることから、高い収益性を維持強化するため「売上

高経常利益率」を重要な目標指標としております。 

  また、株主資本の効率性を重視する観点から「ROE（株主資本利益率）」も重要な目標指標として取組んでおりま

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 アイウエア事業に関してましては、『メガネをかけるすべての方に、良く見える・良く魅せるメガネを、市場

低・ 適価格で、新機能・新デザインを継続的に提供する』を事業価値として定義し、圧倒的高品質・低価格・スピ

ードを常に追い求め、今までのメガネの常識を覆し、新しい購買のスタイルを作り出していきたいと考えます。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

  当社の中長期的な経営戦略達成のための対処すべき課題は以下のとおりであります。 

①認知度の向上 

 当社は、これまで『ファッションアイテムとしてのアイウエアライフスタイルの提案』という事業コンセプトを実

現するため、広告宣伝活動も主としてファッション雑誌等の媒体への出稿に限定し、店舗立地もショッピングセンタ

ー等へのテナント出店を主体としておりました。その結果、眼鏡小売事業者としての知名度が低く、今後市場シェア

を持続的に上昇させるためには、知名度のアップが重要な課題であると認識しております。 

 そこで、今後は様々な媒体を利用した積極的な広告宣伝活動を行うとともに、知名度の向上につながる店舗立地の

開発にも着手してまいります。 

②人材の確保及び育成 

 当社成長の原動力は、アイウエアショップの出店にありますが、出店を可能とするための人材の確保と育成、更に

は育成のスピード化が重要な課題であると認識しております。 

 今後とも、新規採用の拡充や中途採用の強化とともに、社内研修制度の改革と充実に取組み、出店に見合った人材

の計画的な確保に努めてまいります。 

③アイウエアショップの効率化の推進 

 当社は、『市場 低・ 適価格』を標榜し「NEWオールインワンプライス」の導入を実施いたしましたが、この価

格を可能にするためには、SPAの精度の向上やスケールメリットの享受に加え、店舗オペレーションの効率化を継続

的に推進し、単位当たり原価の低減を実現することが重要であると認識しております。 

 そこで、これまでの店舗オペレーション全般を再度見直し、効率的な店舗運営の実現に向けて継続的に取組んでま

いります。 

④雑貨関連事業のSPA体制の強化 

 これまで推進してきた、雑貨関連事業のSPA体制確立に向けた事業の再構築に一定の成果が見られたことに伴い、

今後は一層自社商品の供給能力拡充に努め、計画的な出店により収益の安定的な拡充に取組んでまいります。 

⑤経営管理機能の充実 

 当社の今後のビジネスを展開していく上で、全社的な戦略の構築、内部統制の充実、予算統制等経営管理機能全般

の充実・強化は極めて重要な課題であると認識しております。 

 そのためには、当社管理者の自己啓発の促進、外部セミナー等への参加による能力向上に加え、外部からの人材登

用も積極的に推進してまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 475,047 426,689

受取手形 755 56

売掛金 582,658 779,887

商品及び製品 541,023 491,859

原材料及び貯蔵品 56,445 57,740

前渡金 56,151 78,756

前払費用 53,122 51,918

繰延税金資産 122,926 66,504

その他 16,425 14,994

貸倒引当金 △119 △77

流動資産合計 1,904,437 1,968,330

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,215,377 1,389,462

減価償却累計額 △347,205 △463,388

建物（純額） 868,172 926,073

構築物 39,899 39,899

減価償却累計額 △25,138 △27,814

構築物（純額） 14,761 12,085

機械及び装置 1,550 1,351

減価償却累計額 △1,269 △1,145

機械及び装置（純額） 281 205

工具、器具及び備品 240,283 274,094

減価償却累計額 △151,432 △177,739

工具、器具及び備品（純額） 88,851 96,355

土地 14,454 14,454

リース資産 390,825 398,521

減価償却累計額 △40,333 △95,143

リース資産（純額） 350,491 303,377

建設仮勘定 2,218 48,996

有形固定資産合計 1,339,229 1,401,547

無形固定資産   

商標権 4,913 4,275

ソフトウエア 24,464 17,338

電話加入権 683 683

リース資産 8,898 17,338

無形固定資産合計 38,960 39,636

投資その他の資産   

出資金 3,060 3,070

長期貸付金 18,540 15,984

破産更生債権等 2,465 640

長期前払費用 5,505 8,637

繰延税金資産 6,889 11,149
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

敷金及び保証金 849,885 1,021,501

貸倒引当金 △2,465 －

投資その他の資産合計 883,880 1,060,982

固定資産合計 2,262,071 2,502,166

資産合計 4,166,509 4,470,496

負債の部   

流動負債   

買掛金 236,415 355,493

短期借入金 349,028 38,868

1年内返済予定の長期借入金 236,688 275,419

リース債務 54,740 67,984

未払金 120,372 192,600

未払費用 294,709 381,560

未払法人税等 28,257 244,189

未払消費税等 32,291 77,337

前受金 280 4,612

預り金 12,662 10,713

前受収益 1,200 1,200

リース資産減損勘定 722 11,327

その他 524 491

流動負債合計 1,367,893 1,661,799

固定負債   

長期借入金 457,332 267,779

リース債務 313,013 301,729

その他 4,176 3,454

固定負債合計 774,521 572,962

負債合計 2,142,415 2,234,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 518,500 518,500

資本剰余金   

資本準備金 473,500 473,500

その他資本剰余金 22,000 22,000

資本剰余金合計 495,500 495,500

利益剰余金   

利益準備金 8,279 8,279

その他利益剰余金   

別途積立金 60,000 60,000

繰越利益剰余金 941,814 1,153,879

利益剰余金合計 1,010,093 1,222,158

自己株式 － △423

株主資本合計 2,024,093 2,235,735

純資産合計 2,024,093 2,235,735

負債純資産合計 4,166,509 4,470,496
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 7,433,733 10,603,677

売上原価   

商品期首たな卸高 609,393 541,023

当期商品仕入高 2,031,867 3,032,801

合計 2,641,260 3,573,824

商品期末たな卸高 541,023 491,859

商品売上原価 ※1  2,100,237 ※1  3,081,965

売上総利益 5,333,495 7,521,712

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 132,055 175,839

広告宣伝費 222,323 1,063,235

荷造運搬費 65,922 70,404

販売促進費 101,672 102,465

支払リース料 259,196 257,592

貸倒引当金繰入額 2,446 －

給与手当 1,693,657 1,963,773

賞与 － 43,258

役員報酬 66,600 69,150

法定福利費 212,826 250,227

減価償却費 261,201 275,584

地代家賃 1,401,509 1,654,992

備品消耗品費 209,411 289,434

支払手数料 298,877 409,058

水道光熱費 86,933 79,667

租税公課 33,237 40,389

その他 141,473 156,267

販売費及び一般管理費合計 5,189,347 ※2  6,901,341

営業利益 144,148 620,371

営業外収益   

受取利息 439 231

受取配当金 91 91

受取賃貸料 9,825 21,859

為替差益 8,183 5,847

その他 1,723 3,599

営業外収益合計 20,264 31,629
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業外費用   

支払利息 27,888 23,675

株式交付費償却 3,995 －

支払手数料 4,090 26,157

その他 1,007 1,653

営業外費用合計 36,981 51,487

経常利益 127,430 600,513

特別利益   

固定資産売却益 ※3  329 －

貸倒引当金戻入額 － 681

特別利益合計 329 681

特別損失   

固定資産除却損 － ※4  34,718

固定資産売却損 － ※5  1,501

減損損失 ※6  14,665 ※6  21,346

店舗閉鎖損失 ※7  29,431 ※7  10,256

リース解約損 36,900 18,309

特別損失合計 80,998 86,133

税引前当期純利益 46,762 515,062

法人税、住民税及び事業税 39,569 230,355

過年度法人税等 6,114 －

法人税等調整額 19,615 52,161

法人税等合計 65,299 282,517

当期純利益又は当期純損失（△） △18,537 232,544
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 518,500 518,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 518,500 518,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 473,500 473,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 473,500 473,500

その他資本剰余金   

前期末残高 22,000 22,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,000 22,000

資本剰余金合計   

前期末残高 495,500 495,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 495,500 495,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,279 8,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,279 8,279

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 60,000 60,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 60,000 60,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 980,831 941,814

当期変動額   

剰余金の配当 △20,480 △20,480

当期純利益又は当期純損失（△） △18,537 232,544

当期変動額合計 △39,017 212,064

当期末残高 941,814 1,153,879
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,049,111 1,010,093

当期変動額   

剰余金の配当 △20,480 △20,480

当期純利益又は当期純損失（△） △18,537 232,544

当期変動額合計 △39,017 212,064

当期末残高 1,010,093 1,222,158

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △423

当期変動額合計 － △423

当期末残高 － △423

株主資本合計   

前期末残高 2,063,111 2,024,093

当期変動額   

剰余金の配当 △20,480 △20,480

当期純利益又は当期純損失（△） △18,537 232,544

自己株式の取得 － △423

当期変動額合計 △39,017 211,641

当期末残高 2,024,093 2,235,735

純資産合計   

前期末残高 2,063,111 2,024,093

当期変動額   

剰余金の配当 △20,480 △20,480

当期純利益又は当期純損失（△） △18,537 232,544

自己株式の取得 － △423

当期変動額合計 △39,017 211,641

当期末残高 2,024,093 2,235,735
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 46,762 515,062

減価償却費 261,201 275,584

減損損失 14,665 21,346

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,446 △2,507

受取利息及び受取配当金 △530 △323

支払利息 27,888 23,675

支払手数料 4,090 26,157

株式交付費償却 3,995 －

為替差損益（△は益） △7,164 △4,947

有形固定資産売却損益（△は益） △329 1,501

固定資産除却損 － 34,718

店舗閉鎖損失 29,431 10,256

リース解約損 36,900 18,309

売上債権の増減額（△は増加） △69,693 △196,529

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,420 47,869

その他の資産の増減額（△は増加） △18,317 △3,028

仕入債務の増減額（△は減少） 34,522 119,078

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,260 45,046

未払金の増減額（△は減少） － 57,626

未払費用の増減額（△は減少） 11,869 88,036

破産更生債権等の増減額（△は増加） △2,257 1,825

その他の負債の増減額（△は減少） △101,036 9,028

小計 346,125 1,087,788

利息及び配当金の受取額 530 323

利息の支払額 △25,967 △24,268

手数料の支払額 △1,675 △28,157

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 － △54,006

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 245,861 952,984

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 △601,332 △287,482

有形固定資産の売却による収入 3,350 12,953

無形固定資産の取得による支出 △17,179 △9,023

貸付金の回収による収入 2,556 2,556

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 △215,406 △193,274

敷金及び保証金の回収による収入 80,359 12,749

投資活動によるキャッシュ・フロー △747,652 △461,530

16

㈱ジェイアイエヌ（3046） 平成22年８月期 決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８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） △59,239 △305,212

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 △52,980 △300,821

割賦債務の返済による支出 △19,274 △5,037

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 △25,381 △57,803

自己株式の取得による支出 － △423

配当金の支払額 △20,698 △20,512

財務活動によるキャッシュ・フロー 752,425 △539,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,635 △48,357

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期末残高 ※1  475,047 ※1  426,689
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 該当事項はありません。   

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 先入先出法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

(1）商品 

同左 

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用し

ております。 

(2）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

  （会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

これによる損益に与える影響は軽微

であります。   

  

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。 

 但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物 ３年～50年

構築物 10年～20年

工具器具及び備品 ２年～15年

  

  

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

但し、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年８月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

(3）リース資産 

同左 

  (4）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(4）長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

３ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 ３年間で償却しております。 

───────── 

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する、流動性

が高く、容易に換金可能であり、かつ価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

同左 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始日前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

───────── 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（貸借対照表） 

「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20年８月７日内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前事業年度において、

「商品」として掲記されていたものは、当事業年度から

「商品及び製品」に、「貯蔵品」として掲記されていたも

のは、「原材料及び貯蔵品」にそれぞれ一括して掲記して

おります。 

なお、当事業年度に含まれる「商品」「貯蔵品」は、そ

れぞれ541,023千円、56,445千円であります。   

（キャッシュ・フロー計算書）   

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他の負債の増減額（△は減少）」に含めて

表示しておりました「未払金の増減額（△は減少）」は重

要性が増したため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。 

なお、前事業年度の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他の負債の増減額（△は減少）」に含まれる

「未払金の増減額（△は減少）」は29,768千円でありま

す。  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

１ 当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高

は次のとおりであります。  

１ 当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高

は次のとおりであります。  

  

当座貸越極度額 千円300,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円300,000

当座貸越極度額 千円500,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円500,000

２ 貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金

の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成20

年８月29日付にて取引銀行３行と２年間の貸出コミッ

トメント契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高

は次のとおりであります。 

２ 貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金

の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成22

年８月31日付にて取引銀行４行と1年間の貸出コミッ

トメント契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミットメント契約の総額  千円2,000,000

借入実行残高 千円924,020

差引額 千円1,075,980

貸出コミットメント契約の総額  千円2,000,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円2,000,000

なお、上記コミットメント契約には次の財務制限条

項が付されております。 

なお、上記コミットメント契約には次の財務制限条

項が付されております。 

(1）本契約締結日以降の各事業年度末日における貸借

対照表の純資産の部の合計金額を、平成19年８月期

末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額の

75％に相当する金額、又は直前の事業年度末日にお

ける貸借対照表の純資産の部の合計金額の75％に相

当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維

持すること。 

(1）本契約締結日以降の各事業年度末日における貸借

対照表の純資産の部の合計金額を、平成21年８月期

末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額の

％に相当する金額、又は直前の事業年度末日にお

ける貸借対照表の純資産の部の合計金額の ％に相

当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維

持すること。 

75

75

(2）本契約締結日以降の各事業年度末日における損益

計算書の経常損益の額を損失としないこと。 

(2）本契約締結日以降の各事業年度末日における損益

計算書の経常損益の額を損失としないこと。 
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前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

３ セール・アンド・リースバック取引契約 

当社は、設備資金の機動的な調達を可能にするた

め、平成20年12月１日付にて一部店舗設備についてセ

ール・アンド・リースバック取引契約を締結しており

ます。 

この契約に基づく当事業年度末の貸借対照表上の資

産及び負債残高は次のとおりであります。 

なお、上記セール・アンド・リースバック取引契約

には次の財務制限条項が付されております。 

資産  

有形固定資産「リース資産」  千円253,371

計  千円253,371

負債  

流動負債  「リース債務」  千円29,161

固定負債  「リース債務」 千円225,767

計 千円254,929

３ セール・アンド・リースバック取引契約 

当社は、設備資金の機動的な調達を可能にするた

め、平成20年12月１日付にて一部店舗設備についてセ

ール・アンド・リースバック取引契約を締結しており

ます。 

この契約に基づく当事業年度末の貸借対照表上の資

産及び負債残高は次のとおりであります。 

なお、上記セール・アンド・リースバック取引契約

には次の財務制限条項が付されております。 

資産  

有形固定資産「リース資産」  千円222,873

計  千円222,873

負債  

流動負債  「リース債務」  千円30,260

固定負債  「リース債務」 千円195,410

計 千円225,671

(1）本契約締結日以降の各事業年度末日における貸借

対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度

末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額の

75％に相当する金額以上に維持すること。 

(2）本契約締結日以降の各事業年度末日における損益

計算書の経常損益の額を２期連続損失としないこ

と。  

(1）本契約締結日以降の各事業年度末日における貸借

対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度

末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額の

％に相当する金額以上に維持すること。 

(2）本契約締結日以降の各事業年度末日における損益

計算書の経常損益の額を２期連続損失としないこ

と。  

75

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  千円 78,617

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  千円 67,971

 ２      ───────── ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

  千円  1,904

※３ 固定資産売却益の内訳 ３      ───────── 

車両運搬具 千円 329   

 ４      ───────── 

  

※４ 固定資産除却損 

建物 千円 31,297

工具、器具及び備品 千円 3,421

    計 千円 34,718

 ５      ───────── 

  

※５ 固定資産売却損 

建物 千円 1,283

工具、器具及び備品 千円 218

    計 千円 1,501
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前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

※６ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

※６ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失
（千円） 

店舗 建物他 関東地方  14,665

合計  14,665

用途 種類 場所 
減損損失
（千円） 

店舗等 建物他 関東地方  21,346

合計  21,346

当社はキャッシュ・フローを生み出す 少単位とし

て店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い、

本社・事務所等については全社資産としてグルーピン

グしております。 

減損損失の認識に至った経緯としては、収益性の観

点から退店の意思決定をした店舗、並びに営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗に

係る固定資産等の帳簿価額から、他の店舗等で継続使

用可能な固定資産等を控除した残額まで減額し、当該

減少額を減損損失（14,665千円)として特別損失に計

上いたしました。 

その内訳は以下のとおりであります。 

当社はキャッシュ・フローを生み出す 少単位とし

て店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い、

本社・事務所等については全社資産としてグルーピン

グしております。 

減損損失の認識に至った経緯としては、コア・コン

ピタンスの観点から撤退の意思決定をした部門の固定

資産帳簿価額、新システム導入による廃棄予定の既存

システムの固定資産帳簿価額、並びに営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗に係る

固定資産等の帳簿価額から、他の店舗等で継続使用可

能な固定資産等を控除した残額まで減額し、当該減少

額を減損損失（ 千円)として特別損失に計上い

たしました。 

その内訳は以下のとおりであります。 

21,346

建物 千円 9,948

工具、器具及び備品 千円 689

リース資産 千円 2,589

敷金及び保証金  千円 1,400

その他 千円 38

合計 千円 14,665

建物 千円 1,463

工具、器具及び備品 千円 35

ソフトウェア 千円 10,118

リース資産（無形） 千円 9,728

合計 千円 21,346

※７ 店舗閉鎖損失の内訳 

店舗閉鎖損失は、当事業年度中に閉鎖した店舗の退

店違約金、リース解約手数料及び原状回復費用であ

り、その内訳は以下のとおりであります。 

※７ 店舗閉鎖損失の内訳 

店舗閉鎖損失は、当事業年度中に閉鎖した店舗の固

定資産除却損、リース解約手数料及び原状回復費用で

あり、その内訳は以下のとおりであります。 

退店違約金 千円 6,519

リース解約手数料  千円 3,957

原状回復費用 千円 18,955

合計 千円 29,431

固定資産除却損 千円 5,110

リース解約手数料  千円 876

原状回復費用 千円 4,269

合計 千円 10,256
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前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加978株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末

（株） 
増加
（株） 

減少
（株） 

当事業年度末
（株） 

普通株式  20,480,000  －  －  20,480,000

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

平成20年11月27日 

定時株主総会 
普通株式  20,480  1.00 平成20年８月31日 平成20年11月28日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年11月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  20,480  1.00 平成21年８月31日 平成21年11月30日

株式の種類 
前事業年度末

（株） 
増加
（株） 

減少
（株） 

当事業年度末
（株） 

発行済株式      

普通株式  20,480,000  －  －  20,480,000

合計  20,480,000  －  －  20,480,000

自己株式      

普通株式（注）  －  978  －  978

合計  －  978  －  978

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

平成21年11月27日 

定時株主総会 
普通株式  20,480  1.00 平成21年８月31日 平成21年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年11月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  40,958  2.00 平成22年８月31日 平成22年11月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 ２ 重要な非資金取引の内容  

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれリース資産

124,477千円、リース債務131,009千円であります。 

現金及び預金   千円475,047

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 

  

  
－

現金及び現金同等物  千円475,047

 ２ 重要な非資金取引の内容  

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれリース資産

千円、リース債務 千円であります。 

現金及び預金   千円426,689

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 

  

  
－

現金及び現金同等物  千円426,689

56,813 59,762
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１ ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

 (ア)有形固定資産 

 主として、店舗什器、検眼機類（「工具器具及び

備品」）であります。  

 (イ)無形固定資産  

主として、ソフトウェアであります。  

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「２ 固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。  

１ ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

 (ア)有形固定資産 

同左  

  

 (イ)無形固定資産  

同左  

② リース資産の減価償却の方法 

同左  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

 額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

 償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具 
及び備品  918,776  465,010 757 453,009

ソフトウェア  119,264  69,841 379 49,043

合計 1,038,041  534,852 1,136 502,052

未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 千円202,032

 １年超 千円311,965

 合計 千円513,998

リース資産減損勘定の残高 千円2,589

支払リース料 千円220,237

リース資産減損勘定の取崩額 千円63,308

減価償却費相当額 千円209,219

支払利息相当額 千円12,919

減損損失 千円2,589

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

 額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

 償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具
及び備品 793,026  532,447  1,504 259,074

ソフトウェア 89,871  66,136  273 23,461

合計 882,897  598,584  1,777 282,535

未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 千円160,738

 １年超 千円132,759

 合計 千円293,497

リース資産減損勘定の残高 千円1,866

支払リース料 千円204,682

リース資産減損勘定の取崩額 千円722

減価償却費相当額 千円193,771

支払利息相当額 千円8,287

減損損失 千円1,866
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

   

前事業年度（平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

関連当事者情報につきましては、取引金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

 （追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者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13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

関連当事者情報につきましては、取引金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。   

  

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

２ オペレーティング・リース取引  

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料  

 １年以内 千円98,316

 １年超 千円81,256

 合計 千円179,573

２ オペレーティング・リース取引  

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料  

 １年以内 千円79,628

 １年超 千円－

 合計 千円79,628

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項

はありません。 

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項

はありません。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（流動資産）     

未払事業税否認額 千円3,408

たな卸資産評価損否認額 千円34,437

繰越欠損金  千円79,322

その他  千円5,758

繰延税金資産（流動）小計 千円122,926

（固定資産）     

減損損失  千円5,929

その他  千円1,458

小計 千円7,388

評価性引当額  千円△498

繰延税金資産（固定）小計 千円6,889

繰延税金資産合計  千円129,816

（流動資産）     

未払事業税否認額 千円16,182

たな卸資産評価損否認額 千円37,399

未払賞与 千円8,516

その他  千円4,406

繰延税金資産（流動）小計 千円66,504

（固定資産）     

減損損失  千円10,556

その他  千円593

繰延税金資産（固定）小計 千円11,149

繰延税金資産合計  千円77,654

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％40.43

（調整） 

住民税均等割   84.62

交際費等永久に損金に算入されな

い項目  
 5.63

過年度法人税等   11.06

その他   △2.10

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％139.64

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％40.43

（調整） 

住民税均等割   8.33

交際費等永久に損金に算入されな

い項目  
 0.34

特定同族会社の留保金課税額   4.91

その他   0.85

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％54.85

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）
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前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）  

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日）  

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価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23号 平成20

年11月28日）を適用しております。  

  

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産）
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（注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 

  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり純資産額 98円83銭 円 銭 109 17

１株当たり当期純利益金額又は当期純

損失金額（△） 

△91銭 円 銭 11 35

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当期純損失

を計上しており、かつ潜在株式が存在

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。 

  
項目 
  

前事業年度
（平成21年８月31日） 

当事業年度
（平成22年８月31日） 

貸借対照表の純資産の部の 

合計額 
(千円)  2,024,093  2,235,735

純資産の部の合計額から控除 

する金額 
(千円)  －  －

普通株式に係る期末の純資産額 (千円)  2,024,093  2,235,735

１株当たり純資産額の算定に用

いられた期末の普通株式の数 
 (株）  20,480,000  20,479,022

  
項目 
  

前事業年度
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

損益計算書上の当期純利益又は

当期純損失（△） 
(千円)  △18,537  232,544

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△） 
(千円)  △18,537  232,544

普通株主に帰属しない金額   (千円)  －  －

普通株式の期中平均株式数 (株)  20,480,000  20,479,655

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当社は卸・小売業であり、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

     

②仕入実績 

当事業年度における仕入実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注)１ 金額は、仕入高によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

③受注実績 

当社は卸・小売業であり、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

  

④販売実績 

(ア)事業の部門別販売実績  

当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主要な輸出先並びに輸出販売高、及びこれらの割合は、総販売実績に対する輸出高の割合が、100分の

10未満のため、記載しておりません。 

３ 相手先別の販売実績については、いずれも総販売実績の100分の10未満のため、記載しておりません。 

  

５．その他

事業部門

当事業年度
（自 平成21年９月１日 

  至 平成22年８月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％）

 アイウエア関連事業   2,357,857  168.1

 雑貨関連事業   674,943  107.2

 合計  3,032,801  149.3

事業部門

当事業年度
（自 平成21年９月１日 

  至 平成22年８月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％）

 アイウエア関連事業   9,023,294  151.3

 雑貨関連事業   1,580,383  107.5

 合計  10,603,677  142.6
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(イ)地域別販売実績  

当事業年度のアイウエア関連事業と雑貨関連事業の小売の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであり

ます。 

 (注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ フランチャイズ店舗に対する売上高及びシステムサポート事業の売上高はアイウエア関連事業のその

他に含まれております。 

  

(ウ)単位当たりの売上高  

当事業年度のジンズ業態とクールドゥクルール及びノーティアム業態の売場面積当たりの売上高、及び従

業員１人当たり売上高を示すと、次のとおりであります。 

 (注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 売場面積は稼動月数により算出しております。 

３ 従業員数は店舗における人員であり、臨時従業員を含んでおります。なお臨時従業員は１日7.5時間換

算で算出しております。  

４ 業態区分の主な形態 

 (1）ジンズ業態 

「アイウエア専門ショップ」、「アイウエアとレディス雑貨、メンズ雑貨の複合ショップ」 

 (2）クールドゥクルール及びノーティアム業態 

①クールドゥクルール業態…「レディス雑貨専門ショップ」 

②ノーティアム業態…「メンズ雑貨専門ショップ」 

  

地域別 

アイウエア関連事業 雑貨関連事業 合計 店舗数 

販売高
（千円） 

構成比 
(%) 

販売高
（千円） 

構成比
(%) 

販売高
（千円） 

構成比
(%) 

前事業年度
末店舗数
（店） 

出店
（店） 

退店
（店） 

当事業年度
末店舗数
（店） 

東北地方  64,266  0.7  5  0.0  64,271  0.6  1  1  －  2

関東地方  5,320,448  59.0  912,052  57.7  6,232,500  58.8  53  10  2  61

中部地方  1,176,147  13.0  170,857  10.8  1,347,005  12.7  11  2  －  13

近畿地方  1,366,589  15.1  167,761  10.6  1,534,350  14.5  13  4  1  16

中国四国  175,998  2.0  40,525  2.6  216,523  2.0  3  －  －  3

九州地方   753,060  8.4  6,326  0.4  759,387  7.2  6  －  －  6

小売部門計  8,856,510  98.2  1,297,529  82.1  10,154,040  95.8  87  17  3  101

その他計  166,783  1.8  282,853  17.9  449,637  4.2  －  －  －  －

合計  9,023,294  100.0  1,580,383  100.0  10,603,677  100.0  87  17  3  101

 項目 

ジンズ業態
クールドゥクルール及び 
ノーティアム業態 合計

当事業年度
前年同期比
（％） 当事業年度

前年同期比  
（％） 当事業年度 前年同期比

（％） 

 売上高 （千円）  8,954,727  147.1  1,199,313  120.4  10,154,040  143.3

 売場面積（期中平均） （ ㎡ ）  8,902.46  103.8  1,552.73  104.4  10,455.19  103.9

 １㎡当たり売上高  （千円）  1,005  141.8  772  115.3  971  138.0

 従業員数（期中平均） （ 名 ）  533.38  120.4  98.08  108.2  631.46  118.3

 １人当たり売上高  （千円）  16,788  122.2  12,227  111.2  16,080  121.1
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