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1.  平成23年8月期第2四半期の業績（平成22年9月1日～平成23年2月28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 ％

23年8月期第2四半期 6,749 35.1 363 36.9 353 37.8 79 △36.5
22年8月期第2四半期 4,997 41.3 265 ― 256 ― 124 ―

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

23年8月期第2四半期 3.87 ―
22年8月期第2四半期 6.09 ―

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

23年8月期第2四半期 5,078 2,273 44.8 111.02
22年8月期 4,470 2,235 50.0 109.17

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  2,273百万円 22年8月期  2,235百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 14,088 32.9 920 48.3 885 47.4 357 53.5 17.43



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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） 23年8月期2Q 20,480,000株 22年8月期  20,480,000株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  2,246株 22年8月期  978株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 20,478,632株 22年8月期2Q 20,479,996株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資料の３ページをご参照ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  4

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記……………………………………………………………  10

（７）その他注記情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

株式会社ジェイアイエヌ（3046）　平成23年８月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 1 -



（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年９月１日～平成23年２月28日）におけるわが国経済は、一部に持ち直しに向けた

動きがみられるものの、失業率が高水準で推移す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、市場規模の縮小が継続し、企業間競争はより厳

しくなっております。 

このような経営環境のもとで、当社はアイウエア事業に経営資源を集中し積極的な拡大策を推進いたしました。 

店舗展開においては、ジンズ業態（アイウエア専門ショップ）15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、ノーティアム業態（メンズ雑貨専門ショップ）１店舗、計17店舗の新規出店を実施し、クール

ドゥクルール業態１店舗、ノーティアム業態１店舗の計２店舗を閉鎖いたしました。これにより、純増店舗数は当初

計画の12店舗から３店舗増加し15店舗となりました。 

商品政策では、中核的戦略商品の「Air frame（エア・フレーム）」第３弾を平成22年９月にリリースし、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。同年10月には顧客層の拡大を企図した新たな戦略商品であ

る「Titan frame（チタン・フレーム)」を投入、更に同年12月からアニメ「ワンピース」のオリジナル企画商品の発

売を開始いたしました。 

その他、積極的な出店を可能にするための採用活動の強化及び教育研修制度の充実、並びに来店客数増加に備えた

店舗オペレーションの効率化推進に注力いたしました。 

また、フレーム製造委託工場の集約化や中国国内での生産拠点のシフト等による仕入原価の低減にも継続的に取り

組んでまいりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高6,749,457千円（前年同期比35.1％増）、営業利益363,071千

円（前年同期比36.9％増）、経常利益353,894千円（前年同期比37.8％増）、四半期純利益79,164千円（前年同期比

36.5％減）となりました。 

  

セグメントごとの業績は、以下のとおりであります。 

なお、当第１四半期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等を適用したため、各セグメントの前

年同期比較は記載しておりません。  

（アイウエア事業） 

アイウエア事業の売上は6,007,429千円、セグメント利益は504,904千円となりました。  

（その他）  

その他の売上高は742,027千円、セグメント損失は51,523千円となりました。 

   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、出店に伴う建物等固定資産の増加、並びに売上高増加に伴う商品及び製品

の増加等により、前事業年度末に比べ608,021千円増加し、5,078,518千円となっております。 

負債は、出店等に伴う借入金の増加等により、前事業年度末に比べ570,398千円増加し、2,805,160千円となって

おります。 

純資産は、配当金の支払がありましたが、四半期純利益の計上により、前事業年度末に比べ37,622千円増加し、

2,273,357千円となっております。 

  

１．当四半期の業績等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２四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368,782千円とな

り、前事業年度末と比べ57,907千円減少いたしました。 

なお、当第２四半期累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） 

営業活動により得られた資金は101,517千円となりました。主な要因としましては、店舗数の増加に伴うたな

卸資産の増加で257,271千円、未払消費税等の減少で57,101千円、法人税等の支払額で226,724千円の資金が減少

しましたが、税引前四半期純利益により226,306千円、減価償却費で172,278千円、資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額で91,658千円、固定資産除却損で24,609千円、売上債権の減少で60,089千円、仕入債務の増加で

52,627千円の資金が増加したためであります。 

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の得られた資金522,413千円に比べ、420,895千円

減少しております。 

  

（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650,873千円となりました。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436,896千円、子会社株式の取得による支出で48,764千円、敷金及び保証金の差入れ

による支出で156,632千円の資金が減少したためであります。 

この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の使用した資金196,060千円に比べ、454,812千円

減少しております。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は491,448千円となりました。主な要因としましては、長期借入金の返済による

支出で137,709千円、リース債務の返済による支出で33,136千円、配当金の支払額で40,785千円の資金が減少し

ましたが、短期借入金の純増額で343,662千円、長期借入れによる収入で360,000千円の資金が増加したためであ

ります。 

この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の使用した資金395,217千円に比べ、886,665千円

増加しております。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月11日に発生いたしました「東日本大震災」による被害及び計画停電等による当社の業績に及ぼす影

響額については現在精査中であります。 

通期の業績予想につきましては、現在のところ平成23年３月４日に発表いたしました業績予想から変更はござい

ませんが、今後業績予想に関して修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第１四半期会計期間より、「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ15,499千円、税引前四半期純利益が107,158千円減少しておりま

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64,038千円であります。  

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,782 426,689

受取手形及び売掛金 718,594 779,943

商品及び製品 730,284 491,859

原材料及び貯蔵品 76,587 57,740

その他 247,251 212,174

貸倒引当金 △71 △77

流動資産合計 2,141,428 1,968,330

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,169,988 926,073

その他（純額） 474,571 475,474

有形固定資産合計 1,644,560 1,401,547

無形固定資産 89,443 39,636

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,108,212 1,021,501

その他 94,873 39,481

投資その他の資産合計 1,203,085 1,060,982

固定資産合計 2,937,090 2,502,166

資産合計 5,078,518 4,470,496

負債の部   

流動負債   

買掛金 408,121 355,493

短期借入金 379,717 38,868

1年内返済予定の長期借入金 297,259 275,419

未払法人税等 166,227 244,189

資産除去債務 394 －

その他 758,674 747,828

流動負債合計 2,010,393 1,661,799

固定負債   

長期借入金 468,230 267,779

資産除去債務 55,678 －

その他 270,858 305,183

固定負債合計 794,766 572,962

負債合計 2,805,160 2,234,761

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 1,260,364 1,222,158

自己株式 △1,006 △423

株主資本合計 2,273,357 2,235,735

純資産合計 2,273,357 2,235,735

負債純資産合計 5,078,518 4,470,496
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 4,997,169 6,749,457

売上原価 1,440,727 1,863,666

売上総利益 3,556,442 4,885,790

販売費及び一般管理費 3,291,177 4,522,719

営業利益 265,264 363,071

営業外収益   

受取利息 131 62

受取賃貸料 11,514 9,909

為替差益 2,437 －

その他 2,197 780

営業外収益合計 16,281 10,753

営業外費用   

支払利息 14,203 11,327

為替差損 － 2,066

支払手数料 9,748 5,603

その他 692 931

営業外費用合計 24,645 19,929

経常利益 256,900 353,894

特別利益   

貸倒引当金戻入額 119 6

特別利益合計 119 6

特別損失   

固定資産売却損 1,501 －

減損損失 7,625 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,658

その他 2,660 35,934

特別損失合計 11,787 127,593

税引前四半期純利益 245,231 226,306

法人税、住民税及び事業税 47,701 152,968

法人税等調整額 72,786 △5,825

法人税等合計 120,488 147,142

四半期純利益 124,743 79,164
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28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 245,231 226,306

減価償却費 127,484 172,278

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,658

減損損失 7,625 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53 △6

受取利息及び受取配当金 △131 △62

支払利息 14,203 11,327

支払手数料 9,748 5,603

為替差損益（△は益） △1,471 △2,814

固定資産売却損益（△は益） 1,501 －

固定資産除却損 394 24,609

店舗閉鎖損失 － 6,424

リース解約損 2,265 4,754

売上債権の増減額（△は増加） △73,332 60,089

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,523 △257,271

その他の資産の増減額（△は増加） 5,011 △48,025

仕入債務の増減額（△は減少） 82,693 52,627

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,536 △57,101

未払金の増減額（△は減少） 73,323 39,620

未払費用の増減額（△は減少） 51,468 12,713

その他の負債の増減額（△は減少） 13,522 △11,910

その他 － 13,095

小計 599,546 343,917

利息及び配当金の受取額 131 62

利息の支払額 △13,916 △11,088

手数料の支払額 △7,194 △1,603

リース契約解除に伴う支払額 △36,325 △3,046

法人税等の支払額 △19,828 △226,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 522,413 101,517

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 △117,898 △436,896

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 △6,174 △18,264

貸付金の回収による収入 1,278 1,278

子会社株式の取得による支出 － △48,764

出資金の払込による支出 △10 －

出資金の回収による収入 － 3,060

敷金及び保証金の差入による支出 △94,741 △156,632

敷金及び保証金の回収による収入 8,533 1,667

その他 － 3,677

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,060 △650,873
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28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） △329,128 343,662

長期借入れによる収入 150,000 360,000

長期借入金の返済による支出 △168,111 △137,709

割賦債務の返済による支出 △3,597 －

リース債務の返済による支出 △23,791 △33,136

自己株式の取得による支出 △92 △583

配当金の支払額 △20,495 △40,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,217 491,448

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） △68,864 △57,907

現金及び現金同等物の期首残高 475,047 426,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 406,182 368,782
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該当事項はありません。  

  

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、眼鏡販売等を行うアイウエア事業を主体に行っており、経営情報の把握は事業部門別の財務情報によっ

ております。  

従いまして、当社は事業部門別セグメントから構成されており、またアイウエア事業がその殆んどを占めている

ため、「アイウエア事業」を報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年２月28日） 

（単位：千円） 

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、レディス雑貨、メンズ雑

貨及びシステム収入を含んでおります。 

２. 「調整額」は、報告セグメントに配賦していない全社費用の金額であります。 

３. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。  

    

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「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。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アイウエア事業 
その他 
（注）１  

調整額 
（注）２  

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）３  

売上高         

外部顧客への売上高 6,007,429 742,027  － 6,749,457

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － 

計 6,007,429 742,027  － 6,749,457

セグメント利益又は損失（△） 504,904 △51,523  △90,310 363,071
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該当事項はありません。  

  

  

（四半期損益計算書関係） 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年２月28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。 

  

 給与手当 907,251千円

 地代家賃 798,238千円

 広告宣伝費 566,884千円

※ 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。 

  

 給与手当 1,236,287千円

 地代家賃 990,262千円

 広告宣伝費 817,994千円

株式会社ジェイアイエヌ（3046）　平成23年８月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 10 -




