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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年5月31日）

（注）前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年８月期第３四半期の数値については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（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 ％

24年8月期第3四半期 15,100 ― 1,590 ― 1,553 ― 623 ―
23年8月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 623百万円 （―％） 23年8月期第3四半期 ―百万円 （―％）

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

24年8月期第3四半期 30.43 ―
23年8月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 9,511 3,118 32.8
23年8月期 6,734 2,578 38.3
（参考） 自己資本 24年8月期第3四半期 3,118百万円 23年8月期 2,578百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

23年8月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年8月期 ― 0.00 ―
24年8月期（予想） 8.00 8.00

3. 平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 20,000 37.2 2,100 93.8 2,030 92.8 840 118.7 41.02



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年８月期第３四半期の数値については記載しておりません。

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく

四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了しておりません。

※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、当社グループ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要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条件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「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結

業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期3Q 20,480,000 株 23年8月期 20,480,000 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q 3,491 株 23年8月期 2,246 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 20,476,801 株 23年8月期3Q ― 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間（平成23年９月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、依然として厳しい

状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあります。

国内眼鏡小売市場は、全体として下げ止まっておりますが、眼鏡一式平均単価の低下に伴い、企業間格差は拡大

の傾向にあります。

このような経営環境のもとで、当社グループ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てまいり

ました。

まず、戦略的中核商品である「Air frame（エア・フレーム）」の第５弾を平成23年９月にリリースしたのに続

き、第６弾を平成24年３月にリリースし、売上高は好調に推移いたしました。

また、平成23年９月より相次いで投入した「機能性アイウエア」の新シリーズ商品（「JINS PC」、「JINS 

Moisture」、「JINS 花粉Cut」）に関するマーケティング活動を積極的に行いました。

その結果、高いリピート率に加え新規顧客の獲得が進み、主力のジンズ業態（アイウエア専門ショップ）の既存

店売上高は前年比で16.3%増（当第３四半期連結累計期間）と、当初予想を大幅に上回りました。

国内の店舗展開については、ジンズ業態で36店舗（退店なし）、ノーティアム業態（メンズ雑貨専門ショップ）

で２店舗（退店１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）で１店舗（退店１店舗）を出店

し、当第３四半期連結会計期間末における国内直営店舗数は、ジンズ業態152店舗、ノーティアム業態７店舗、ク

ールドゥクルール業態20店舗となりました。

その他、中国子会社において、上海２店舗に続き新たに南京に１店舗出店し、当第３四半期連結会計期間末にお

ける中国国内の店舗数は７店舗となりました。

売上総利益率については、ボリュームディスカウント効果、アイウエア事業の売上構成比の上昇等の要因によ

り、76.0%となりました。

人件費、賃借料等主要な販売管理費は、既存店売上高の増加や店舗数の拡大等に伴い効率化が進み、売上高対販

売管理費比率は65.4%まで低下いたしました。

その他、特別損失に、改装に伴う既存店舗設備の除却、並びにＰＯＳシステムリプレースに伴う既存ＰＯＳシス

テムの除却等により、354,008千円を計上いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高15,100,815千円、営業利益1,590,637千円、経常利益

1,553,426千円、四半期純利益623,051千円となりました。

セグメント業績の概況

当社グループの報告セグメントは、事業部門別セグメントから構成されており、またそのほとんどを占めるアイ

ウエア事業を報告セグメントとしております。

セグメント別の売上高は、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 「その他」の区分には、レディス雑貨事業、メンズ雑貨事業等の収入が含まれております。

〈アイウエア事業〉

アイウエア事業の売上高は14,032,504千円、売上高全体に占める割合は92.9％となっております。

平成24年５月末日現在のアイウエア事業における店舗数は、152店舗となっております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日）

構成比

アイウエア事業 千円14,032,504 ％92.9

その他 千円1,068,311 ％7.1

合計 千円15,100,815 ％100.0
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〈その他〉

その他につきましては、レディス雑貨事業、メンズ雑貨事業等の収入により構成されております。

その他の売上高は、1,068,311千円となっております。

平成24年５月末日現在のその他における店舗数（レディス雑貨事業及びメンズ雑貨事業）は、27店舗となっ

ております。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

（単位：千円）

(イ)資産

流動資産は、業容拡大に伴う商品及び製品の増加等により、4,698,258千円となりました。

固定資産は、新規出店に伴う有形固定資産の増加等により、4,813,406千円となりました。

以上により、総資産は、9,511,665千円となりました。

(ロ)負債

流動負債は、短期借入金の増加、未払金及び未払費用の増加等により、4,361,130千円となりました。

固定負債は、出店等に伴う長期借入金の増加等により、2,032,103千円となりました。

以上により、負債合計は、6,393,233千円となりました。

(ハ)純資産

純資産合計は、配当金の支払及び四半期純利益の計上により、3,118,431千円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成24年４月５日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

平成23年８月期末
（平成23年８月31日）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成24年５月31日）
増減 増減率（％）

総資産 6,734,036 9,511,665 2,777,629 41.2

負債 4,155,835 6,393,233 2,237,398 53.8

純資産 2,578,201 3,118,431 540,230 21.0

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 527,392 740,554

受取手形及び売掛金 1,106,107 1,461,453

商品及び製品 930,921 2,061,649

原材料及び貯蔵品 79,848 90,647

その他 396,520 344,089

貸倒引当金 △106 △135

流動資産合計 3,040,684 4,698,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,630,641 2,473,537

その他（純額） 484,563 523,289

有形固定資産合計 2,115,204 2,996,826

無形固定資産 162,912 212,910

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,292,058 1,400,967

その他 123,176 202,702

投資その他の資産合計 1,415,235 1,603,669

固定資産合計 3,693,352 4,813,406

資産合計 6,734,036 9,511,665

負債の部

流動負債

買掛金 537,025 606,770

短期借入金 550,000 1,301,966

1年内返済予定の長期借入金 372,459 461,019

未払金及び未払費用 804,058 1,472,006

未払法人税等 369,402 317,544

資産除去債務 15,940 12,656

その他 157,102 189,166

流動負債合計 2,805,988 4,361,130

固定負債

長期借入金 914,502 1,670,330

資産除去債務 58,982 84,366

その他 376,361 277,406

固定負債合計 1,349,846 2,032,103

負債合計 4,155,835 6,393,233

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 1,565,207 2,106,348

自己株式 △1,006 △1,917

株主資本合計 2,578,201 3,118,431

純資産合計 2,578,201 3,118,431

負債純資産合計 6,734,036 9,511,665
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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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 15,100,815

売上原価 3,628,575

売上総利益 11,472,240

販売費及び一般管理費 9,881,602

営業利益 1,590,637

営業外収益

受取利息 399

受取賃貸料 19,748

その他 1,822

営業外収益合計 21,971

営業外費用

支払利息 26,572

支払手数料 8,960

為替差損 17,124

その他 6,524

営業外費用合計 59,182

経常利益 1,553,426

特別損失

固定資産除却損 265,151

リース解約損 88,856

特別損失合計 354,008

税金等調整前四半期純利益 1,199,418

法人税、住民税及び事業税 563,469

法人税等調整額 12,897

法人税等合計 576,366

少数株主損益調整前四半期純利益 623,051

四半期純利益 623,051
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 623,051

四半期包括利益 623,051

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 623,051
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（四半期連結損益計算書関係）

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）その他注記情報

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31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 2,484,980千円

地代家賃 2,081,634千円

広告宣伝費 1,918,581千円

株式会社ジェイアイエヌ（3046）　平成24年８月期　第３四半期決算短信（連結）

- 7 -


	第３四半期短信(ｻﾏﾘｰ)ver3.pdf
	第３四半期短信(本文)ver3



