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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年8月期第3四半期の業績（平成22年8月21日～平成23年5月20日） 
（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3四半期 61,209 △9.3 3,053 64.9 2,956 67.0 △929 －
22年8月期第3四半期 67,451 △14.6 1,851 △49.8 1,770 △51.8 424 △76.8

 

 
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3四半期 △34.53 －
22年8月期第3四半期 15.79 15.79

 
（２）財政状態 

 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3四半期 63,346 30,823 48.6 1,143.41
22年8月期 60,369 31,718 52.5 1,178.09

(参考)自己資本 23年8月期第3四半期       30,767百万円 22年8月期       31,701百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 10.00 － 0.00 10.00   
23年8月期 － 0.00 －   

23年8月期(予想)   5.00 5.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年8月期の業績予想（平成22年8月21日～平成23年8月20日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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

通  期 79,000 △9.2 1,000 △24.8 900 △25.9 △2,550 － △94.76

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年8月期3Ｑ 29,631,500株 22年8月期 29,631,500株

② 期末自己株式数 23年8月期3Ｑ 2,722,727株 22年8月期 2,722,528株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年8月期3Ｑ 26,908,834株 22年8月期3Ｑ 26,909,354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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の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、当社が本資料の発表日現在において入手可能
な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、様々な要因によって、異な
る結果となる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  

当第３四半期会計期間（平成23年２月21日～平成23年５月20日）におけるわが国経済は、企業収益や設備投資

に持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢の厳しさに加え、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ

り甚大な被害を受けました。また先行きについても電力供給の制約や原子力災害の影響により、消費マインドの

更なる低下等、景気回復の見通しが不透明な状況となりました。 

こうした状況の中、当社は、「ライトオンはジーンズショップである」という原点に立ち返り、当社の強みで

あるボトムスの品揃えの再構築・強化を図ってまいりました。トップスにおいても旬のブランドを織り交ぜなが

ら品揃えを充実させることで、お客様の期待にお応えできる魅力的な売場の実現に努めてまいりました。これら

の施策により、ワールドカーゴやストレッチデニムなど堅調に推移した商品もありました。 

しかしながら、全般的に気温が低く推移したことと、東日本大震災の影響による店舗の休業、営業時間の短

縮、商品供給機能の低下、計画停電への対応等により、春物商品の販売は大変苦戦いたしました。 

店舗展開におきましては、あべのマーケットパークキューズモール店（大阪府大阪市阿倍野区）をはじめとし

て６店舗を出店するとともに、効率化を図るため２店舗を閉鎖し、当第３四半期会計期間末店舗数は486店舗と

なりました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利益は 百

万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前年同四半期は経常損失 百万円）、四半

期純利益は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりました。 

当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）と減収となりましたが、営業利益

は販売費及び一般管理費の削減に努めたことで、 百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益は 百

万円（前年同四半期比 ％増）となりました。最終損益につきましては、資産除去債務会計基準適用に伴う特

別損失を 百万円、東日本大震災による損失を 百万円計上したこともあり、四半期純損失は 百万円

（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

  

平成23年８月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成23年８月期第

１四半期決算短信（非連結）（平成22年12月27日開示）及び第２四半期決算短信（非連結）（平成23年３月28日

開示）をご参照下さい。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  

①財政状態の分析 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動資産は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に商品が

百万円、売掛金が 百万円それぞれ増加したこと、現金及び預金が 百万円減少したことによるものであり

ます。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に有形固定資

産が 百万円、無形固定資産が 百万円、敷金及び保証金が 百万円それぞれ減少したことによるものであ

ります。 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動負債は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が 百万円、支払信託が 百万円、未払法人税等が 百万円それぞれ増加したことによるも

のであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に資産除去債務が

百万円増加した一方で、社債が 百万円、長期借入金が 百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金の減少があったことによるものであり、総資産に占める自己資本比率は ％となり

ました。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

17,817 10.2 988

26 965 66

422 474

61,209 9.3

3,053 64.9 2,956

67.0

2,138 130 929

424

2,976 63,346

4,949 35,339 8,336

653 4,043

1,972 28,007

484 362 921

3,872 32,523

4,016 23,906

1,147 1,190 1,096

144 8,617

2,516 350 2,284

895 30,823

48.6
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②キャッシュ・フローの状況 

  

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税引前四半期純利益を

百万円計上したことに加え、たな卸資産の増加、新規出店に伴う有形固定資産の取得や敷金及び保証金の差入によ

る支出、長期借入金の返済による支出があったこと等により、前四半期会計期間末に比べ 百万円減少し、

百万円となっております。 

  

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円増）となりました。これは主に、税引前

四半期純利益 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）を計上するとともに、減価償却費 百万円

（前年同四半期比 百万円減）、仕入債務の増加 百万円（前年同四半期は 百万円の減少）、たな卸資

産の増加 百万円（前年同四半期比 百万円増）、法人税等の支払額 百万円（前年同四半期比 百万円

減）を計上したことによるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。これは主に、新規

出店等に伴う有形固定資産の取得による支出 百万円（前年同四半期比 百万円減）や敷金及び保証金の差入に

よる支出９百万円（前年同四半期比 百万円減）、敷金及び保証金の回収による収入 百万円（前年同四半期比

百万円増）があったことによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円増）となりました。これは、長期借入金の

返済による支出 百万円（前年同四半期比 百万円増）があったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  

平成23年３月28日の第２四半期決算発表時において、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により合理的

な算定ができなかったことから通期業績予想を未定としておりましたが、現時点において入手可能な情報等に基

づき、修正することといたしました。 

売上高につきましては、東日本大震災の影響により、営業の見合わせや計画停電に伴う営業時間の短縮があっ

たこと、加えて商品管理システムが復旧するまでの期間において、商品調達、商品コントロールが十分にできな

かったこともあり、減少する見込みとなっております。 

販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりますが、売上高の減少により、営業利益、経常利益ともに減少す

る見込みとなっております。 

また、資産除去債務会計基準適用に伴う特別損失や東日本大震災に伴う特別損失を計上することから、当期純

利益につきましても、以下のとおり見込んでおります。 

なお、下記の業績予想数値は、現時点で入手可能な情報における仮定を前提としておりますので、実際の業績

は、今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

通期業績予想の修正（平成22年８月21日～平成23年８月20日） 

（単位：百万円、％） 

  

799

5,337

11,124

4,627 273

799 145 594

256 1,363 2,618

6,385 5,287 187 365

161 368

119 212

70 241

162

871 255

871 25

  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  

期初発表予想（Ａ） 

（平成22年９月27日発表）  
 83,000  1,330  1,300  △2,120 △78円78銭 

今回修正予想（Ｂ）  79,000  1,000  900  △2,550 △94円76銭 

増減額（Ｂ－Ａ）  △4,000  △330  △400  △430 － 

増減率  △4.8  △24.8  △30.8 －  － 

（ご参考） 

前期実績（平成22年８月期） 
 86,975  1,329  1,213  △472 △17円57銭 
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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 

  

ａ．たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、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価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

ｂ．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

ｃ．固定資産の減損兆候の把握方法 

減損の兆候の把握にあたっては、資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせ

るような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合には、減損の兆候を把握する方法

によっております。 

ｄ．繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、

かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められる場合には、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。 

但し、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認

められた場合は、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックスプランニングに当該著しい変化の影

響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

②特有の会計処理 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四

半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

  

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、経常利益がそれぞれ 百万円減少し、税引前四半期純損失は 百万円増加して

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 百万円であります。 

   

２．その他の情報

136 2,184

2,536
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,124 15,168

売掛金 1,817 1,163

商品 20,215 11,878

その他 2,183 2,179

流動資産合計 35,339 30,390

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,586 9,628

工具、器具及び備品（純額） 2,094 2,490

その他（純額） 2,206 2,252

有形固定資産合計 13,886 14,371

無形固定資産   

ソフトウエア 375 842

その他 171 67

無形固定資産合計 547 910

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,715 13,637

その他 1,138 1,381

貸倒引当金 △281 △321

投資その他の資産合計 13,572 14,697

固定資産合計 28,007 29,979

資産合計 63,346 60,369

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,246 2,098

支払信託 12,497 11,306

短期借入金 2,826 2,826

1年内償還予定の社債 700 700

未払法人税等 1,259 162

賞与引当金 187 452

災害損失引当金 85 －

資産除去債務 14 －

その他 3,089 2,342

流動負債合計 23,906 19,889

固定負債   

社債 2,100 2,450

長期借入金 3,810 6,095

資産除去債務 2,516 －

その他 190 217

固定負債合計 8,617 8,762

負債合計 32,523 28,651
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,195 6,195

資本剰余金 6,481 6,481

利益剰余金 21,609 22,538

自己株式 △3,485 △3,485

株主資本合計 30,801 31,730

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33 △29

評価・換算差額等合計 △33 △29

新株予約権 55 17

純資産合計 30,823 31,718

負債純資産合計 63,346 60,369
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成23年５月20日) 

売上高 67,451 61,209

売上原価 34,784 31,201

売上総利益 32,666 30,007

販売費及び一般管理費 30,815 26,953

営業利益 1,851 3,053

営業外収益   

受取家賃 129 94

その他 78 69

営業外収益合計 208 163

営業外費用   

支払利息 110 116

社債発行費 45 －

賃貸費用 112 90

支払手数料 － 49

その他 20 4

営業外費用合計 289 260

経常利益 1,770 2,956

特別利益   

固定資産売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 9 －

特別損失   

固定資産除却損 17 90

投資有価証券売却損 － 5

店舗閉鎖損失 59 38

減損損失 111 73

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,138

災害による損失 － 130

特別損失合計 188 2,477

税引前四半期純利益 1,590 479

法人税等 1,166 1,408

四半期純利益又は四半期純損失（△） 424 △929
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（第３四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年５月20日) 

売上高 19,838 17,817

売上原価 9,961 8,277

売上総利益 9,876 9,540

販売費及び一般管理費 9,902 8,552

営業利益又は営業損失（△） △26 988

営業外収益   

受取家賃 42 31

その他 20 16

営業外収益合計 62 48

営業外費用   

支払利息 36 36

賃貸費用 36 30

貸倒引当金繰入額 16 －

支払手数料 － 0

その他 13 3

営業外費用合計 102 70

経常利益又は経常損失（△） △66 965

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 0 26

店舗閉鎖損失 5 9

減損損失 72 －

災害による損失 － 130

特別損失合計 79 166

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △145 799

法人税等 329 377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △474 422
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成23年５月20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 1,590 479

減価償却費 2,491 2,003

減損損失 111 73

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △39

賞与引当金の増減額（△は減少） △244 △264

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 85

売上債権の増減額（△は増加） △507 △653

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,966 △8,336

仕入債務の増減額（△は減少） 1,781 2,873

その他 661 527

小計 3,906 △1,114

利息及び配当金の受取額 10 16

利息の支払額 △134 △126

法人税等の支払額 △662 △291

法人税等の還付額 259 239

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,378 △1,276

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 △1,117 △535

有形固定資産の売却による収入 19 －

投資有価証券の売却による収入 － 289

敷金及び保証金の差入による支出 △317 △190

敷金及び保証金の回収による収入 377 536

その他 △205 △233

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,243 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,700 －

長期借入金の返済による支出 △2,183 △2,284

社債の発行による収入 3,454 －

社債の償還による支出 － △350

配当金の支払額 △269 －

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,701 △2,634

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） 4,836 △4,043

現金及び現金同等物の期首残高 10,389 15,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,226 11,124
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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

㈱ライトオン（7445）　平成23年８月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－10－




