
平成21年8月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成20年12月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ライトオン 上場取引所 東 

コード番号 7445 URL http://www.right-on.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤原 政博

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 三浦 憲之 TEL 029-858-0321

四半期報告書提出予定日 平成21年1月5日

1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年8月21日～平成20年11月20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 ％

21年8月期第1四半期 24,882 ― 1,621 ― 1,616 ― 861 ―

20年8月期第1四半期 22,933 △9.6 932 △64.7 939 △64.9 467 △68.6

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

21年8月期第1四半期 32.02 32.01
20年8月期第1四半期 16.00 15.99

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

21年8月期第1四半期 68,805 33,151 48.2 1,232.48
20年8月期 60,201 33,007 54.8 1,227.09

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  33,151百万円 20年8月期  33,007百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 25.00 ― 25.00 50.00

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

（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

第2四半期累計期間 54,200 1.1 3,650 2.9 3,650 2.7 1,875 1.8 69.71
通期 105,000 0.7 5,800 3.4 5,800 3.8 2,500 1.0 92.94

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  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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 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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 （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 をご覧下さい。  

(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 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） 21年8月期第1四半期  29,620,300株 20年8月期  29,620,300株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  2,721,873株 20年8月期  2,721,258株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  26,898,682株 20年8月期第1四半期  29,200,157株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報における仮定を前提としていますので、実際の業績は、今後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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間（平成20年８月21日～平成20年11月20日）におけるわが国経済は、世界的金融不安の中、米

国大手証券会社リーマン・ブラザーズが経営破綻し、世界的株安と円高が一気に進み、景気の後退局面入りが確実と

なってまいりました。 

こうした状況の中、当社は節目の第30期である当期を記念し、取引先と30thアニバーサリー商品の企画開発を進め

るとともに、「旬のベーシック」をコンセプトに商品の企画開発を進め、競合他社との差別化を図ってまいりまし

た。また、各地域の気候を考慮した商品投入を行うことで売上の伸長に努めてまいりました。 

店舗展開におきましては、イオンレイクタウン店（埼玉県越谷市）をはじめとして12店舗を出店するとともに、効

率化を図るため１店舗閉鎖し、当第１四半期会計期間末店舗数は479店舗となりました。また、11月から新たな事業

としてＥコマース事業（インターネット通販）を立ち上げました。 

当第１四半期会計期間においては、全体を通して気温は高かったものの、寒暖の差が大きかったことに加え、端境

期対応商品を充実させ、実需期に沿った商品投入を行うことで、秋冬商品の販売は堅調に推移いたしました。 

これらの結果、売上高は 百万円となりました。また、前年同期に比べ新規出店を絞ったこと、販売費及び一

般管理費を計画内に抑えたことで、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四半期純利益は 百万円と

なりました。 

  

  

24,882

1,621 1,616 861

２．財政状態に関する定性的情報 

(１）財政状態の分析 

①資産 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて8,603百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動資産は、前事業年度末に比べて8,680百万円増加し、 百万円となりました。これは主に商品が9,455

百万円増加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76百万円減少し、 百万円となりました。これは主に新規出店により

有形固定資産が126百万円増加、敷金及び保証金が44百万円増加した一方で、無形固定資産が216百万円減少した

こと等によるものであります。 

②負債 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて8,459百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動負債は、前事業年度末に比べて8,957百万円増加し、 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が6,157百万円、支払信託が1,896百万円それぞれ増加したこと等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498百万円減少し、 百万円となりました。これは主に長期借入金の返

済によるものであります。 

③純資産 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて144百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加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48.2％となり

ました。 

  

(２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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

百万円計上するとともに、仕入債務の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払い、新規出店、店舗リニ

ューアル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、配当金

の支払いをしたこと等により、前事業年度末に比べ2,695百万円減少し、 百万円となっております。 

  

当第１四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816百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益を 百万円計上

するとともに、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円があったこと、売上債権の増加1,520百万

円、たな卸資産の増加9,455百万円、法人税等の支払額1,014百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

68,805

33,668

35,136

35,653

30,195

5,458

33,151

1,537

6,021

1,537

909 8,265
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は663百万円となりました。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504百万円や敷金及び保証金の差入による支出333百万円、敷金及び保証金の回収による収入 百万

円等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1,214百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出541百万

円、配当金の支払額672百万円等によるものであります。 

  

195

３．業績予想に関する定性的情報 

当事業年度の業績予想につきましては、平成20年９月30日公表の数値から変更はありません。   

  

  

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 

① 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度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、棚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。 

② 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。 

③ 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。 

④ 税金費用については、当第１四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。 

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）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 

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産については、従来、売価還元法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より

「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）が適用されたことに伴い、

売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。 

 これによる損益への影響はありません。 

  

㈱ライトオン（7445）　平成21年８月期　第１四半期決算短信（非連結）

－3－



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,021 8,717

売掛金 2,816 1,296

商品 21,153 11,698

その他 3,676 3,276

流動資産合計 33,668 24,988

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,861 11,639

工具、器具及び備品（純額） 3,963 3,952

その他（純額） 2,340 2,447

有形固定資産合計 18,165 18,038

無形固定資産   

ソフトウエア 2,200 2,420

その他 83 79

無形固定資産合計 2,284 2,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,973 13,929

その他 1,175 1,220

貸倒引当金 △462 △475

投資その他の資産合計 14,686 14,674

固定資産合計 35,136 35,213

資産合計 68,805 60,201

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,040 1,883

支払信託 14,358 12,462

短期借入金 2,120 2,166

未払法人税等 731 1,092

賞与引当金 208 479

その他 4,735 3,153

流動負債合計 30,195 21,237

固定負債   

長期借入金 5,200 5,695

その他 258 261

固定負債合計 5,458 5,956

負債合計 35,653 27,194
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,189 6,189

資本剰余金 6,475 6,475

利益剰余金 23,965 23,776

自己株式 △3,484 △3,484

株主資本合計 33,145 32,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 49

評価・換算差額等合計 5 49

純資産合計 33,151 33,007

負債純資産合計 68,805 60,201
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成20年11月20日) 

売上高 24,882

売上原価 12,109

売上総利益 12,772

販売費及び一般管理費 11,151

営業利益 1,621

営業外収益  

受取家賃 43

その他 21

営業外収益合計 64

営業外費用  

支払利息 31

賃貸費用 38

その他 0

営業外費用合計 70

経常利益 1,616

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13

その他 0

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産除却損 62

店舗閉鎖損失 8

減損損失 20

特別損失合計 91

税引前四半期純利益 1,537

法人税等 676

四半期純利益 861

㈱ライトオン（7445）　平成21年８月期　第１四半期決算短信（非連結）

－6－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成20年11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 1,537

減価償却費 909

減損損失 20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13

賞与引当金の増減額（△は減少） △271

売上債権の増減額（△は増加） △1,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,455

仕入債務の増減額（△は減少） 8,265

その他 758

小計 230

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △1,014

営業活動によるキャッシュ・フロー △816

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 △504

敷金及び保証金の差入による支出 △333

敷金及び保証金の回収による収入 195

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △663

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △541

配当金の支払額 △672

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,214

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） △2,695

現金及び現金同等物の期首残高 8,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,021
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年８月21日～平成19年11月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  22,933

Ⅱ 売上原価  11,568

売上総利益  11,364

Ⅲ 販売費及び一般管理費  10,432

営業利益  932

Ⅳ 営業外収益  66

Ⅴ 営業外費用  59

経常利益  939

Ⅵ 特別利益  17

Ⅶ 特別損失  54

税引前第１四半期純利益  902

法人税、住民税及び事業税  426

法人税等調整額  9

第１四半期純利益  467
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年８月21日～平成19年11月20日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前第１四半期純利益  902

減価償却費  959

長期前払費用償却額  0

保証金等の賃料相殺額  77

賞与引当金の増減額  190

前払年金費用の増減額 △6

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息  16

売上債権の増減額 △1,179

たな卸資産の増減額 △6,519

未収入金の増減額 △505

仕入債務の増減額  6,006

未払消費税の増減額 △131

未払金の増減額 △270

未払費用の増減額  80

その他  32

小計 △343

利息及び配当金の受取額  0

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △387

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△735

Ⅱ 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 

△209

無形固定資産の取得によ
る支出 

△109

保証金等の預入による支
出 

△658

保証金等の払戻による収
入  200

その他 △0

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△776
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前年同四半期

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 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  4,000

長期借入金の返済による
支出 

△141

自己株式の買取処分に係
る収支 

△1,342

配当金の支払額 △738

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,776

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

－

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）  264

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  4,540

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１
四半期末残高  4,805

６．その他の情報 

該当事項はありません。 
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