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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30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 1,517 10.1 △186 ― △181 ― △120 ―

20年8月期第1四半期 1,378 27.8 54 △49.1 54 △47.2 17 △65.4

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 △5.87 ―

20年8月期第1四半期 0.86 ―

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 4,097 1,922 46.9 93.86
20年8月期 3,413 2,063 60.4 100.74

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  1,922百万円 20年8月期  2,063百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― 1.00 1.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21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）

（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 3,630 21.2 △42 ― △56 ― △112 ― △5.47

通期 7,680 23.4 135 △39.5 100 △44.2 9 ― 0.44

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  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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  20,480,000株 20年8月期  20,480,000株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  ―株 20年8月期  ―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  20,480,000株 20年8月期第1四半期  20,480,000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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機と世界経済の急速な悪化から、輸出量・生産量は

減少し、企業収益は大幅に減少いたしました。個人消費は、雇用情勢の急速な悪化により消費マインドが一層冷え込

み、足下で弱い動きもみられております。 

国内眼鏡小売市場では、個人消費の低迷に加え、ワンプライスショップ（低価格均一プライス業態）の急速な店舗

数の拡大による需要の前倒し現象の影響もあり、眼鏡一式単価の下落と購買人口の減少が同時に進行し、市場の縮小

傾向が続いております。 

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最重点課題として推進し、マーチャンダイジ

ングの修正、商品力の強化、店舗オペレーションの改善、販売促進活動の積極化等に注力いたしました。また、ジン

ズ業態（アイウエアを主体とした小売業態）15店舗、クールドゥクルール業態（レディス雑貨小売業態）６店舗、ノ

ーティアム業態（メンズ雑貨小売業態）１店舗、計22店舗（その他、分離による増加４店舗）の新規出店を実施する

等積極的な店舗展開を継続する一方で、ジンズ業態の不採算店舗を２店舗閉鎖いたしました。 

この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高1,517,984千円（前年同月比10.1%増）と増収を確保いたしまし

たが、ジンズ業態既存店売上高の減少や新規出店の集中等に伴う人件費や販売促進費等経費の増加を吸収できず、営

業損失186,781千円（前年同期は54,100千円の利益）、経常損失181,558千円（前年同期は54,216千円の利益）、四半

期純損失120,311千円（前年同期は17,634千円の利益）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期会計期間末の総資産は、出店に伴う建物及び敷金保証金等の固定資産の増加、並びにたな卸資産

の増加等により、前事業年度末に比べ683,910千円増加し、4,097,397千円となりました。 

負債は、新規出店等の設備投資資金を主として借入金により調達したため、前事業年度末に比べ824,701千円

増加し、2,175,077千円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少等により、前事業年度末に比べ140,791千円減少し、1,922,320千円となりまし

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294,451千円とな

り、前事業年度末と比べ70,038千円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によって使用した資金は226,737千円となりました。主な要因としては、減価償却費で58,425千円、

未払費用の増加で18,400千円の資金が増加いたしましたが、税引前四半期純損失により186,830千円、店舗数の

増加に伴うたな卸資産の増加により62,716千円、法人税等支払いにより22,334千円の資金が減少いたしました。

（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448,964千円となりました。主な要因としては、店舗の出店に伴う有形固定資

産及び敷金保証金等の支払いによる支出等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は745,741千円となりました。主な要因としては、配当金の支払額16,908千円に

よる資金の減少はありましたが、短期借入金の純増額426,074千円及び長期借入れによる収入345,000千円の増加

によるものであります。  

  

当第１四半期会計期間の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、現時点では平成20年10月15日に発表いたしま

した「平成20年８月期決算短信（非連結）」の第２四半期累計会計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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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。  

  

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 

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）に変更しております。 

     なお、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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294,451 224,412

受取手形及び売掛金 513,518 519,048

商品 655,306 609,393

貯蔵品 40,299 23,495

その他 172,411 182,488

貸倒引当金 △50 △51

流動資産合計 1,675,935 1,558,786

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,160,932 831,874

その他（純額） 191,013 169,125

有形固定資産合計 1,351,946 1,000,999

無形固定資産 24,073 19,042

投資その他の資産   

敷金及び保証金 853,313 727,576

その他 189,309 103,173

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 1,042,536 830,663

固定資産合計 2,418,556 1,850,706

繰延資産 2,905 3,995

資産合計 4,097,397 3,413,487
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 173,397 201,892

短期借入金 837,104 415,433

1年内返済予定の長期借入金 81,724 24,000

未払法人税等 10,889 29,184

その他 697,703 584,081

流動負債合計 1,800,817 1,254,591

固定負債   

長期借入金 371,276 90,000

その他 2,984 5,784

固定負債合計 374,260 95,784

負債合計 2,175,077 1,350,376

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 908,320 1,049,111

株主資本合計 1,922,320 2,063,111

純資産合計 1,922,320 2,063,111

負債純資産合計 4,097,397 3,413,487
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,517,984

売上原価 450,656

売上総利益 1,067,327

販売費及び一般管理費 1,254,109

営業損失（△） △186,781

営業外収益  

受取利息 58

為替差益 8,925

その他 801

営業外収益合計 9,784

営業外費用  

支払利息 3,027

株式交付費償却 1,089

その他 445

営業外費用合計 4,562

経常損失（△） △181,558

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

店舗閉鎖損失 5,273

特別損失合計 5,273

税引前四半期純損失（△） △186,830

法人税、住民税及び事業税 8,741

法人税等調整額 △75,260

法人税等合計 △66,519

四半期純損失（△） △120,311
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △186,830

減価償却費 58,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △58

支払利息 3,027

株式交付費償却 1,089

為替差損益（△は益） △4,403

店舗閉鎖損失 5,273

売上債権の増減額（△は増加） 5,530

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,716

その他の資産の増減額（△は増加） △1,149

仕入債務の増減額（△は減少） △28,495

未払消費税等の増減額（△は減少） △293

未払費用の増減額（△は減少） 18,400

その他の負債の増減額（△は減少） △10,116

小計 △202,318

利息及び配当金の受取額 58

利息の支払額 △2,142

法人税等の支払額 △22,334

営業活動によるキャッシュ・フロー △226,737

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 △316,863

無形固定資産の取得による支出 △6,316

貸付金の回収による収入 639

敷金及び保証金の差入による支出 △126,813

敷金及び保証金の回収による収入 389

投資活動によるキャッシュ・フロー △448,964

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） 426,074

長期借入れによる収入 345,000

長期借入金の返済による支出 △6,000

割賦債務の返済による支出 △2,424

配当金の支払額 △16,908

財務活動によるキャッシュ・フロー 745,741

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,038

現金及び現金同等物の期首残高 224,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,451
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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。 

  

 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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同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９月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,378,111 

Ⅱ 売上原価 410,251 

売上総利益 967,859 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 913,759 

営業利益 54,100 

Ⅳ 営業外収益   

 受取利息    187 

 受取賃貸料     71 

 為替差益     1,086 

 その他     170 

営業外収益合計 1,516 

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息     277 

 株式交付費償却     1,089 

 その他     33 

営業外費用合計 1,400 

経常利益 54,216 

Ⅵ 特別利益   

 貸倒引当金戻入益     229 

 特別利益合計     229 

Ⅶ 特別損失   

 固定資産除却損     11,707 

 特別損失合計     11,707 

税引前四半期純利益  42,738

法人税、住民税及び事業税 7,704 

 法人税等調整額     17,399 

 法人税等合計     25,104 

四半期純利益 17,634 
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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９月１日～11月30日） 

  
前年同四半期 
（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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  42,738

 減価償却費  32,692

 貸倒引当金の増減額（減少:△）  △229

 受取利息及び受取配当金  △187

 支払利息  277

 株式交付費償却  1,089

 固定資産除却損  11,707

 売上債権の増減額（増加:△）  5,589

 たな卸資産の増減額（増加:△）  △163,957

 その他資産の増減額（増加:△）  △5,561

 仕入債務の増減額（減少:△）  6,223

 未払消費税等の増減額（減少:△）  △23,932

 未払費用の増減額（減少:△）  58,049

 その他負債の増減額（減少:△）  13,380

小計  △22,119

 利息及び配当金の受取額  159

 利息の支払額  △277

 法人税等の支払額  △196,396

営業活動によるキャッシュ・フロー  △218,634

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  △39,127

 無形固定資産の取得による支出  △665

 貸付金の回収による収入  639

 敷金保証金等の支払による支出  △109,117

投資活動によるキャッシュ・フロー  △148,271

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 割賦未払金の返済による支出  △7,651

 配当金の支払額  △86,039

財務活動によるキャッシュ・フロー  △93,690

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △460,596

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  668,005

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  207,408
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