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1.  平成21年8月期第3四半期の業績（平成20年8月21日～平成21年5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3四半期 79,024 ― 3,689 ― 3,673 ― 1,832 ―

20年8月期第3四半期 79,768 △3.3 5,756 △15.9 5,745 △17.0 2,946 △19.5

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3四半期 68.12 68.10
20年8月期第3四半期 103.63 103.61

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3四半期 67,177 33,483 49.8 1,244.28
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3四半期  33,483百万円 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 ― 25.00 ―

21年8月期 
（予想）

0.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 101,000 △3.1 2,925 △47.9 2,900 △48.1 500 △79.8 18.58
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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、４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、４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 をご覧ください。 

(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3四半期 29,631,500株 20年8月期  29,620,300株

② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  2,721,993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3四半期 26,905,395株 20年8月期第3四半期 28,436,877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おりますので、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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当第３四半期会計期間（平成21年２月21日～平成21年５月20日）におけるわが国経済は、海外経済の悪化や円高を

背景に、輸出の減少に歯止めがかからず、企業収益や資金調達環境が悪化し、設備投資も大幅に減少いたしました。

また、それに伴って雇用環境、所得環境がさらに厳しさを増し、個人消費は低迷し、景気の悪化が続いてまいりまし

た。 

こうした状況の中、当社は第30期を節目として取引先と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。しかしなが

ら、景況感の悪化から消費者の低価格志向が鮮明となり、販売は大変厳しい状況でありました。 

店舗展開におきましては、ｍｏｚｏワンダーシティ店（愛知県名古屋市）をはじめとして、11店舗を出店するとと

もに、効率化を図るため３店舗を閉鎖し、当第３四半期末店舗数は488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、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。 

また、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円、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。 

  

平成21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日開示）及び第２四半期決算短信（非連結）（平成21年３月30日開示）を

ご参照ください。 

  

（１）財政状態の分析 

①資産 

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。これは主に売掛金が

百万円、商品が 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。これは主に新規出店に

より敷金及び保証金が 百万円増加した一方で、無形固定資産が 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 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に長期借入

金の増加によるものであります。 

③純資産 

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 ％

となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累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、長期借入れによる収入があった一方で、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、前事業年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となっております。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

24,570 159 151

5

79,024 3,689 3,673

1,832

２．財政状態に関する定性的情報

6,976 67,177

7,277 32,265

816 5,031

301 34,912

313 672

6,500 33,694

4,387 25,624

3,045

2,113 8,070

475 33,483

49.8

3,506

1,863 10,580
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当第３四半期累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） 

営業活動の結果得られた資金は 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、たな卸資産の増加 百万

円、法人税等の支払額2,108百万円を計上したこと等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） 

投資活動の結果使用した資金は 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 百万円や敷金及び保証金の差入による支出 百万円、敷金及び保証金の回収による収

入 百万円があったこと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） 

財務活動の結果得られた資金は 百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入 百万

円があった一方で、長期借入金の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円があったこと等

によるものであります。 

  

当事業年度の業績予想につきましては、平成21年３月30日公表の数値から変更はありません。 

  

① 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。 

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。 

 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。 

  

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、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。 

  

3,215 3,506

2,845 3,978 5,031

2,693

1,866 949

493

1,341 4,300

1,624 1,345

３．業績予想に関する定性的情報

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
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５．四半期財務諸表 
（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21年５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 10,580 8,717

売掛金 2,112 1,296

商品 16,729 11,698

その他 2,843 3,276

流動資産合計 32,265 24,988

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,594 11,639

工具、器具及び備品（純額） 3,744 3,952

その他（純額） 2,478 2,447

有形固定資産合計 17,817 18,038

無形固定資産   

ソフトウエア 1,740 2,420

その他 87 79

無形固定資産合計 1,827 2,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 14,243 13,929

その他 1,446 1,220

貸倒引当金 △422 △475

投資その他の資産合計 15,266 14,674

固定資産合計 34,912 35,213

資産合計 67,177 60,201

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,928 1,883

支払信託 12,889 12,462

短期借入金 2,697 2,166

未払法人税等 573 1,092

賞与引当金 237 479

その他 4,298 3,153

流動負債合計 25,624 21,237

固定負債   

長期借入金 7,840 5,695

その他 230 261

固定負債合計 8,070 5,956

負債合計 33,694 27,194

㈱ライトオン（7445）　平成21年８月期　第３四半期決算短信（非連結）

－5－



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年５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 6,195 6,189

資本剰余金 6,481 6,475

利益剰余金 24,263 23,776

自己株式 △3,484 △3,484

株主資本合計 33,456 32,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 49

評価・換算差額等合計 26 49

純資産合計 33,483 33,007

負債純資産合計 67,177 60,201
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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）

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

売上高 79,024

売上原価 41,764

売上総利益 37,259

販売費及び一般管理費 33,570

営業利益 3,689

営業外収益  

受取家賃 137

その他 64

営業外収益合計 201

営業外費用  

支払利息 95

賃貸費用 117

その他 4

営業外費用合計 217

経常利益 3,673

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 53

特別利益合計 53

特別損失  

固定資産除却損 82

店舗閉鎖損失 37

減損損失 99

特別損失合計 220

税引前四半期純利益 3,506

法人税等 1,674

四半期純利益 1,832
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（第３四半期会計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 24,570

売上原価 13,204

売上総利益 11,366

販売費及び一般管理費 11,206

営業利益 159

営業外収益  

受取家賃 50

その他 21

営業外収益合計 71

営業外費用  

支払利息 35

賃貸費用 41

その他 1

営業外費用合計 79

経常利益 151

特別利益  

貸倒引当金戻入額 35

特別利益合計 35

特別損失  

固定資産除却損 20

店舗閉鎖損失 14

減損損失 54

特別損失合計 89

税引前四半期純利益 98

法人税等 92

四半期純利益 5
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成21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 3,506

減価償却費 2,845

減損損失 99

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

賞与引当金の増減額（△は減少） △242

売上債権の増減額（△は増加） △816

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,031

仕入債務の増減額（△は減少） 3,978

その他 1,126

小計 5,412

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △91

法人税等の支払額 △2,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,215

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 △1,866

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △300

敷金及び保証金の差入による支出 △949

敷金及び保証金の回収による収入 493

その他 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,693

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 4,300

長期借入金の返済による支出 △1,624

株式の発行による収入 11

配当金の支払額 △1,345

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,341

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） 1,863

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 10,580
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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。 

  

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
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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３四半期累計期間（平成19年８月21日～平成20年５月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年８月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  79,768

Ⅱ 売上原価  40,884

売上総利益  38,883

Ⅲ 販売費及び一般管理費  33,127

営業利益  5,756

Ⅳ 営業外収益  197

Ⅴ 営業外費用  208

経常利益  5,745

Ⅵ 特別利益  49

Ⅶ 特別損失  353

税引前第３四半期純利益  5,441

法人税、住民税及び事業税  2,621

法人税等調整額 △126

四半期純利益  2,946
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前第３四半期累計期間（平成19年８月21日～平成20年５月20日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年８月期 
第３四半期） 

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３四半期純利益  5,441

減価償却費  3,046

減損損失  168

長期前払費用償却額  2

保証金等の賃料相殺額  273

貸倒引当金の増減額 △23

賞与引当金の増減額  160

前払年金費用の増減額 △12

店舗閉鎖損失  62

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息  87

売上債権の増減額 △803

たな卸資産の増減額 △7,789

未収入金の増減額 △179

仕入債務の増減額  8,478

未払消費税の増減額 △131

未払金の増減額  391

未払費用の増減額  86

その他  73

小計  9,330

利息及び配当金の受取額  2

利息の支払額 △45

法人税等の支払額 △1,547

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  7,740
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該当事項はありません。 

  

  
前年同四半期

（平成20年８月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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 

△4,224

無形固定資産の取得による
支出 

△449

投資有価証券の売却による
収入  100

保証金等の預入による支出 △1,137

保証金等の払戻による収入  364

その他  1

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△5,345

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  8,000

長期借入金の返済による支
出 

△824

自己株式の買取処分に係る
収支 

△2,545

配当金の支払額 △1,440

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,190

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  5,584

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３
四半期末残高  10,125

６．その他の情報
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