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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年8月21日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 21,516 △13.5 395 △75.6 379 △76.5 176 △79.5

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

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

22年8月期第1四半期 6.56 6.56
21年8月期第1四半期 32.02 32.01

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

22年8月期第1四半期 62,956 32,651 51.9 1,213.39
21年8月期 60,486 32,497 53.7 1,207.65

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  32,651百万円 21年8月期  32,497百万円

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

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

21年8月期 ― 25.00 ― 0.00 25.00

22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年8月21日～平成22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

51,000 △6.3 2,200 △37.7 2,200 △37.5 900 △50.7 33.45

通期 97,000 △3.6 2,900 4.5 2,900 5.6 900 5.9 33.45
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 29,631,500株 21年8月期  29,631,500株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  2,722,111株 21年8月期  2,722,086株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 26,909,407株 21年8月期第1四半期 26,898,682株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 
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当第１四半期会計期間（平成21年８月21日～平成21年11月20日）におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの

動きが見られたものの、民間設備投資や企業収益が大幅に減少する中で、雇用情勢の悪化を背景に個人消費も低迷す

るなど厳しい状況にありました。 

こうした状況の中、当社は「旬のベーシック」をコンセプトにベーシック商品の拡充を進めるとともに、店頭の在

庫を削減し、見やすく、商品の魅力が伝わりやすい売場を提案することで売上の伸長に努めてまいりました。また、

東京ガールズコレクションへの出展など新たな取組によって、ブランドイメージの強化、商品訴求力の向上にも努め

てまいりました。Ｅコマース事業におきましては、当社の商品ならではの魅力を十分に訴求していくため、新たに自

社サイトを立ち上げました。 

店舗展開におきましては、たまプラーザテラス店（神奈川県横浜市）をはじめとして10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１四半期会計期間末店舗数は492店舗となりました。 

以上のような施策を推進してまいりましたが、十分な成果は得られず、秋冬の主力商品であるニューシャイニーデ

ニム、Ⅹ-ＷＡＳＨダウンジャケットの販売は好調に推移したものの、売上の全体的な底上げまでにはいたりません

でした。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は 百万円（前年同期比13.5％減）と減収となりました。販売費

及び一般管理費は計画内に抑えたものの、営業利益は 百万円（前年同期比75.6％減）、経常利益は 百万円（前

年同期比76.5％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比79.5％減）と減益となりました。 

   

（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2,470百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動資産は、前事業年度末に比べて2,819百万円増加し、 百万円となりました。これは主に商品が3,412

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349百万円減少し、 百万円となりました。これは主に有形固定資産

が227百万円、無形固定資産が89百万円それぞれ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2,315百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

流動負債は、前事業年度末に比べて3,097百万円増加し、 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が2,821百万円、支払信託が162百万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781百万円減少し、 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154百万円増加し、 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51.9％となり

ました。 

   

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

21,516

395 379

176

２．財政状態に関する定性的情報

62,956

29,707

33,248

30,304

23,443

6,861

32,651
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（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、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をしたこと等により、前事業年度末に比

べ1,057百万円減少し、 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） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は816百万円の支出）となりました。これは主に、税引

前四半期純利益を 百万円（前年同四半期比1,141百万円減）計上するとともに、減価償却費 百万円（前年同

四半期比99百万円減）、仕入債務の増加 百万円（前年同四半期比4,828百万円減）があったこと、売上債権の

増加925百万円（前年同四半期比595百万円減）、たな卸資産の増加3,412百万円（前年同四半期比6,043百万円減）

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609百万円（前年同四半期比53百万円減）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601百万円（前年同四半期比96百万円増）や敷金及び保証金の差入による

支出151百万円（前年同四半期比181百万円減）、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７

百万円減）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875百万円（前年同四半期比339百万円減）となりました。これは主に、長期借入

金の返済による支出875百万円（前年同四半期比334百万円増）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９月28日公表の数値から変更はありません。  

   

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、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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

396

9,332

427

396 810

3,437

188

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１四半期会計期間末 
(平成21年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,332 10,389

売掛金 2,150 1,225

商品 15,590 12,178

その他 2,634 3,095

流動資産合計 29,707 26,888

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 10,959 10,858

工具、器具及び備品（純額） 3,231 3,341

その他（純額） 2,286 2,505

有形固定資産合計 16,477 16,705

無形固定資産   

ソフトウエア 1,460 1,527

その他 83 106

無形固定資産合計 1,544 1,633

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,959 13,991

その他 1,653 1,670

貸倒引当金 △385 △402

投資その他の資産合計 15,226 15,259

固定資産合計 33,248 33,597

資産合計 62,956 60,486

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,140 2,319

支払信託 11,871 11,708

短期借入金 2,460 2,555

未払法人税等 270 133

賞与引当金 198 472

その他 3,501 3,155

流動負債合計 23,443 20,345

固定負債   

長期借入金 6,610 7,390

その他 251 253

固定負債合計 6,861 7,643

負債合計 30,304 27,989
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 23,457 23,280

自己株式 △3,485 △3,485

株主資本合計 32,649 32,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 24

評価・換算差額等合計 2 24

純資産合計 32,651 32,497

負債純資産合計 62,956 60,486

㈱ライトオン（7445）　平成22年８月期　第１四半期決算短信（非連結）

－6－



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

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

売上高 24,882 21,516

売上原価 12,109 10,781

売上総利益 12,772 10,734

販売費及び一般管理費 11,151 10,339

営業利益 1,621 395

営業外収益   

受取家賃 43 43

その他 21 16

営業外収益合計 64 59

営業外費用   

支払利息 31 37

賃貸費用 38 38

その他 0 0

営業外費用合計 70 75

経常利益 1,616 379

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13 16

その他 0 －

特別利益合計 13 16

特別損失   

固定資産除却損 62 －

店舗閉鎖損失 8 0

減損損失 20 －

特別損失合計 91 0

税引前四半期純利益 1,537 396

法人税等 676 219

四半期純利益 861 176
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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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成21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 1,537 396

減価償却費 909 810

減損損失 20 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） △271 △273

売上債権の増減額（△は増加） △1,520 △925

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,455 △3,412

仕入債務の増減額（△は減少） 8,265 3,437

その他 758 571

小計 230 586

利息及び配当金の受取額 0 1

利息の支払額 △33 △52

法人税等の支払額 △1,014 △108

営業活動によるキャッシュ・フロー △816 427

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 △601

敷金及び保証金の差入による支出 △333 △151

敷金及び保証金の回収による収入 195 188

その他 △21 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △663 △609

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 △875

配当金の支払額 △672 －

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,214 △875

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 △1,057

現金及び現金同等物の期首残高 8,717 10,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,021 9,332
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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