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1.  平成23年8月期第1四半期の業績（平成22年8月21日～平成22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 ％

23年8月期第1四半期 19,037 △11.5 524 32.6 463 22.1 △2,133 ―

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

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

23年8月期第1四半期 △79.28 ―

22年8月期第1四半期 6.56 6.56

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1四半期 66,377 29,599 44.6 1,099.13
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1四半期  29,576百万円 22年8月期  31,701百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ―

23年8月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

43,760 △8.1 1,520 △19.1 1,500 △17.6 △1,310 ― △48.68

通期 83,000 △4.6 1,330 0.1 1,300 7.1 △2,120 ― △78.78



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年8月期1Q  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1Q  2,722,646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1Q  26,908,908株 22年8月期1Q  26,909,407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１四半期会計期間（平成22年８月21日～平成22年11月20日）におけるわが国経済は、企業収益や民間設備

投資に持ち直しの動きが見られるものの、デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念、海外景気の下振れ懸念や為替の

変動などによる景気下押しリスクの存在などから、依然として厳しい状況にありました。 

こうした状況の中、当社は売上の回復を図るため、「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、ジーンズをはじめとしたボトムスの品揃えの再構築・強化を図り、トップスにおいても、旬のブランド

を随時織り交ぜながら、バリエーションに富んだ品揃えにすることで、売場の鮮度をあげ、お客様のご期待にお

応えできる売場の実現に努めてまいりました。また、複数のメディア（雑誌、新聞広告、チラシ、ホームペー

ジ、メールマガジン、ツイッター等）を同時に活用するメディアミックスによって、新たな顧客層の拡大に努め

てまいりました。 

店舗展開におきましては、アリオ橋本店（神奈川県相模原市緑区）をはじめとして８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、当第１四半期会計期間におきましては、四半期を通して気温が

高く推移したこと、また、その対応が不十分だったことに加え、品揃えの再構築強化がお客様からの支持を十分

に得られるまでには至っておらず、秋冬商品の販売は大変苦戦いたしました。 

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を販促計画の大幅な見直し等当初の計画内に抑えたことで、 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。 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 百万円計上したこともあり、四半期純損失

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。 

   

(2）財政状態に関する定性的情報 

  

①財政状態の分析 

  

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 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 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に無形固定資産

が 百万円減少したことによるものであります。 

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 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 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に資産除去債

務が 百万円増加したこと及び長期借入金が 百万円減少したことによるものであります。 

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 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

19,037 11.5

524

32.6 463 22.1

2,138 2,133

176

6,007 66,377

6,171 36,561 6,787

164 29,815

191

8,126 36,777

6,492 26,381

4,165 1,452

1,633 10,395

2,531 871

2,118 29,599

44.6
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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、前事業年度末に比べ

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 百万円（前年同四半期は 百万円の収入）となりました。これは主に、仕

入債務の増加 百万円（前年同四半期比 百万円増）があった一方で、売上債権の増加1,083百万円（前年

同四半期比 百万円増）、たな卸資産の増加 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。 

 （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（前年同四半期比 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 百万円（前年同四半期 百万円減）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４百万円減）となりました。これは主に、長期借入

金の返済による支出 百万円（前年同四半期比４百万円減）によるものであります。 

  

(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22年９月27日公表の数値から変更はありません。 

  

2,957

12,211

1,927 427

5,696 2,258

157 6,787 3,374

158 451

147 454

871

871
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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。 

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測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。 

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 

  

当第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

39 2,177

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１四半期会計期間末 
(平成22年11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 12,211 15,168

売掛金 2,246 1,163

商品 18,665 11,878

その他 3,438 2,179

流動資産合計 36,561 30,390

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,990 9,628

工具、器具及び備品（純額） 2,377 2,490

その他（純額） 2,236 2,252

有形固定資産合計 14,605 14,371

無形固定資産   

ソフトウエア 628 842

その他 90 67

無形固定資産合計 718 910

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,413 13,637

その他 1,383 1,381

貸倒引当金 △305 △321

投資その他の資産合計 14,491 14,697

固定資産合計 29,815 29,979

資産合計 66,377 60,369

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,264 2,098

支払信託 12,759 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 457 162

賞与引当金 191 452

資産除去債務 33 －

その他 3,150 2,342

流動負債合計 26,381 19,889

固定負債   

社債 2,450 2,450

長期借入金 5,223 6,095

資産除去債務 2,531 －

その他 190 217

固定負債合計 10,395 8,762

負債合計 36,777 28,651
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年11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 20,405 22,538

自己株式 △3,485 △3,485

株主資本合計 29,597 31,730

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △29

評価・換算差額等合計 △21 △29

新株予約権 23 17

純資産合計 29,599 31,718

負債純資産合計 66,377 60,369
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 21,516 19,037

売上原価 10,781 9,288

売上総利益 10,734 9,749

販売費及び一般管理費 10,339 9,224

営業利益 395 524

営業外収益   

受取配当金 － 13

受取家賃 43 31

その他 16 15

営業外収益合計 59 60

営業外費用   

支払利息 37 42

賃貸費用 38 29

支払手数料 － 48

その他 0 0

営業外費用合計 75 121

経常利益 379 463

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 16 －

特別損失   

固定資産除却損 － 5

店舗閉鎖損失 0 0

減損損失 － 28

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,138

特別損失合計 0 2,172

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 396 △1,709

法人税等 219 424

四半期純利益又は四半期純損失（△） 176 △2,133
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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21年８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

396 △1,709

減価償却費 810 721

減損損失 － 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △273 △261

売上債権の増減額（△は増加） △925 △1,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,412 △6,787

仕入債務の増減額（△は減少） 3,437 5,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,138

その他 571 △542

小計 586 △1,814

利息及び配当金の受取額 1 13

利息の支払額 △52 △46

法人税等の支払額 △108 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー 427 △1,927

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 △601 △147

敷金及び保証金の差入による支出 △151 △127

敷金及び保証金の回収による収入 188 157

その他 △45 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △609 △158

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 △875 △871

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △875 △871

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） △1,057 △2,957

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 9,332 12,211
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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
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