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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年８月期第３四半期の業績（平成22年９月１日～平成23年５月31日） 
（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３四半期 10,501 34.6 686 49.9 665 48.4 236 10.5
22年８月期第３四半期 7,804 45.2 458 563.7 448 720.1 214 － 

 

 
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３四半期 11.56 － 
22年８月期第３四半期 10.46 － 

 
（２）財政状態 

 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３四半期 5,867 2,430 41.4 118.71
22年８月期 4,470 2,235 50.0 109.17

(参考)自己資本 23年８月期第３四半期         2,430百万円 22年８月期       2,235百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 － 0.00 － 2.00 2.00  

23年８月期 － 0.00 －  

23年８月期(予想)   3.00 3.00  

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年８月期の業績予想（平成22年９月１日～平成23年８月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 14,088 32.9 920 48.3 885 47.4 357 53.5 17.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

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

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年８月期３Ｑ 20,480,000株 22年８月期 20,480,000株

② 期末自己株式数 23年８月期３Ｑ 2,246株 22年８月期 978株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年８月期３Ｑ 20,478,336株 22年８月期３Ｑ 20,479,821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、四半期財務諸

表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

※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予測と大きく異なる可能性があります。 

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料の３ページをご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①業績の概況 

当第３四半期累計期間（平成22年９月１日～平成23年５月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響に

より、企業収益の下押しや失業率が高水準で推移する等依然として厳しい状況が続いております。 

国内眼鏡小売市場では、消費マインドの低下による下振れリスクは存在するものの、足元の動向には下げ止まり

の兆しもみられております。 

この様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 重点課題として推進いたしました。  

中核的戦略商品である「Air frame（エア・フレーム）」を、平成22年９月に第３弾、平成23年３月に第４弾を

リリースし、テレビＣＭをはじめ積極的な販売促進活動を展開いたしました。 

店舗展開においては、ジンズ業態（アイウエア専門ショップ）37店舗、クールドゥクルール業態（レディス雑貨

専門ショップ）１店舗、ノーティアム業態（メンズ雑貨専門ショップ）１店舗、計39店舗の新規出店を実施し、ク

ールドゥクルール業態１店舗、ノーティアム業態１店舗、計２店舗を閉鎖いたしました。 

これにより、純増店舗数は37店舗、当第３四半期会計期間末の店舗数は、ジンズ業態112店舗、クールドゥクル

ール業態20店舗、ノーティアム業態６店舗、計138店舗となっております。 

その他、積極的な出店を可能にするための採用活動の強化及び教育研修制度の充実、並びに来店客数増加に備え

た店舗オペレーションの効率化推進に注力いたしました。 

また、フレーム製造委託工場の集約化や中国国内での生産拠点のシフト等による仕入原価の低減にも継続的に取

り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高10,501,604千円（前年同期比34.6％増）、営業利益

686,715千円（前年同期比49.9％増）、経常利益665,160千円（前年同期比48.4％増）、四半期純利益236,780千円

（前年同期比10.5％増）となりました。  

  

  

②セグメント業績の概況  

当第１四半期会計期間よりセグメント情報等の開示に関する会計基準等を適用したため、各セグメントの前年同

期比較は記載しておりません。   

  

（アイウエア事業） 

アイウエア事業の売上は9,430,475千円、セグメント利益は907,364千円となりました。  

  

（その他）  

その他の売上高は1,071,129千円、セグメント損失は73,642千円となりました。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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 （２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。 

 （単位：千円） 

  

総資産は、出店に伴う建物等固定資産の増加、並びに売上高増加に伴う商品及び製品の増加等により、前事業年

度末に比べ1,396,746千円増加し、5,867,243千円となっております。 

負債は、出店等に伴う借入金の増加等により、前事業年度末に比べ1,201,507千円増加し、3,436,269千円となっ

ております。 

純資産は、配当金の支払がありましたが、四半期純利益の計上により、前事業年度末に比べ195,238千円増加

し、2,430,974千円となっております。 

  

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

なお、当第３四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259,677千円

となり、前事業年度末と比べ167,012千円減少いたしました。 

（単位：千円） 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、54,792千円の支出となりました。前年同期に比べ696,688千円キャッシ

ュ・フローは減少しておりますが、これは主に、店舗数の増加に伴うたな卸資産の増加、当期純利益の増加に伴う

法人税等の支払額の増加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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,240,910千円の支出となりました。前年同期に比べ876,526千円支出が

増加しておりますが、これは主に、店舗の出店に伴う有形固定資産の取得による支出、並びに敷金及び保証金の差

入れによる支出、子会社株式の取得による支出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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,128,691千円の収入となりました。前年同期に比べ1,579,371千円収入

が増加しておりますが、これは主に、短期借入金の純増額、長期借入れによる収入によるものであります。  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月４日に発表いたしました業績予想から変更はございません。 

   

  
平成23年８月期 
第３四半期末 

平成22年８月期末 増減 増減率（％） 

総資産  5,867,243  4,470,496  1,396,746  31.2

負債  3,436,269  2,234,761  1,201,507  53.8

純資産  2,430,974  2,235,735  195,238  8.7

  
平成22年８月期 
第３四半期末 

平成23年８月期 
第３四半期末 

増減 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 641,896  △54,792  △696,688

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △364,384  △1,240,910  △876,526

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △450,680  1,128,691  1,579,371
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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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ24,915千円、税引前四半期純利益が116,574千円減少しておりま

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64,038千円であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

- 4 -

株式会社ジェイアイエヌ（3046）　平成23年８月期 第３四半期決算短信（非連結）



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 259,677 426,689

受取手形及び売掛金 911,309 779,943

商品及び製品 847,881 491,859

原材料及び貯蔵品 76,857 57,740

その他 347,852 212,174

貸倒引当金 △89 △77

流動資産合計 2,443,489 1,968,330

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,565,575 926,073

その他（純額） 486,733 475,474

有形固定資産合計 2,052,309 1,401,547

無形固定資産 100,307 39,636

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,180,412 1,021,501

その他 90,724 39,481

投資その他の資産合計 1,271,136 1,060,982

固定資産合計 3,423,753 2,502,166

資産合計 5,867,243 4,470,496

負債の部   

流動負債   

買掛金 387,790 355,493

短期借入金 563,001 38,868

1年内返済予定の長期借入金 325,015 275,419

未払法人税等 133,676 244,189

資産除去債務 5,821 －

その他 786,067 747,828

流動負債合計 2,201,371 1,661,799

固定負債   

長期借入金 911,619 267,779

資産除去債務 57,299 －

その他 265,978 305,183

固定負債合計 1,234,897 572,962

負債合計 3,436,269 2,234,761

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 1,417,980 1,222,158

自己株式 △1,006 △423

株主資本合計 2,430,974 2,235,735

純資産合計 2,430,974 2,235,735

負債純資産合計 5,867,243 4,470,496
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 7,804,686 10,501,604

売上原価 2,184,478 2,779,561

売上総利益 5,620,207 7,722,042

販売費及び一般管理費 5,161,984 7,035,327

営業利益 458,222 686,715

営業外収益   

受取利息 138 65

受取賃貸料 16,884 15,917

為替差益 297 －

その他 2,705 3,934

営業外収益合計 20,026 19,917

営業外費用   

支払利息 18,763 17,313

支払手数料 10,426 6,269

為替差損 － 2,416

災害義援金 － 14,319

その他 895 1,153

営業外費用合計 30,085 41,472

経常利益 448,163 665,160

特別利益   

貸倒引当金戻入額 759 －

特別利益合計 759 －

特別損失   

固定資産売却損 1,501 －

固定資産除却損 － 33,980

減損損失 22,426 －

店舗閉鎖損失 6,666 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,658

その他 4,122 16,751

特別損失合計 34,717 142,391

税引前四半期純利益 414,205 522,768

法人税、住民税及び事業税 127,238 277,872

法人税等調整額 72,740 8,116

法人税等合計 199,979 285,988

四半期純利益 214,225 236,780
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31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 414,205 522,768

減価償却費 198,851 289,057

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,658

減損損失 22,426 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,513 11

受取利息及び受取配当金 △138 △65

支払利息 18,763 17,313

支払手数料 10,426 6,269

為替差損益（△は益） △2,190 △3,392

災害義援金 － 14,319

固定資産売却損益（△は益） 1,501 －

固定資産除却損 1,952 33,980

店舗閉鎖損失 6,666 6,424

リース解約損 2,169 4,754

解約金 － 5,622

売上債権の増減額（△は増加） △129,653 △132,625

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,014 △375,139

その他の資産の増減額（△は増加） 6,778 △155,171

仕入債務の増減額（△は減少） 62,272 32,296

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,222 △60,689

未払金の増減額（△は減少） 19,414 △35,630

未払費用の増減額（△は減少） 58,411 81,797

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,825 －

その他の負債の増減額（△は減少） 2,096 2,823

その他 － 22,315

小計 734,503 368,701

利息及び配当金の受取額 138 65

利息の支払額 △19,298 △16,773

手数料の支払額 △8,426 △2,269

災害義援金の支払額 － △14,319

店舗閉鎖に伴う支払額 △1,279 －

リース契約解除に伴う支払額 △36,325 △4,754

解約金の支払額 － △5,622

法人税等の支払額 △27,415 △379,819

営業活動によるキャッシュ・フロー 641,896 △54,792
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

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 △215,321 △934,201

有形固定資産の売却による収入 12,953 －

無形固定資産の取得による支出 △9,023 △19,044

貸付金の回収による収入 1,917 1,917

子会社株式の取得による支出 － △48,764

出資金の払込による支出 △10 －

出資金の回収による収入 － 3,060

敷金及び保証金の差入による支出 △167,112 △252,956

敷金及び保証金の回収による収入 12,213 5,400

その他 － 3,677

投資活動によるキャッシュ・フロー △364,384 △1,240,910

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） △300,643 527,524

長期借入れによる収入 150,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △231,966 △206,564

割賦債務の返済による支出 △4,872 －

リース債務の返済による支出 △42,335 △50,867

自己株式の取得による支出 △354 △583

配当金の支払額 △20,507 △40,818

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,680 1,128,691

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △173,168 △167,012

現金及び現金同等物の期首残高 475,047 426,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 301,879 259,677
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該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、眼鏡販売等を行うアイウエア事業を主体に行っており、経営情報の把握は事業部門別の財務情報によっ

ております。  

従いまして、当社は事業部門別セグメントから構成されており、またアイウエア事業がその殆んどを占めている

ため、「アイウエア事業」を報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第３四半期累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年５月31日） 

（単位：千円） 

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、レディス雑貨、メンズ雑

貨及びシステム収入を含んでおります。 

２. 「調整額」は、報告セグメントに配賦していない全社費用の金額であります。 

３. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。  

    

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アイウエア事業 
その他 
（注）１  

調整額 
（注）２  

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）３  

売上高         

外部顧客への売上高 9,430,475 1,071,129  － 10,501,604

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － 

計 9,430,475 1,071,129  － 10,501,604

セグメント利益又は損失（△） 907,364 △73,642  △147,006 686,715
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該当事項はありません。  

  

  

（四半期損益計算書関係） 

   

  

（会社分割（簡易新設分割）による子会社設立） 

平成23年４月14日開催の取締役会において、当社レディス雑貨事業を会社分割し、新設会社株式会社ブラン

ドニューデイに承継することを決議し、平成23年６月１日付で会社分割による子会社設立を実施しておりま

す。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

前第３四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年５月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年５月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

  

 給与手当 1,413,825千円

 地代家賃 1,225,092千円

 広告宣伝費 913,102千円

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

  

 給与手当 1,945,497千円

 地代家賃 1,554,407千円

 広告宣伝費 1,252,787千円

（８）重要な後発事象
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