
(％表示は、対前期増減率)

平成26年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成26年４月11日

上 場 会 社 名 株式会社ジェイアイエヌ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3046 URL http://www.jin-co.com/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 仁
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長(氏名) 中村 豊 (TEL)03-6406-0120

四半期報告書提出予定日 平成26年４月14日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (アナリスト・機関投資家向け ) 

(百万円未満切捨て)

１．平成26年８月期第２四半期の連結業績（平成25年９月１日～平成26年２月28日）

（１）連結経営成績(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 ％

26年８月期第２四半期 17,632 △0.2 972 △75.5 921 △75.1 386 △82.1
25年８月期第２四半期 17,660 86.2 3,964 283.3 3,707 274.8 2,154 413.7

(注) 包括利益 26年８月期第２四半期 386百万円(△82.1％) 25年８月期第２四半期 2,154百万円( 413.7％)

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

26年８月期第２四半期 16.10 ―
25年８月期第２四半期 89.84 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年８月期第２四半期 19,454 11,559 59.4

25年８月期 21,614 12,132 56.1

(参考) 自己資本 26年８月期第２四半期 11,559百万円 25年８月期 12,132百万円

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

25年８月期 ― 0.00 ― 40.0 40.0

26年８月期 ― 0.00

26年８月期(予想) ― 10.0 10.0

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年８月期の連結業績予想（平成25年９月１日～平成26年８月31日）

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 36,600 0.1 2,500 △59.8 2,495 △57.5 1,230 △64.0 51.3

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



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4ペ
ージ「1.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧
ください。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)
当社は、平成26年４月17日(木)にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。当日使用

する四半期決算説明資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 26年８月期２Ｑ 23,980,000株 25年８月期 23,980,000株

② 期末自己株式数 26年８月期２Ｑ 3,491株 25年８月期 3,491株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年８月期２Ｑ 23,976,509株 25年８月期２Ｑ 23,976,509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きの対象外であり、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連結財務諸表の四半期レビュー手続きは終
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、当社グループが現在入手している情報

及び合理性があると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のもので
はありません。また、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２四半期連結累計期間(平成25年９月１日～平成26年２月28日)におけるわが国経済は、各種政策効果の発現

や輸出環境の改善を背景として景気は緩やかに回復しつつあり、企業収益は幅広く改善の動きがみられました。ま

た、雇用情勢は着実に改善しており、個人消費もこれらの影響を反映し持ち直しの動きがみられております。

国内眼鏡小売市場では、従来の視力矯正市場において、眼鏡一式単価の上昇による下げ止まりの傾向がみられる

とともに、パソコン用眼鏡、花粉対策用眼鏡等の商品の認知度上昇に伴い、いわゆる非視力矯正市場が一定の規模

を構成するに至っております。

このような経営環境のもとで、当社グループは国内眼鏡小売市場の拡大と活性化の実現に向け、「アイウエア事

業の競争力強化」を 重点課題として推進してまいりました。 

商品展開については、平成25年９月に「JINS CLASSIC」シリーズの秋冬モデルを発売するとともに、平成25年11

月には、戦略的中核商品である「Air frame(エア・フレーム)」シリーズにおいて、新素材PES（ぺス）を使用し、

軽量、強さ、しなやかさ、鮮やかさを実現した「Air frame ULTRA(エア・フレーム ウルトラ)」や人気ファッショ

ンブランドとのコラボ「JOURNAL STANDARD relume×JINS」を発売いたしました。また、平成26年１月には機能性ア

イウエアシリーズである「JINS 花粉 CUT」の第３弾を発売いたしました。

国内の店舗展開については、主力であるショッピングセンターや駅ビル内のインショップタイプの出店を積極的

に行うとともに、郊外ロードサイドタイプ店舗についても、３店舗出店いたしました。

これにより、アイウエア専門ショップ34店舗（退店２店舗）、メンズ雑貨専門ショップ１店舗、レディス雑貨専

門ショップ１店舗（退店１店舗）を出店し、当第２四半期連結会計期間末における国内直営店舗数は、アイウエア

専門ショップ237店舗、メンズ雑貨専門ショップ12店舗、レディス雑貨専門ショップ20店舗となりました。

売上総利益率については、大幅な円安により仕入原価が上昇し、また、売上高に占めるセール構成比が増加した

ため、前年同期に比べ3.8％低下し、72.0％となりました。

主要な販売管理費については、１店舗当たり売上高の低下に伴い、人件費、賃借料等の売上高に占めるウエイト

が相対的に上昇したことと、「JINS 花粉 CUT」を中心としたテレビCMの実施により、広告宣伝費が増加したため、

売上高対販売管理費比率は前年同期に比べ13.0％増加し、66.4％となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高17,632,222千円（前年同期比0.2％減）、営業利益

972,384千円（前年同期比75.5％減）、経常利益921,388千円（前年同期比75.1％減）、四半期純利益386,135千円

（前年同期比82.1％減）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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セグメント業績の概況

当社グループの報告セグメントは、事業部門別セグメントから構成されており、またそのほとんどを占めるアイ

ウエア事業を報告セグメントとしております。

セグメント別の売上高は、次のとおりであります。

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 「その他」の区分には、メンズ雑貨事業、レディス雑貨事業等の収入が含まれております。

〈アイウエア事業〉

アイウエア事業の売上高は、16,500,821千円、売上高全体に占める割合は93.6％となっております。

平成26年２月末現在アイウエア事業における店舗数は、237店舗となっております。

〈その他〉

その他につきましては、メンズ雑貨事業、レディス雑貨事業等の収入により構成されております。

その他の売上高は、1,131,401千円となっております。

平成26年２月末現在その他における店舗数（メンズ雑貨事業及びレディス雑貨事業）は、32店舗となってお

ります。

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

(イ)資産

流動資産は、9,592,358千円となり、前連結会計年度末に比べ4,297,081千円減少いたしました。

これは主に、新規出店等に伴う設備資金の支払い及び未払法人税等並びに配当金の支払いに伴い現金及び預

金が3,848,588千円減少したこと、受取手形及び売掛金が1,038,861千円減少したことによるものであります。

固定資産は、9,862,376千円となり、前連結会計年度末に比べ2,136,890千円増加いたしました。

これは主に、新規出店等に伴い建物及び構築物等の有形固定資産が544,467千円増加したこと、敷金及び保証

金が691,451千円増加したこと、米国の子会社設立に伴い投資有価証券が521,067千円増加したことによるもの

であります。

以上により、総資産は、19,454,734千円となり、前連結会計年度末に比べ2,160,191千円減少いたしました。

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

構成比 前年同期比

アイウエア事業 16,500,821千円 93.6％ 98.1％

その他 1,131,401千円 6.4％ 134.6％

合計 17,632,222千円 100.0％ 99.8％

（２）財政状態に関する説明

(単位：千円)

平成25年８月期末
(平成25年８月31日)

当第２四半期連結
会計期間末

(平成26年２月28日)
増減 増減率（％）

総資産 21,614,926 19,454,734 △2,160,191 △10.0

負債 9,482,461 7,895,194 △1,587,267 △16.7

純資産 12,132,464 11,559,540 △572,924 △4.7
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(ロ)負債

流動負債は、5,347,933千円となり、前連結会計年度末に比べ2,265,559千円減少いたしました。

これは主に、法人税等の支払いに伴い未払法人税等が1,490,134千円減少したこと、借入金の返済に伴い短期

借入金が696,310千円減少したことによるものであります。

固定負債は、2,547,261千円となり、前連結会計年度末に比べ678,292千円増加いたしました。

これは主に、長期資金の借入に伴い長期借入金が502,613千円増加したこと、ソフトウエア等の無形固定資産

の増加に伴いリース債務が142,199千円増加したことによるものであります。

以上により、負債合計は、7,895,194千円となり、前連結会計年度末に比べ1,587,267千円減少いたしまし

た。

(ハ)純資産

純資産合計は、11,559,540千円となり、前連結会計年度末に比べ572,924千円減少いたしました。

これは、配当金の支払い959,060千円によるものであります。

通期の業績予想につきましては、平成26年２月５日に発表いたしました業績予想から変更ありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,361,582 2,512,994

受取手形及び売掛金 2,727,502 1,688,641

商品及び製品 3,886,625 4,305,718

原材料及び貯蔵品 140,864 253,751

その他 773,132 831,417

貸倒引当金 △267 △165

流動資産合計 13,889,440 9,592,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,748,304 4,282,932

その他（純額） 807,156 816,996

有形固定資産合計 4,555,461 5,099,928

無形固定資産 691,366 961,766

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,972,923 2,664,374

その他 505,735 1,136,306

投資その他の資産合計 2,478,658 3,800,681

固定資産合計 7,725,486 9,862,376

資産合計 21,614,926 19,454,734

負債の部

流動負債

買掛金 943,709 896,351

短期借入金 891,442 195,132

1年内返済予定の長期借入金 873,734 1,357,109

未払金及び未払費用 2,344,815 2,078,422

未払法人税等 1,837,489 347,354

資産除去債務 38,742 42,817

その他 683,560 430,745

流動負債合計 7,613,492 5,347,933

固定負債

長期借入金 1,107,300 1,609,913

資産除去債務 100,264 139,060

その他 661,404 798,288

固定負債合計 1,868,968 2,547,261

負債合計 9,482,461 7,895,194

純資産の部

株主資本

資本金 3,202,475 3,202,475

資本剰余金 3,179,475 3,179,475

利益剰余金 5,752,432 5,179,507

自己株式 △1,917 △1,917

株主資本合計 12,132,464 11,559,540

純資産合計 12,132,464 11,559,540

負債純資産合計 21,614,926 19,454,734
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

売上高 17,660,837 17,632,222

売上原価 4,272,728 4,944,773

売上総利益 13,388,108 12,687,449

販売費及び一般管理費 9,423,966 11,715,065

営業利益 3,964,141 972,384

営業外収益

受取利息 926 1,653

受取手数料 6,431 23,640

受取賃貸料 12,958 12,964

その他 2,212 1,657

営業外収益合計 22,528 39,915

営業外費用

支払利息 22,979 20,093

支払手数料 25,864 9,650

為替差損 229,815 59,254

その他 945 1,913

営業外費用合計 279,605 90,912

経常利益 3,707,065 921,388

特別損失

固定資産除却損 94,153 95,433

店舗閉鎖損失 － 9,401

リース解約損 208 8,053

特別損失合計 94,361 112,888

税金等調整前四半期純利益 3,612,703 808,499

法人税、住民税及び事業税 1,510,004 325,739

法人税等調整額 △51,384 96,623

法人税等合計 1,458,619 422,363

少数株主損益調整前四半期純利益 2,154,084 386,135

四半期純利益 2,154,084 386,135
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,154,084 386,135

四半期包括利益 2,154,084 386,135

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,154,084 386,135
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（４）その他注記情報

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28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。

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 2,218,891千円

地代家賃 2,184,352千円

広告宣伝費 1,614,604千円

給与手当 3,011,399千円

地代家賃 2,457,010千円

広告宣伝費 1,947,111千円
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