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（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 ％

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

24年８月期第２四半期 9,486 － 1,034 － 989 － 419 －

（注）包括利益 25年８月期第２四半期 2,154百万円（ ％）413.7 24年８月期第２四半期 419百万円（ ％）－

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

25年８月期第２四半期 89.84 －

24年８月期第２四半期 20.48 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年８月期第２四半期 20,008 10,867 54.3

24年８月期 16,041 8,952 55.8

（参考）自己資本 25年８月期第２四半期 10,867百万円 24年８月期 8,952百万円

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

24年８月期 － 0.00 － 10.00 10.00

25年８月期 － 0.00

25年８月期（予想） － 30.00 30.00

（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25年８月期の連結業績予想（平成24年９月１日～平成25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 35,800 58.3 6,700 154.4 6,300 146.9 3,500 221.2 145.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

連結業績予想の修正については、平成25年４月４日に公表いたしました「平成25年８月期 業績予想及び配当予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期２Ｑ 23,980,000株 24年８月期 23,980,000株

②  期末自己株式数 25年８月期２Ｑ 3,491株 24年８月期 3,491株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期２Ｑ 23,976,509株 24年８月期２Ｑ 20,476,948株

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は終了しておりません。

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。

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「１.

当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」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25年４月23日（火）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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間（平成24年９月１日～平成25年２月28日）におけるわが国経済は、輸出環境の改善や

経済対策効果などを背景に持ち直しの動きもみられるものの、海外景気の下振れによる景気下押リスクが懸念さ

れ、失業率も依然として高水準で推移する等厳しい状況が続いております。

国内眼鏡小売市場では、購買人口がやや増加に転じたものの、眼鏡一式平均単価の下落に伴い、一進一退の状況

が続いております。

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。

まず、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、シリーズ初の日本製となる

「Air frameα(エア・フレームアルファ)」を平成24年９月にリリースいたしました。

また、平成24年11月には「JINS PC」のクリアレンズタイプを発売、平成25年１月には「JINS 花粉Cut」のシリ

ーズ第２弾を発売し、それぞれテレビCM等の販売促進活動を積極的に展開し、「非視力矯正市場」という新たな需

要の開拓を進めてまいりました。

その結果、顧客数の大幅な増加につながり、当第２四半期連結累計期間におけるアイウエア専門ショップの既存

店売上高は前年同期に比べ51.9％増と、当初想定を大幅に上回りました。

国内の店舗展開については、アイウエア専門ショップ15店舗（退店なし）、レディス雑貨専門ショップで３店舗

（退店２店舗）を出店し、メンズ雑貨専門ショップは退店１店舗、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175店舗、メンズ雑貨専門ショップ７店舗、レディス雑貨専門ショップ18店舗

となりました。

売上総利益率については、前年同期に比べ0.6％上昇の75.8％となりましたが、足元の為替動向の変化に伴い営

業外損失として229,815千円の為替差損を計上しております。

主要な販売管理費については、既存店売上高の増加や店舗オペレーション改善の推進に伴い効率化が進み、売上

高対販売管理費比率は前年同期に比べ11.0％低下し、53.4％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17,660,837千円（前年同期比86.2％増）、営業利益

3,964,141千円（前年同期比283.3％増）、経常利益3,707,065千円（前年同期比274.8％増）、四半期純利益

2,154,084千円（前年同期比413.7％増）となりました。

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、レディス雑貨事業、メンズ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16,820,094千円、売上高全体に占める割合は95.2％となっております。

平成25年２月末現在アイウエア事業における店舗数は、175店舗となっております。

〈その他〉

その他につきましては、レディス雑貨事業、メンズ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、840,742千円となっております。

平成25年２月末現在その他における店舗数（レディス雑貨事業及びメンズ雑貨事業）は、25店舗となってお

ります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメントの名称
当第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）

構成比 前年同期比

アイウエア事業 千円16,820,094 ％95.2 ％191.4

その他 千円840,742 ％4.8 ％120.3

合計 千円17,660,837 ％100.0 ％186.2
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。

（単位：千円）

(イ)資産

流動資産は、現金及び預金の増加並びに新規出店に伴う商品及び製品の増加等により、13,753,948千円とな

りました。

固定資産は、新規出店に伴う有形固定資産の増加等により、6,254,151千円となりました。

以上により、総資産は、20,008,100千円となりました。

(ロ)負債

流動負債は、仕入高の増加に伴う買掛金の増加及び未払法人税等の増加等により、7,034,919千円となりま

した。

固定負債は、長期借入金の返済による減少等により、2,106,015千円となりました。

以上により、負債合計は、9,140,935千円となりました。

(ハ)純資産

純資産合計は、四半期純利益の計上により、10,867,164千円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間の業績等を勘案し、通期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、平成25年４月４日に公表いたしました「平成25年８月期 業績予想及び配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。 

（２）四半期連結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。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更等

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。

平成24年８月期末
（平成24年８月31日）

当第２四半期
連結会計期間末

（平成25年２月28日）
増減 増減率（％）

総資産 16,041,172 20,008,100 3,966,927 24.7

負債 7,088,326 9,140,935 2,052,608 29.0

純資産 8,952,845 10,867,164 1,914,318 21.4

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,162,826 8,003,202

受取手形及び売掛金 1,920,598 2,053,571

商品及び製品 2,155,793 2,853,561

原材料及び貯蔵品 81,628 62,964

その他 664,395 780,850

貸倒引当金 △188 △201

流動資産合計 10,985,055 13,753,948

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,594,219 2,793,327

その他（純額） 534,134 809,331

有形固定資産合計 3,128,353 3,602,658

無形固定資産 246,320 511,542

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,481,430 1,730,779

その他 200,012 409,170

投資その他の資産合計 1,681,443 2,139,950

固定資産合計 5,056,116 6,254,151

資産合計 16,041,172 20,008,100

負債の部

流動負債

買掛金 786,499 1,129,557

短期借入金 1,073,835 1,442,302

1年内返済予定の長期借入金 521,120 734,280

未払金及び未払費用 1,294,138 1,613,405

未払法人税等 933,687 1,551,270

資産除去債務 12,673 12,709

その他 272,362 551,393

流動負債合計 4,894,317 7,034,919

固定負債

長期借入金 1,813,850 1,474,101

資産除去債務 89,234 94,726

その他 290,924 537,187

固定負債合計 2,194,009 2,106,015

負債合計 7,088,326 9,140,935

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 2,572,812 4,487,131

自己株式 △1,917 △1,917

株主資本合計 8,952,845 10,867,164

純資産合計 8,952,845 10,867,164

負債純資産合計 16,041,172 20,008,100
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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23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第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)

売上高 9,486,746 17,660,837

売上原価 2,350,242 4,272,728

売上総利益 7,136,503 13,388,108

販売費及び一般管理費 6,102,252 9,423,966

営業利益 1,034,251 3,964,141

営業外収益

受取利息 292 926

受取手数料 － 6,431

受取賃貸料 13,218 12,958

その他 1,770 2,212

営業外収益合計 15,282 22,528

営業外費用

支払利息 17,726 22,979

支払手数料 7,661 25,864

為替差損 34,565 229,815

その他 554 945

営業外費用合計 60,508 279,605

経常利益 989,024 3,707,065

特別損失

固定資産除却損 164,628 94,153

リース解約損 32,351 208

特別損失合計 196,980 94,361

税金等調整前四半期純利益 792,043 3,612,703

法人税、住民税及び事業税 395,849 1,510,004

法人税等調整額 △23,165 △51,384

法人税等合計 372,683 1,458,619

少数株主損益調整前四半期純利益 419,360 2,154,084

四半期純利益 419,360 2,154,084
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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23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 419,360 2,154,084

四半期包括利益 419,360 2,154,084

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 419,360 2,154,084
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）その他注記情報

前第２四半期連結累計期間
（自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日）

当第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）

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 1,574,743千円

地代家賃 1,302,033千円

広告宣伝費 1,118,664千円

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 2,218,891千円

地代家賃 2,184,352千円

広告宣伝費 1,614,604千円
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