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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 8,609 (△ 7.7) 374 (△22.9) 355 (△14.2)

17年９月中間期 9,326 (△ 0.7) 485 (　16.6) 414 (　21.1)

18年３月期 18,410 1,120 901

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 170 (△16.9) 20 21 － －

17年９月中間期 205 ( 44.8) 24 19 － －

18年３月期 475 56 24 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 8,436,311株 17年９月中間期 8,477,528株 18年３月期8,457,580株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 13,364 8,796 65.8 1,042 66

17年９月中間期 13,714 8,386 61.2 993 82

18年３月期 13,824 8,671 62.7 1,027 80

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 8,436,248株 17年９月中間期 8,439,104株 18年３月期 8,436,604株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 361 △132 △261 1,975

17年９月中間期 773 △189 △357 2,446

18年３月期 1,369 △1,229 △351 2,008

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 18,100 1,070 570

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）67円56銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団等の概況
　当社グループは、当社及び子会社４社により構成されており、コンタクトレンズの研究開発及び製造販売と、コンタ

クトレンズケア用品、眼鏡、その他商品の販売を主たる業務としております。

　事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。

区分 取扱品目 主な会社

コンタクトレン

ズ・ケア用品事業

コンタクトレン

ズ

ハード系、ソフト系、ディスポーザブル

（使い捨て）レンズ及びその関連事業

当社、㈱タワービジョン、㈱シード

アイサービス

コンタクトレン

ズケア用品

洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプト

Ｆ、オプティ・フリー、ソフトメイト、保

存ケース、精製水、その他

当社、㈱タワービジョン、㈱メガ

サーチ、㈱シードアイサービス

眼鏡事業 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、眼鏡備品
当社、㈱タワービジョン、㈱シード

アイサービス

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他
当社、㈱タワービジョン、㈱メガ

サーチ、㈱シードアイサービス

　以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

（事業系統図）

 
製造・研究開発施設 
シード総合研究所 
（埼玉県桶川市） 

株式会社 シード （製造・販売） 
 ○コンタクトレンズ・ケア用品事業 
 ○眼鏡事業 ○その他事業 

製商品 

株式会社 タワービジョン（販売） 株式会社 シードアイサービス（販売） 

株式会社 メガサーチ（販売） 

顧 客 

製商品 

得意先 

得意先 

製商品 

京都コンタクトレンズ株式会社（販売） 

現在、休眠会社であります。 

製商品 

製商品 

（連結子会社） 

（連結子会社） （連結子会社） 

（連結子会社） 

（注）株式会社メディエイトは、平成18年４月１日付で株式会社シードアイサービスに社名変更いたしました。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は1951年（昭和26年）に日本で初めてコンタクトレンズの研究を開始して以来、常に「安全と高品質」を第

一に掲げ、お客様のニーズに応える様々なコンタクトレンズを開発してきました。当社のコンタクトレンズの歩み

は、そのまま「日本のコンタクトレンズの進化の歴史」であると自負しております。

　「多くの人々の健康と幸せのために、より安全で高品質なアイケア製品の提供を通し社会に貢献する」という理念の

もと、コンタクトレンズ事業にとどまることなく、ケア用品、眼鏡レンズ・フレーム、眼内レンズ、医療機器など

幅広く事業を展開し、「見えるをサポートする」総合メーカーとして、世の中の変化に素早く対応し、お客様のニー

ズに的確に応え続けることが、当社の使命であると考えております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に可能な限りの配当の継続を実施すべ

きことを重要な経営課題と考えております。継続的かつ安定的な配当とともに、未だかつてない大きな変化に直面

している市場動向に迅速に対処し、安定した成長を継続・事業拡大のための内部留保の確保等を勘案した上での利

益還元に努めることを基本方針と位置付けております。

３．会社が対処すべき課題

　コンタクトレンズ及びケア用品市場における競争環境の激化に対応すべく、当社では社内組織変革、業務運営方

法の改善等企業体質の強化に努めております。また、同時に収益基盤の強化を目指し、利益率の高い自社製品への

比率向上やブランド力の強化等、下記に掲げる諸施策を中心にシェアアップに向け取り組んでまいります。

(1）鴻巣新工場建設の円滑な推進と販売体制の強化

　国内メーカーでは初めてとなる自社製造による２週間定期交換コンタクトレンズ2week Pureに続いて、１日

使い捨てコンタクトレンズ市場にも参入すべく、新工場稼動に向け全社総力を挙げて取り組んでおり、11月よ

り建設を開始しております。

　また、その販売開始に備えるため、営業力強化、販路拡大、物流体制の整備にも取り組んでまいります。

(2）ソフトコンタクトレンズ用化学消毒剤の自社製品への切替

　近年、ソフトコンタクトレンズ用化学消毒剤市場の中で主力商品であるＭＰＳ（マルチパーパスソリューショ

ン－１液タイプ）カテゴリーにおいて、価格競争が激化し収益性が急速に低下しております。

　当社のコンタクトレンズ・ケア用品事業売上高も年々減少し、厳しい状況下にあることから、ＭＰＳにつき

ましては、現在販売している日本アルコン社製の「オプティ・フリー」シリーズを平成19年３月期で販売を終

了し、自社製品への切替を行い収益基盤の増強を図ることといたしました。

　新製品への切替に伴い、コンタクトレンズ・ケア用品事業の売上高は一時的に大幅な減少が予想されますが、

できるだけ早期に自社製品の販売を軌道に乗せ収益性を高めてまいります。

(3）“シード”ブランドの強化

　シェアアップのためには営業力強化は当然のこと、ブランド力の強化にも取り組んでまいります。既存及び

潜在顧客に対する知名度・認知度を高めるため、各マス媒体における広告宣伝活動を強化し営業力との相乗効

果による“シード”ブランドの確立を目指してまいります。

　また、自社製２週間定期交換コンタクトレンズに加え、今後投入していく予定であります１日使い捨てコン

タクトレンズについても積極的にアピールし、開発力の高さの観点からもブランド力強化を図ってまいります。

≪中長期的な戦略≫としましては、上記に挙げました施策の継続とともに、①モールド製造技術の向上による原価低

減、②ＤＤＳ（薬物伝送システム）等をはじめとする機能性の富んだ優れた製品開発に邁進し、強固な経営基盤の

確立を目指してまいります。

４．事業等のリスク

　当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項については以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。

(1）業界動向

　当社グループの主要事業であるコンタクトレンズ・ケア用品事業は、医療用具、医薬品、医薬部外品に該当

し、薬事法の規制の下で成り立っております。近年、医療業界においては、目まぐるしく法改正が実施されて

おり、今後の改正内容如何によっては、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
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(2）新製品開発力

　当社グループは、市場のニーズに応えるべく製品の研究開発に取り組んでおりますが、法改正や急速な市場

変化により様々なリスクが発生し、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

  ①長期的な投資や資源の大量投下が、新技術や新製法の確立に必ずつながるものではありません。

  ②市場のニーズに合致する新製品や新技術を的確に予想できるとは限りません。

  ③当社が開発した新技術や新製法が、独自の知的財産権として保護される保証はありません。

(3）製品の欠陥

　当社グループのコンタクトレンズは、ＧＭＰ認定工場である総合研究所（埼玉県桶川市）において、厚生労

働省の許認可による製法に基づいて製造されております。しかし、全ての製品に欠陥がないという保証はあり

ません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、全てをカバーできるとは考えられず、

今後、大規模な製造物責任賠償につながる製品欠陥は、多額のコスト増加や企業評価・信頼性を損なうことと

なり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(4）知的財産保護の限界

　当社グループの技術とノウハウの一部を使って、第三者が類似した、もしくは当社グループよりも優れた製

品を製造することを効果的に阻止できない可能性があります。また、当社グループの将来の技術や製法、製品

が他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性も考えられます。

(5）災害や停電等

　当社総合研究所は、製造ラインの中断による生産能力の低下を抑止するため、また、周辺地域への安全対策

として、定期的な災害防止検査と設備点検を行ない万全を期しておりますが、完全に防止・軽減できるという

保証はありません。

  万が一、大規模な地震の発生や近隣の火災等により操業を中断する事象が発生した場合は、コンタクトレン

ズの生産能力が低下する可能性があります。

５．内部管理体制の整備・運用状況

(1）内部牽制組織、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当社は、取締役及び使用人の職務の健全性、会計処理や財務報告の透明性を高め、さらにリスク管理体制を

充実させることで内部統制の強化を図り、企業価値を向上させるべく努めております。

　当社では、内部牽制が効率的に機能するよう、社長直轄部門として監査室と経営企画室を配置し、経営企画

室が取締役会をはじめとする各会議体の窓口となり、社内のすべての重要情報が報告・集約される体制を構築

しております。

　社内規程につきましては、関係法令の改正による整備・改定を、経営企画室、総務部が指揮を執り順次行っ

ております。

(2）内部管理体制の充実に向けた最近の実施状況 

　内部管理体制を強化する取組みにつきましては、既存の規程の見直しや整備強化、秘密文書管理規程の新設

準備等を実施するとともに、コンプライアンス委員会の設置に向けた取組みを、経営企画室、総務部が中心と

なって進めております。　

６．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績
１．当中間期の営業の概況

　当中間期におけるわが国経済は、企業収益の拡大や、雇用・所得環境の改善に支えられ、個人消費が増加傾向に

ある等、景気は総じて回復基調を維持してきました。

　コンタクトレンズ業界におきましては、パソコンやゲーム機器等の普及による視力環境の悪化から、装用人口が

増加を続け、市場も緩やかではありますが拡大しております。レーザーによる角膜切削手術やフェイキックＩＯＬ

手術等の視力矯正手術が登場しておりますが、医療保険が適用されず手術費用が高額である等の理由もあって、コ

ンタクトレンズ市場への影響は軽微であると思われます。

　このような状況の中で、当社グループといたしましては“コンタクトレンズを中心とした市場シェアアップ”を

重点課題とし、新製品の投入や“シード”ブランドの強化に向けて全社一丸となり取り組んでまいりました。

　しかしながら、当中間期の連結売上高は、競争激化によるケア用品の減少に歯止めが掛からないことに加え、主

力のコンタクトレンズについても、コンベンショナル（従来型）レンズの市場縮小や、２週間定期交換コンタクト

レンズ2week Fineから後継商品である2week Fineアルファへの切替が当初計画に比して遅延したために、8,609百万

円（前年同期比7.7％減）と大幅な減収となりました。

　利益面につきましては、売上高の減少に伴い売上総利益が減少したため、経常利益は355百万円（前年同期比

14.2％減）、中間純利益は170百万円（前年同期比16.9％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　コンタクトレンズ・ケア用品事業につきましては、前述のとおり、ソフトコンタクトレンズ用化学消毒剤市場の

販売競争激化によるケア用品の落込みや、コンタクトレンズ2week Fineアルファの投入が当初計画に比して遅延し

たため、売上高は6,975百万円（前年同期比8.0％減）と減少し、営業利益は広告宣伝費等の増加により509百万円

（前年同期比26.2％減）となりました。

　眼鏡事業につきましては、前期苦戦しました眼鏡フレームのプラスミックスの回復等により、売上高1,166百万円

（前年同期比2.6％増）、営業利益81百万円（前年同期比74.6％増）となりました。

　その他事業につきましては、モノマー技術を活かした商材の販売終了により売上高467百万円（前年同期比23.5％

減）、営業損失21百万円（前年同期営業損失17百万円）となりました。

２．当中間期の財政状況（当中間期のキャッシュ・フローの状況）

　当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

フローは前連結会計期間末に比べ大きく減少（1,007百万円減少）しましたものの、投資活動によるキャッシュ・フ

ローが前会計期間の1,229百万円を大きく下回った（1,096百万円減少）こと等により前連結会計期間末に比べ32百

万円と若干減少し、1,975百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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361百万円（前年同期比411百万円減）となりました。これは主に、仕入債務の減

少や法人税等の支払い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132百万円（前年同期比57百万円減）となりました。これは主に、前会計期間にお

いて有形固定資産の取得（新工場用地）等が発生したこと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261百万円（前年同期比95百万円減）となりました。これは主に、借入金の返済金

額の減少や自己株式取得費用の減少によるものであります。

３．通期の見通し

　今後の景気見通しにつきましては、概ね緩やかな拡大傾向が持続するものと見込まれますが、ゼロ金利政策の解

除に伴う金利の上昇懸念等も見られ先行きに不透明感があるものと思われます。

　当社グループといたしましては、当社の主力商品である2week Pureの一層の拡販に努めるとともに、市場投入が

遅延した2week Fineアルファを下期に本格販売することにより、シェアアップに取組み一層の収益増強を図ってま

いります。

　これによりまして、通期の業績については、平成18年５月19日付決算短信で発表のとおり、売上高18,100百万円、

経常利益1,070百万円、当期純利益570百万円を見込んでおります。

－ 5 －



４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 2,446,281 1,975,882 2,008,731

受取手形及び売掛金 ※４ 4,372,745 3,937,059 4,068,936

たな卸資産 2,166,979 1,759,385 2,029,359

その他 601,365 672,854 657,807

貸倒引当金 △20,220 △35,166 △26,940

流動資産合計 9,567,152 69.8 8,310,014 62.2 8,737,896 63.2

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※１

建物及び構築物 ※２ 725,220 681,685 696,367

機械装置及び運搬具  709,204 635,829 661,681

土地 ※２ 1,772,476 2,769,208 2,743,800

その他 140,603 3,347,504 150,506 4,237,230 131,230 4,233,080

無形固定資産 41,537 38,775 44,651

投資その他の資産

投資有価証券 182,364 216,104 211,129

固定化営業債権 ※３ 240,781 249,993 251,426

長期前払費用 15,819 4,242 4,713

その他 560,446 558,300 592,948

貸倒引当金 △240,770 758,642 △249,980 778,661 △251,420 808,797

固定資産合計 4,147,684 30.2 5,054,667 37.8 5,086,529 36.8

資産合計 13,714,836 100.0 13,364,681 100.0 13,824,425 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形及び買掛金 ※４ 3,158,347 2,322,909 2,614,605

短期借入金 ※２ 492,977 455,760 595,640

未払法人税等 200,216 162,084 392,851

賞与引当金 177,300 173,000 173,300

その他 417,769 679,666 550,588

流動負債合計 4,446,610 32.4 3,793,420 28.4 4,326,984 31.3

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 168,760 15,000 73,940

退職給付引当金 658,150 714,297 694,675

役員退職慰労引当金 40,252 45,862 42,942

固定負債合計 867,162 6.3 775,159 5.8 811,557 5.9

負債合計 5,313,772 38.7 4,568,579 34.2 5,138,541 37.2

（少数株主持分）

少数株主持分 14,107 0.1 － － 14,716 0.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,841,280 13.4 － － 1,841,280 13.3

Ⅱ　資本剰余金 2,474,160 18.0 － － 2,474,160 17.9

Ⅲ　利益剰余金 4,231,225 30.9 － － 4,501,767 32.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

44,208 0.3 － － 59,543 0.4

Ⅴ　自己株式 △203,916 △1.4 － － △205,584 △1.5

資本合計 8,386,957 61.2 － － 8,671,166 62.7

負債、少数株主持分及び
資本合計

13,714,836 100.0 － － 13,824,425 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,841,280 13.7 － －

２　資本剰余金  － － 2,474,160 18.5 － －

３　利益剰余金  － － 4,609,017 34.5 － －

４　自己株式  － － △205,855 △1.5 － －

株主資本合計  － － 8,718,601 65.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評価差
額金

 － － 62,016  － －

評価・換算差額等合計  － － 62,016 0.5 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 15,484 0.1 － －

純資産合計  － － 8,796,102 65.8 － －

負債純資産合計  － － 13,364,681 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,326,407 100.0 8,609,210 100.0 18,410,437 100.0

Ⅱ　売上原価 6,205,238 66.5 5,608,234 65.2 12,191,601 66.2

売上総利益 3,121,169 33.5 3,000,976 34.8 6,218,835 33.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,635,442 28.3 2,626,732 30.5 5,098,268 27.7

営業利益 485,727 5.2 374,243 4.3 1,120,567 6.1

Ⅳ　営業外収益

受取利息 61 58 143

受取配当金 1,065 1,144 2,138

受取賃貸料  4,838 4,858 10,150

業務受託料  － 7,339 13,866

保険配当金 3,207 3,496 －

保険解約益 － 3,657 －

その他 18,317 27,490 0.3 3,814 24,368 0.3 27,780 54,079 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 4,183 2,691 7,934

たな卸資産処分損 18,198 － 18,630

貸倒引当金繰入額  － 6,766 －

たな卸資産評価損  71,994 27,429 237,126

その他 4,071 98,447 1.1 5,907 42,795 0.5 9,042 272,735 1.5

経常利益 414,769 4.4 355,816 4.1 901,911 4.9

Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入額 65,703 65,703 0.7 － － － 47,005 47,005 0.3

Ⅶ　特別損失

店舗閉鎖損 9,907 1,719 14,205

電話加入権評価損 21,551 － 21,551

その他 － 31,459 0.3 － 1,719 0.0 1,040 36,797 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

449,013 4.8 354,097 4.1 912,119 5.0

法人税、住民税及び
事業税

192,687 161,426 521,261

法人税等調整額 46,350 239,037 2.6 21,380 182,806 2.1 △90,270 430,991 2.4

少数株主利益（控
除）

4,892 0.0 767 0.0 5,502 0.0

中間（当期）純利益 205,083 2.2 170,523 2.0 475,626 2.6
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　　中間連結剰余金計算書 

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高  2,474,160 2,474,160

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高  2,474,160 2,474,160

    

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高  4,068,843 4,068,843

Ⅱ　利益剰余金増加高  

　　中間（当期）純利益  205,083 205,083 475,626 475,626

Ⅲ　利益剰余金減少高  

　　配当金  42,701 42,701 42,701 42,701

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高  4,231,225 4,501,767
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高 （千円）　　 1,841,280 2,474,160 4,501,767 △205,584 8,611,623

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △63,274  △63,274

中間純利益   170,523  170,523

自己株式の取得    △270 △270

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計（千円) － － 107,249 △270 106,978

平成18年９月30日　残高 （千円） 1,841,280 2,474,160 4,609,017 △205,855 8,718,601

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高 （千円）　　　
　　

59,543 59,543 14,716 8,685,883

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △63,274

中間純利益    170,523

自己株式の取得    △270

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

2,472 2,472 767 3,240

中間連結会計期間中の変動額合計（千円) 2,472 2,472 767 110,219

平成18年９月30日　残高 （千円） 62,016 62,016 15,484 8,796,102
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間（当
期）純利益

449,013 354,097 912,119

減価償却費 210,092 153,723 409,489

貸倒引当金の増減額 △66,310 6,786 △48,940

退職給付引当金の増減
額

26,940 19,622 63,465

受取利息及び受取配当
金

△1,126 △1,202 △2,282

支払利息 4,183 2,691 7,934

店舗閉鎖損 7,127 1,719 11,506

電話加入権評価損 21,551 － 21,551

売上債権の増減額 19,292 133,310 312,457

たな卸資産の増減額 89,779 269,974 227,398

仕入債務の増減額 435,043 △291,696 △108,698

その他 △210,836 103,466 △85,506

小計 984,751 752,492 1,720,494

利息及び配当金の受取
額

1,126 1,202 2,282

利息の支払額 △4,344 △2,744 △8,039

法人税等の支払額 △207,805 △389,152 △345,163

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

773,727 361,798 1,369,574
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前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△235,196 △150,880 △1,265,483

投資有価証券の取得に
よる支出

△4,620 △1,022 △7,520

貸付けによる支出 － △2,000 －

貸付金の回収による収
入

2,218 35 2,251

その他 47,854 21,189 41,590

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△189,743 △132,678 △1,229,161

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収入 110,000 － －

短期借入金の返済によ
る支出

△123,000 － －

短期借入金の純増減額 － △100,000 112,000

長期借入金の返済によ
る支出

△202,786 △98,820 △319,943

自己株式の取得による
支出

△50,725 △270 △52,393

連結子会社による自己
株式の取得による支出

△48,150 － △48,150

配当金の支払額 △42,746 △62,889 △42,863

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△357,407 △261,979 △351,349

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

131 9 96

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

226,709 △32,849 △210,840

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,219,572 2,008,731 2,219,572

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

2,446,281 1,975,882 2,008,731
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 　㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、

㈱メディエイト、京都コンタクトレ

ンズ㈱の４社を連結の範囲に含めて

おります。

　なお、非連結子会社はありません。

　㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、

㈱シードアイサービス、京都コンタ

クトレンズ㈱の４社を連結の範囲に

含めております。

　なお、非連結子会社はありません。

　㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、

㈱メディエイト、京都コンタクトレ

ンズ㈱の４社を連結の範囲に含めて

おります。

　なお、非連結子会社はありません。

　なお、㈱メディエイトは、平成

18年４月１日付で㈱シードアイサー

ビスに社名変更しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の非連結子会社及び関

連会社はありません。

同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

　その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

　　時価のないもの

同左

②たな卸資産

　製品、仕掛品

　　総平均法による原価法

　商品、原材料

　　先入先出法による原価法

②たな卸資産

　製品、仕掛品

同左

　商品、原材料

同左

②たな卸資産

　製品、仕掛品

同左

　商品、原材料

同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法に

よっております。なお、取得価

額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　２～50年 

機械装置及び運搬具　２～13年

その他　２～20年 

①有形固定資産

同左 

①有形固定資産

同左 
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項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

②無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

③長期前払費用

　定額法

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　売掛金等の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。

③退職給付引当金

同左

 

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。
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項目

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理の

要件を満たしている場合は振当

処理を行っております。

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引（金銭債権債務、

予定取引）をヘッジ対象とし、

為替予約取引をヘッジ手段とし

て用いております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

　外貨建取引の為替変動リスク

をヘッジするために為替予約取

引を用いており、外貨建取引

（金銭債権債務、予定取引）の

範囲内で為替予約を行っており

ます。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段に関する重要な条

件がヘッジ対象と同一であり、

ヘッジ開始時及びその後におい

ても継続して相場変動が完全に

相殺されるものであると想定す

ることができるためヘッジの有

効性の判定は省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (ヘ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(ヘ)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――──── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。これによる損益に与える影

響はありません。

 　当連結会計年度より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響

はありません。 

―――──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

―――────

 　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は8,780,618千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表） 

　「機械装置及び運搬具」は、前中間連結会計期間まで有

形固定資産の「その他」に含めておりましたが、当中間連

結会計期間において、資産の総額の100分の５を超えたた

め、区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の有形固定資産の「その他」

に含まれております「機械装置及び運搬具」は349,127千

円であります。

（中間連結損益計算書）

１．営業外収益の「業務受託料」は、前中間連結会計期間

まで、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

したが、重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の営業外収益の「その他」

に含まれております「業務受託料」は7,085千円でありま

す。 

２．営業外費用の「たな卸資産処分損」は、前中間連結会

計期間まで区分掲記しておりましたが、当中間連結会計

期間において、営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてお

ります「たな卸資産処分損」は589千円であります。

（中間連結損益計算書）

　　「たな卸資産評価損」は、前中間連結会計期間まで、

「その他」に含めておりましたが、当中間連結会計期間

において、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてお

ります「たな卸資産評価損」は299千円であります。 

（中間連結連結キャッシュ・フロー計算書）

　　財務活動によるキャッシュ・フローの短期借入金の増

加、減少額は、前中間連結会計期間において、「短期借

入れによる収入」（当中間連結会計期間400,000千円）

「短期借入金の返済による支出」（当中間連結会計期間

500,000千円）としてそれぞれ表示しておりましたが、期

間が短くかつ、回転が速い項目であるため、当中間連結

会計期間より「短期借入金の純増減額」として純額表示

しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,011,253千円 2,311,590千円 2,169,338千円

※２．担保提供資産 ※２．　　　　――――――― ※２．担保提供資産

建物及び構築物 78,480千円

土地 82,998

計 161,478

建物及び構築物 75,744千円

土地 82,998

計 158,742

対応債務  対応債務

短期借入金 109,977千円

長期借入金 57,760

計 167,737

短期借入金 97,640千円

長期借入金 10,940

計 108,580

※３．財務諸表等規則第32条第１項第10号の債

権であります。

※３．　　　　　同左 ※３．　　　　　同左

※４．　　　　―――――――　　　 ※４．中間連結会計期間末日満期手形

　　　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間連結会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

　　　受取手形　　　　135,325千円

　　　支払手形　　　　811,067千円

※４．　　　　―――――――　　　

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費について ※１．販売費及び一般管理費について ※１．販売費及び一般管理費について

主要な費目 主要な費目 主要な費目

広告宣伝費 373,929千円

給料手当 505,896

業務委託費 126,801

減価償却費 33,368

退職給付費用 45,457

引当金繰入額  

賞与引当金繰入

額
138,049

役員退職慰労引

当金繰入額
3,135

広告宣伝費 443,700千円

給料手当 508,228

業務委託費 131,271

減価償却費 31,324

退職給付費用 45,591

引当金繰入額  

賞与引当金繰入

額
131,678

役員退職慰労引

当金繰入額
2,920

広告宣伝費 639,830千円

給料手当 1,150,357

業務委託費 253,215

荷造運賃 356,105

減価償却費 65,935

退職給付費用 87,626

引当金繰入額  

賞与引当金繰入

額
149,700

役員退職慰労引

当金繰入額
5,825
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　　　　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,112,000 － － 9,112,000

合計 9,112,000 － － 9,112,000

自己株式

普通株式　（注） 675,396 356 － 675,752

合計 675,396 356 － 675,752

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加356株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　　　２．配当に関する事項

　　　　　　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 63,274 7.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,446,281千円

現金及び現金同等物 2,446,281

現金及び預金勘定 1,975,882千円

現金及び現金同等物 1,975,882

現金及び預金勘定 2,008,731千円

現金及び現金同等物 2,008,731

（リース取引関係）

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 103,948 178,477 74,528

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 103,948 178,477 74,528

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に減損処理を行って

おります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 3,887

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 105,871 210,217 104,346

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 105,871 210,217 104,346

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に減損処理を行って

おります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 5,887
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 104,848 205,242 100,393

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

合計 104,848 205,242 100,393

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処理を行い、30～

50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に減損処理を行っており

ます。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 5,887

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

　デリバティブ取引の契約残高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　デリバティブ取引の契約残高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　デリバティブ取引の契約残高がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業
（千円）

眼鏡事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,579,127 1,136,466 610,813 9,326,407 － 9,326,407

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 7,579,127 1,136,466 610,813 9,326,407 － 9,326,407

営業費用 6,889,311 1,089,935 628,702 8,607,949 232,731 8,840,680

営業利益又は営業損失

（△）
689,815 46,530 △17,888 718,458 △232,731 485,727

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要製商品名

コンタクトレンズ・ケア

用品事業

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、

ケア用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトＦ、オプティ・フリー、ソフトメイ

ト、保存ケース他）、及びその関連事業

眼鏡事業
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、キンロックアンダーソン、

ファースアファース他）、眼鏡備品、その他

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、232,731千円であります。その主

なものは、親会社本社の総務部及び経理部等管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業
（千円）

眼鏡事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,975,580 1,166,459 467,170 8,609,210 － 8,609,210

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 6,975,580 1,166,459 467,170 8,609,210 － 8,609,210

営業費用 6,466,210 1,085,207 488,782 8,040,200 194,766 8,234,966

営業利益又は営業損失

（△）
509,369 81,252 △21,612 569,010 △194,766 374,243

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要製商品名

コンタクトレンズ・ケア

用品事業

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、

ケア用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトＦ、オプティ・フリー、ソフトメイ

ト、保存ケース他）、及びその関連事業

眼鏡事業
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、キンロックアンダーソン、

ファースアファース他）、眼鏡備品、その他

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、194,766千円であります。その主

なものは、親会社本社の総務部及び経理部等管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業
（千円）

眼鏡事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,816,530 2,262,675 1,331,230 18,410,437 － 18,410,437

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 14,816,530 2,262,675 1,331,230 18,410,437 － 18,410,437

営業費用 13,467,059 2,161,228 1,348,017 16,976,305 313,564 17,289,869

営業利益又は営業損失

(△)
1,349,471 101,447 △16,787 1,434,132 △313,564 1,120,567

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要製商品名

コンタクトレンズ・ケア

用品事業

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、

ケア用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトＦ、オプティ・フリー、ソフトメイ

ト、保存ケース他）、及びその関連事業

眼鏡事業
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、キンロックアンダーソン、

ファースアファース他）、眼鏡備品、その他

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、313,564千円であります。その主

なものは、親会社本社の総務部及び経理部等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上

高の10％未満のため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 993円82銭

１株当たり中間純利益 24円19銭

１株当たり純資産額 1,042円66銭

１株当たり中間純利益 20円21銭

１株当たり純資産額 1,027円80銭

１株当たり当期純利益 56円24銭

　なお、潜在株式調整後の１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後の１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有する潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後の１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有する潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
 至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益　（千円） 205,083 170,523 475,626

普通株主に帰属しない金額　（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
205,083 170,523 475,626

期中平均株式数（株） 8,477,528 8,436,311 8,457,580

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション（株））
（－） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――――

新株予約権方式による

ストックオプション 

 （新株予約権1,980個）

 普通株式　198,000株

新株予約権方式による

ストックオプション

（新株予約権1,980個）

普通株式　198,000株
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ストックオプション ────── ──────

　当社は、平成17年６月29日開催の

定時株主総会において承認されまし

た商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定による新株予約権の発行につ

いて、平成17年11月21日開催の取締

役会において下記のとおり決議しま

した。

１．新株予約権の発行日

平成17年12月１日

２．新株予約権の発行数

1,980個（新株予約権1個につ

き100株）

３．新株予約権の発行価格

無償

４．新株予約権の目的たる株式の種

類及び数

当社普通株式　198,000株

５．新株予約権行使に際しての払込

金額

１株あたり631円

６．新株予約権の行使により発行ま

たは移転される当社普通株式の

総額

124,938,000円

７．新株予約権の行使により新株式

を発行する場合における当該株

式の発行価額中資本に組入れる

額

１株あたり316円

８．新株予約権の行使可能期間

平成21年５月１日から平成24

年４月30日まで

９．新株予約権の割当を受ける者

当社取締役４人及び従業員123

人、合計127名。
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５．販売の状況

前中間期
（自：平成17年４月１日
至：平成17年９月30日）

当中間期
（自：平成18年４月１日
至：平成18年９月30日）

増減
（△は減）

前期（要約）
（自：平成17年４月１日
至：平成18年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

 千円 ％ 千円 ％ 千円 千円 ％

コンタクトレンズ 3,176,524 34.1 2,973,723 34.5 △202,800 6,183,211 33.6

ケア用品 4,182,279 44.8 3,751,783 43.6 △430,495 8,135,043 44.2

眼鏡 1,136,466 12.2 1,166,459 13.6 29,993 2,262,675 12.3

その他商品 831,137 8.9 717,243 8.3 △113,894 1,829,506 9.9

合計 9,326,407 100.0 8,609,210 100.0 △717,197 18,410,437 100.0

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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