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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,768 ― △101 ― △125 ― △63 ―
20年3月期第1四半期 3,257 △1.6 △152 ― △164 ― △367 ―

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

21年3月期第1四半期 △10.65 ―
20年3月期第1四半期 △61.27 ―

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

21年3月期第1四半期 7,963 287 3.6 47.96
20年3月期 9,150 354 3.9 59.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  287百万円 20年3月期  351百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 5,700 ― 60 ― 20 ― △80 ― △13.33
通期 10,600 △16.3 70 ― △10 ― △160 ― △26.67

4.  その他 
(1) 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  無  

(2) 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（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もの） 

（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第1四半期  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  6,000,000株 20年3月期第1四半期  6,000,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 
１．経営成績に関する定性的情報 
 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原材料高や米国経済減速などの影響で設備投資は低調に推移して

いると思われ、景気回復は足踏み状態にあります。個人消費におきましても、多くの品目で値上げが続く中、消費

者の生活防衛姿勢が強まっており小売市場は下落傾向にあると思われます。 
 このような経済環境下、眼鏡業界におきましても顧客販売価格が下落しており、厳しい状況が続いております。

このような情勢のもと、平成21年３月期第１四半期は新再生計画より前倒しで不採算店舗の閉鎖を14店舗実施いた

しました。新規出店店舗２店舗、移転店舗１店舗を実施した結果、期初直営店の店舗数243店舗から231店舗となり

ました。売上高は、閉店セール効果等もあって計画を上回りました。 
 売上高利益率につきましては、閉店セールによる割引販売の拡大等により、当初計画利益率を確保できませんで

した。販売費及び一般管理費につきましては、新再生計画以上に人件費を主な要因として圧縮することができまし

た。期初に予想した、営業損失、経常損失、当期損失は下回ることが出来ましたがいずれも損失計上に至りまし

た。内容は以下の通りであります。 
売上高      2,768百万円 
営業損失     101百万円  
経常損失     125百万円 
四半期純損失    63百万円 

２．財政状態に関する定性的情報 
 当四半期における総資産につきましては、7,963百万円（前期末比87.0％）と1,187百万円減少いたしました。 
流動資産は、2,327百万円（前期末比68.0％）と1,093百万円減少いたしました。たな卸資産につきましては、業容

に見合った規模まで圧縮出来ましたが、借入金返済のため定期預金を解約しておりますことが主な減少の要因で

す。固定資産は、5,635百万円（前期末比98.4％）と93百万円減少いたしました。この主な減少は、店舗閉鎖に伴う

差入保証金等の返還を受けたためのものです。 
 負債につきましては、7,675百万円（前期末比87.3％）と1,120百万円減少いたしました。流動負債は7,180百万円

（前期末比127.7％）と1,559百万円増加いたしました。この増加は、借入金の条件変更に伴う長期借入金から短期

借入金への増加分です。固定負債は、495百万円（前期末比15.6％）と2,680百万円減少いたしました。 
 純資産につきましては、287百万円（前期末比81.2％）と66百万円減少いたしました。この減少の主たる要因は四

半期純損失63百万円となったためです。 

３．業績予想に関する定性的情報 
 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月28日発表「平成20年３月期決算短信」に

おける業績予想に変更はありません。 

４．その他 
（１）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 
 該当事項はありません。 

（２）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 
１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による

損益への影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 709,752 1,655,719 
預け金 43,627 67,925 
売掛金 287,299 304,865 
商品 1,051,670 1,163,404 
貯蔵品 6,544 6,424 
その他 231,034 226,012 
貸倒引当金 △2,694 △3,244 
流動資産合計 2,327,236 3,421,107 

固定資産   
有形固定資産   

建物（純額） 1,120,802 1,134,274 
構築物（純額） 55,419 54,390 
車両運搬具（純額） 5,387 5,084 
工具、器具及び備品（純額） 379,199 387,024 
土地 1,989,323 1,989,323 
建設仮勘定 － 13,589 
有形固定資産合計 3,550,132 3,583,685 

無形固定資産 20,429 20,768 
投資その他の資産   

差入保証金 1,595,543 1,654,365 
その他 483,104 484,286 
貸倒引当金 △13,406 △13,406 
投資その他の資産合計 2,065,242 2,125,245 

固定資産合計 5,635,804 5,729,699 

資産合計 7,963,040 9,150,806 

- 1-



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

買掛金 260,011 259,479 
短期借入金 5,732,055 1,300,000 
1年内返済予定の長期借入金 234,162 2,880,439 
未払法人税等 30,184 103,872 
賞与引当金 18,000 68,000 
事業再構築引当金 186,867 482,422 
その他 718,874 526,352 
流動負債合計 7,180,153 5,620,565 

固定負債   
長期借入金 271,338 2,896,270 
役員退職慰労引当金 124,240 179,740 
その他 99,558 99,700 
固定負債合計 495,136 3,175,710 

負債合計 7,675,290 8,796,276 

純資産の部   
株主資本   

資本金 772,000 772,000 
資本剰余金 752,500 752,500 
利益剰余金 △1,236,749 △1,172,831 
株主資本合計 287,750 351,668 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 － 2,686 
繰延ヘッジ損益 － 174 
評価・換算差額等合計 － 2,861 

純資産合計 287,750 354,530 

負債純資産合計 7,963,040 9,150,806 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,768,411 
売上原価 896,353 
売上総利益 1,872,057 

販売費及び一般管理費  
販売費及び一般管理費合計 1,973,703 

営業損失（△） △101,645 

営業外収益  
受取利息 1,756 
受取配当金 117 
有価証券売却益 7,490 
受取地代家賃 17,570 
雑収入 9,369 
その他 4,213 
営業外収益合計 40,517 

営業外費用  
支払利息 29,926 
賃貸費用 16,080 
金融手数料 17,937 
その他 111 
営業外費用合計 64,055 

経常損失（△） △125,183 

特別利益  
賞与引当金戻入額 76,952 
事業再構築引当金戻入額 30,317 
その他 1,550 
特別利益合計 108,820 

特別損失  
固定資産除却損 11,162 
賃借物件解約損 7,269 
その他 3,500 

特別損失合計 21,931 

税引前四半期純損失（△） △38,294 

法人税、住民税及び事業税 23,300 
法人税等調整額 2,324 
四半期純損失（△） △63,918 
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（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 
 該当事項はありません。 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

   当社は前事業年度において営業損失479百万円、経常

損失556百万円を計上し、さらに、事業再生を図るため

の不採算店舗閉鎖に伴って見込まれる損失額を事業再構

築引当金として計上したため2,107百万円の当期純損失

を計上いたしました。このため、一部の借入金契約に付

されている財務制限条項に抵触し、継続企業の前提に重

要な疑義が生じることとなりました。当該疑義を解消す

るため、当社は「新再生計画」を策定し、取引金融機

関、取引先に対してご協力を要請したところ、同計画に

対し一定の評価をいただき、期限の利益喪失猶予、一定

期間の約定弁済額の減額の承諾を得て約定変更に基づく

弁済契約を締結し、さらに、主要仕入先より代金支払に

ついて猶予をいただくことができました。 
   第１四半期会計期間においてはこの代金支払猶予の効

果に加え、固定性預金を全額解約し借入金弁済に充当い

たしましたこと等により、当第１四半期会計期間末では

前事業年度末の総有利子負債7,116百万円を6,257百万円

まで減少させることができました。また、「新再生計

画」の遂行を進め、不採算店舗の閉鎖による収益構造改

善、間接経費圧縮に努めました結果、売上2,768百万

円、営業損失101百万円、経常損失125百万円、四半期純

損失63百万円となり、これらはいずれも「新再生計画」

に示した計画数値を達成することができました。 
   当社は「新再生計画」で計画した不採算店舗の閉鎖ス

ケジュールを前倒しで実施し、店舗運営経費の更なる圧

縮を推し進めるとともに、販売施策におきましても特定

セグメント・世代に絞った販売に着手しており、さら

に、主要仕入先から仕入価格について一定期間のご協力

も得られることとなっております。これらにより、必ず

競合他社との競争力を取り戻し、収益力改善、安定した

経営基盤の確立に繋がるものと確信しております。ま

た、毀損した純資産を回復するため、エージェントを通

じて引き続き資本性資金導入を積極的に進めておりま

す。 
   これらによって継続企業の前提に対する重要な疑義は

解消されるものと考えております。 
  四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には

反映しておりません。 
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「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表 
（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（２）（要約）四半期個別損益計算書 
前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,296,235 

Ⅱ 売上原価 1,011,974 

売上総利益 2,284,261 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,446,115 

営業損失 161,853 

Ⅳ 営業外収益 30,997 

Ⅴ 営業外費用 43,450 

経常損失 174,306 

Ⅵ 特別利益 29 

Ⅶ 特別損失 183,652 

税金等調整前四半期純損失 357,929 

法人税、住民税及び事業税 20,051 

法人税等調整額 － 

四半期純損失 377,980 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,257,845 

Ⅱ 売上原価 969,416 

売上総利益 2,288,428 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,440,441 

営業損失 152,012 

Ⅳ 営業外収益 31,221 

Ⅴ 営業外費用 43,220 

経常損失 164,011 

Ⅵ 特別利益 29 

Ⅶ 特別損失 183,652 

税引前四半期純損失 347,634 

法人税、住民税及び事業税 20,000 

法人税等調整額 － 

四半期純損失 367,634 
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