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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 2,325 ― △104 ― △119 ― △396 ―

20年3月期第1四半期 2,630 ― 18 ― 24 ― 11 ―

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 △48.55 ―

20年3月期第1四半期 1.32 ―

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 16,547 6,684 40.4 817.61
20年3月期 15,107 7,141 47.3 873.54

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,684百万円 20年3月期  7,141百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 5,600 3.9 130 122.4 90 50.6 45 △15.4 5.46
通期 13,000 25.2 260 ― 200 ― 120 ― 14.55

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

１．一般債権の貸倒見積高については、当第１四半期末の貸倒実績率が前期末と著しい変化がないため、前期末の実績率を採用して算出しております。 
２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、法人税等の算出については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに
限定する方法によっております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前期末において使用した業績予測やタックス・プランニングに当第１四半期
の業績を加味して算出しております。 
３．未実現損益の控除については、前期の損益率により計算しております。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

１．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産
の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げ法）により算定しております。なお、これによる影響額は軽微であります。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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ものであり、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、
予想数値と異なる場合があります。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  9,112,000株 20年3月期  9,112,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  936,647株 20年3月期  936,647株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,175,353株 20年3月期第1四半期  8,244,673株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期化する原油や原材料価格の高騰が企業収益や個人消費を圧

迫しており、先行きの不透明感は拡大しております。

　このような状況の中、当社グループといたしましては、収益基盤強化に向けて自社製品構成比率向上を経営戦略の

柱として、自社製使い捨てコンタクトレンズ（「シード２ウィークピュア」、「シード２ウィークファインアルファ」、

「シードワンデーファイン」）、自社製化学消毒剤（「シードゥソフトケア」）、自社製眼鏡フレーム（「ビビッド

ムーン」、「プラスミックス」、「アイシード」）の拡販に努めてまいりました。

　しかしながら、薬事法改正に伴うコンタクトレンズ小売市場の混乱、ケア用品市場の価格競争激化、さらには個人

消費低迷による眼鏡買い控え等の影響により、売上高は2,325百万円（前年同期比11.6％減）となり、粗利益もそれ

に伴い減少したため、営業損失104百万円（前年同期営業利益18百万円）、経常損失119百万円（前年同期経常利益24

百万円）となりました。また、製品自主回収に伴う影響が、当初予想を超えて長期化しており、特別損失として新た

に441百万円計上したため、当四半期純損失396百万（前年同期四半期利益11百万円）を計上することとなりまし

た。

　第１四半期の業績については、特別損失の計上等により上記のような結果となりましたが、第２四半期以降の業績

につきましては、コンタクトレンズ市場の中心である１日使い捨てレンズ「シードワンデーファイン」の拡販、「シー

ドゥソフトケア」の１周年企画品の投入ならびに眼鏡フレーム秋冬物の新型フレーム上市を通して、確実に収益を積

み上げ、当初計画を達成する見込みです。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、16,547百万円となり、前連結会計年度末から1,439百万円の

増加となりました。主な要因として、鴻巣新工場における機械装置の335百万円増（1,192百万円から1,527百万円）

及び設備導入に伴う建設仮勘定の420百万円（1,251百万円から1,671百万円）の増加が挙げられます。

　負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末の残高は9,863百万円となり、1,897百万円の増加となりました。

主な要因として、鴻巣新工場関連や運転資金のための借入金1,305百万円（長短計4,879百万円から6,185百万円）の

増加が挙げられます。

  純資産につきましては、当第１四半期連結会計期間末の残高は6,684百万円となり、457百万円の減少となりました。

これは、当第１四半期純損失（△396百万円）となったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、第１四半期は損失となりましたが、「シードワンデーファイン」の拡販効果等による収

益増を見込んでおり、平成20年５月23日発表の予想数値に変更はありません。今後の推移状況を注視し、何らかの変

更が必要となった際には速やかに開示してまいります。　

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高については、当第１四半期末の貸倒実績率と前期末と著しい変化がないため、前期末の

実績率を採用しております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、法人税等の算出については、加味する

加減算項目や税額控除項目を重要なもの限定する方法によって算出しております。また、繰延税金資産の回収

可能性の判断については、前期末において使用した業績予測やタックス・プランニングに当第１四半期の業績

を加味して算出しております。

③未実現損益の控除について、前期の損益率により計算しております。

（３）四半期連結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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。　
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②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる影響額は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 708,766 533,258

受取手形及び売掛金 1,368,736 1,491,339

商品 1,555,595 1,557,320

製品 314,019 280,122

原材料 5,703 4,437

仕掛品 401,179 191,046

貯蔵品 104,651 113,088

その他 1,290,444 1,109,522

貸倒引当金 △7,200 △6,590

流動資産合計 5,741,897 5,273,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 2,354,724 2,390,602

機械装置及び運搬具   

機械装置及び運搬具（純額） 1,528,734 1,193,472

土地 2,769,208 2,769,208

建設仮勘定 1,671,527 1,251,185

その他   

その他（純額） 320,519 176,651

有形固定資産合計 8,644,714 7,781,120

無形固定資産 132,586 129,513

投資その他の資産 2,028,259 1,923,314

固定資産合計 10,805,561 9,833,948

資産合計 16,547,458 15,107,493

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 866,733 983,996

短期借入金 2,551,000 2,057,000

未払法人税等 9,470 365

賞与引当金 75,660 148,800

製品回収関連損失引当金 350,000 327,000

その他 1,560,109 810,487

流動負債合計 5,412,972 4,327,649

固定負債   

長期借入金 3,634,000 2,822,500

退職給付引当金 758,648 759,954

役員退職慰労引当金 57,577 55,927
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債合計 4,450,225 3,638,381

負債合計 9,863,197 7,966,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,841,280 1,841,280

資本剰余金 2,474,160 2,474,160

利益剰余金 2,716,659 3,154,483

自己株式 △350,888 △350,888

株主資本合計 6,681,211 7,119,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,049 22,428

評価・換算差額等合計 3,049 22,428

純資産合計 6,684,260 7,141,463

負債純資産合計 16,547,458 15,107,493
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,325,322

売上原価 1,191,879

売上総利益 1,133,443

販売費及び一般管理費 1,237,673

営業損失（△） △104,229

営業外収益  

受取利息 178

受取配当金 670

受取賃貸料 3,366

業務受託料 2,806

その他 2,219

営業外収益合計 9,240

営業外費用  

支払利息 19,640

その他 4,540

営業外費用合計 24,181

経常損失（△） △119,170

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,971

その他 34

特別利益合計 7,006

特別損失  

製品回収関連損失 441,923

特別損失合計 441,923

税金等調整前四半期純損失（△） △554,088

法人税、住民税及び事業税 7,438

法人税等調整額 △164,580

法人税等合計 △157,141

四半期純損失（△） △396,946
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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 1,672,230 486,121 166,971 2,325,322 － 2,325,322

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,672,230 486,121 166,971 2,325,322 － 2,325,322

営業利益又は営業損失（△） 1,426 11,922 △27,575 △14,226 △90,003 △104,229

　（注）    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、ソフトメイト、シードゥソフトケア、

保存ケース、その他）、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、

アイシード他）、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

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間において、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

　当第１四半期連結累計期間において、海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております

（５）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,630,298

Ⅱ　売上原価 1,329,854

売上総利益 1,300,443

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,282,347

営業利益 18,096

Ⅳ　営業外収益 9,742

受取利息　 94

受取配当金 1,879

その他 7,768

Ⅴ　営業外費用 3,308

支払利息 1,152

その他 2,155

経常利益 24,530

Ⅵ　特別損失 1,251

固定資産除却損 1,251

税金等調整前四半期純利益 23,279

税金費用 12,231

四半期純利益 11,047

（２）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年６月期第１四半期）

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 1,842,776 613,638 173,883 2,630,298 － 2,630,298

営業費用 1,774,469 563,876 174,390 2,512,736 99,465 2,612,201

営業利益又は営業

損失（△）
68,307 49,761 △506 117,561 △99,465 18,096

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成19年６月期第１四半期）

　当第１四半期連結累計期間において、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

前年同四半期（平成19年６月期第１四半期）

　当第１四半期連結累計期間において、海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

－ 2 －
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