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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 5,643 ― △244 ― △227 ― △168 ―
20年3月期第1四半期 6,578 0.2 212 △46.7 228 △45.0 △91 ―

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 △8.37 ―
20年3月期第1四半期 △4.47 ―

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 27,165 24,071 88.6 1,194.90
20年3月期 27,213 24,340 89.4 1,208.24

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  24,071百万円 20年3月期  24,340百万円

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 ― 8.00 ― 6.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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 12,634 ― 294 ― 329 ― 124 ― 6.16
通期 25,044 △2.4 745 △19.2 775 △23.0 322 53.3 16.01

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  有  

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

(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．その他をご覧下さい。］  

(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 21,076,154株 20年3月期 21,076,154株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 930,726株 20年3月期 930,706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 20,145,438株 20年3月期第1四半期 20,476,589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条件に基づいており、実際の   
業績等は様々な要因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、原油、穀物等原材料価格の上昇に伴うコスト高で企業の事業環境は

厳しさを増し、収益が圧迫され設備投資にも波及し景気の減速感が強まりました。物価高騰と先行きへの不透明感か

ら消費マインドも冷え込み、食料品以外の買い控えが強まり、また週末に多かった雨天などの天候不順も客足を遠の

かせ当社にとって厳しい経営環境が続きました。

　眼鏡業界ではロープライス均一価格店の台頭が続いたものの、市場でひとつのカテゴリーとして定着が進み一時に

比べ勢いを失いつつあります。ただロープライス均一価格店の増加により、低価格化が浸透し、需要の先取りとなり、

市場規模の縮小傾向は依然続いているものとみられます。

　このような状況のもと当社は、経営方針である快適な視力補正の提供とＴ.Ｐ.Ｏ.に適ったオシャレの提案が、眼鏡

専門店として長期に亘り顧客支持を得るものと確信し、再度周知徹底・強化に努めております。地域性に適ったカウ

ンセリング販売やアドバイス、アフターフォロー、アフターサービスを積極的に実施し、信頼関係の構築、リピート

ファンの底辺拡大に取り組んでおります。当第１四半期会計期間においては、営業力強化のための新規２店舗出店や

既存店５店舗の積極的なリニューアル等を実施し、またオリジナルＰＢ商品の新規投入や集客を狙った全店企画のセー

ル、ＤＭを活用した個店販促などを実施したものの、ヤング層、ミドル層をはじめ十分な効果が得られず、眼鏡単価

の低迷と販売着数の大幅な減少で売上は落ち込み、既存店では前年同四半期比15.6％減となりました。粗利益率は維

持し経費は継続して抑制したものの、社会保険料負担や、賃借料、水道光熱費などが増加し、不採算店６店舗閉鎖に

よる処理費用を計上しました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は売上高56億4千3百万円（前年同四半期比14.2％減）、営業損失2億4千

4百万円、経常損失2億2千7百万円、四半期純損失1億6千8百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況 

　　　　　　前事業年度末に比べ、負債合計が2億2千万円増加し純資産合計が2億6千8百万円減少した結果、

　　　　　自己資本比率は88.6％となりました。

　  （２）キャッシュ・フローの状況

　        （営業活動によるキャッシュ・フロー）

           　当第１四半期会計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、3百万円となりました。

           主な要因は税引前四半期純利益△2億4千1百万円、売上債権の減少額1億3千5百万円であります。

          （投資活動によるキャッシュ・フロー）

             当第１四半期会計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、△3億6千2百万円となりました。

           主な要因は定期預金の預入による支出5億円、投資有価証券の売却による収入2億円であります。

          （財務活動によるキャッシュ・フロー）

             当第１四半期会計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、△9千7百万円となりました。

　　　　　 主な要因は配当金の支払額9千7百万円であります。

 

　　　　　 以上の結果、当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ4億5千7百万円減少し、

           54億7千2百万円となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　 平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月23日に公表しました業績予想に変更はございません。

 

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

　（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）

　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、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。

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

　　状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

　　ンニングを利用する方法によっております。

　（経過勘定項目の算定方法）

　　　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で
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　　計上する方法によっております。

 

（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　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

　　　　　　ましたが、当第１四半期会計期間より「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。これによる損益への影響はありません。

 

　　　　　③　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日

　　　　　　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年

　　　　　　１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期に

　　　　　　適用し、所有権移転外ファイナンス・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

　　　　　　理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　　　　　　　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

　　　　　　によっております。

　　　　　　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　　　　　　　これによる、固定資産及び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：百万円）

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 5,981 5,939

受取手形及び売掛金 1,180 1,315

商品 3,417 3,266

その他 615 470

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 11,185 10,982

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,014 8,039

減価償却累計額 △4,603 △4,551

建物（純額） 3,411 3,487

土地 2,184 2,184

その他 3,310 3,315

減価償却累計額 △2,624 △2,605

その他（純額） 685 710

有形固定資産合計 6,280 6,382

無形固定資産   

無形固定資産合計 59 57

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,664 5,669

その他 4,030 4,175

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 9,639 9,790

固定資産合計 15,980 16,230

資産合計 27,165 27,213

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 990 1,086

賞与引当金 230 421

その他 1,521 985

流動負債合計 2,742 2,492

固定負債   

役員退職慰労引当金 316 347

その他 34 32

固定負債合計 351 380

負債合計 3,093 2,873



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,478 5,478

資本剰余金 6,962 6,962

利益剰余金 15,892 16,182

自己株式 △734 △734

株主資本合計 27,598 27,887

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87 66

土地再評価差額金 △3,614 △3,614

評価・換算差額等合計 △3,526 △3,547

純資産合計 24,071 24,340

負債純資産合計 27,165 27,213



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 5,643

売上原価 1,850

売上総利益 3,793

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 4,037

営業利益 △244

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 2

受取家賃 12

雑収入 11

営業外収益合計 33

営業外費用  

固定資産除却損 14

雑損失 2

営業外費用合計 17

経常利益 △227

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 7

減損損失 6

特別損失合計 13

税引前四半期純利益 △241

法人税、住民税及び事業税 43

法人税等調整額 △115

法人税等合計 △72

四半期純利益 △168



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △241

減価償却費 126

減損損失 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △190

売上債権の増減額（△は増加） 135

たな卸資産の増減額（△は増加） △149

仕入債務の増減額（△は減少） △96

その他 434

小計 24

利息及び配当金の受取額 9

法人税等の支払額 △30

営業活動によるキャッシュ・フロー 3

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △500

定期預金の払戻による収入 1

有形固定資産の取得による支出 △18

有形固定資産の売却による収入 33

投資有価証券の取得による支出 △50

投資有価証券の売却による収入 200

その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △362

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △97

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △97

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457

現金及び現金同等物の期首残高 5,930

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,472



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。 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

（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。 

 



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 6,578

Ⅱ　売上原価 2,160

　売上総利益 4,418

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,205

営業利益 212

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 4

　受取配当金 2

　その他の収益 26

　営業外収益合計 33

Ⅴ　営業外費用  

　支払利息 0

　その他の費用 17

　営業外費用合計 17

経常利益 228

Ⅵ　特別利益  

　投資有価証券売却益 2

　有形固定資産売却益 5

　特別利益合計 8

Ⅶ　特別損失  

　投資有価証券売却損 0

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 335

　有形固定資産売却損 11

　特別損失合計 346

　　税引前四半期純利益 △109

　　法人税、住民税及び事業税 △17

　　法人税等調整額 △0

　　四半期純利益 △91
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 △109

　減価償却費 125

　役員退職慰労引当金の増加額 340

　賞与引当金の増加額 268

　たな卸資産の増加額 △198

　仕入債務の増加額 125

　その他 97

小　計 650

　法人税等の支払額 △663

　その他 6

営業活動によるキャッシュ・フロー △6

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △0

　有形固定資産取得による支出 △249

　有形固定資産売却による収入 28

　その他投資による支出 △470

　その他投資による回収 253

投資活動によるキャッシュ・フロー △438

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　自己株式取得による支出 △0

　配当金の支払額 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー △131

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △576

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,613

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,037

－ 1 －
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