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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 14,211 △8.4 93 △51.7 185 29.6 183 663.6
21年3月期第1四半期 15,508 ― 193 ― 143 ― 24 ―

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

22年3月期第1四半期 3.57 ―
21年3月期第1四半期 0.47 ―

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

22年3月期第1四半期 53,931 44,864 82.7 866.11
21年3月期 53,729 45,359 84.0 875.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,607百万円 21年3月期  45,109百万円

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

21年3月期 ― 15.75 ― 15.75 31.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
15.75 ― 15.75 31.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

30,406 △4.1 829 △11.6 890 △17.6 344 25.0 6.69

通期 58,111 0.6 386 ― 610 ― △596 ― △11.58



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）  有  

(注)詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

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

(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） 

(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 
上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

新規 1社 （社名 株式会社三城 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 56,057,474株 21年3月期  56,057,474株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,554,944株 21年3月期  4,554,457株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 51,502,698株 21年3月期第1四半期 51,505,203株



 当第１四半期連結会計期間における景気情勢は底打ちの感が出てきたとはいえ、経済を取巻く環境が依然厳しいこ

ともあり、回復基調とまではいかない状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは平成21年４月１日に純粋持株会社へ移行し、よりスピーディーで 適なお客

様への対応や、自立型経営者の創出、さらにこれからの新しい問題を解決する新規事業の創造を推進する体制となり

ました。 

 主要事業子会社であります㈱三城におきましては、厳しい状況が続いておりますが、分かりやすくお求めやすい

「３ラインの価格設定」や生活スタイルに合わせた眼鏡レンズ提案「らくらく君シリーズ」などにより、眼鏡組数の

回復が見えてきましたが、増収に繋がるまでには至っておらず、今後更なるアプローチをしていく予定です。 

 店舗におきましては、不採算店の整理を積極的に行い収益性の改善を図ってまいりました。16店舗を閉店（年間計

画70店舗）し、新規出店におきましては6店舗をオープン（年間計画15店舗）しております。今後は、新たな価格や

商品提案を行う店舗への転換や移転出店も含め現在の延長戦略ではない取組みも積極的に行ってまいります。 

 海外子会社におきましては、世界的不況の影響および為替の影響で全般的に厳しい結果となりました。昨年11月

に、主に投資運用を行っていたスイス法人を譲渡したため子会社合計は増益となっておりますが、小売事業は減収減

益となりました。なお、アジアの各法人は不況や為替の影響は比較的少なく、利益の確保ができております。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高14,211百万円（前年同期比8.4％減）、営業利益

93百万円（前年同期比51.7％減）、経常利益185百万円（前年同期比29.6％増）、四半期純利益183百万円（前年同期

比663.6％増）となりました。  

  

所在地別セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

①日本 

 国内売上高は12,745百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益143百万円（前年同期比11.4％減）となりました。

②その他の地域 

  国内以外の売上高は1,579百万円（前年同期比17.0％減）、営業損失57百万円（前年同四半期は営業利益32百万

円）となりました。 

   

  

（資産、負債および純資産の状況）  

 総資産は前連結会計年度末に比べ201百万円増加して53,931百万円となりました。これは主に、流動資産におけ

る売掛金が206百万円増加したことによるものです。 

 負債は前連結会計年度末に比べ696百万円増加して9,066百万円となりました。これは主に、流動負債のその他に

おける未払費用が1,240百万円増加したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ495百万円減少して44,864百万円となりました。これは主に、株主資本におけ

る利益剰余金が627百万円減少したことによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に対して88百万円

増加し、18,746百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は924百万円となりました。この内訳の主なものは、賞与引当金の増加592百万円と

減価償却費及びその他の償却費343百万円によるものです。   

 投資活動の結果使用した資金は109百万円となりました。この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支

出249百万円によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は772百万円となりました。この内訳の主なものは、配当金の支払750百万円による

ものです。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 通期の見通しにつきましては、依然厳しい環境が継続すると考えられますが、主要事業子会社であります㈱三城の

営業施策の効果、および海外法人子会社の改善結果が徐々に現れるものと見ております。 

 さらに今後、新たな事業展開や積極的な投資を含め、顧客満足創造のための取組みを進めてまいります。  

 つきましては、前回発表の業績予想の修正は行っておりませんが、今後の事業会社の業績推移や新規事業展開の取

組みの進捗状況等により、業績予想の修正が必要と判断した場合には速やかに開示する予定です。  

  

平成21年４月１日付で純粋持株会社体制に移行したことに伴い、眼鏡事業を承継した株式会社三城を連結子会

社といたしました。 

なお、株式会社三城は平成21年４月１日付で株式会社三城分割準備会社より商号変更しております。 

  

①簡便な会計処理 

(一般債権の貸倒見積高の算定方法) 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年

度末に算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

(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) 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度において使用

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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(税金費用の計算）  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

   

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,487 18,363

売掛金 2,519 2,313

有価証券 609 609

商品 9,067 8,878

貯蔵品 904 913

繰延税金資産 1,279 1,278

未収還付法人税等 614 609

その他 1,323 1,266

貸倒引当金 △21 △20

流動資産合計 34,784 34,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,065 4,122

工具、器具及び備品（純額） 1,678 1,707

土地 1,051 1,051

建設仮勘定 47 42

その他（純額） 108 116

有形固定資産合計 6,951 7,039

無形固定資産 532 545

投資その他の資産   

敷金及び保証金 10,068 10,284

建設協力金 938 999

その他 667 658

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 11,662 11,932

固定資産合計 19,146 19,517

資産合計 53,931 53,729



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,054 2,050

未払金 2,075 2,241

未払法人税等 48 203

賞与引当金 731 1,274

店舗閉鎖損失引当金 858 926

その他 2,812 1,203

流動負債合計 8,581 7,899

固定負債   

退職給付引当金 28 28

役員退職慰労引当金 23 23

その他 433 419

固定負債合計 485 470

負債合計 9,066 8,369

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 40,526 41,153

自己株式 △8,389 △8,389

株主資本合計 44,866 45,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 9

為替換算調整勘定 △279 △394

評価・換算差額等合計 △259 △384

少数株主持分 257 249

純資産合計 44,864 45,359

負債純資産合計 53,931 53,729



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 15,508 14,211

売上原価 4,777 4,374

売上総利益 10,731 9,836

販売費及び一般管理費 10,538 9,743

営業利益 193 93

営業外収益   

受取利息 31 8

受取賃貸料 19 13

有価証券運用関係収益 147 －

為替差益 50 31

受取手数料 － 29

その他 46 15

営業外収益合計 295 98

営業外費用   

支払利息 1 －

有価証券運用損 325 －

その他 19 5

営業外費用合計 345 5

経常利益 143 185

特別損失   

固定資産除売却損 21 24

役員退職慰労金 12 －

その他 7 5

特別損失合計 41 29

税金等調整前四半期純利益 101 155

法人税等 125 30

法人税等還付税額 △54 △61

少数株主利益 5 2

四半期純利益 24 183



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 101 155

減価償却費及びその他の償却費 370 343

賞与引当金の増減額（△は減少） 916 592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36 0

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △15 △19

受取利息及び受取配当金 △32 △8

支払利息 1 －

為替差損益（△は益） △50 △31

有価証券運用損益（△は益） 325 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 21 24

売上債権の増減額（△は増加） △46 △117

たな卸資産の増減額（△は増加） △215 △100

その他の資産の増減額（△は増加） △230 57

仕入債務の増減額（△は減少） 118 △41

その他の負債の増減額（△は減少） 155 199

その他 △4 △2

小計 1,376 1,051

利息及び配当金の受取額 32 8

利息の支払額 △1 －

法人税等の支払額 △70 △135

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337 924

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 △627 △249

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △337 －

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 276 －

敷金及び保証金の差入による支出 △90 △43

敷金及び保証金の回収による収入 248 165

建設協力金の回収による収入 46 40

その他 6 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △478 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100 －

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,498 △750

その他 － △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,398 △772

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △617 87

現金及び現金同等物の期首残高 20,850 18,658

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 1

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,232 18,746



 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  当社グループの主たる事業は、眼鏡等の販売を目的とした専門店チェーンストアの経営であり、当該事業に係

る売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額の90％を超えており

ます。したがって、セグメント情報は、その記載を省略しております。 

  

 前第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） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域 

アジア、欧州、オーストラリア 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  13,664  1,843  15,508  －  15,508

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 122  59  181  △181  －

計  13,786  1,902  15,689  △181  15,508

営業費用  13,624  1,870  15,494  △179  15,315

営業利益  162  32  194  △1  193

  
日本 

（百万円） 
その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  12,670  1,540  14,211  －  14,211

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 74  39  113  △113  －

計  12,745  1,579  14,325  △113  14,211

営業費用  12,601  1,637  14,239  △120  14,118

営業利益又は営業損失（△）  143  △57  86  7  93



 前第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） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各セグメントに属する売上高がいずれも連結売上高の10％未満であるため、「その他の地域」と

して一括して記載しております。 

３．「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域 

アジア、欧州、オーストラリア 

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  1,923  1,923

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  15,508

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  12.4  12.4

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  1,540  1,540

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  14,211

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  10.8  10.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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