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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。  

(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2四半期 11,124 ― 315 ― 352 ― 285 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 14.25 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 25,694 23,146 90.1 1,154.77
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  23,146百万円 21年3月期  ―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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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

通期 21,790 ― 181 ― 235 ― 108 ― 5.39



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  

［（注）詳細は、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（１） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異
動）をご覧下さい。 
また、特定子会社の異動には該当いたしませんが、当企業集団の財政状態及び経営成績に関しより有益な情報を投資者に提供する観点から、九州
ネオック（株）、ネオック（株）、北京愛眼眼鏡有限公司を第１四半期より連結子会社としております。 
尚、平成21年11月10日開催の取締役会において、九州ネオック（株）、ネオック（株）が合併することについて決議しております。詳細につきましては、
平成21年11月10日発表の「当社連結子会社間の合併に関するお知らせ」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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（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 
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により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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2四半期 21,076,154株 21年3月期 21,076,154株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,032,202株 21年3月期 1,031,541株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,044,310株 21年3月期第2四半期 20,116,728株



（参考）個別業績予想 
平成 22年 3月期の個別業績予想（平成 21年 4月 1日～平成 22年 3月 31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 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

通期 21,455 △3.5 171 － 223 － 82 － 4.13
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の影響で、輸出産業などを中心とした企業業績の

悪化により景気の低迷が続いており、公共工事の前倒しやエコポイント制度など政府の経済対策の一部効果で落ち着

きを取り戻しつつあるものの、雇用・所得環境の悪化などが消費者の先行きへの不安感を高め節約志向が強まり、デ

フレ傾向が顕著となり、依然厳しい状況が続いております。眼鏡業界におきましても市場の縮小が進み、ロープライ

ス均一店が展開される中、大手企業をはじめとして価格値下げのアピールなど低価格戦術で消費者の需要喚起を促

し、販売量の増加で利益を確保する消耗戦が展開されています。 

このような状況のもと、当社グループは消費者が購入に際し低価格志向だけでなく、商品の価値と価格とのバラ

ンスへの意識も高まっているものと認識し、オリジナルプライベートブランドを中心に高機能・高品質のフレーム

に、全品ＵＶカット加工レンズを付け、値頃感のある商品提供に努め、当社眼鏡のイメージ向上を図りました。節約

志向や若年層の顧客獲得には、廉価な人気デザインフレームの品揃えを充実させ、廉価均一セットコーナーを設置・

拡充し、下取りセール等も実施し、手軽な価格でトレンド眼鏡が入手できることをアピールしてまいりました。 

また地域のお客様との信頼関係構築を重視し、店頭での的確なアドバイスや商品説明、アフターサービスの実

施、電話やＤＭを積極的に活用した購入者へのアフターフォロー、セールの紹介などの営業活動を進めてまいりまし

た。 

その結果、国内においては各年齢層で販売着数を大きく伸ばすことができましたが、価格競争を意識した販売施

策を講じたため単価下落がさらに進み、需要の前倒しによる市場の縮小、新規開設２店、閉鎖１２店による営業店舗

数の減少、天候不順と冷夏によるサングラス販売の不振などの影響、また卸売部門における取引先小売店の不振に伴

う取引減少、写真館部門における大手カメラチェーン店や写真館チェーンの出店拡大とデジタルフォトの低価格化な

どにより売上高は減少しました。 

利益につきましては、価格競争が進むなかメーカーとの仕入交渉や配送センターの稼動などが貢献し、粗利率は

改善しました。経費面につきましては不採算店の閉鎖、広告宣伝費の見直しや新規採用の抑制などコスト削減に取り

組み、支出が減少いたしました。 

海外(中華人民共和国)につきましては、眼鏡小売店が増加し競争は激しくなってきておりますが、世界的不況か

らの逸早い回復を背景に大きな潜在需要が望め、新規開設を含む15店（フランチャイズチェーンを含む）を展開し、

順調に市場占有率の拡大と増収を図っております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は111億2千4百万円、営業利益は3億1千5百万円、経常利益は3億

5千2百万円、四半期純利益は2億8千5百万円となりました。 

  

  

  

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の資産合計は256億9千4百万円、負債合計は25億4千8百万円、純資産合計は231

億4千6百万円となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、44億6千6百万円となりました。 

当第２四半期連結累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、次の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは12億4千9百万円となりました。 

この現況に至った主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億8百万円及びたな卸資産の減少額2億3千万円

の増加要因と負ののれん償却額1千万円及び法人税等の支払額3千3百万円の減少要因が相殺されたためであ

ります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは△5億3千3百万円となりました。 

この現況に至った主な要因は、定期預金の預入による支出6億4百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは△1百万円となりました。 

この現況に至った主な要因は、配当金の支払額0百万円によるものであります。  

  

（注）第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期比増減額は記載しておりません。

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



国内景気は一部で底打ち感があるものの、依然先行きへの不透明感から消費低迷は続き、消費者の節約指向が

今後も継続し、眼鏡業界内での激しい低価格競争が暫らくは続くものと推測されます。 

当グループは今後も眼鏡専門店として、地域消費者への快適な視力補正の提供と、Ｔ.Ｐ.Ｏ.に応じたオシャ

レの提案を基本理念に、引き続き顧客への丁寧なアフターフォローを継続し、増加傾向にあるお客様との信頼関

係構築を重視し顧客満足度向上のための営業活動に取り組むとともに、地域消費者の要求に応えた商品開発、店

舗での品揃えなどに努める所存です。ただ、需要の前倒しにより市場が狭まるなか、消費者の生活防衛意識によ

るニーズの多様化と購入眼鏡店の選別はますます強まっており、集客と占有率維持のための低価格を意識した販

売施策を継続し売上確保を図ってまいりますが、単価の低迷と利益率の低下が予想され、かつ新規開設４店舗と

不採算店の閉鎖７店舗を予定しているため、一層のコスト抑制に努めてまいります。 

よって当グループの平成22年３月期の予想数値につきましては、第２四半期連結累計期間実績を考慮し見直し

た結果、売上高は217億9千万円、営業利益は1億8千1百万円、経常利益は2億3千5百万円、当期純利益は1億8百万

円を見込んでおります。 

 連結業績予想は、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基準に基づいており、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。  

  

（１）平成22年３月期 連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

（２）平成22年３月期 個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

３．連結業績予想に関する定性的情報

   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

前回発表予想（Ａ）  22,626  175  188  96  4.81

今回発表予想（Ｂ）  21,790  181  235  108 5.39

増減額（Ｂ－Ａ）  △836  6  47  11  －

増減率（％）  △3.7  3.8  25.1  12.1  －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 －  －  －  －  － 

   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

前回発表予想（Ａ）  22,291 165 176  71  3.54

今回発表予想（Ｂ）  21,455  171  223  82  4.13

増減額（Ｂ－Ａ）  △836  6  47  11  －

増減率（％）  △3.8  4.0  26.9  16.5  －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 22,228  △342  △358  △1,254  △62.48



  特定子会社の異動には該当いたしませんが、当企業集団の財政状態及び経営成績に関しより有益な情報を投

資者に提供する観点から、九州ネオック（株）、ネオック（株）、北京愛眼眼鏡有限公司を第１四半期連結会

計期間より連結子会社としております。 

 尚、平成21年11月10日開催の取締役会において、九州ネオック（株）、ネオック（株）が合併することにつ

いて決議しております。詳細につきましては、平成21年11月10日発表の「当社連結子会社間の合併に関するお

知らせ」をご覧下さい。 

  

（法人税等の算定方法） 

  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。 

（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計

上する方法によっております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,408

受取手形及び売掛金 1,033

商品及び製品 2,715

原材料及び貯蔵品 20

その他 294

貸倒引当金 △9

流動資産合計 11,463

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 8,286

減価償却累計額 △5,271

建物及び構築物（純額） 3,014

土地 2,163

その他 2,746

減価償却累計額 △2,226

その他（純額） 520

有形固定資産合計 5,699

無形固定資産 130

投資その他の資産  

敷金及び保証金 5,437

その他 3,048

貸倒引当金 △84

投資その他の資産合計 8,401

固定資産合計 14,231

資産合計 25,694



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 789

未払法人税等 82

賞与引当金 187

その他 1,062

流動負債合計 2,121

固定負債  

退職給付引当金 22

役員退職慰労引当金 342

負ののれん 23

その他 38

固定負債合計 427

負債合計 2,548

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,478

資本剰余金 6,962

利益剰余金 15,116

自己株式 △796

株主資本合計 26,760

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △3

土地再評価差額金 △3,618

為替換算調整勘定 7

評価・換算差額等合計 △3,614

純資産合計 23,146

負債純資産合計 25,694



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,124

売上原価 3,570

売上総利益 7,554

販売費及び一般管理費 7,238

営業利益 315

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 3

受取家賃 23

負ののれん償却額 10

その他 34

営業外収益合計 90

営業外費用  

固定資産除却損 27

店舗閉鎖損失 23

その他 2

営業外費用合計 53

経常利益 352

特別利益  

投資有価証券売却益 5

貸倒引当金戻入額 4

特別利益合計 9

特別損失  

投資有価証券評価損 1

減損損失 51

特別損失合計 52

税金等調整前四半期純利益 308

法人税、住民税及び事業税 50

法人税等調整額 △26

法人税等合計 23

四半期純利益 285



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 308

減価償却費 228

減損損失 51

負ののれん償却額 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 42

売上債権の増減額（△は増加） 132

たな卸資産の増減額（△は増加） 230

仕入債務の増減額（△は減少） △4

その他 169

小計 1,148

利息及び配当金の受取額 14

法人税等の支払額 △33

法人税等の還付額 120

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249

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 △604

定期預金の払戻による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △126

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 17

その他 171

投資活動によるキャッシュ・フロー △533

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1

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） 715

現金及び現金同等物の期首残高 3,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,466



 該当事項はありません。 

  

 小売販売事業の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に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

   

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 該当事項はありません。 

  

 第１四半期連結会計期間より、四半期連結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

（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〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他
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