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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） 

 

(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2四半期 5,475 13.3 83 ― 82 ― 51 ―

21年3月期第2四半期 4,832 △10.4 △83 ― △97 ― △428 ―

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 6.62 ―

21年3月期第2四半期 △52.43 ―

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 15,858 5,413 34.1 702.86
21年3月期 15,433 5,324 34.5 691.23

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,413百万円 21年3月期  5,324百万円

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 ― 0.00 ― 2.50 2.50

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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  
 

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 12,000 21.7 250 ― 190 ― 160 ― 20.77
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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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照下さい。 

(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） 

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

(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見通しであり、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、上記予想数値と異なる場合が生じる可能性があることをご承知おき下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

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 9,112,000株 21年3月期  9,112,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,409,607株 21年3月期  1,409,557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 7,702,422株 21年3月期第2四半期 8,175,351株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復が一部で見られ始めているものの、依然とし

て企業業績や雇用環境においては低推移であり先行き不透明な状況が続いております。 

コンタクトレンズや眼鏡業界におきましても、個人消費の冷え込みから、小売市場における眼鏡の買い控えが長期

化しており経営環境は厳しさを増しております。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、国産初の１日使い捨てコンタクトレンズ「シードワンデー

ピュア」を柱とし、取扱施設数の増加や鴻巣研究所の稼働率アップによる製造原価低減、２週間コンタクトレンズ

「シード２ウィークピュア」の梃入れ、主要ケア用品・眼鏡フレームの拡販等に努め、黒字回復と財務体質の強化を

目指してまいりました。 

この結果、コンタクトレンズ・ケア用品事業につきましては前年を上回ることができましたものの、眼鏡事業は市

況の冷え込みから大幅に前年を下回ることとなり、全体の売上高は5,475百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益

83百万円（前年同期営業損失83百万円）、経常利益82百万円（前年同期経常損失97百万円）、四半期純利益51百万円

（前年同期四半期純損失428百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（コンタクトレンズ・ケア用品事業）  

コンタクトレンズ・ケア用品事業につきましては、コンタクトレンズにおいて「シードワンデーピュア」の取扱施

設数の増加による売上高増と、生産稼働率のアップによる製造原価低減に取組んでまいりました。また、ケア用品に

おいては、クリニックルートにおける新規顧客獲得、ＯＴＣルートにおけるロイヤルユーザー獲得のための諸施策を

実施してまいりました。 

ＴＶＣＭ等各種プロモーション活動・キャンペーンを展開してまいりましたが、「シードワンデーピュア」、「シ

ード２ウィークピュア」は計画に対して未達となりました。しかしながら、「シードワンデーファイン」や「シード

ゥソフトケア」等の下支えがあり、売上高は4,443百万円（前年同期比23.2％増）、営業利益268百万円（前年同期比

177.2％増）となりました。 

（眼鏡事業）  

眼鏡事業につきましては、主力フレームである「ビビッドムーン」や「プラスミックス」の春夏用新型モデルを投

入する一方、経費の削減等による収益の確保に努めてまいりましたが、個人消費低迷による買い控えの影響で、眼鏡

小売市場は依然として冷え込んでおり、当社及び連結子会社の小売部門全てで前年同期割れとなり、売上高は646百

万円（前年同期比24.0％減）となりました。利益につきましては、その大幅な減収のため経費削減効果も追いつか

ず、営業損失3百万円（前年同期営業利益33百万円）となりました。 

（その他事業）  

その他事業につきましては、眼内レンズ市場における価格競争激化による売上高の減少はありましたものの、連結

子会社の携帯電話部門の取扱メーカーを追加したこと等により売上高は386百万円（前年同期比2.8％増）となり、営

業損失は22百万円（前年同期営業損失46百万円）となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は15,858百万円となり、前連結会計年度末から425百万円の増加

となりました。主な要因として、鴻巣研究所の設備導入に伴う建設仮勘定の315百万円（151百万円から466百万円）

の増加等が挙げられます。 

 負債につきましては、当第２四半期連結会計期間末における残高は10,445百万円となり、前連結会計年度末から

336百万円の増加となりました。主な要因として、借入金の450百万円（7,198百万円から7,649百万円）の増加が挙げ

られます。 

  純資産につきましては、当第２四半期連結会計期間末の残高は5,413百万円となり、前連結会計年度末から89百万

円の増加となりました。主な要因として、その他有価証券評価差額金の57百万円（△2百万円から54百万円）の増加

や利益剰余金の31百万円の増加によるものであります。 

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
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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（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べて245百万円増加し599百万円となりました。当第２四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、97百万円であります。これは主に、減価償却費によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、224百万円であります。これは主に、鴻巣研究所の設備の導入によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、372百万円であります。これは主に、借入金の借入によるものであります。 

平成22年３月期第２四半期連結累計期間につきましては、「シードワンデーピュア」の取扱施設数の獲得出遅れや

キャンペーン等の展開により売上の梃入れを図った「シード２ウィークピュア」も計画通りの成果を得ることができ

ず、また、ケア用品や眼鏡におきましても、個人消費低迷による買い控え等の影響が長期化しており、大幅な計画未

達となりました。これらの要因により、売上、各利益ともに修正を行っております。 

また、第２四半期までの上記の要因と長期化する眼鏡小売市場の影響等を鑑み、第３四半期以降の計画を見直した

ために、平成21年５月20日付「平成21年３月期決算短信」にて公表いたしました通期業績予想を修正しております。

詳細は、平成21年11月12日付で別途公表いたしました、平成22年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）及び通

期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせをご参照下さい。 

 該当事項はありません。  

①一般債権の貸倒見積高については、当第２四半期連結会計期間末の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ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定

しております。 

②たな卸資産の評価方法については、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

③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、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に

は、前連結会計年度において使用した業績予測やタックス・プランニングに当該影響を加味して算出したもの

を利用する方法によっております。 

④固定資産の減価償却費の算定方法については、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定しております。 

 製品回収関連損失引当金 

製品自主回収に関する費用の支出に備えるため、合理的な損失見込額を計上しておりましたが、回収に関する

問合せ件数が大幅に減少したこと、また、回収対応内容の変更を行ったことによる将来分の発生可能性低下が見

込まれるため、設定を廃止いたしました。 

  

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 604,685 355,929

受取手形及び売掛金 1,711,781 1,635,513

商品及び製品 1,993,308 1,910,275

仕掛品 646,223 793,241

原材料及び貯蔵品 160,315 152,091

未収入金 271,100 215,851

その他 342,645 599,661

貸倒引当金 △99,360 △11,358

流動資産合計 5,630,701 5,651,207

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,113,017 2,205,110

機械装置及び運搬具（純額） 2,344,809 2,490,010

土地 2,769,208 2,769,208

リース資産（純額） 259,647 314,352

建設仮勘定 466,371 151,200

その他（純額） 194,739 203,550

有形固定資産合計 8,147,793 8,133,432

無形固定資産 104,513 123,348

投資その他の資産 1,975,934 1,525,227

固定資産合計 10,228,241 9,782,008

資産合計 15,858,942 15,433,216

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 698,731 753,051

短期借入金 3,655,500 3,330,000

未払法人税等 28,017 31,694

賞与引当金 61,750 126,500

製品回収関連損失引当金 － 90,000

その他 1,036,272 890,657

流動負債合計 5,480,271 5,221,902

固定負債   

長期借入金 3,993,500 3,868,500

退職給付引当金 799,708 789,113

役員退職慰労引当金 28,907 27,632

その他 142,827 201,881

固定負債合計 4,964,942 4,887,126

負債合計 10,445,214 10,109,029
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

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 1,488,860 1,457,116

自己株式 △445,485 △445,472

株主資本合計 5,358,815 5,327,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,912 △2,896

評価・換算差額等合計 54,912 △2,896

純資産合計 5,413,728 5,324,186

負債純資産合計 15,858,942 15,433,216
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 4,832,848 5,475,881

売上原価 2,524,288 2,947,235

売上総利益 2,308,560 2,528,646

販売費及び一般管理費 2,391,658 2,445,467

営業利益又は営業損失（△） △83,098 83,179

営業外収益   

受取利息 467 1,280

受取配当金 907 926

助成金収入 － 32,353

その他 34,630 29,755

営業外収益合計 36,005 64,316

営業外費用   

支払利息 46,176 61,240

その他 4,254 3,820

営業外費用合計 50,430 65,060

経常利益又は経常損失（△） △97,523 82,436

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,001 616

その他 34 －

特別利益合計 3,036 616

特別損失   

固定資産除却損 1,069 －

投資有価証券評価損 1,344 289

前期損益修正損 － 14,116

製品回収関連損失 441,923 14,996

特別損失合計 444,338 29,402

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△538,825 53,650

法人税、住民税及び事業税 14,223 18,729

法人税等調整額 △124,420 △16,080

法人税等合計 △110,196 2,649

四半期純利益又は四半期純損失（△） △428,628 51,000
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△538,825 53,650

減価償却費 417,316 514,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,711 △2,413

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,143 10,595

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,800 △64,749

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,832 1,275

受取利息及び受取配当金 △1,374 △2,207

支払利息 46,176 61,240

固定資産除却損 1,069 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,344 289

製品回収関連損失 441,923 14,996

前期損益修正損益（△は益） － 14,116

売上債権の増減額（△は増加） 70,030 42,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △426,430 55,761

仕入債務の増減額（△は減少） △200,666 △54,319

その他 134,174 △358,836

小計 △51,041 285,975

利息及び配当金の受取額 1,374 2,207

利息の支払額 △45,116 △60,504

法人税等の支払額 △12,006 △25,091

法人税等の還付額 93,026 －

製品回収関連費用の支払 △737,657 △104,996

営業活動によるキャッシュ・フロー △751,419 97,591

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 △1,213,364 △225,658

投資有価証券の取得による支出 △388 △1,319

投資有価証券の売却による収入 295 －

貸付けによる支出 － △6,000

貸付金の回収による収入 5,240 4,460

その他 △7,363 4,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,215,580 △224,072

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） 1,454,000 327,500

長期借入れによる収入 1,000,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △333,000 △377,000

自己株式の取得による支出 △4 △12

配当金の支払額 △40,582 △19,063

リース債務の返済による支出 － △59,054

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,080,413 372,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 77 △132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,490 245,755

現金及び現金同等物の期首残高 533,258 353,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 646,748 599,685
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 該当事項はありません。 

  

 （注）１．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。 

２．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

 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)

を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益がコンタクトレンズ・

ケア用品事業において13,656千円減少しております。 

 前第２四半期連結累計期間及び当第２四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。 

 前第２四半期連結累計期間及び当第２四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。   

（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〕

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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  3,605,721  851,385  375,742  4,832,848 －  4,832,848

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － （－）  －

計  3,605,721  851,385  375,742  4,832,848 （－）  4,832,848

営業利益又は営業損失（△）  96,680  33,569  △46,971  83,278 （166,376）  △83,098

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) 

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  4,443,034  646,667  386,180  5,475,881 －  5,475,881

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － （－）  －

計  4,443,034  646,667  386,180  5,475,881 （－）  5,475,881

営業利益又は営業損失（△）  268,051  △3,666  △22,517  241,867 （158,687）  83,179

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、コンセプトクイック、ソフトメイト、シードゥ

ソフトケア、保存ケース他）、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、アイシード他）、 

眼鏡備品、その他 

その他事業 眼内レンズ、その他 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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