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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 29,408 △7.3 678 △27.6 876 △18.9 588 113.4
21年3月期第2四半期 31,718 ― 938 ― 1,080 ― 275 ―

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 11.42 ―
21年3月期第2四半期 5.35 ―

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 53,475 45,292 84.2 874.47
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2四半期  45,037百万円 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
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 ― 15.75 ― 15.75 31.50
22年3月期 ― 15.75
22年3月期 

（予想）
― 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  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

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2四半期 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2四半期  4,555,137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2四半期 51,502,553株 21年3月期第2四半期 51,504,987株



当第２四半期連結累計期間における景気情勢は持ち直しの傾向を示しているとはいえ、小売業におけるその影響

は限定的な範囲であり、単価の下落も歯止めがかかっているとはいえず、厳し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たことを機に、今までの延長で

はないやり方を模索してまいりました。 

 主要事業子会社であります㈱三城におきましては、分かりやすくお求めやすい提案や多様なライフスタイルに合

わせた眼鏡レンズの提案を推し進め、眼鏡組数の回復をはかってまいりました。 

 一方でお求めやすさや手軽さということだけでなく、こだわりを持った方々への他にない自分だけの眼鏡を提案

できる店舗の企画を行ってまいりました。10月1日には「ＭＩＫＩＳＳＩＭＥＳ ＧＩＮＺＡ」店をオープン、 新

の技術、フレーム素材の提案、落ち着いた空間でじっくりと眼鏡をつくることができる店舗として、潜在的なニー

ズにも応えていきたいと考えています。 

 店舗施策におきましては、不採算店の整理を順調に進めており、解約までの時期が少々後ろにずれ込んではいま

すが、27店舗を閉店（年間計画70店舗）、新規出店につきましては11店舗をオープン（年間計画15店舗）、うち５

店舗は退店店舗を移転した店舗となっております。 

 海外子会社におきましては、主に投資運用を行っておりましたスイス法人を昨年11月に譲渡したため、海外子会

社合計では増益となっております。  

 しかしながら世界不況の影響および円高の影響により海外小売事業は減収減益となりました。そのような中で、

為替の影響を除いた現地通貨ベースでは中国法人が堅調な状況であり増収増益となっております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高29,408百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益

678百万円（前年同期比27.6％減）、経常利益876百万円（前年同期比18.9％減）、四半期純利益588百万円（前年同

期比113.4％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26,306百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益771百万円（前年同期比18.4％減）となりました。

 ②その他の地域 

  国内以外の売上高は3,319百万円（前年同期比18.0％減）、営業損失94百万円（前年同四半期は営業損失3百万  

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253百万円減少して53,475百万円となりました。これは主に、流動資産におけ

る未収還付法人税等が604百万円減少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186百万円減少して8,183百万円となりました。これは主に、流動負債における未

払金が308百万円減少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67百万円減少して45,292百万円となりました。これは主に、株主資本における

利益剰余金が222百万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、19,966百万円となりま

した。 

 営業活動の結果得られた資金は2,164百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益843百万円、減

価償却費及びその他の償却費655百万円、たな卸資産の減少382百万円によるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は62百万円となりました。これは主に敷金保証金の回収による収入が326百万円あ

ったものの、有形固定資産の取得に359百万円支出したことによるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は842百万円となりました。これは主に配当金の支払813百万円によるものです。 

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



  

 当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、11月５日に業績予想の修正を発表いたしましたが、こ

れは特別損失の計上が想定を下回った結果、四半期純利益が計画値を上回ることになったためです。 

 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、新たな事業展開や主要事業子会社

であります㈱三城の営業施策、店舗整理、および海外法人子会社の改善計画が進行中であるため業績予想の修正は

行っておりません。 

 しかし、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、および世界情勢の変化等により、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２四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 19,656 18,363

売掛金 2,411 2,313

有価証券 609 609

商品 8,604 8,878

貯蔵品 887 913

繰延税金資産 1,279 1,278

未収還付法人税等 5 609

その他 1,211 1,266

貸倒引当金 △22 △20

流動資産合計 34,644 34,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,008 4,122

工具、器具及び備品（純額） 1,594 1,707

土地 1,051 1,051

建設仮勘定 48 42

その他（純額） 101 116

有形固定資産合計 6,803 7,039

無形固定資産 522 545

投資その他の資産   

敷金及び保証金 9,958 10,284

建設協力金 869 999

その他 687 658

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 11,504 11,932

固定資産合計 18,831 19,517

資産合計 53,475 53,729



（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) 

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 1,898 2,050

未払金 1,933 2,241

未払法人税等 353 203

賞与引当金 1,412 1,274

店舗閉鎖損失引当金 785 926

その他 1,330 1,203

流動負債合計 7,713 7,899

固定負債   

退職給付引当金 25 28

役員退職慰労引当金 25 23

その他 418 419

固定負債合計 469 470

負債合計 8,183 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 40,930 41,153

自己株式 △8,389 △8,389

株主資本合計 45,271 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 △253 △394

評価・換算差額等合計 △233 △384

少数株主持分 254 249

純資産合計 45,292 45,359

負債純資産合計 53,475 53,729



（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）

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 31,718 29,408

売上原価 9,788 9,188

売上総利益 21,930 20,220

販売費及び一般管理費 20,992 19,541

営業利益 938 678

営業外収益   

受取利息 67 23

受取賃貸料 38 26

有価証券運用関係収益 151 －

商品材料処分益 78 －

為替差益 38 53

その他 114 103

営業外収益合計 488 207

営業外費用   

支払利息 1 －

有価証券運用損 307 －

その他 37 9

営業外費用合計 346 9

経常利益 1,080 876

特別損失   

固定資産除売却損 68 26

店舗閉鎖損失引当金繰入額 70 －

役員退職慰労金 12 －

その他 17 6

特別損失合計 169 32

税金等調整前四半期純利益 911 843

法人税等 679 329

法人税等還付税額 △54 △74

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △0

四半期純利益 275 588



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 911 843

減価償却費及びその他の償却費 764 655

賞与引当金の増減額（△は減少） 137 138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 2

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 70 △49

受取利息及び受取配当金 △77 △24

支払利息 1 －

為替差損益（△は益） △38 △53

有価証券運用損益（△は益） 307 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 68 26

売上債権の増減額（△は増加） 188 △172

たな卸資産の増減額（△は増加） △398 382

その他の資産の増減額（△は増加） △208 268

仕入債務の増減額（△は減少） 161 △257

その他の負債の増減額（△は減少） △216 △158

その他 △37 △4

小計 1,601 1,596

利息及び配当金の受取額 77 24

利息の支払額 △1 －

法人税等の支払額 △93 △135

法人税等の還付額 227 678

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,811 2,164

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 △1,000 △359

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △706 △0

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 671 －

敷金及び保証金の差入による支出 △271 △125

敷金及び保証金の回収による収入 408 326

建設協力金の回収による収入 90 79

その他 △25 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △834 △62

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） 16 －

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,622 △813

その他 － △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,607 △842

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △634 1,306

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 20,215 19,966



 該当事項はありません。 

  

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）及び当第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） 

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） 

 （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  27,767  3,951  31,718  －  31,718

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 242  97  340  △340  －

計  28,010  4,048  32,059  △340  31,718

営業費用  27,065  4,051  31,117  △336  30,780

営業利益又は営業損失（△）  945  △3  942  △3  938

  
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  26,177  3,231  29,408  －  29,408

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 129  88  217  △217  －

計  26,306  3,319  29,626  △217  29,408

営業費用  25,535  3,414  28,949  △219  28,730

営業利益又は営業損失（△）  771  △94  676  2  678



 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） 

 （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）  4,116  4,116

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  31,718

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  13.0  13.0

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  3,231  3,231

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  29,408

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  11.0  11.0

（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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