
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 愛眼株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 9854 URL http://www.aigan.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐々 栄治
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 向井 勇 TEL 06-6772-3383
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 15,989 ― 95 ― 179 ― 37 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 1.87 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 25,457 22,877 89.9 1,141.38
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  22,877百万円 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  無  
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、4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。 
平成22年1月1日に、ネオック（株）を存続会社とする吸収合併を行い、九州ネオック（株）は解散いたしました。] 

(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（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下さい。 

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3四半期 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3四半期  1,032,523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3四半期 20,044,162株 21年3月期第3四半期 20,095,190株



 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な同時不況による景気低迷が続くなか、政府の経済対策効果

が一部で現われたものの、円高・ドル安に輸出産業が直面し、生産調整・設備投資の抑制などもあり、企業業績は

低水準で推移しました。雇用・所得環境は低迷を続け、消費マインドの萎縮による内需の停滞、デフレの顕在化に

より小売業界には厳しい状況が続いております。眼鏡業界もロープライス均一店の攻勢や店舗間の値下げ競争によ

る消耗戦の激化などで厳しい経営環境が続いており、需要前倒しの反動で市場の自律回復も遅れています。 

このような状況のなか、当社グループは地域に密着した眼鏡専門店としてお客様視点に立ち、顧客満足向上のた

め購入者へのアフターフォローの充実や情報提供、ターゲットを絞り込んだ特別商談会の開催、店頭での的確なア

ドバイスなど、きめ細かな営業活動に取り組み信頼関係構築を図ってまいりました。消費マインドが中低価格帯商

品へ移り価格に敏感となった顧客の獲得と競合店対策として、オリジナルプライベートブランドを中心に高機能・

高品質の商品を、値頃感のあるセット価格や選びやすいプライスゾーン別で展示し、さらに廉価フレームの均一セ

ットコーナーを設置・拡充し売上確保に努めました。国内においては価格競争を意識し廉価販売を強めたため、販

売着数を順調に伸ばすことができましたが、単価は続落し売上は低調に推移しました。縮小した市場のもとで、新

規に３店開設したものの、不採算店を中心に15店の閉鎖を進め、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との取引減少、写真課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振袖レンタルを主にした大人写真館への展開、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オリジナルプライベートブランド商品の販売増加や配送センターの稼

動などで粗利率は改善しました。経費面につきましては、出店の減少、不採算店の閉鎖、賃料や広告宣伝費の圧

縮、賞与や新規採用の抑制など、コストマネジメントについても徹底した取り組みを図ってまいりました。 

海外(中華人民共和国)につきましては、新規大型ショッピングセンターの開発などで競争は激しくなってきてお

りますが、逸早く景気回復を果たし大きな潜在需要が望めるため、新規開設を含め17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を図っております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は159億8千9百万円、営業利益は9千5百万円、経常利益は1億7

千9百万円、四半期純利益は3千7百万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末の資産合計は254億5千7百万円、負債合計は25億7千9百万円、純資産合計は228

億7千7百万円となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、38億3千6百万円となりました。 

当第３四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11億8千4百万円となりました。 

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1億4千3百万円及び減価償却費3億5千5百万円の

増加要因と負ののれん償却額1千5百万円及び賞与引当金の減少額7千1百万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△10億9千7百万円となりました。 

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11億3千2百万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1百万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



 平成22年３月期の連結業績予想は、売上高21,790百万円、営業利益181百万円、経常利益235百万円、当期純利

益108百万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。 

  

  

  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。 

 平成22年1月1日に、ネオック（株）を存続会社とする吸収合併を行い、九州ネオック（株）は解散いたしま

した。 

  

（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。 

（棚卸資産の実地棚卸の省略） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

   

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,278

受取手形及び売掛金 1,077

商品及び製品 2,876

原材料及び貯蔵品 20

その他 222

貸倒引当金 △8

流動資産合計 11,465

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 8,281

減価償却累計額 △5,325

建物及び構築物（純額） 2,955

土地 2,163

その他 2,733

減価償却累計額 △2,247

その他（純額） 486

有形固定資産合計 5,605

無形固定資産 130

投資その他の資産  

敷金及び保証金 5,321

その他 3,004

貸倒引当金 △69

投資その他の資産合計 8,256

固定資産合計 13,991

資産合計 25,457



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,055

未払法人税等 94

賞与引当金 73

その他 926

流動負債合計 2,149

固定負債  

退職給付引当金 22

役員退職慰労引当金 348

負ののれん 18

その他 40

固定負債合計 430

負債合計 2,579

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 14,868

自己株式 △796

株主資本合計 26,512

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △18

土地再評価差額金 △3,618

為替換算調整勘定 2

評価・換算差額等合計 △3,634

純資産合計 22,877

負債純資産合計 25,457



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,989

売上原価 5,144

売上総利益 10,845

販売費及び一般管理費 10,749

営業利益 95

営業外収益  

受取利息 25

受取配当金 7

受取家賃 37

負ののれん償却額 15

その他 70

営業外収益合計 155

営業外費用  

固定資産除却損 34

店舗閉鎖損失 35

その他 2

営業外費用合計 72

経常利益 179

特別利益  

投資有価証券売却益 8

貸倒引当金戻入額 18

特別利益合計 27

特別損失  

投資有価証券評価損 1

減損損失 61

特別損失合計 62

税金等調整前四半期純利益 143

法人税、住民税及び事業税 79

法人税等調整額 26

法人税等合計 106

四半期純利益 37



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 143

減価償却費 355

減損損失 61

負ののれん償却額 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △71

売上債権の増減額（△は増加） 88

たな卸資産の増減額（△は増加） 67

仕入債務の増減額（△は減少） 264

その他 194

小計 1,087

利息及び配当金の受取額 25

法人税等の支払額 △49

法人税等の還付額 120

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,184

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 △1,132

定期預金の払戻による収入 34

有形固定資産の取得による支出 △195

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △53

投資有価証券の売却による収入 53

その他 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,097

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 △1

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） 84

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 3,836



 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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