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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） 

 

(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3四半期 42,898 △5.9 377 △9.9 640 227.5 571 ―
21年3月期第3四半期 45,567 ― 419 ― 195 ― △1,390 ―

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 11.09 ―
21年3月期第3四半期 △27.00 ―

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 52,514 44,339 84.0 856.02
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3四半期  44,085百万円 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3四半期 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3四半期  4,556,880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3四半期 51,502,403株 21年3月期第3四半期 51,504,766株



当第３四半期連結累計期間におきましては、経済対策効果を受けて景気は持ち直し傾向にあるとしながらも、物

価下落基調は継続していると見られ、小売業界全体が回復しているとは言えない状況でした。 

そのような状況下におきましても、当社グループの改革・改善に向けた方向性に変わりはなく、期初から進めて

おります不採算店の閉鎖や移転、新規出店、お客様への新たな提案について積極的に取り組んでまいりました。 

主要子会社であります㈱三城におきまして、退店は当期70店舗を計画しておりましたが約80店舗に、新規出店に

つきましては当期計画15店舗でありましたが、現在の進捗状況では約25店舗になる見込みです。 

営業施策につきましては、お客様へのわかりやすい価格提案だけでなく、機能提案のために独自のレンズシリー

ズを展開、専門誌への掲載なども積極的に行い、潜在的な要望や新たな発見をしていただけるような価値訴求の提

案を同時に進めてまいりました。12月度の年末商戦は価格訴求と価値訴求、そしてワクワクするような楽しい店頭

の演出となるよう株式会社サンリオとのコラボレーションによる販売促進を行ったことにより、全店、既存店とも

前年を上回る結果となり、回復の手ごたえを感じております。 

海外子会社につきましては、世界的に景気が回復しているとは言えない中、厳しい結果となりました。韓国など

アジアの子会社が堅調なものの小売事業は減収減益となっております。しかしながら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、海外子会社合計は昨年を上回る結果となっております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高42,898百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益

377百万円（前年同期比9.9％減）、経常利益640百万円（前年同期比227.5％増）、四半期純利益571百万円（前年

同四半期は純損失1,390百万円）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 

 国内における売上高38,388百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益547百万円（前年同期比26.8％増）となり

ました。 

②その他の地域 

 国内以外における売上高4,825百万円（前年同期比10.5％減）、営業損失167百万円（前年同四半期は営業損失

6百万円）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1,215百万円減少して52,514百万円となりました。これは主に、流動資産にお

ける未収還付法人税等が606百万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195百万円減少して8,174百万円となりました。これは主に、流動負債における賞

与引当金が717百万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1,019百万円減少して44,339百万円となりました。これは主に、株主資本にお

ける利益剰余金が1,051百万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３四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、18,958百万円となりま

した。 

 営業活動の結果得られた資金は2,199百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益589百万円、減

価償却費及びその他の償却費996百万円、その他の負債の増加554百万円によるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は305百万円となりました。これは主に敷金保証金の回収による収入が553百万円あ

ったものの、有形固定資産の取得に696百万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1,612百万円となりました。これは主に配当金の支払1,563百万円によるもので

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、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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 18,643 18,363

売掛金 2,514 2,313

有価証券 610 609

商品 8,437 8,878

貯蔵品 911 913

繰延税金資産 1,279 1,278

未収還付法人税等 3 609

その他 1,202 1,266

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 33,582 34,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,001 4,122

工具、器具及び備品（純額） 1,573 1,707

土地 1,051 1,051

建設仮勘定 94 42

その他（純額） 326 116

有形固定資産合計 7,047 7,039

無形固定資産 513 545

投資その他の資産   

敷金及び保証金 9,829 10,284

建設協力金 824 999

その他 727 658

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 11,370 11,932

固定資産合計 18,931 19,517

資産合計 52,514 53,729



（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) 

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 2,119 2,050

未払金 2,209 2,241

未払法人税等 98 203

賞与引当金 556 1,274

店舗閉鎖損失引当金 735 926

その他 1,810 1,203

流動負債合計 7,529 7,899

固定負債   

退職給付引当金 25 28

役員退職慰労引当金 28 23

その他 591 419

固定負債合計 645 470

負債合計 8,174 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 40,102 41,153

自己株式 △8,390 △8,389

株主資本合計 44,441 45,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 9

為替換算調整勘定 △374 △394

評価・換算差額等合計 △356 △384

少数株主持分 254 249

純資産合計 44,339 45,359

負債純資産合計 52,514 53,729



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 45,567 42,898

売上原価 14,111 13,352

売上総利益 31,456 29,545

販売費及び一般管理費 31,037 29,168

営業利益 419 377

営業外収益   

受取利息 94 35

受取賃貸料 55 44

為替差益 － 67

有価証券運用関係収益 183 －

商品材料処分益 78 －

その他 141 128

営業外収益合計 553 276

営業外費用   

支払利息 2 －

有価証券運用損 340 －

為替差損 372 －

その他 61 13

営業外費用合計 776 13

経常利益 195 640

特別利益   

子会社株式売却益 147 －

特別利益合計 147 －

特別損失   

固定資産除売却損 96 44

減損損失 451 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 1,198 －

役員退職慰労金 12 －

その他 26 6

特別損失合計 1,785 50

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（△）

△1,442 589

法人税等 △6 92

法人税等還付税額 △54 △76

少数株主利益 9 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,390 571



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,442 589

減価償却費及びその他の償却費 1,142 996

減損損失 451 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △798 △717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 5

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,198 △66

受取利息及び受取配当金 △103 △36

支払利息 2 －

為替差損益（△は益） 372 △67

子会社株式売却損益（△は益） △147 －

有価証券運用損益（△は益） 340 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 96 44

売上債権の増減額（△は増加） △46 △349

たな卸資産の増減額（△は増加） △841 466

その他の資産の増減額（△は増加） △250 279

仕入債務の増減額（△は減少） 251 △51

その他の負債の増減額（△は減少） 551 554

その他 △88 △5

小計 658 1,641

利息及び配当金の受取額 103 36

利息の支払額 △2 －

法人税等の支払額 △956 △158

法人税等の還付額 228 680

営業活動によるキャッシュ・フロー 31 2,199

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 △1,425 △696

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △134 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,142 －

敷金及び保証金の差入による支出 △326 △245

敷金及び保証金の回収による収入 796 553

建設協力金の回収による収入 149 125

その他 △12 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー 190 △305

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △1

配当金の支払額 △2,372 △1,563

その他 － △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,373 △1,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 △237 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,389 298

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 18,460 18,958



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第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）  

  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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 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） 

 （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  40,313  5,254  45,567  －  45,567

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 341  139  480  △480  －

計  40,654  5,394  46,048  △480  45,567

営業費用  40,222  5,400  45,623  △475  45,148

営業利益又は営業損失（△）  431  △6  424  △5  419

  
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  38,201  4,697  42,898  －  42,898

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 187  128  315  △315  －

計  38,388  4,825  43,214  △315  42,898

営業費用  37,841  4,993  42,834  △313  42,521

営業利益又は営業損失（△）  547  △167  379  △2  377



  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

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） 

（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）  5,464  5,464

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  45,567

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  12.0  12.0

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  4,697  4,697

Ⅱ連結売上高（百万円）  －  42,898

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）  10.9  10.9

（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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