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1.  平成23年4月期第1四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年4月期第1四半期 6,006 △11.8 △91 ― △129 ― △263 ―

22年4月期第1四半期 6,809 ― 159 ― 117 ― 99 ―

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

23年4月期第1四半期 △19.24 ―

22年4月期第1四半期 7.25 ―

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

23年4月期第1四半期 18,898 914 4.8 66.78
22年4月期 19,254 1,171 6.1 85.57

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  914百万円 22年4月期  1,171百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年4月期 ―

23年4月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

12,923 △4.1 61 ― △18 ― △453 ― △33.12

通期 25,424 1.4 182 ― 22 ― △647 ― △47.29



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期1Q 13,790,880株 22年4月期  13,790,880株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q  102,859株 22年4月期  102,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q 13,688,021株 22年4月期1Q 13,688,111株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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前提に基づいており、
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済拡大や政府の経済対策などにより回復傾

向にあるものの、雇用・所得環境が低迷するなか、個人消費も低調に推移し、依然として厳しい状況が

続いております。 

 眼鏡小売業界におきましても市場の縮小傾向にあるなか、競合企業間での価格競争は、さらに激しさ

を増し、厳しい商況が続いております。 

 このような経済環境及び経営環境のもと当社は、主力業態「メガネスーパー」におきまして平成22年

１月１日より展開しております業界初の画期的な新販売システム「フレームオンリープライス」を強力

に推進しており、平成22年６月より「フレームオンリープライス」の顔としてすべての世代に好感度が

高く、発信力のある関根勤氏を起用し、テレビＣＭ等の露出度を強化し、認知度の向上を図りました。

また、眼鏡の提案・コンサルティング販売に注力し、「メガネスーパー」ブランドの再構築に努めまし

た。 

  

 当第１四半期会計期間の販売施策としましては、「夏のサングラス超特価セール」、「夏の大特価フ

レーム最大40％ＯＦＦ」などフレーム及びコンタクトレンズの特別お買得商品を打ち出したセールを展

開いたしました。また、各地で通常店頭に並ばない有名ナショナルブランドフレームを揃えた催事「特

別ブランドフェア」を期間限定で開催するなど当社の強みを最大限に活かした各種施策・セールを展開

し、集客力向上及び売上増に努めました。 

  

 当第１四半期会計期間における店舗の出退店につきましては、新規出店は無く、１店舗を閉鎖いたし

ました。 

  

 経費面につきましては、新規出店の抑制や全社的な経費の削減等により前第１四半期会計期間と比べ

減少いたしました。 

  

 以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は6,006百万円（前年同四半期比11.8％減）、

営業損失91百万円（前年同四半期は営業利益159百万円）、経常損失129百万円（前年同四半期は経常利

益117百万円）、四半期純損失263百万円（前年同四半期は四半期純利益99百万円）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて74百万円増加し5,257百万円となりました。これは、現金及び預

金が97百万円減少しましたが、売掛金が129百万円増加したこと等によるものであります。 

  

 固定資産は、前事業年度末に比べて402百万円減少し13,621百万円となりました。これは、有形固定

資産が275百万円減少したこと、また、敷金及び保証金が104百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて355百万円減少し18,898百万円となりました。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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 流動負債は、前事業年度末に比べて722百万円増加し9,753百万円となりました。これは、１年内償還

予定の社債が763百万円減少しましたが、短期借入金が1,619百万円増加したこと、また、支払手形及び

買掛金が335百万円増加したこと等によるものであります。 

  

 固定負債は、前事業年度末に比べて820百万円減少し8,231百万円となりました。これは、長期借入金

が191百万円増加しましたが、社債が1,037百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 この結果、負債は、前事業年度末に比べて98百万円減少し17,984百万円となりました。 

  

 純資産は、前事業年度末に比べて257百万円減少し914百万円となりました。これは、当第１四半期純

損失263百万円の計上等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期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、前事業年度末に

比べ97百万円減少し、当第１四半期会計期間末には1,125百万円となりました。 

  

当第１四半期会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） 

 営業活動の結果得られた資金は、76百万円（前年同四半期比92.1％減）となりました。これは、仕入

債務の増加、売上債権の増加及び法人税等の支払額等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） 

 投資活動の結果得られた資金は、190百万円（前年同四半期比72.4％減）となりました。これは、有

形固定資産の売却による収入等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、363百万円（前年同四半期比63.1％減）となりました。これは、短

期借入金による収入が増加しましたが、社債の償還による支出及び長期借入金の返済による支出等によ

るものであります。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年６月11日に発表いたしました業績

予想に変更はありません。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ９百万円、税引前四半期純損失が40百万円増加してお

ります。 

 また、当会計基準等の適用により投資その他の資産「敷金及び保証金」より控除された金額は40百万

円であります。 

  

２ 表示方法の変更 

（四半期貸借対照表） 

 前第１四半期会計期間末において、流動負債の「短期借入金」に含めて表示しておりました「１年内

返済予定の長期借入金」は、内容をより明確に表示するため、当第１四半期会計期間末より区分掲記し

ております。なお、前第１四半期会計期間末の流動負債の「短期借入金」に含まれる「１年内返済予定

の長期借入金」は1,469,654千円であります。 

  

 （四半期損益計算書） 

 前第１四半期会計期間において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました

「退職給付費用」は、内容をより明確に表示するため、当第１四半期会計期間より区分掲記しておりま

す。なお、前第１四半期会計期間の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれる「退職給付費用」は

39,295千円であります。 

  

３ 追加情報 

当第１四半期会計期間より賞与支給見込額の当第１四半期会計期間の負担額を「引当金」として計上

しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

  

当社は、前事業年度まで３期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、当第

１四半期会計期間においても営業損失91百万円、経常損失129百万円及び四半期純損失263百万円を計上

しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ます。 

 当社は、当該状況を解消すべく、新「事業計画」を推し進めております。また、当第１四半期会計期

間において、全取引金融機関から、平成23年６月末までの全借入契約の元本返済猶予について同意を得

ております。 

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。 

  

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,125,605 1,222,881

売掛金 736,672 607,513

商品 2,750,477 2,751,056

貯蔵品 49,506 52,137

その他 601,765 549,032

貸倒引当金 △6,848 △334

流動資産合計 5,257,178 5,182,286

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,552,974 3,662,174

その他（純額） 2,822,792 2,989,279

有形固定資産合計 6,375,766 6,651,453

無形固定資産 197,121 201,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,444,321 6,549,202

その他 699,351 716,242

貸倒引当金 △94,942 △94,056

投資その他の資産合計 7,048,730 7,171,389

固定資産合計 13,621,618 14,024,348

繰延資産   

社債発行費 19,888 47,636

繰延資産合計 19,888 47,636

資産合計 18,898,685 19,254,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,445,717 3,110,686

短期借入金 3,060,100 1,440,900

1年内返済予定の長期借入金 1,520,281 1,891,861

1年内償還予定の社債 168,000 931,200

未払法人税等 49,221 150,898

引当金 59,086 －

その他 1,450,616 1,505,257

流動負債合計 9,753,022 9,030,804

固定負債   

社債 1,428,000 2,465,100

長期借入金 2,718,909 2,527,729

退職給付引当金 1,219,923 1,212,304

長期預り保証金 2,497,237 2,516,587

その他 367,495 330,464

固定負債合計 8,231,566 9,052,185

負債合計 17,984,589 18,082,989
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,532,360 1,532,360

資本剰余金 1,467,880 1,467,880

利益剰余金 △2,020,335 △1,756,985

自己株式 △66,790 △66,790

株主資本合計 913,113 1,176,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 982 △5,182

評価・換算差額等合計 982 △5,182

純資産合計 914,096 1,171,281

負債純資産合計 18,898,685 19,254,271
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(2)四半期損益計算書 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 6,809,940 6,006,243

売上原価 2,321,467 2,042,647

売上総利益 4,488,473 3,963,595

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,293,599 1,178,395

退職給付費用 － 36,314

地代家賃 1,242,669 1,123,976

引当金繰入額 － 66,486

その他 1,793,049 1,649,491

販売費及び一般管理費合計 4,329,318 4,054,665

営業利益又は営業損失（△） 159,154 △91,069

営業外収益   

受取利息 1,328 1,263

受取配当金 578 467

集中加工室管理収入 7,227 10,808

その他 12,261 7,784

営業外収益合計 21,395 20,323

営業外費用   

支払利息 43,160 42,645

その他 20,169 15,803

営業外費用合計 63,330 58,449

経常利益又は経常損失（△） 117,220 △129,195

特別利益   

固定資産売却益 － 17,206

会員権買取益 6,750 8,150

その他 75 3,008

特別利益合計 6,825 28,364

特別損失   

固定資産売却損 5,939 －

固定資産除却損 460 3,960

減損損失 28,191 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,845

店舗構造改革費用 23,529 6,643

事業構造改革費用 － 13,422

投資有価証券評価損 － 9,704

ゴルフ会員権評価損 － 4,700

社債償還損 － 44,642

店舗閉鎖損失 4,524 14,913

その他 2,004 3,443

特別損失合計 64,652 132,276
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 59,392 △233,106

法人税、住民税及び事業税 30,670 30,243

過年度法人税等戻入額 △51,932 －

法人税等調整額 △18,554 －

法人税等合計 △39,816 30,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） 99,209 △263,349
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

59,392 △233,106

減価償却費 143,533 112,735

減損損失 28,191 －

長期前払費用償却額 18,766 17,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,360 7,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75 7,400

受取利息及び受取配当金 △1,906 △1,730

支払利息 43,160 42,645

固定資産売却損益（△は益） 5,939 △17,206

会員権買取益 △6,750 △8,150

固定資産除却損 460 3,960

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,845

店舗構造改革費用 23,529 6,643

事業構造改革費用 － 13,422

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,704

ゴルフ会員権評価損 － 4,700

社債償還損 － 44,642

店舗閉鎖損失 4,524 14,913

売上債権の増減額（△は増加） △9,932 △129,159

たな卸資産の増減額（△は増加） 249,833 3,209

仕入債務の増減額（△は減少） 659,249 335,030

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33,845 △13,935

その他の流動負債の増減額（△は減少） △217,911 △16,789

その他 118,095 69,719

小計 1,166,310 304,388

利息及び配当金の受取額 1,831 566

利息の支払額 △46,874 △72,761

法人税等の支払額 △137,511 △121,583

法人税等の還付額 － 34

その他 △18,838 △34,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 964,917 76,182
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

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 △30,781 △15,538

有形固定資産の売却による収入 37,868 198,950

無形固定資産の取得による支出 △6,339 △5,477

敷金及び保証金の差入による支出 △67,318 △23,800

敷金及び保証金の回収による収入 769,579 51,854

長期前払費用の取得による支出 △14,422 △16,041

その他 1,723 342

投資活動によるキャッシュ・フロー 690,310 190,290

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） △66,000 2,419,200

長期借入れによる収入 － 99,800

長期借入金の返済による支出 △585,557 △1,080,200

社債の償還による支出 △330,600 △1,800,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,807 △2,154

その他 △244 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △985,208 △363,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 670,019 △97,276

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,365 1,222,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,979,384 1,125,605
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当社は、前事業年度まで３期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、当第

１四半期会計期間においても営業損失91,069千円、経常損失129,195千円及び四半期純損失263,349千円

を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、新「事業計画」を推し進めております。また、当第１四半期会計期

間において、全取引金融機関から、平成23年６月末までの全借入契約の元本返済猶予について同意を得

ております。 

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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