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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 31,551 7.3 1,542 127.2 1,598 82.4 800 36.0
22年3月期第2四半期 29,408 △7.3 678 △27.6 876 △18.9 588 113.4

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3月期第2四半期 15.54 ―

22年3月期第2四半期 11.42 ―

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3月期第2四半期 56,434 43,411 76.5 838.26
22年3月期 51,673 43,602 83.9 841.77

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  43,167百万円 22年3月期  43,348百万円

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3月期 ― 15.75 ― 15.75 31.50

23年3月期 ― 9.00

23年3月期 
（予想）

― 9.00 18.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 60,728 7.9 912 ― 1,108 ― △19 ― △0.39



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
上記に記載した予想数値は、発表日現在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、
様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページをご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 56,057,474株 22年3月期  56,057,474株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,560,887株 22年3月期  4,559,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 51,496,798株 22年3月期2Q  51,502,553株
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（１）連結経営成績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景気情勢は回復基調にあり、専門店業態などにおける小売販売額は前年を上

回る傾向になっているとはいえ、安定した回復を感じられない状況が続きました。  

 このような状況の中、当社グループは純粋持株会社への移行後、業態を明確にしグループ全体として包括的に顧

客のニーズに応えていける体制を目指してまいりました。  

 主要子会社であります㈱三城におきましては、当社グループにしかできない品揃えや品質を維持するとともに、

価値訴求に対しましても「らくらく君シリーズ」をはじめとする機能性に特化したフレームやレンズの開発を行

い、各種の専門誌にパブリシティの掲載を行うなど、新たな市場の開拓に力を入れてまいりました。一方、地域や

それぞれの店舗に合わせた取組みにも注力し、メーカーや異業種との今までにないコラボレーションを実現いたし

ました。また、当社グループの得意とするアフターサービスの徹底と顧客満足の追求を強化してまいりました。さ

らに業態変更や不採算店の閉鎖を進めるなど収益性の改善も図ってまいりました。 

 また、平成22年１月に眼鏡小売事業を譲受けた㈱金鳳堂におきましては、商品の見直しや社員教育に注力し、特

化した高いサービスを求められるお客様にもご満足いただけるよう取組んでまいりましたが、徐々にその成果が現

れてきております。  

 海外子会社におきましては、アジア圏の人件費が増加傾向にありますが、マレーシアやタイなどは好調に推移し

ております。中国法人におきましては、今後の展開に向けた過渡期と捉え店舗施策の明確化による積極的な退店と

地方都市への進出計画を進めてまいりました。また、オーストラリア法人が不採算店の閉鎖を予定通り進めており

ますが、まだ結果が出る段階には至っておりません。 

   

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間おきましては、売上高31,551百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益

1,542百万円（前年同期比127.2％増）、経常利益1,598百万円（前年同期比82.4％増）、四半期純利益800百万円

（前年同期比36.0％増）となりました。  

  

報告セグメントは、次の通りであります。 

①日本 

日本国内の売上高は28,694百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益1,716百万円（前年同期比122.6％増）とな

りました。 

②海外 

 海外の売上高は3,109百万円（前年同期比6.3％減）、営業損失125百万円（前年同四半期は営業損失94百万円）

となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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4,760百万円増加して56,434百万円となりました。これは主に流動資産におけ

る現金及び預金が5,024百万円増加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4,952百万円増加して13,023百万円となりました。これは主に流動負債における

短期借入金が1,500百万円増加したことと、固定負債における社債の発行が2,500百万円あっ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191百万円減少して43,411百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定

が151百万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対して2,014百万

円増加し19,560百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は2,378百万円となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益

の1,367百万円と減価償却費及びその他の償却費706百万円、賞与引当金の増加376百万円によるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は3,397百万円となりました。この内訳の主なものは、定期預金の増加3,011百万円

によるものです。 

 財務活動の結果得られた資金は3,105百万円となりました。この内訳の主なものは、短期借入れによる収入1,500

百万円と社債の発行による収入2,456百万円によるものです。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年８月12日に公表しました通期見通しにつきましては、当第２四半期連結累計期間における業績を加味し

修正いたしました。 

 なお、詳細につきましては、平成22年11月11日付「平成23年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想との差異

および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益及び経常利益は16百万円、税金等調整前四半期純利益は233百万円減少しておりま 

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は360百万円であります。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,226 17,201

売掛金 3,058 2,835

有価証券 610 610

商品 8,327 8,271

貯蔵品 968 914

繰延税金資産 1,446 1,464

未収還付法人税等 0 5

その他 1,085 1,239

貸倒引当金 △25 △18

流動資産合計 37,698 32,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,983 4,128

工具、器具及び備品（純額） 1,591 1,551

土地 1,051 1,051

建設仮勘定 223 29

その他（純額） 285 321

有形固定資産合計 7,134 7,081

無形固定資産 885 865

投資その他の資産   

敷金及び保証金 9,260 9,588

建設協力金 672 786

その他 758 838

貸倒引当金 △14 △10

投資その他の資産合計 10,676 11,202

固定資産合計 18,697 19,150

繰延資産   

社債発行費 39 －

繰延資産合計 39 －

資産合計 56,434 51,673
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,247 1,794

短期借入金 1,500 －

未払金 2,133 2,283

未払法人税等 290 123

賞与引当金 1,498 1,121

店舗閉鎖損失引当金 421 744

その他 1,426 1,367

流動負債合計 9,516 7,432

固定負債   

社債 2,500 －

退職給付引当金 25 25

役員退職慰労引当金 33 30

資産除去債務 358 －

その他 588 581

固定負債合計 3,507 637

負債合計 13,023 8,070

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 39,286 39,297

自己株式 △8,393 △8,393

株主資本合計 43,622 43,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 27

為替換算調整勘定 △464 △313

評価・換算差額等合計 △455 △285

少数株主持分 243 253

純資産合計 43,411 43,602

負債純資産合計 56,434 51,673
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 29,408 31,551

売上原価 9,188 9,501

売上総利益 20,220 22,050

販売費及び一般管理費 19,541 20,507

営業利益 678 1,542

営業外収益   

受取利息 23 16

受取賃貸料 26 40

為替差益 53 －

その他 103 69

営業外収益合計 207 126

営業外費用   

支払利息 － 4

社債利息 － 13

為替差損 － 30

その他 9 21

営業外費用合計 9 70

経常利益 876 1,598

特別利益   

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

固定資産除売却損 26 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 217

その他 6 14

特別損失合計 32 240

税金等調整前四半期純利益 843 1,367

法人税等 329 565

法人税等還付税額 △74 －

少数株主損益調整前四半期純利益 － 801

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益 588 800
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 843 1,367

減価償却費及びその他の償却費 655 706

賞与引当金の増減額（△は減少） 138 376

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 3

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △49 △91

受取利息及び受取配当金 △24 △18

支払利息 － 18

為替差損益（△は益） △53 11

有形固定資産除売却損益（△は益） 26 0

売上債権の増減額（△は増加） △172 △285

たな卸資産の増減額（△は増加） 382 △156

その他の資産の増減額（△は増加） 268 225

仕入債務の増減額（△は減少） △257 333

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 217

その他の負債の増減額（△は減少） △158 △50

その他 △4 25

小計 1,596 2,683

利息及び配当金の受取額 24 21

利息の支払額 － △18

法人税等の支払額 △135 △312

法人税等の還付額 678 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,164 2,378

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △3,011

有形固定資産の取得による支出 △359 △583

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △0 △6

敷金及び保証金の差入による支出 △125 △110

敷金及び保証金の回収による収入 326 290

建設協力金の回収による収入 79 72

その他 16 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △62 △3,397

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） － 1,500

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

社債の発行による収入 － 2,456

配当金の支払額 △813 △810

その他 △28 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △842 3,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,306 2,010

現金及び現金同等物の期首残高 18,658 17,546

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 3

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,966 19,560
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該当事項はありません。 

  

〔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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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 

  

〔海外売上高〕 

 前第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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  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

  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
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、主に眼鏡等を販売しており、国内においては㈱三城及び㈱金鳳堂が、海外においては

各国の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う

製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」及び「海外」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

 （注）セグメント利益又は損失（△）の調整額△48百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。 

（単位：百万円）

  報告セグメント
調整額 
（注） 

合計 
  日本 海外 計

売上高           

外部顧客への売上高 28,513  3,038  31,551  －  31,551

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  180  71  252  △252  －

計  28,694  3,109  31,804  △252  31,551

セグメント利益又は損失（△）  1,716  △125  1,591  △48  1,542

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 9 -


	ヘッダー3: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー11: 株式会社三城ホールディングス（7455） 平成23年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


