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(注)1.平成22年３月期第３四半期につきましては、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。また、前 
    年同四半期増減率についても記載しておりません。 
   2.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３月期第３四半期 39,778 ― 4,040 ― 4,007 ― 1,978 ―

22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

23年３月期第３四半期 65 61 ―

22年３月期第３四半期 ― ―

 (2) 財政状態

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３四半期 30,492 15,473 50.7 513 52

22年３月期 27,604 13,953 50.5 460 92

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 15,473百万円 22年３月期 13,953百万円

2. 配当の状況

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 ― 6 00 ― 6 00 12 00

23年３月期 ― 6 00 ―

23年３月期(予想) 6 00 12 00

3. 平成23年３月期の業績予想（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)

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 54,500 11.5 5,270 13.0 5,270 10.9 2,560 21.6 84 84
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(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。 

 
(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） 

 
  

・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。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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３Ｑ 30,328,318株 22年３月期 30,328,318株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 196,045株 22年３月期 55,075株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 30,160,470株 22年３月期３Ｑ 30,273,626株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、厳しい雇用情勢やデフレの影響などから足踏み状態に

あり、また先行き不透明感から個人消費は低迷が続いております。 

眼鏡業界におきましても、市場全体が縮小傾向にあるなか価格競争等の激化から厳しい状況にありま

す。 

このような環境のなか、当社は①人材教育 ②広告戦略 ③販売政策 ④商品開発 ⑤店舗展開に重点的

に取り組み、顧客の利便性・満足度の向上に努め、企業力強化を図ってまいりました。  

４月より、従来のイメージキャラクターであるペ・ヨンジュン氏に加えベッキー氏を起用し「いいじ

ゃない！新プライス！新眼鏡市場！」をテーマに新たな販売政策を開始しております。従来の遠近両用

レンズも、超薄型レンズも追加料金０円の販売体制を継続しつつ、15,750円（税込）から提供する新価

格体系を導入したことにより、今まで以上に商品バリエーションを充実させてまいりました。  

商品面においては７月より、超軽量・超弾性ポリアミド樹脂フレーム「フリーフィット」を販売し、

大変な好評をいただいております。  

店舗展開につきましては、直営では「眼鏡市場」29店舗、「アルク」２店舗の新規出店、「眼鏡市

場」３店舗、「アルク」１店舗の退店を行い、ＦＣでは「眼鏡市場」15店舗の新規出店と「アルク」２

店舗の退店を行っております。  

一方、利益改善のため、ＰＢ商品の販売強化やセールの回避等、売上総利益率改善や全社的なコスト

削減に努めました。  

この結果、売上高は39,778百万円、営業利益4,040百万円、経常利益4,007百万円、四半期純利益

1,978百万円となりました。  

（ご参考）  

当社は当第1四半期より四半期連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年第3四半期累計期

間の連結業績は、売上高37,632百万円、営業利益3,788百万円、経常利益3,820百万円、四半期純利益

1,660百万円であります。  

  

①流動資産 

流動資産の残高は10,819百万円（前事業度末は8,126百万円）で、2,693百万円の増加となっておりま

す。現金及び預金の増加（1,580百万円）、商品及び製品の増加（1,094百万円）が主な要因でありま

す。 

②固定資産 

固定資産の残高は19,672百万円（前事業年度末は19,478百万円）で、194百万円の増加となっており

ます。敷金及び保証金の増加（127百万円）、無形固定資産の減少（61百万円）が主な要因でありま

す。 

③流動負債 

流動負債の残高は11,158百万円（前事業年度末は9,172百万円）で、1,985百万円の増加となっており

ます。短期借入金の増加（1,778百万円）、支払手形及び買掛金の増加（473百万円）が主な要因であり

ます。 

④固定負債 

固定負債の残高は3,860百万円（前事業年度末は4,478百万円）で、618百万円の減少となっておりま

す。長期借入金の減少（982百万円）、社債の増加(230百万円)が主な要因であります。  

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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⑤純資産 

純資産の残高は15,473百万円（前事業度末は13,953百万円）で、1,520百万円の増加となっておりま

す。利益剰余金の増加（1,616百万円）、自己株式の増加（87百万円）が主な要因であります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成22年11月５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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該当事項はありません。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ26百万円、税引前四半期純利益が276百万円減少して

おります。 

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26

日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を

適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(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３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,872,574 1,292,211

受取手形及び売掛金 1,217,218 899,065

商品及び製品 5,011,109 3,916,624

仕掛品 122,520 92,060

原材料及び貯蔵品 57,510 63,977

その他 1,540,456 1,864,695

貸倒引当金 △1,439 △1,808

流動資産合計 10,819,949 8,126,825

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,546,973 6,552,689

その他（純額） 3,996,103 3,970,582

有形固定資産合計 10,543,077 10,523,272

無形固定資産 230,334 291,880

投資その他の資産

敷金及び保証金 7,573,278 7,445,340

その他 1,338,588 1,230,182

貸倒引当金 △12,933 △12,563

投資その他の資産合計 8,898,933 8,662,958

固定資産合計 19,672,345 19,478,111

資産合計 30,492,294 27,604,937

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,722,858 1,249,851

短期借入金 2,564,700 786,000

1年内返済予定の長期借入金 1,802,963 2,190,792

未払法人税等 543,618 786,264

賞与引当金 396,092 652,584

役員賞与引当金 27,000 36,000

その他 4,101,288 3,471,481

流動負債合計 11,158,520 9,172,974

固定負債

社債 600,000 370,000

長期借入金 1,884,347 2,866,464

役員退職慰労引当金 373,731 348,019

その他 1,002,039 893,830

固定負債合計 3,860,117 4,478,314

負債合計 15,018,637 13,651,288
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,336,771 2,336,771

資本剰余金 2,667,521 2,667,521

利益剰余金 10,602,072 8,985,746

自己株式 △128,257 △40,531

株主資本合計 15,478,106 13,949,507

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,450 4,141

評価・換算差額等合計 △4,450 4,141

純資産合計 15,473,656 13,953,649

負債純資産合計 30,492,294 27,604,937
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(2) 四半期損益計算書

   (第３四半期累計期間)

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 39,778,352

売上原価 12,462,348

売上総利益 27,316,004

販売費及び一般管理費

給料及び手当 8,032,647

賞与引当金繰入額 390,267

役員賞与引当金繰入額 27,000

役員退職慰労引当金繰入額 25,711

その他 14,799,449

販売費及び一般管理費合計 23,275,076

営業利益 4,040,927

営業外収益

受取利息 33,058

受取配当金 1,038

受取賃貸料 332,287

その他 51,074

営業外収益合計 417,459

営業外費用

支払利息 72,352

賃貸収入原価 203,332

為替差損 152,209

その他 23,129

営業外費用合計 451,024

経常利益 4,007,362

特別利益

固定資産売却益 2,835

その他 192

特別利益合計 3,028

特別損失

固定資産除却損 37,250

減損損失 60,301

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 250,734

その他 64,759

特別損失合計 413,044

税引前四半期純利益 3,597,345

法人税、住民税及び事業税 1,567,469

法人税等調整額 51,113

法人税等合計 1,618,583

四半期純利益 1,978,762
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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