
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月9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23年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

（注）当社は平成22年3月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年3月期第3四半期の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 

  

(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3四半期 14,652 △8.4 △270 ― △211 ― △887 ―
22年3月期第3四半期 15,989 ― 95 ― 179 ― 37 ―

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 △44.62 ―
22年3月期第3四半期 1.87 ―

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 24,104 21,290 88.3 1,077.11
22年3月期 24,757 22,308 90.1 1,120.39

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  21,290百万円 22年3月期  22,308百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
2.00 2.00

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  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 19,349 △7.2 △636 ― △591 ― △1,273 ― △64.01



(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 
 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］Ｐ．３「連結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.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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 21,076,154株 22年3月期  21,076,154株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,310,052株 22年3月期  1,164,482株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 19,892,884株 22年3月期3Q  20,044,162株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長に伴う需要拡大や各種経済対策を背景に一

部では雇用・所得環境の持ち直しが見られるものの、円相場の高止まりや世界的な資源や食料の価格上昇懸念、ま

た、財政不安や高水準のままにある失業率などから景気の先行き不透明感を払拭できず、個人消費の低迷が長期化

し厳しい状況のまま推移いたしました。 

眼鏡業界におきましては、価格競争による企業間の消耗戦による需要の先食いなどが影響し、依然市場は縮小

し厳しい経営環境が続いています。 

このような状況のもと、当社グループでは眼鏡専門店として消費者の皆様に確かな技術で快適な視力補正と装

用感の眼鏡を、真心のこもった接客で提供することに拘ってまいりました。消費者の皆様に充分満足していただき

信用を得ることで、リピーターとしていつまでもご愛顧いただけるよう努めてまいりました。また、新規需要の開

拓や老朽化店舗の乗換えなど新たに４店舗を開設し、不採算店など８店舗を閉鎖しました。 

 店舗業態や立地条件、競合店に応じた均一セットコーナーや価格帯別コーナー、特別割引コーナーなどを随時店

舗内に設置したものの、新興のロープライスショップ、ワンプライスショップの影響などもあり薄利の価格競争を

進め、眼鏡着単価の低迷が続き、売上、粗利益率とも下がりました。そのため、価格依存からの脱却を図る販売促

進策を進めたものの、年末商戦の盛り上がりを欠き、各年代で販売着数を減らし売上回復には結びつきませんでし

た。また、家電エコポイント特需の反動等でショッピングセンターを中心に来店客が減少し、サングラスや補聴器

の売上も前年を下回りました。以上の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比

8.4％減の14,652百万円となりました。 

一方利益では、総利益率の低下傾向が続くなか、ローコストオペレーションの徹底と販売施策の改善を図ると

ともに、効率的なチラシ広告の投入、賃借料などの諸経費削減に取り組んでまいりました。しかしながら結果とし

て、当第３四半期連結累計期間における営業損失は270百万円（前年同四半期は営業利益95百万円）、経常損失は

211百万円（前年同四半期は経常利益179百万円）となりました。 

 また、特別損失として減損損失58百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額360百万円、規約型企業年

金の終了に伴う退職給付制度終了損180百万円など、合計で604百万円を計上いたしました。この結果、四半期純損

失は887百万円（前年同四半期は四半期純利益37百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は24,104百万円、負債合計は2,813百万円、純資産合計は21,290百

万円となりました。前連結会計年度末に比べ負債合計が364百万円増加し、純資産合計が1,018百万円減少した

結果、自己資本比率は88.3％となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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295百万円となりました。  

この現況に至った主な要因は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額360百万円、減価償却費339百万

円、退職給付制度終了に伴う支払額167百万円及び法人税等の支払額109百万円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） 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは△961百万円となりました。  

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1,212百万円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）  

 財務活動におけるキャッシュ・フローは△104百万円となりました。 

この現況に至った主な要因は、自己株式の取得による支出65百万円によるものであります。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ773百万円

減少し、3,243百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

  

  

（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 

（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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 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。 

 なお、これにより営業損失は22百万円増加、経常損失は1百万円増加、税金等調整前四半期純損失は362百万

円増加しております。また、当会計基準等の運用開始による資産除去債務の変動額は378百万円であります。 

② 受取家賃及び関連費用の計上方法の変更 

 従来、従業員の社宅等に関する支払家賃を販売費及び一般管理費に計上し、従業員の負担分として収受する

受取家賃を営業外収益の「受取家賃」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より当該受取家賃を

販売費及び一般管理費より控除する方法に変更しております。 

 また、従来、不動産賃貸に係る費用は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第１四半期連結会計

期間より営業外費用の「賃貸費用」として計上する方法に変更しております。 

 これらの変更は、営業活動に基づく費用負担の実態をより明確にし、より適切な営業損益計算を行うために

合理的な処理と判断したためであります。 

 これにより、営業損失が36百万円減少しておりますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影

響はありません。  

  

（追加情報） 

 当社は、退職金制度のうち規約型企業年金制度について、平成22年８月１日に確定拠出年金制度及び前払退

職金制度へ移行しました。 

 本移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針

第１号 平成14年１月31日）を適用しております。 

 これにより、特別損失として退職給付制度終了損180百万円を計上しております。  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,781 7,449

受取手形及び売掛金 966 1,102

商品及び製品 2,330 2,489

原材料及び貯蔵品 22 21

その他 202 159

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 11,294 11,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,288 8,086

減価償却累計額 △5,675 △5,329

建物及び構築物（純額） 2,613 2,756

土地 2,140 2,140

その他 2,735 2,736

減価償却累計額 △2,335 △2,270

その他（純額） 399 465

有形固定資産合計 5,153 5,363

無形固定資産 141 158

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,949 5,177

その他 2,632 2,917

貸倒引当金 △67 △71

投資その他の資産合計 7,514 8,022

固定資産合計 12,809 13,544

資産合計 24,104 24,757



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 987 753

未払法人税等 92 136

賞与引当金 74 145

その他 854 990

流動負債合計 2,007 2,025

固定負債   

役員退職慰労引当金 369 353

資産除去債務 375 －

負ののれん 8 13

その他 52 56

固定負債合計 806 423

負債合計 2,813 2,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,478 5,478

資本剰余金 6,962 6,962

利益剰余金 13,439 14,366

自己株式 △926 △861

株主資本合計 24,952 25,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35 △15

土地再評価差額金 △3,624 △3,624

為替換算調整勘定 △2 4

評価・換算差額等合計 △3,662 △3,636

純資産合計 21,290 22,308

負債純資産合計 24,104 24,757



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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

売上高 15,989 14,652

売上原価 5,144 4,819

売上総利益 10,845 9,832

販売費及び一般管理費 10,749 10,103

営業利益又は営業損失（△） 95 △270

営業外収益   

受取利息 25 19

受取配当金 7 12

受取家賃 37 22

負ののれん償却額 15 4

その他 70 56

営業外収益合計 155 116

営業外費用   

固定資産除却損 34 4

店舗閉鎖損失 35 20

賃貸費用 － 20

その他 2 11

営業外費用合計 72 57

経常利益又は経常損失（△） 179 △211

特別利益   

投資有価証券売却益 8 1

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 27 1

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 1 4

減損損失 61 58

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 360

退職給付制度終了損 － 180

特別損失合計 62 604

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（△）

143 △814

法人税、住民税及び事業税 79 79

法人税等調整額 26 △6

法人税等合計 106 73

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △887

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37 △887



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

143 △814

減価償却費 355 339

減損損失 61 58

負ののれん償却額 △15 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △71 △70

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 360

退職給付制度終了損 － 180

売上債権の増減額（△は増加） 88 135

たな卸資産の増減額（△は増加） 67 155

仕入債務の増減額（△は減少） 264 235

その他 194 △49

小計 1,087 525

退職給付制度終了に伴う支払額 － △167

利息及び配当金の受取額 25 28

法人税等の支払額 △49 △109

法人税等の還付額 120 17

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,184 295

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 △1,212

定期預金の払戻による収入 34 103

有形固定資産の取得による支出 △195 △158

有形固定資産の売却による収入 2 7

投資有価証券の取得による支出 △53 △28

投資有価証券の売却による収入 53 26

その他 193 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,097 △961

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 △65

配当金の支払額 △1 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 △104

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84 △773

現金及び現金同等物の期首残高 3,751 4,017

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,836 3,243



該当事項はありません。  

  

当社グループは、報告セグメントが「眼鏡小売事業」のみであるため、記載を省略しております。  

（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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: 愛眼株式会社（9854）平成23年３月期　第３四半期決算短信
	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 -


