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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,832 △0.2 48 ― 32 ― 45 58.8
23年3月期第1四半期 2,838 6.4 △17 ― △45 ― 28 65.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 73百万円 （151.5％） 23年3月期第1四半期 29百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.89 ―
23年3月期第1四半期 3.71 ―

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

24年3月期第1四半期 14,505 5,560 38.3 721.90
23年3月期 14,792 5,524 37.3 717.29
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,560百万円 23年3月期  5,524百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,000 1.0 50 96.1 20 582.6 10 △76.1 1.30
通期 12,500 5.8 260 18.9 200 21.9 140 21.9 18.18
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(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 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）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。詳細は、添付資料の3ページを参照してください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
は終了しております。 

※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、現時点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、業況 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の1～10ページを参照して下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社メガサーチ

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 9,112,000 株 23年3月期 9,112,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,409,727 株 23年3月期 1,409,727 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,702,273 株 23年3月期1Q 7,702,367 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による製造業をはじめとしたインフラ被害や、

原発事故に伴う電力供給不安が国内全体に多大な影響を及ぼし、先行き不透明なまま推移をいたしました。また、

個人消費におきましても震災による自粛や不要不急の選別消費により、低調なまま推移をいたしました。  

  コンタクトレンズや眼鏡業界におきましても、販売競争激化による小売市場での販売価格低下等、厳しい状況が

続いております。 

  このような状況の中、当社グループといたしましては、平成24年３月期を『スピードを更に上げて成長に挑む』

年とし、広告宣伝費の投下と個別店舗戦略の遂行及び海外輸出体制の本格稼働による売上の拡大、加えて製造工程

における直行率向上等の原価低減策により利益増強を図り、事業基盤の更なる強化に取組んでおります。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,832百万円（前年同期比0.2％減）となりましたものの、営業

利益48百万円（前年同期営業損失17百万円）、経常利益32百万円（前年同期経常損失45百万円）、四半期純利益に

つきましても、45百万円（前年同期比58.8％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （コンタクトレンズ・ケア用品） 

 コンタクトレンズ・ケア用品については、広告宣伝費投下による営業活動のサポート等の効果により「シードワ

ンデーピュア」や「シードワンデーファイン」が伸長し、コンタクトレンズの売上高は9.6％増となりました。し

かしながら、ケア用品においては、販売競争激化により売上高は56.3％減と大幅に落ち込む結果となり、全体の売

上高は2,260百万円（前年同期比2.9％減）と減収となりました。 

 ただし、営業利益につきましては、継続して取り組んでおります原価低減効果や経費の効率使用によって119百

万円（前年同期比53.6％増）と増益となりました。 

 （眼鏡） 

 眼鏡につきましては、主力フレームの「ビビッドムーン」、「プラスミックス」の春夏モデル新作フレームの投

入や新規取引先獲得等により、売上高は387百万円（前年同期比13.8％増）となり、これにより粗利益も増加した

ことで営業利益は22百万円（前年同期比83.3％増）となりました。 

 （その他） 

 その他につきましては、眼内レンズの減少はありましたものの、子会社携帯電話部門において、スマートフォン

による市場伸長によって売上高も増加したため、売上高全体では184百万円（前年同期比7.8％増）となりました。

利益につきましても、㈱シードアイサービスと㈱メガサーチの合併による合理化効果等により、営業損失13百万円

（前年同期営業損失30百万円）と改善されました。 

（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１四半期連結会計期間末における資産の残高は、14,505百万円となり、前連結会計年度末から287百万円の

減少となりました。主な要因として、現金及び預金の減少302百万円（999百万円から696百万円）や有形固定資産

の減価償却に伴う減少77百万円（6,953百万円から6,875百万円）によるものであります。 

 負債につきましては、8,944百万円となり、322百万円の減少となりました。主な要因として、長短借入金の減少

261百万円（4,269百万円から4,007百万円）によるものであります。 

 純資産につきましては、5,560百万円となり、35百万円の増加となりました。主な要因として、その他有価証券

評価差額金の増加28百万円が挙げられます。 

②キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、696百万円となりまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 （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、173百万円となりました。これは主に、減価償却費の内部留保効果によるもの

であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、139百万円となりました。これは主に、事業用不動産の追加取得によるもので

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、337百万円であります。これは主に、借入金の返済によるものであります。 

１．当四半期決算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24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月16日に公表いたしました連結業績予想から変更はあり

ません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 ㈱シードアイサービスと㈱メガサーチは、平成23年４月１日付にて、㈱シードアイサービスを存続会社とする吸

収合併方式により合併をし、㈱メガサーチは解散をしております。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高については、当第１四半期連結会計期間末の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ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

②たな卸資産の評価方法については、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

③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につきましては、まず、法人税等の算出については、

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。また、繰延税金資産の回収

可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた

場合には、前連結会計年度において使用した業績予測やタックス・プランニングに当該影響を加味して算出した

ものを利用する方法によっております。 

④固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 999,097 696,337

受取手形及び売掛金 1,897,598 1,851,157

商品及び製品 1,500,071 2,025,009

仕掛品 692,727 203,029

原材料及び貯蔵品 123,876 156,011

未収入金 191,059 204,628

その他 472,376 492,889

貸倒引当金 △84,544 △84,574

流動資産合計 5,792,261 5,544,487

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,954,181 1,917,332

機械装置及び運搬具（純額） 1,852,620 1,746,486

土地 2,765,992 2,857,378

リース資産（純額） 234,724 196,527

建設仮勘定 － 11,315

その他（純額） 145,744 146,372

有形固定資産合計 6,953,263 6,875,412

無形固定資産 67,617 58,587

投資その他の資産 1,978,964 2,026,554

固定資産合計 8,999,845 8,960,554

資産合計 14,792,107 14,505,042

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 743,117 733,414

短期借入金 2,965,986 2,581,521

リース債務 131,036 102,269

未払法人税等 63,221 11,346

賞与引当金 126,710 58,850

その他 587,563 700,958

流動負債合計 4,617,633 4,188,360

固定負債   

社債 2,300,000 2,300,000

長期借入金 1,303,358 1,426,224

リース債務 83,457 69,876

退職給付引当金 835,632 847,870

役員退職慰労引当金 52,539 40,244

その他 74,724 72,212

固定負債合計 4,649,711 4,756,426

負債合計 9,267,345 8,944,787
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,841,280 1,841,280

資本剰余金 2,474,160 2,474,160

利益剰余金 1,636,012 1,642,892

自己株式 △445,526 △445,526

株主資本合計 5,505,926 5,512,806

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,835 47,448

その他の包括利益累計額合計 18,835 47,448

純資産合計 5,524,762 5,560,255

負債純資産合計 14,792,107 14,505,042

Page 5 of 1011758199_第１四半期決算短信_20110812140420

2011/08/12https://works1.pronexus.co.jp/WebApp/Pages/OpMngmnt/SW_CreateHTMLReportStart....

－ 5 －

㈱シード（7743）　平成24年3月期 第1四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,838,842 2,832,539

売上原価 1,612,172 1,578,228

売上総利益 1,226,670 1,254,310

販売費及び一般管理費 1,243,752 1,205,740

営業利益又は営業損失（△） △17,082 48,570

営業外収益   

受取利息 532 313

受取配当金 890 1,717

受取賃貸料 24,210 23,715

為替差益 4,899 4,355

その他 10,069 2,454

営業外収益合計 40,602 32,556

営業外費用   

支払利息 32,594 18,867

社債利息 － 8,027

賃貸費用 34,761 19,904

その他 2,124 1,778

営業外費用合計 69,480 48,578

経常利益又は経常損失（△） △45,960 32,548

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19,635 －

固定資産売却益 33,696 －

特別利益合計 53,332 －

特別損失   

和解金 － 7,250

特別損失合計 － 7,250

税金等調整前四半期純利益 7,371 25,298

法人税、住民税及び事業税 6,888 7,520

法人税等調整額 △28,060 △27,560

法人税等合計 △21,171 △20,039

少数株主損益調整前四半期純利益 28,543 45,338

四半期純利益 28,543 45,338
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 28,543 45,338

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 864 28,613

その他の包括利益合計 864 28,613

四半期包括利益 29,407 73,951

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,407 73,951
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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 7,371 25,298

減価償却費 224,177 215,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,064 △633

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,852 12,238

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,700 △67,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,777 △12,295

受取利息及び受取配当金 △1,423 △2,030

支払利息 32,594 26,895

有形固定資産売却損益（△は益） △33,696 －

売上債権の増減額（△は増加） 137,870 46,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 136,453 △67,375

仕入債務の増減額（△は減少） 98,070 △9,702

その他 △53,343 93,406

小計 575,784 259,164

利息及び配当金の受取額 1,423 2,030

利息の支払額 △32,637 △33,776

法人税等の支払額 △26,072 △53,533

法人税等の還付額 1,054 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 519,553 173,884

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 △10,641 △143,931

有形固定資産の売却による収入 35,430 －

投資有価証券の取得による支出 △149 △208

貸付金の回収による収入 13,790 4,412

その他 △16,074 61

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,353 △139,665

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） 19,296 △16,665

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △197,202 △244,934

自己株式の取得による支出 △28 －

配当金の支払額 △33,326 △33,108

リース債務の返済による支出 △31,387 △42,348

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,647 △337,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 499,259 △302,759

現金及び現金同等物の期首残高 351,069 999,097

現金及び現金同等物の四半期末残高 850,328 696,337
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 該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．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 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないセグメントであり、眼内レンズや携帯電話事業等を含んでお

ります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部や経理・情報システム部等の管理部門に係る費

用であります。  

  

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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

  

報告セグメント 

その他（注） 合計 
コンタクトレン
ズ・ケア用品 

眼鏡 計 

売上高           

外部顧客への売上高 2,327,432 340,160 2,667,592  171,249 2,838,842

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － －  － －

計 2,327,432 340,160 2,667,592  171,249 2,838,842

セグメント利益又は損失（△） 77,890 12,128 90,018  △30,393 59,625

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 90,018

「その他」の区分の利益 △30,393

セグメント間取引消去 －

のれんの償却額 －

全社費用（注） △76,707

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業利益 △17,082
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないセグメントであり、眼内レンズや携帯電話事業等を含んでお

ります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部や経理・情報システム部等の管理部門に係る費

用であります。  

  

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。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

（単位：千円）

  

報告セグメント 

その他（注） 合計 
コンタクトレン
ズ・ケア用品 

眼鏡 計 

売上高           

外部顧客への売上高 2,260,741 387,198 2,647,940  184,598 2,832,539

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － －  － －

計 2,260,741 387,198 2,647,940  184,598 2,832,539

セグメント利益又は損失（△） 119,632 22,230 141,862  △13,351 128,511

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計 141,862

「その他」の区分の利益 △13,351

セグメント間取引消去 －

のれんの償却額 －

全社費用（注） △79,940

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業利益 48,570

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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