
2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年5月14日

上場会社名 株式会社シンシア 上場取引所 東

コード番号 7782 URL https://www.sincere-vision.com

代表者 （役職名） 代表取締役執行役員社長 （氏名） 中村　研

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員管理部長 （氏名） 荒井　慎一 TEL 03(5615)9059

四半期報告書提出予定日 2021年5月14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

（百万円未満切捨て）

1. 2021年12月期第1四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年3月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第1四半期 1,015 5.6 27 50.6 18 △20.5 9 △23.2

2020年12月期第1四半期 962 △9.4 18 182.6 23 253.3 12 261.4

（注）包括利益 2021年12月期第1四半期　　58百万円 （756.6％） 2020年12月期第1四半期　　6百万円 （219.2％）

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

2021年12月期第1四半期 1.59 1.57

2020年12月期第1四半期 2.09 2.06

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年12月期第1四半期 2,777 1,945 70.0

2020年12月期 2,897 1,967 67.9

（参考）自己資本 2021年12月期第1四半期 1,945百万円 2020年12月期 1,967百万円

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

2020年12月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00

2021年12月期 ―

2021年12月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2020年12月期期末配当金の内訳　　普通配当７円00銭　　特別配当６円00銭

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 4,283 2.3 256 22.2 254 18.0 176 23.7 28.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期1Q 6,862,200 株 2020年12月期 6,862,200 株

② 期末自己株式数 2021年12月期1Q 594,211 株 2020年12月期 594,140 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期1Q 6,268,023 株 2020年12月期1Q 6,208,060 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、人々の移動や

経済活動が著しく抑制されたことから個人消費並びに企業収益が大きく収縮し、経済活動回復に向けた動きは鈍

く、足元においても、変異株の拡大によって新型コロナウイルスの感染者数は再び増加傾向にあり、３回目の緊急

事態宣言が４都府県に発令される等、先行きは不透明な状況が継続しております。

また、世界経済については、多くの国と地域で感染症拡大防止のための経済活動の規制や自粛が行われ、加えて

米中の対立や中東における地政学的なリスクが高まる懸念などもあり、市場の回復は緩やかなものとなりました。

コンタクトレンズ業界におきましては、急速な少子高齢化に伴う人口減少が進んでいるものの、１日使い捨てタ

イプコンタクトレンズへのニーズのシフトが継続していることや近視人口の急激な増加・若年化が進んでいるこ

と、また、カラーコンタクトレンズ市場の拡大等もあり、コンタクトレンズ市場全体は緩やかながら成長基調にあ

るものと推測しております。しかしながら、価格、販路、広告戦略等々における各メーカー間の競争が激化してい

ることに加え、新型コロナウイルス感染症拡大により外出自粛の動きが広がるなど当社を取り巻く環境は厳しい状

況が継続しております。

このような状況の中、当社グループの状況は、新型コロナウイルス感染症が経済活動に与える影響は依然として

続いており、当社ブランドのカラーコンタクトレンズの売上高は116,984千円（前年同四半期比15.0％減）となり

ました。また、プライベートブランド商品の売上高は、販売各社における販売計画の遅延等により425,391千円

（同7.6％減）となりました。一方で、当社主力商品であるシリコーンハイドロゲル素材コンタクトレンズ

「SINCERE 1DAY S」の売上高が203,476千円（同67.3％増）、ドラッグストア専売コンタクトレンズである「1Day

EyeWell」シリーズの売上高が42,292千円（同10.5％増）などと順調に拡大し、当社ブランドのクリアレンズ全体

の売上高は473,427千円（同29.9％増）となりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が1,015,803千円（同5.6％増）となりました。利益

面は、海外子会社における棚卸資産の評価損13,549千円を計上したものの「SINCERE 1DAY S」を中心に当社ブラン

ドのクリアレンズが順調に拡大していることや、コストの見直しを進め販売費及び一般管理費の削減に努めたこと

などにより営業利益は27,538千円（同50.6％増）となりました。しかしながら急激な円安により為替差損を12,566

千円計上したことなどにより経常利益は18,412千円（同20.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は9,939

千円（同23.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は2,643,299千円となり、前連結会計年度末に比べ117,039千円減

少いたしました。これは主に商品が216,572千円、デリバティブ債権が44,723千円それぞれ増加したものの、現金及

び預金が385,378千円減少したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は133,706千円となり、前連結会計年度末に比べ3,090千円減少い

たしました。これは主に本社移転に係る有形固定資産の取得額22,136千円、投資その他の資産のその他に含まれる

差入保証金が5,351千円それぞれ増加したものの、繰延税金資産が30,042千円、減価償却等により有形固定資産及び

無形固定資産が2,385千円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は2,777,006千円となり、前連結会計年度末に比べ120,129千円減少いたしました。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は661,948千円となり、前連結会計年度末に比べ82,315千円減少い

たしました。これは主にその他に含まれる前受金が84,237千円増加したものの、未払法人税等が79,971千円、その

他に含まれる未払給与が45,209千円、その他に含まれる未払消費税等が37,458千円それぞれ減少したことによるも

のであります。

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は170,000千円となり、前連結会計年度末に比べ15,000千円減少い

たしました。これは長期借入金が15,000千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は831,948千円となり、前連結会計年度末に比べ97,315千円減少いたしました。
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(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,945,057千円となり、前連結会計年度末に比べ22,814千円減

少いたしました。これは主に繰延ヘッジ損益が51,990千円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益

9,939千円の計上及び剰余金の配当81,484千円により、利益剰余金が71,545千円減少したことによるものでありま

す。

この結果、自己資本比率は70.0％（前連結会計年度末は67.9％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2021年２月12日の「2020年12月期決算短信」で公表いたしました連結業

績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,155,827 770,448

受取手形及び売掛金 679,097 655,032

商品 557,782 774,354

貯蔵品 122,902 123,870

前渡金 13,758 ―

未収還付法人税等 2,953 3,128

デリバティブ債権 ― 44,723

外国為替差入証拠金 230,168 245,242

その他 55,104 85,266

貸倒引当金 △57,256 △58,768

流動資産合計 2,760,338 2,643,299

固定資産

有形固定資産 15,895 36,415

無形固定資産 7,264 8,389

投資その他の資産

繰延税金資産 61,825 31,782

その他 52,670 57,118

貸倒引当金 △859 ―

投資その他の資産合計 113,637 88,901

固定資産合計 136,797 133,706

資産合計 2,897,135 2,777,006
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 160,978 166,286

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 82,520 2,548

デリバティブ債務 33,922 ―

賞与引当金 9,380 23,624

その他 197,463 209,488

流動負債合計 744,264 661,948

固定負債

長期借入金 135,000 120,000

長期預り保証金 50,000 50,000

固定負債合計 185,000 170,000

負債合計 929,264 831,948

純資産の部

株主資本

資本金 273,422 273,422

資本剰余金 325,642 325,642

利益剰余金 1,765,101 1,693,556

自己株式 △373,862 △373,911

株主資本合計 1,990,304 1,918,710

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △22,494 29,495

為替換算調整勘定 61 △3,148

その他の包括利益累計額合計 △22,433 26,347

純資産合計 1,967,871 1,945,057

負債純資産合計 2,897,135 2,777,006
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（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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 962,162 1,015,803

売上原価 651,004 693,590

売上総利益 311,158 322,213

販売費及び一般管理費 292,869 294,675

営業利益 18,288 27,538

営業外収益

受取利息 437 119

デリバティブ評価益 7,680 3,710

その他 160 285

営業外収益合計 8,277 4,114

営業外費用

支払利息 696 482

為替差損 1,708 12,566

貸倒引当金繰入額 47 ―

その他 951 191

営業外費用合計 3,403 13,240

経常利益 23,162 18,412

税金等調整前四半期純利益 23,162 18,412

法人税、住民税及び事業税 1,803 1,375

法人税等調整額 8,411 7,097

法人税等合計 10,215 8,473

四半期純利益 12,947 9,939

親会社株主に帰属する四半期純利益 12,947 9,939
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 12,947 9,939

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 △6,690 51,990

為替換算調整勘定 598 △3,210

その他の包括利益合計 △6,091 48,780

四半期包括利益 6,855 58,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,855 58,720

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収

束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

　


