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中期経営計画の策定と、眼鏡補聴器革新機構株式会社との 

連携強化に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 1 月 31 日に新たな資本関係と経営体制に移行し、平成 25 年 4 月期（第 37
期）を、事業再生に向けた第一期として位置付けて、各種施策に取り組んでまいりました。 

この第 3 四半期までは、未だ月次黒字化への道半ばであり、投資家の各位には多大なるご心配

をお掛けしております。しかし、今期の様々な取り組みの過程で見えてきた事業機会は大きく、足

元の事業環境を踏まえた上で、眼鏡ビジネスの抜本的な革新を期した中期経営計画を今般策定

致しました。本中期経営計画を、今後全社運動として推進する所存です。また、当社の主要株主

にサービスを提供するアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（以下、「AP LLP」という。）が

構想する眼鏡、補聴器業界の革新に向けてのプラットフォームカンパニーである眼鏡補聴器革新

機構株式会社（以下、「EHI」という。）から、追加的な経営面・資金面の支援を頂戴しております。

本点も、本中期経営計画実行に当たっての重要な基盤である為、併せてリリース申し上げます。 

 



 第 3 四半期までの実績 

 

○ これまでの進捗 

 

当社の事業再生は、下記のステップを踏んで実施してきております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでのところ、第 3 ステップの一部まで進捗しております。また、足元の状況は、従来男性シ

ニア層かつ再来客に縮小していた顧客層が、女性に拡大し、加えて新規顧客、ミドル層に拡大し

つつあります。主要な進捗内容は、以下の通りです。 

 

 構造改革により 10 億円以上の固定費削減を行って、コスト構造を改善 

 店舗全体の収益構造については、マス広告でカバー出来ない孤立エリアの赤字店

の抜本的閉鎖により店舗ポートフォリオを改善し、売上の大きい関東エリアに集

中 

 売上に関しては、来店客数の低下により予想を下回ったが、マス広告効果および

個店ごとの立地・商圏特性を踏まえたきめ細かな施策展開により、足元の売上は

昨対ベースで回復傾向。また、商品面において、低価格帯の取り扱いを止め、

12,600 円からの品揃えを一新した結果、店舗内での買上率が向上し、価格競争と

は一線を画した顧客満足につながる効率的な店舗施策が進捗 

 上期の先行リニューアルの結果を踏まえて、下期 22店のリニューアルを実行中。

下期のリニューアルにおいては、平均で 30%程度の眼鏡売上拡大を達成。また、

2012 年 12 月から、関東を中心にマス広告を再開し、実施エリアでは 15%以上の売

上拡大を創出、リニューアルと併せ、当社が不得意としていた女性層の再獲得効

果を確認 

1.コスト構造および財務体質の改善 

2.店舗の質の向上（顧客化） 

3.店舗の質向上の認知の拡大（集客） 

4.店舗数の拡大 

今期主に注力した分野 

・ 固定費削減 
・ 赤字店退店 
・ サイト安定化 

・ 商品入替 
・ 接客改善 
・ サービス開発 

・ マス広告 
・ リニューアル 
・ 店舗新モデル 本中計のテーマ分野 

・ 出店 



今後は、より一層の店舗運営管理強化により足元の昨対ベースでの売上回復傾向を確実なも

のとするとともに、リニューアルの量的拡大と、商品・マーケティング・サービスとの統合による質的

拡充を推進してまいります。 

 

○ 市場全体の認識 

 

市場規模は数年前より縮小から横ばいに転じており、価格競争は一巡した状況です。当社にお

いても、今期は低価格帯の商品の取り扱いを止めた上でなお来店購買率が上昇傾向にあります。

また、市場の内訳としては、人口減少が進み、かつ購入単価が安い若年層から、人口増が見込め、

かつ購入単価が高いシニア層の比率が徐々に高まるものと予想しております。 

 

○ 中期経営計画の狙い 

 

上述の今期実績、及び市場の状況を踏まえ、本中期経営計画は、ミドル・シニア世代を中心タ

ーゲットとし、差別性のある商品・サービスを、外装リニューアルやマーケティングにより統合した上

で、当該統合新モデルの認知拡大することによる売上拡大と、出店再開による規模の利益の享受

を主たる狙いとして策定しております。 

 

 これまでの取り組みのうち、確実に成果につながる施策を統合し、市場において成

長しているミドル・シニア層に向け「アイケア」を軸に、競合に対して抜本的な差

別化を図る高収益な統合新モデルの展開を計画 

 積極的な集客のための「アイケア」ニーズを顕在化させるマーケティングと、店舗

においてこれらのニーズをみたすソリューション提供体制構築による差別化による

店舗の収益率の向上 

 全店リニューアルをめざした量的拡大と、高収益モデルによる出店の再開 

 本社を中心とする徹底的なコスト削減策の継続実施、累計 70 店におよぶ赤字店舗の

閉鎖、店頭訴求、商品、接客など個店別に異なるきめ細かな施策展開等、積み上げ

での収益構造改善を継続 



 中期経営計画概要 

 

今後の施策展開としては、前述のステップ 1 を継続徹底し、収益構造基盤を確立するこ

とを前提に、ステップ 2，3をさらに進化させ、既存店をより高収益な店舗の新モデルに転

換した上で、本格的な出店を図っていく予定です。 

 

○ ターゲット顧客層の再定義と当社の強みの活用 

 市場として拡大しているミドル・シニア世代を改めて主要ターゲットとして再定義 

 中でも、この層の約半分を占める「ファッション性」よりも検眼やフィッティング

を初めとする「アイケア」を重視する顧客層は、すでに当社の主要な顧客基盤 

 こうした顧客層に対して、当社の強みをより一層生かすことでさらなる顧客基盤の

拡大を十分見込める 

 

○ 施策概要 

1. オペレーションの改善とリニューアル 

 本部サポートによる個店毎に特定された店頭訴求、商品、接客などの課題解決、

施策展開により単価・件数を増加 

 第４四半期中に、従来のフルリニューアルに加え、看板変更を主体としたミ

ニリニューアルを含め関東中心に累計６２店のリニューアルが完了する予定 

 今後は前述の新しい店舗モデルの展開に先行して、関東におけるリニューア

ルを進め、さらには全店拡大に向けて量的拡大を図る 

 

2. マーケティングと店舗サービスの最適化ビジネス（店舗）モデルの構築 

① 集客のためのマーケティング 

 主要な顧客基盤たるミドル・シニア世代をより明確にターゲットとするこ

とで、アイケアに関する個々の顧客の潜在ニーズを顕在化させ、新規数及

び再来数をさらに一段拡大させる 

 顧客への訴求という観点からは、既存店舗の質の向上が図れてきたことを

踏まえ、現在、改装と連動したＴＶ広告の再開、タレントを新広告キャラ

クターに起用した新しいクリエイティブによる広告を展開中 

 今後はこれにとどまらず、地域・商圏毎の広告宣伝媒体の多様化と相乗効

果の最適化など、より一層対外訴求を重視 

 新規獲得に向けてはミドル・シニア層に適した「アイケア」を中心とした

商品・サービスのマス向けの打ち出し、再来確保に向けてはウエブを中心

とした展開を重視し、有用な顧客データをもとにした情報配信、商品・サ

ービスやソリューション提案を直接顧客とやりとりすることにより、実質

的な商圏の拡大および広告宣伝効果の効率向上を図る 



② 顧客化のための店舗サービスの最適化 

 集客のあり方の進化に伴い、店舗のあり方も従来の小売りの物販型モデル

にとらわれず、付加価値のあるサービスを重視し、ＩＴの活用と人材の専

門化を通じてコストを抑制しながら売上げが向上する収益モデルへの変

更を図る 

 顧客への付加価値の提供という観点からは、集客施策により顕在化する顧

客のニーズに対して、「アイケア」ニーズに対応した競合と差別化可能な

レンズ製品の品揃えやミドル・シニア層に適した企画開発型のオリジナル

フレーム商品の拡大を推進 

 商品ラインの変更と平仄を合わせ、商品・サービスの価値を積極的に上げ、

一部競合よりも絶対水準として高い価格あたりの価値を高くし、買上げ率

を一段と拡大させる 

 結果として、坪効率も向上させ、より面積の小さい店舗における店舗展開

が可能となる 

 

3． 出店 

 出店については、閉鎖や改装による既存店の構造改革および既存店の新モデル

への転換による売上げ拡大に一定の目処がつき次第、投資対効果の高い新モデ

ルでの出店を再開する予定 

 また、M&A による店舗の獲得も機会に応じて検討 



○ 新モデルによる効果イメージ 

 

FY2012 型リニューアルは主に店舗外観や陳列等の外見の改善でしたが、安定した増収効

果が表れております。今後は、更に商品、サービス面の革新的改善と、その認知拡大を組

み合わせることで、新モデルにおいては店舗売上の大幅拡大を目指します。 

 

 

外見の改善

既存店舗眼鏡売上 
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グによる認知
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+30%  +30-50% インパクト 
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業界トップ

水準 

業界トップ

の 7-8 割水準
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既存店舗 
FY2012 型 

リニューアル 新モデル 

ミドル・シニア層を

ターゲットとする

「アイケア」軸での

差別化をねらったマ

ーケティングによる

認知拡大と商品・サ

ービスの拡充 



○ 新モデル後のポジショニング 

 

近年３プライス業態の動きと若年・中年層中心のヒット商品が顕著である一方、市場・

業界全体としてはシニアが過半数以上でかつ成長市場、及びローカルチェーンや個人店な

どが依然として過半数以上を占める構造になっています。当社は、新モデル導入を契機に、

シニア・ミドル層の深耕と、ローカルチェーン・個人店が抱えるサービス重視の顧客層へ

の認知強化を図り、低中価格３プライス業態と明確に差別化されたポジショニングを確立

する所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計数計画 

 

前述の新モデル移行により店舗あたり売上げの大幅拡大することで、固定費圧縮による損益分

岐点低減効果とあいまって、来期からの黒字転換およびその後の高収益体質への転換を目指しま

す。尚、新モデル含む本計画実行に必要な投資・費用は織り込んでおります。更に、出店再開に

より、3 期後には売上 260 億円、の営業利益率 9%を見込みます。また、利益の積み立てと外部資

本調達等を通じて自己資本の充実に努め、早期の債務超過解消を目指します。これら資本増強

に向けた諸施策は、現在検討中であり、決定次第開示致します。なお、黒字定着後は、当社は過

去の繰越損失が存在する為、繰延税金資産の認識という形で、結果的には利益以上に自己資本

が積み上がるものと想定しております。 

若年層 シニア 

価格、簡便さ 
重視 

サービス、 
こだわり重視 

低価格 3price
業態 

 

中価格 3price 業態

当社含む従来型
チェーン 

ローカルチェーン・個人店  
当社が目指す方向 

専門店 

高単価 低単価 

高単価 



                                  単位：百万円 

 平成 25 年 4 月期 

（第 37 期）予想 

平成 26 年 4 月期

（第 38 期） 

平成 27 年 4 月期

（第 39 期） 

平成 28 年 4 月期

（第 40 期） 

売上高 16,064 18,000 22,000 26,000

営業利益 △1,539 900 2,000 2,300

経常利益 △1,569 900 2,000 2,300

当期純利益 △2,300 700 1,800 2,100

 

営業利益率 △9.6% 4.6% 9.0% 9.0%

出店数 0 ～20 20 20

 

 

 株主様への還元計画 

 

引き続き、株主価値の最大化を経営上の重要政策にしております。具体的には、下記方針で推

進して参りたいと存じます。 

 

・ 適切な IR 継続かつ充実した開示による情報の非対称性の削減 

・ 高い ROE 高マージン × 高アセット回転 × 高レバレッジによる高 ROE の実現 

・ 成長性 成長性によるマルチプルの拡大 

・ 株主還元 黒字定着後、成長余地次第での復配 

 

 眼鏡補聴器革新機構(EHI)との連携について 

 

当社は、眼鏡、補聴器業界の革新に向けて、経営ノウハウと資金を有し、業界特化型経営コン

サルティング・実行支援と、それに付随する投融資を業とする EHI から、支援を受けております。本

中期経営計画にもご賛同を頂き、今後リニューアル、店舗新モデル構築、商品政策等の分野で、

ノウハウ供与を受ける予定です。併せて、本計画実行に向けた追加的資金支援を頂戴し、総額が

10 億円を超えております。中期経営計画実行の観点で、一定の重要度があると判断致しましたの

で、本点も併せてリリース申し上げます。 

 

 

 

 

 



○ 当社グループと EHI の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ EHI の概要 

 

【眼鏡・補聴器革新機構株式会社(EHI)】  
（１）社 名：眼鏡・補聴器革新機構株式会社  
（２）代 表 者：代表取締役 猪熊英行  
（３）本社所在地：東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 虎ノ門タワーズオフィス 17F  
（４）設 立 年 月：2012 年 8 月  

（５）事 業 内 容：経営コンサルティング業、有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 

 

注)  本資料で記載している業績予測ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき

当社が判断した予測であり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。そのため、さまざ

まな要因の変化により、実際の業績は記載されている将来見通しとは大きく異なる結果とな

る可能性があることをご承知おきください。 

以 上 

当社グループ 
眼鏡補聴器 

革新機構 

業務支援 
・ リニューアル 

・ 店舗新モデル構築 

・ 商品政策 

・ 提携先開拓 

事業資金支援 
・ 本日までに 12 億円実行済 


