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中期経営計画の進捗について（施策面） 

 

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、当社に有形無形の

保護・育成活動（ペアレンティング）を行う長期連帯株主との緊密な連携、支援のもと、

平成 25 年３月 15 日にミドル・シニア層に向けた「アイケア」を軸とした、競合に対して

抜本的な差別化を図る高収益な店舗新モデル、通称「アイケア重視のサービス型店舗モデ

ル」への移行を企図した中期経営計画を策定し、当期各種施策に取り組んでまいりました。 

当中期経営計画については、これまで広告宣伝効果やアイケア重視のサービス型店舗モ

デルへの適応が高い立地の特定など、一定の成果はありましたが、計画で見込んでいた程

の進捗では業績改善は進んでおらず、未だ月次黒字化への道半ばとなり、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、アイケア重視のサービス型店舗モデル

確立への過程で見えてきた事業機会は大きく、別途「中期経営計画の進捗について（計数

面）」にてリリースの通り、11 月の既存店売上昨対実績が、当社記録に残る 2001 年以降で

最高の 108.1%となる等、足元の事業環境は改善傾向が続いております。これら足下の状況

を踏まえ、中期経営計画の施策及び目標計数を一部具体化・修正させて頂くことが、適切

に当社の再生進捗を投資家各位に理解して頂く為に重要であると考え、今般リリースさせ

て頂くことと致しました。本中期経営計画は、経営として目指すべき第一の目標であり、

別途「業績予想の修正に関するお知らせ」にてリリースさせて頂いた、第３、４四半期累

計期間経常黒字化の達成、並びに来期における高収益化を実現すべく、今後全社運動とし

て推進する所存です。 



 第２四半期累計期間までの実績 

 

○ 当中期経営計画における注力テーマ 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ステップは 10 億円以上の固定費削減等、主に前々期に手を打ち、前期は第２ステッ

プを主眼として、店舗改善を行い、当期はこれまでのところ、第３ステップまで取り組み

が進捗しております。 

 

○ 第２四半期累計期間までの課題と成果 

 

第２四半期累計期間における課題と成果としては、以下の通りです。 

 

 コスト面は極めて厳格に管理され、期初予算及び新しい経営体制以前の一昨年水

準と比べても低廉に推移 

 上記第３ステップの基軸としていた、「アイケア重視のサービス型店舗モデル」を

実行に移したが、集客の絶対水準は上昇したものの、非連続的な成長に向けては

トライアル&エラーの段階を脱せず、第２四半期累計期間中は中期経営計画にて期

待した水準には未達 

 当社は 65%と小売業としては極めて営業総利益率の高い業態であり、コストの低減

よりも売上の減少による利益インパクトが大きく、これを主たる原因として、第

２四半期累計期間までの実績は下方修正に至った 

 一方、「アイケアを主軸とした店舗新モデル」そのものの顧客満足度は非常に高く、

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 

過去主に注力した分野 

・ 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

当中計のテーマ分野 
・ 出店



収益向上に効果的な施策の具体化が、想定よりも半年程度遅延したもののほぼ完

了 

 ７月に着任した新社長の強力なリーダーシップを通じ、組織全体の施策実行力の

大幅な向上が図られたこと、ならびに地域密着型商圏中心に顧客への浸透が進ん

だことから、11 月の既存店売上昨対実績は当社記録に残る限り最高の 108.1%に到

達。今後売上の改善と、それに伴う高営業総利益率業態特有の急速な利益回復を

展望できる状況となった 

 

 中期経営計画の具体化概要 

 

○ 戦術面での追加施策 

 

2013 年３月 15 日策定の当中期経営計画の狙いは下記の通りですが、当該狙い自身は顧客

支持も篤く、引き続き変更せず追求して参る所存です。 

 

 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積極的なマーケティング

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 店におよぶ黒字化が困

難な赤字店舗の閉鎖、既存店売上底打ちに成果を挙げている、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 

 

但し、実行に移す段階での戦術面で課題と成果を第２四半期にて認識した事から、下記

について新たに戦術面の重点項目として具体化がなされ、当中期経営計画の大きな要素と

して実行して参ります。 

 

 新社長主導による組織全体の実行力を上げるための仕組み導入 

 「アイケア重視のサービス型店舗モデル」が効きやすい立地を特定し、これを「地

域密着・サービス利便性モデル」として定義。当該立地における店舗新モデルの効

果最大化と、その他の立地における地域密着・サービス利便性の追求を実行。また、

当月の４店舗を皮切りに、該当立地への新店出店加速化 

 オンラインチャネル販売の飛躍的拡大と、オンライン トゥ オフライン（O2O）を企

図したオンラインマーケティングの拡大 



 

○ 新社長主導による組織全体の実行力を上げるための仕組み導入 

 

第 2 四半期累計期間までは、店舗新モデルの導入期ということもあり、施策の実行スピ

ードに課題がありましたが、7月以降の代表取締役社長の交代後、施策取り組みの実行スピ

ードを大幅に改善することができ、これらを拡大継続することで、店舗新モデルの効果の

最大化を実現します。 

 

 従来からの売上・利益に加え、入店、買上げ、単価、再来促進などの KPI（業績評価

指標）にもとづいた、本社戦略・施策の個店別展開を具体的にモニター管理 

 社長直轄の店舗を「天領店舗」と称し、顧客に接するスタッフ全員との直接対話を

通じて、店舗改善施策を打ち出し、本社がこれをサポートする体制を確立（社長直

轄店舗での売上水準は他店舗に比べ、10％増）。地域ごとに「天領店」を中心に周辺

店舗への成功事例を波及 

 スタッフ主導の施策展開を加速するため、メールや iPad、LINE などの IT ツールを

フル活用し、情報や動画配信など、全店を対象に店長ではなくスタッフの直接の施

策提案を促し、成功事例の抽出・横展開と個店の PDCA を迅速に回す仕組みを導入 

 店舗における人材スキルの向上を図るために、全店長スキル評価テストを実施し、

店長のスキル課題を明確化 

 全国店舗におけるレンズ商品知識、検査プロセスの変更のための勉強会の実施、ｉ

Ｐａｄ等情報機材をフルに活用した効果的な教育を実施 

 アパレルなど他業界出身の顧客対応力の高い販売スタッフの拡大により既存スタッ

フ（検査、加工）との分業を図るとともに、既存スタッフの専門スキルを向上 

 

○ 地域密着・サービス利便性モデルと新店出店加速化 

 

アイケア重視のサービス型店舗モデルの成果は、店舗ごとに跛行性が存在し、効果の上

がっている店舗の共通した特性として、地域密着性の高さと、店前交通量の多さがありま

す。この特性を有する典型的な立地は、商店街ならびに近隣顧客の来店数が多いショッピ

ングセンターです。これは、アイケア重視のサービス型店舗モデルが周知され集客とリピ

ートに繋がるには、繰り返しの顧客接触が重要であるからと考えられます。当社はこれを

「地域密着・サービス利便性モデル」と定義し、１)該当立地に関して、店舗新モデルの効

果を最大化すること、２)該当しない立地についても、より地域密着度を上げた施策を実行

することで、店舗新モデルの効果を上げること、３)該当立地への出店を加速すること、の

３点を実行して、売上高の拡大を目指します。 

廉価な眼鏡を物販に特化して大量に販売する、「低単価」「高回転」型の販売店は斯業界

における近年の一つの成功パターンではありますが、当該パターンは高回転を実現する為



に、大規模商圏に立地が限られます。一方、今回定義された「地域密着・サービス利便性

モデル」に該当する立地は、地域密着型商圏で一般的に低家賃であり、比較的高い当社の

単価によって、回転を志向せずとも店舗の黒字化が可能であることに加え、低回転である

がゆえに物販だけでなく、サービスを志向するお客様に時間を掛けた接客が可能になりま

す。そして当該立地は極めて豊富であるのが特徴で、出店余地は大きいと判断しておりま

す。当月には、このモデルに沿って５年ぶりの新店を４店、該当立地に出店する事と致し

ました。当社の店舗網は、過去最大 500 店以上だったものを、不採算店舗の閉鎖により現

状約 300 店まで絞り込んでおりますが、今後は当中期経営計画中に 50 店以上の出店攻勢を

行い、好調な既存店売上に新店効果を上乗せして、全店売上の拡大を図ります。 

 

地域密着型商圏の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シニア層 • 地元商圏中心の行動特性 ↔ 若年層は回遊性が高く、都

心に流出しがち 

アイケアを軸とし

たサービスを支持 
• 顧客接点の継続性が重要 
• 健康への投資の観点で高単

価を許容＝低回転でも可 

↔ サービスが付属しない物

販であれば継続性は不要 
↔ 低単価＝高回転が必要 

ターゲット顧客像 

出店余地 • 比較的小規模な商圏ゆえに

数が多い 
↔ 駅ビル、巨大 SC、繁華街

等は数に限界 

投資・運営コスト • 小規模店舗ゆえ投資コスト

は低く、小商圏であるがゆ

えに家賃も低廉 

↔ 大規模店舗が多く、他テナ

ントとの比較感において

も投資コストは大。優良立

地の為に家賃は高額 

立地魅力度 

売上見込み • 共通性の高い商圏であり、

売上の確度が高い 
↔ 館の集客力、競合する商業

施設の開発動向により売

上の予測が変動しやすい 

当社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域密着型商圏 

新興チェーン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

回遊型大規模商圏 



○ オンラインチャネル・媒体の活用 

 

60・70 代でのネット利用率も 70%を超え、当社メインターゲットであるシニア層におい

てもオンラインチャネル、オンライン媒体の活用は有効です。また、サービスの実施や訴

求の観点でも顧客接点の継続性は重要であり、店舗に加えてオンラインチャネル・媒体に

おける顧客接点の拡大を実行しています。具体的には、当社は複合ＤＢマーケティング（Ｃ

ＲＭ）インフラの活用を徹底することで、より費用対効果の高いＤＭ施策を行うと同時に、

ＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＬＩＮＥ、メールマガジンなどの媒体を活用して、効果的に入店数増

加に繋げる目途がついてきたと認識しております。また、当社のオンラインチャネルにつ

いては、足元抜本的な強化を行った結果、11 月の売上前年比は 182.4%と大幅に伸長してお

り、今後も強化し、有力なチャネルに育成する所存です。 

 

 当社のポジショニング 

 

 近年比較的廉価な３プライス業態の動きが一巡しつつあり、市場・業界全体の過半数を

占め、かつ高齢化社会に伴って人口成長しているシニア層に軸足を置いた従来型チェーン

の業績が回復傾向にあります。また、当該シニア層には、依然としてローカルチェーンや

個人店などが依然として大きなシェアを占める構造になっています。当社は、アイケア重

視のサービス型店舗モデルの浸透施策の具体化によって、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の確立と、高単価プレイヤーの中でも

アイケアを軸とした差別性によって最も支持されるチェーンを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年層 シニア 

物販に特化 

サービス重視 

低価格 3price
業態 

中価格 3price 業態

当社含む従来型
チェーン 

街の眼鏡屋さん  

当社が目指す方向 

ブティック 

高単価 低単価 

高単価 



 計数計画 

 

当社は、営業総利益率が約 65%と高く、売上一単位が与える利益インパクトが大きい収益

構造であるため、店舗新モデルの売上転換の遅延により中間期は大幅な赤字になりました

が、今後は、足元の売上回復トレンドと、上記施策による売上拡大により、これまでとは

逆の順回転に入ることを計画しております。当社競合の３プライス業態については、早期

の業態転換・確立によって、小売チェーンとしては極めて高収益でありますが、当社も順

回転に入れば営業総利益率の高さにより、同様の非連続的な収益改善が出来るものと考え

ております。当然ながら、売上拡大の前提には不確実性が伴いますが、当社の特性として、

売上が拡大すれば非連続的な収益改善が起こる収益構造であることと、足元の改善トレン

ドと、施策面での具体化によって、それが見込める状況になってきたことはご理解頂けれ

ばと存じます。 

従って、当初中期経営計画上の目標である営業利益 9%に変更はありません。但しその時

期としては、当第 2 四半期までの売上立ち上がりの遅れから、半年程度遅延するため、そ

れに基づいて修正を行いました。結果として当第 3,4 四半期累計期間については、経常・

営業黒字転換を見込み、来期については当初中期経営計画で見込んでいた水準からは低下

するものの、引き続き高収益実現を見込んでおります。なお、再来期については、計数計

画の変更はありません。 

また、斯業界においては、11 月に大型の法的整理が発生するなど、従来型チェーンの中

でも選別が始まっております。当社においては、従来型チェーンであった自社を、アイケ

アを軸とした店舗新モデルに変革してきた実績に基づき、かかる業界状況に対し、M&A を一

つの手段として積極的に検討していきます。これにより、物販よりサービスを求める顧客

ニーズに、より幅広いフランチャイズで応えていきたいと考えます。 

資本面については、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。 

                                  単位：百万円 

 平成 25 年 4 月期 

（第 37 期）実績 

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 15,969 16,700 21,000 26,000

営業利益 △1,607 △1,000 1,100 2,300

経常利益 △1,654 △1,270 900 2,300

当期純利益 △2,292 △1,500 700 2,100

営業利益率 △10% △6% 5% 9%

出店数 0 10 25 40

 



 

 株主様への還元計画 

 

依然として自己資本を充実すべき状態であり、先ずは黒字化/再生に集中致しますが、黒

字化定着後は、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

方針で株主価値最大化を実現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 

 

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 


