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１．平成１８年９月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日）

(1) 連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 34,699 △2.1 4,737 △14.8 5,038 △12.4

17年 9月中間期 35,460 △1.5 5,558 △8.2 5,751 △9.1

18年 3月期 68,011 9,243 9,842

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期 3,103 1.5 58 65 58 40

17年 9月中間期 3,058 △8.8 58 27 57 83

18年 3月期 5,594 105 97 105 30

（注）①持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円 17年 9月中間期 －百万円 18年 3月期 －百万円 

②期中平均株式数 (連結) 18年 9月中間期 52,921,353株 17年 9月中間期 52,484,940株 18年 3月期 52,669,006株 

③会計処理の方法の変更　　 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年 9月中間期 67,376 56,366 83.4 1,061 37

17年 9月中間期 64,760 53,347 82.4 1,009 97

18年 3月期 65,131 54,672 83.9 1,033 21

（注）期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 52,946,971株 17年 9月中間期 52,821,024株 18年 3月期 52,903,123株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 3,555 228 △1,586 25,758

17年 9月中間期 4,839 △105 △853 22,870

18年 3月期 7,436 △478 △2,456 23,544

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 15社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

２．平成１９年３月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 66,941 7,926 4,193

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　79円20銭

※ 　上記に記載した予想数値は、発表日現在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５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社及びその他の関係会社）は、当社（株式会社三城）、子会社17社及び関連会

社１社並びにその他の関係会社１社により構成されており、主要な事業内容は、眼鏡小売業であります。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

会社名 主な事業の内容

㈱三城（当社） 国内における眼鏡小売業

㈱グレート建設 総合建設業・内装仕上業

PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH ドイツ国における眼鏡小売業

MIKI, INC. アメリカ合衆国（ハワイ州）における眼鏡小売業

PARIS MIKI AUSTRALIA PTY. LTD. オーストラリア国における眼鏡小売業

PARIS-MIKI LONDON LTD. イギリス国における眼鏡小売業

OPTIQUE PARIS MIKI（M）SDN BHD マレーシア国における眼鏡小売業

PARIS MIKI OPTICAL INTERNATIONAL LTD. 中国（香港）における眼鏡小売業

上海巴黎三城光学有限公司 中国における眼鏡レンズ製造業・眼鏡小売業

巴黎三城眼鏡股份有限公司 台湾における眼鏡小売業

MIKI PARIS S.A.R.L. フランス国における眼鏡小売業

OPTIQUE PARIS-MIKI（S）PTE. LTD. シンガポール国における眼鏡小売業

PARIS MIKI（INTERNATIONAL）SA 市場調査・事業開発

PARIS MIKI OPTICAL（THAILAND）LTD. タイ国における眼鏡小売業

㈱オーナーズ・サポーター 業務用安全眼鏡の販売・レンタル業

上海巴黎三城眼鏡有限公司 中国における眼鏡小売業

上海巴黎三城商貿有限公司 中国における眼鏡小売業

MIKISSIMES S.A. 市場調査・事業開発

DIANE OPTICAL INC. 韓国における眼鏡小売業

㈱ルネット 国内における健康飲料水の販売・損害保険代理業
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　企業集団の概要図は次のとおりであります。

　　（販売）

　　（販売・レンタル） （役務提供）

 PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH

 MIKI,INC.

 PARIS MIKI AUSTRALIA PTY.LTD.

 PARIS-MIKI LONDON LTD.

 OPTIQUE PARIS MIKI(M)SDN BHD （商　　　品）

 PARIS MIKI OPTICAL INTERNATIONAL LTD.

 巴黎三城眼鏡股ｲ分有限公司

 MIKI PARIS S.A.R.L.

　 （販売）  OPTIQUE PARIS-MIKI(S)PTE.LTD.

 PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)LTD.

 上海巴黎三城光学有限公司
（商　　　品）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商　　　品）

 上海巴黎三城眼鏡有限公司

 上海巴黎三城商貿有限公司

（役務提供）

 PARIS MIKI(INTERNATIONAL)SA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（役務提供）

 MIKISSIMES S.A.

 DIANE OPTICAL INC.

　連結子会社

　非連結子会社で持分法非適用会社

　関連会社で持分法非適用会社

　その他関係会社

 ㈱ルネット

（商　　　品）

海
　
　
　
外
　
　
　
顧
　
　
　
客

国
　
内
　
顧
　
客

 ㈱オーナーズ・サポーター

㈱
　
三
　
　
　
城
　
　
　

（
　
　
当
　
　
社
　
　

）

 ㈱グレート建設
（店舗内装）

（商　　　品）

（商　　　品）

（役務提供）

（商　　　品）
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　㈱三城では、1930年の創業時より、サービスの本質は『「見えにくい」というお客様の問題を解決する』＝『お客

様お一人おひとりにお合わせする』ことを基本としてまいりました。それは変わらず、社員一人ひとりの中にも息づ

いています。そしてその徹底こそが、お客様からの信頼と支持をいただいて今日の三城があると自負しております。

  そして、眼鏡業界がさまざまな動きを見せる中、当社は価格競争には入らず、ミディアム～ハイエンドのリーダー

として、今まで培ってきた信頼による『三城』というブランド力を強化すべく、まずは既存店舗の改善に着手致しま

した。新しいマーチャンダイジング（以下ＭＤ）への取り組み、教育研修の実施、新デザインによる店舗改装など、

それぞれパイロット店舗等において実験を始めております。当期後半にはその実験の結果を踏まえて、来期より本格

的な展開ができるよう注力致します。そしてこの先も、お客様の更なるご満足のため努力を続ける企業を目指します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

  積極的かつ柔軟な利益配分計画を実施してまいります。1995年に株式公開して以来、株式分割や国際水準（配当性

向50～60％以上）を意識した配当を積極的に行ってまいりました。当期につきましては、当期純利益の見込みを変更

しましたが、期初の予定どおり、１株当たり63円配当（中間31円50銭、期末31円50銭）とさせていただく予定です。

(3）目標とする経営指標

  2007年度以降は、小売売上高伸長率、利益伸長率10％以上を目標といたします。

  具体的内容につきましては、次の（4）に記載いたします。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　お客様や市場の変化スピードへの対応と資産の健全化を目的に2005年３月期末決算にて商品評価減を実施し、新し

いＭＤに着手しました。そして、2005年度下半期よりプロダクトマネージャー制を導入、その分析結果に基づいた全

店への商品投入も既に始まっています。また、教育体系の見直しと人材強化に取り組み、2006年３月から店長研修を

開始しました。さらに、ニューデザインによる店舗改装に着手し、全国の既存店のイメージ改革に取り組んでまいり

ます。

  これらは、既存店の改善をベースに将来の『三城』の更なるブランド力の強化に向けての長期戦略のスタート段階

であると考えています。

  海外におきましても基本姿勢は同じであり、既存店の改善はもちろん、利益の計上ができていない国での収益向上

と、中国市場を始めとする有望なマーケットへの積極的な展開に引き続き取り組んでまいります。

　利益面におきましては、店舗改装、教育、そしてＩＴなど、将来に向けた投資が見込まれますが、小売売上高、利

益高とも常に10％以上の成長を目指すという方針に変更はございません。

 (5）会社の対処すべき課題

  当社は最大の成長市場であるアジアで第１位、最も豊かな市場である日本で第１位のポジションを維持しており、

財務体質という面におきましても優位な立場にあります。この優位な財務体質を生かし、将来に向けた積極的な投資

を行うことにより、世界市場において更にシェアを高めることが最大の課題です。

(6）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

（平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合

親会社等が発行する株券が　　

　上場されている証券取引所等

株式会社　ルネット

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

26.7％ なし

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　親会社等と当社との位置付け及び資本関係については、「１．企業集団の状況」及び上記「①親会社等の商号等」

に記載いたしましたとおりです。また、当社の取締役２名及び監査役の１名は親会社等の取締役及び監査役を兼務

しておりますが、当社の経営判断等においては、自主自立を基本としており、親会社等からの独立性は確保されて

いるものと判断しております。

③親会社等との取引に関する事項

　当社の親会社等との取引に関する基本的な考え方といたしましては、親会社等である㈱ルネットと顧客満足の最

大化のために相互協力しております。なお、親会社等間の取引条件につきましては市場の状況等を勘案し決定して

おります。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

＜当中間期の概況＞

　当中間期における当社グループの概況といたしましては、連結全体におきまして、計画における利益を上回る結果

となりました。

　国内営業全般につきましては、前期末より着手しているプロダクトマネジメントの展開により、当中間期末時点で

算出した商品評価減の新規発生が314百万円と前年同期に比べ145百万円減少し、またフレーム・サングラスの商品評

価損対象品につきましても、前年同期より減少しております。また、パイロット店舗を中心に新商品の投入を積極的

に行っており、店頭における新商品の比率も上がり、確実に全店における商品は新鮮なものになっております。

  設備投資面では、国内新規出店11店（うち、移転３店を含む）、退店は12店（うち、のれん自立店の退店２店、移

転４店を含む）、主な改装34店を実施し、国内店舗数は1,054店となっています。海外におきましては、中国上海法人

の10店出店、３店退店を中心に11店の出店、５店の退店を実施し、当中間期末の海外店舗数は206店となりました（各

社の決算期間ではなく、当社単体の決算期間でのカウント）。以上により、当中間期の設備投資額は連結ベースで797

百万円、単体ベースでは689百万円となりました。

　海外事業におきましては、中国上海法人の出店等を主要因とする売上高の増加に加え、シンガポール、マレーシア

等が売上高の伸長に貢献しました。

　利益面では、上海法人の売上高の増収と販売促進費の効率化による増益、前年中間期まで赤字であったフランス法

人において、ルーブル店の撤退とオペラ店のコスト削減が貢献し黒字に転換したことなどにより海外子会社の眼鏡小

売事業は増収増益となり、またそれらの営業利益合計額は151百万円となりました。

　なお、為替の変動要因も増収・増益に影響を及ぼした結果となっております。

  以上のような事業展開、会計処理により、当中間期の連結決算において中間純利益3,103百万円（前年同期比1.5％

増）となりました。また、売上高34,699百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益4,737百万円（前年同期比14.8％

減）、経常利益5,038百万円（前年同期比12.4％減）となっております。単体決算においては、中間純利益2,924百万

円（前年同期比2.1％減）、国内全店小売売上高34,365百万円（前年同期比2.3％減）、売上高31,930百万円（前年同

期比2.6％減）、営業利益4,604百万円（前年同期比16.2％減）、経常利益4,856百万円（前年同期比13.2％減）となり

ました。

＜通期の（2007年３月期）の見通し＞

2006年度は『三城』ブランドの更なる強化のための第一目標である既存店の底上げに向けて、商品戦略を見直すプ

ロダクトマネージャー制の導入、社員教育の再構築、店舗デザインの見直しという実行プランを確実に推進しており、

通期におきましては、第１四半期業績発表時に公表したとおり、国内全店小売売上高は65,653百万円（前年同期比

2.3％減）、売上高66,941百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益7,479百万円（前年同期比19.1％減）、経常利益

7,926百万円（前年同期比19.5％減）、当期純利益4,193百万円（前年同期比25.0％減）と投資コストが先行して発生

する見通しです。

海外事業におきましては、積極的な事業展開に向けた取り組みを継続し、連結業績において貢献できる結果を目指

します。

※次期の見通しは、当社が現時点で合理的であると判断する前提に基づいています。実際の業績は見通しと大きく異

なる可能性もあります。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末

に比べ2,888百万円増加し25,758百万円となりました。

（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、前年同期に比べて1,284百万円減少し、3,555百万円となりました。これは、税

金等調整前中間純利益の減少、たな卸資産の増加、及び売上債権の増加が主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、228百万円となりました。これは、主に抑制された設備投資が、敷金・保証金の

回収額に相殺されたことが、大きな使用金額とはならなかった要因です。

（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、前年同期に比べて732百万円増加し、1,586百万円となりました。これは、主に

配当金の支払いによるものでありますが、前年同期に比べ使用金額が増加したのは、前年同期にストックオプショ

ンの行使による自己株式の売却等により得られた資金が752百万円あったためです。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 82.2 82.8 82.4 83.9 83.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
180.2 220.1 190.9 188.4 160.7

　（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　なお、「債務償還年数」・「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては、当社グループは有利子負

債・支払利息等は全体として重要性がないため記載を省略しています。

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

(3）事業等のリスク

　　当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。なお、

記載内容のうち将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。

 ①経済状況、消費動向について

 当社グループの主要市場（主に日本国内、続いて中国、東南アジア、欧州）の政治、経済状況の著しい変化及

び主要市場における予想を上回る競争状況の激化、長期化及びこれらに伴う消費縮小は、当社グループの業績及

び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ②災害等について

 　当社グループは、国内外に店舗、物流センター等を保有しており、地震、暴風雨、洪水その他自然災害、事故、

火災、テロ、戦争その他の人災等が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。

 ③仕入れ調達に関するリスク

 主要仕入れ品目である眼鏡フレームの仕入れ先が特定の地域（福井県鯖江市）への依存度が高いため、当社グ

ループでは安定的な調達に努めておりますが、需要の急増や天災地変等により調達に重要な支障をきたした場合

には、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ④情報システム管理におけるリスク

 当社グループは、商品、販売等の情報をコンピュータにより管理しており、システムのトラブル等、万一の場

合に備えて保守・保全の対策を講じるとともに、情報管理体制の徹底に努めております。しかしながら、想定を

超えた技術による不正アクセスや予測不能のコンピュータウイルス感染等によって、システム障害や社内情報の

漏洩等の被害を被る可能性があり、当社グループの業績や社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤個人情報の管理について

 当社グループは、営業取引、インターネット取引により、相当数の個人情報を保有しております。これらの個

人情報の管理は社内管理体制を整備し、厳重に行っておりますが、万一個人情報が外部へ漏洩するような事態と

なった場合は、社会的信用の失墜による売上の減少、または損害賠償による費用の発生等が考えられ、その場合

には当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

－ 6 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 22,480 25,342 23,143

２．売掛金 2,464 2,787 2,393

３．有価証券 3,436 3,843 3,776

４．たな卸資産 8,157 8,663 8,338

５．繰延税金資産 1,924 1,714 1,661

６．その他 1,573 1,384 1,368

貸倒引当金 -23 -120 -107

流動資産合計 40,014 61.8 43,616 64.7 40,574 62.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築
物

12,047 12,177 12,086

(2) 器具備品 8,633 7,999 8,506

(3) その他 1,173 1,098 1,087

 減価償却累
計額

-14,875 6,978 -14,295 6,980 -14,675 7,004

２．無形固定資産 268 272 266

３．投資その他の資
産

(1) 投資有価証券 2,937 2,815 3,130

(2) 長期貸付金 377 278 336

(3) 敷金及び保証
金

12,037 11,417 11,771

(4) 建設協力金 1,784 1,525 1,641

(5) 繰延税金資産 122 267 205

(6) その他 267 214 223

貸倒引当金 -29 17,498 -11 16,507 -24 17,285

固定資産合計 24,746 38.2 23,760 35.3 24,556 37.7

資産合計 64,760 100.0 67,376 100.0 65,131 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買
掛金

2,308 2,405 2,543

２．短期借入金 72 9 －

３．未払金 2,154 2,481 2,402

４．未払法人税等 3,136 2,414 2,144

５．賞与引当金 1,785 1,763 1,438

６．役員賞与引当金 － 6 －

７．その他 1,408 1,519 1,356

流動負債合計 10,865 16.8 10,600 15.7 9,885 15.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 22 24 23

２．その他 387 385 397

固定負債合計 410 0.6 409 0.6 420 0.7

負債合計 11,276 17.4 11,009 16.3 10,305 15.9

（少数株主持分）

少数株主持分 136 0.2 － － 152 0.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,901 9.1 － － 5,901 9.1

Ⅱ　資本剰余金 6,829 10.5 － － 6,829 10.5

Ⅲ　利益剰余金 46,336 71.6 － － 47,183 72.4

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

301 0.5 － － 414 0.6

Ⅴ　為替換算調整勘定 260 0.4 － － 468 0.7

Ⅵ　自己株式 -6,281 -9.7 － － -6,123 -9.4

資本合計 53,347 82.4 － － 54,672 83.9

負債、少数株主持分
及び資本合計

64,760 100.0 － － 65,131 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 5,901 8.8 － －

２．資本剰余金 － － 6,829 10.1 － －

３．利益剰余金 － － 48,593 72.1 － －

４．自己株式 － － -6,039 -9.0 － －

株主資本合計 － － 55,284 82.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

－ － 362 0.6 － －

２．為替換算調整勘
定

－ － 549 0.8 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 912 1.4 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 170 0.3 － －

純資産合計 － － 56,366 83.7 － －

負債純資産合計 － － 67,376 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 35,460 100.0 34,699 100.0 68,011 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 10,378 29.3 9,931 28.6 19,519 28.7

売上総利益 25,082 70.7 24,767 71.4 48,491 71.3

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

１．販売促進費 1,477 1,589 3,046

２．広告宣伝費 657 544 1,428

３．給料手当及び賞
与

8,679 8,799 16,279

４．賞与引当金繰入
額

275 328 1,438

５．福利厚生費 1,192 1,240 2,374

６．退職給付費用 264 267 523

７．減価償却費 564 566 1,182

８．賃借料 4,185 4,202 8,406

９．その他 2,227 19,524 55.0 2,491 20,029 57.7 4,567 39,248 57.7

営業利益 5,558 15.7 4,737 13.7 9,243 13.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 36 26 69

２．受取賃貸料 32 41 72

３．為替差益 － 58 23

４．有価証券運用益 203 － 472

５．商品材料処分益 － 124 －

６．その他 54 326 0.9 106 357 1.0 172 810 1.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0 1

２．為替差損 47 － －

３．有価証券運用損 － 22 －

４．その他 84 133 0.4 33 56 0.2 209 210 0.3

経常利益 5,751 16.2 5,038 14.5 9,842 14.5
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ － － － 58 58 0.2 － － －

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 33 61 131

２．減損損失 ※４ 204 34 208

３．店舗解約損失金 30 22 85

４．商品評価損 － － 112

５．投資有価証券評
価損

13 0 13

６．役員退職慰労金 8 290 0.8 － 119 0.4 8 561 0.8

税金等調整前中
間（当期）純利
益

5,461 15.4 4,976 14.3 9,281 13.7

法人税、住民税
及び事業税

2,673 1,942 3,848

法人税等調整額 -274 2,399 6.8 -81 1,861 5.4 -169 3,678 5.5

少数株主利益 3 0.0 11 0.0 8 0.0

中間（当期）純
利益

3,058 8.6 3,103 8.9 5,594 8.2
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,842 6,842

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差損 13 13 13 13

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

6,829 6,829

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 45,096 45,096

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 3,058 3,058 5,594 5,594

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,675 3,339

２．役員賞与
（うち監査役賞与）

15
(4)

15
(4)

３．自己株式処分差損 127 1,818 152 3,507

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

46,336 47,183
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　中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本合

計

その他有価
証券評価差

額金

為替換算調
整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 47,183 -6,123 53,789 414 468 882 152 54,825

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   -1,666  -1,666     -1,666

役員賞与（注)   -13  -13     -13

中間純利益   3,103  3,103     3,103

自己株式の取得    -4 -4     -4

自己株式の処分   -13 89 75     75

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

     -51 80 29 17 46

中間連結会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － 1,410 84 1,494 -51 80 29 17 1,541

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,901 6,829 48,593 -6,039 55,284 362 549 912 170 56,366

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

5,461 4,976 9,281

減価償却費及びその
他の償却費

598 591 1,246

減損損失 204 34 208

貸倒引当金の増加額 0 15 79

賞与引当金の増減額 271 325 -75

役員賞与引当金の増
加額

－ 6 －

退職給付引当金の増
加額

0 1 1

受取利息及び受取配
当金

-37 -33 -75

支払利息 0 0 1

その他営業外損益 -205 21 -467

為替差損益 47 -58 -23

有形固定資産除却損 33 61 131

商品評価損 － － 112

その他特別損益 32 -54 54

売上債権の増減額 -67 -480 105

たな卸資産の増減額 732 -312 499

その他資産の増減額 -101 0 205

仕入債務の増減額 2 -203 303

その他負債の増加額 197 225 213

役員賞与の支払額 -15 -13 -15

小計 7,156 5,105 11,787

利息及び配当金の受
取額

37 33 75

利息の支払額 -0 0 -1

法人税等の支払額 -2,352 -1,582 -4,424

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,839 3,555 7,436
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　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

-18 － 21

定期預金の払戻によ
る収入

－ 27 －

有形固定資産の取得
による支出

-624 -600 -1,434

有形固定資産の売却
による収入

5 － －

有価証券及び投資有
価証券の取得による
支出

-854 -314 -1,187

有価証券及び投資有
価証券の売却による
収入

1,014 566 1,378

長期貸付けによる支
出

-21 -1 -24

長期貸付金の回収に
よる収入

58 44 98

敷金及び保証金の支
出

-117 -136 -294

敷金及び保証金の回
収による収入

367 489 750

建設協力金の支出 -30 -10 -32

建設協力金の回収に
よる収入

137 126 279

その他収支 -22 36 -34

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

-105 228 -478

Ⅲ　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

70 9 -2

自己株式の売却・取
得（純額）

752 70 885

配当金の支払額 -1,676 -1,665 -3,339

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

-853 -1,586 -2,456

－ 15 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

31 15 85

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

3,911 2,213 4,586

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

18,951 23,544 18,951

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

6 － 6

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 22,870 25,758 23,544
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数及び名

称

15社

　連結子会社は次のとおりでありま

す。

㈱グレート建設

PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH

MIKI, INC.

PARIS MIKI AUSTRALIA PTY. 

LTD.

PARIS-MIKI LONDON LTD.

OPTIQUE PARIS MIKI (M) SDN 

BHD

PARIS MIKI OPTICAL 

INTERNATIONAL LTD.

上海巴黎三城光学有限公司

巴黎三城眼鏡股份有限公司

MIKI PARIS S.A.R.L.

OPTIQUE PARIS-MIKI (S) PTE. 

LTD.

PARIS MIKI (INTERNATIONAL)SA

PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)

LTD

上海巴黎三城眼鏡有限公司

上海巴黎三城商貿有限公司

　上記のうち、上海巴黎三城商

貿有限公司については、重要性

が増加したことにより、当中間

連結会計期間から連結の範囲に

含めることといたしました。

15社

　連結子会社は次のとおりでありま

す。

㈱グレート建設

PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH

MIKI, INC.

PARIS MIKI AUSTRALIA PTY. 

LTD.

PARIS-MIKI LONDON LTD.

OPTIQUE PARIS MIKI (M) SDN 

BHD

PARIS MIKI OPTICAL 

INTERNATIONAL LTD.

上海巴黎三城光学有限公司

巴黎三城眼鏡股份有限公司

MIKI PARIS S.A.R.L.

OPTIQUE PARIS-MIKI (S) PTE. 

LTD.

PARIS MIKI (INTERNATIONAL)SA

PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)

LTD

上海巴黎三城眼鏡有限公司

上海巴黎三城商貿有限公司

15社

　連結子会社は次のとおりでありま

す。

㈱グレート建設

PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH

MIKI, INC.

PARIS MIKI AUSTRALIA PTY. 

LTD.

PARIS-MIKI LONDON LTD.

OPTIQUE PARIS MIKI (M) SDN 

BHD

PARIS MIKI OPTICAL 

INTERNATIONAL LTD.

上海巴黎三城光学有限公司

巴黎三城眼鏡股份有限公司

MIKI PARIS S.A.R.L.

OPTIQUE PARIS-MIKI (S) PTE. 

LTD.

PARIS MIKI (INTERNATIONAL)SA

PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)

LTD

上海巴黎三城眼鏡有限公司

上海巴黎三城商貿有限公司

　上記のうち、上海巴黎三城商

貿有限公司については、重要性

が増加したことにより、当連結

会計年度から連結の範囲に含め

ることといたしました。

(2）非連結子会社の数及び

名称

２社

　非連結子会社は次のとおりで

あります。

㈱オーナーズ・サポーター

MIKISSIMES S.A.

同左 同左

(3）非連結子会社について

連結の範囲から除いた理

由

　非連結子会社２社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためでありま

す。

同左　 　非連結子会社２社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない非連結子

会社（㈱オーナーズ・サポーター、

MIKISSIMES S.A.）及び関連会社

（DIANE OPTICAL INC.）は、それ

ぞれ中間連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しておりま

す。

同左　 　持分法を適用していない非連結子

会社（㈱オーナーズ・サポーター、

MIKISSIMES S.A）及び関連会社

（DIANE OPTICAL INC.）は、それ

ぞれ連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、MIKI PARIS 

S.A.R.L.、PARIS MIKI AUSTRALIA 

PTY. LTD.、PARIS MIKI OPTICAL 

INTERNATIONAL LTD.、OPTIQUE 

PARIS MIKI (M) SDN BHD、上海巴黎

三城光学有限公司、巴黎三城眼鏡股

份有限公司、PARIS MIKI 

(INTERNATIONAL)SA、PARIS MIKI 

OPTICAL (THAILAND)LTD.、上海巴

黎三城眼鏡有限公司及び上海巴黎三

城商貿有限公司の中間決算日は６月

30日であり、それ以外の連結子会社

の中間決算日は８月31日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし中間連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

同左 　連結子会社のうち、MIKI PARIS 

S.A.R.L.、PARIS MIKI AUSTRALIA 

PTY. LTD.、PARIS MIKI OPTICAL 

INTERNATIONAL LTD.、OPTIQUE 

PARIS MIKI (M) SDN BHD、上海巴黎

三城光学有限公司、巴黎三城眼鏡股

份有限公司、PARIS MIKI 

(INTERNATIONAL)SA、PARIS MIKI 

OPTICAL (THAILAND)LTD.及び上海

巴黎三城眼鏡有限公司及び上海巴黎

三城商貿有限公司の決算日は

12月31日であり、それ以外の連結子

会社の決算日は２月末日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては同

日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

(1）売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

①　有価証券

(1）売買目的有価証券

同左

①　有価証券

(1）売買目的有価証券

同左

(2）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(2）満期保有目的の債券

同左

(2）満期保有目的の債券

同左

(3）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(3）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）子会社株式及び関連会社株式

同左

(4）その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

(4）その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(4）その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

商品

 主として移動平均法による

原価法

③　たな卸資産

商品

同左

③　たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

 主として移動平均法による

原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社では、

定率法により償却しております。

また、在外連結子会社は定額法で

償却しております。

　ただし、当社及び国内連結子会

社については、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）は、定額法により償却

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　３年～60年

器具備品　　　　２年～20年

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却してお

ります。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社では、

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社では、

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。また、在外連結

子会社では個別判定による回収不

能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社では、

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しており

ますが、在外連結子会社では賞与

支給制度がないため、引当金を設

定しておりません。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　　　　─────

 

③　役員賞与引当金

　当社は役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

 （会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ6百万円減少しておりま

す。

③　　　　─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

④　退職給付引当金

　国内連結子会社では、従業員の

退職給付に備えるため、連結会計

年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　国内連結子会社では、従業員の

退職給付に備えるため、連結会計

年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等の中間連結会計期間末残高の相

殺後の金額は、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純利益は204百万円減少しております。

　

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

───── (固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益は208百万円減

少しております。　

　なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は56,196百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

偶発債務 偶発債務 偶発債務

保証債務 保証債務 保証債務

取引先

銀行借入保証      0百万円

のれん自立店

リース債務保証       193百万円

のれん自立店

リース債務保証       219百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．売上原価には、当中間連結会計期間に

新たに発生した商品評価減額460百万円

を含んでおります。

※１．売上原価には、当中間連結会計期間に

新たに発生した商品評価減額314百万円

を含んでおります。

※１．売上原価には、当連結会計期間に新た

に発生した商品評価減額532百万円を含

んでおります。

※２．　　　　　───── ※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

百万円

借地権 58

※２．　　　　　─────

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

百万円

建物及び構築物 12

器具備品 20

計 33

百万円

建物及び構築物 24

器具備品 36

計 61

百万円

建物及び構築物 78

器具備品 53

計 131
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※４．減損損失 

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

 （1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 

北海道エリア 店舗設備 
建物及び構築

物 

米国ワシント

ン州

店舗・事務所

設備

建物及び器具

備品

兵庫県姫路市 遊休資産 土地

在外子会社 店舗設備 
建物、無形固

定資産

（2）減損損失の認識に至った経緯

　収益性が悪化しているエリア地域、及び、

将来において具体的な使用計画がなく、かつ、

市場価格が下落している遊休資産について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上いたしました。

（3）減損損失の内訳は、次のとおりでありま

す。

※４．減損損失 

　当中間連結会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しました。

 （1）減損損失を認識した資産の概要

用途 種類 

店舗設備 建物及び構築物 

（2）減損損失の認識に至った経緯

　店舗用資産について、当中間連結会計期間

において、収益性等の観点から退店若しくは

移転の意思決定をした店舗に係る固定資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上いたしました。

（3）減損損失の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

建物 33

構築物 1

計 34

※４．減損損失 

　当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

 （1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 

北海道エリア 店舗設備 
建物及び構築

物 

米国ワシント

ン州

店舗・事務所

設備

建物及び器具

備品

兵庫県姫路市 遊休資産 土地

在外子会社 店舗設備 
建物、無形固

定資産

（2）減損損失の認識に至った経緯

　収益性が悪化しているエリア地域、及び、

将来において具体的な使用計画がなく、かつ、

市場価格が下落している遊休資産について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上いたしました。

（3）減損損失の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

建物 114

構築物 2

器具備品 9

土地 70

無形固定資産 7

計 204

（4）資産のグルーピングの方法

　原則として、店舗資産、賃貸資産、遊休資

産及び共有資産に分類し、店舗資産について

は、管理会計上の区分に基づいたエリア地域

別にグルーピングを行っております。 

（5）回収可能価額の算定方法

　遊休土地は、正味売却価額により測定し、

相続税評価額を基準に算定した時価により評

価しております。

　上記以外の資産については、使用価値によ

り測定し、将来キャッシュ・フローを5.7％で

割り引いて算定しております。

百万円

建物 118

構築物 2

器具備品 9

土地 70

無形固定資産 7

計 208

（4）資産のグルーピングの方法

　原則として、店舗資産、賃貸資産、遊休資

産及び共有資産に分類し、店舗資産について

は、管理会計上の区分に基づいたエリア地域

別にグルーピングを行っております。 

（5）回収可能価額の算定方法

　遊休土地は、正味売却価額により測定し、

相続税評価額を基準に算定した時価により評

価しております。

　上記以外の資産については、使用価値によ

り測定し、将来キャッシュ・フローを5.7％で

割り引いて算定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 56,057 － － 56,057

合計 56,057 － － 56,057

自己株式

普通株式　（注）１,２ 3,154 2 45 3,110

合計 3,154 2 45 3,110

 (注)１．当中間連結会計期間増加株式数２千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　２．当中間連結会計期間減少株式数45千株は、ストックオプションの行使によるもの45千株及び、単元未満株式の買

増０千株による減少であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,666 31.5 平成18年３月31日 平成18年６月28日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 1,667  利益剰余金 31.5 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

百万円

現金及び預金 22,480

有価証券 3,436

ＭＭＦ・ＦＦＦ以外の有

価証券
-2,614

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
-432

現金及び現金同等物 22,870

百万円

現金及び預金 25,342

有価証券 3,843

ＭＭＦ以外の有価証券 -3,021

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
-406

現金及び現金同等物 25,758

百万円

現金及び預金 23,143

有価証券 3,776

ＭＭＦ・ＦＦＦ以外の有

価証券
-2,954

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
-420

現金及び現金同等物 23,544

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

器具備品 398 131 266

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

器具備品 392 205 187

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額

(百万円)

器具備品 398 171 226

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 78

１年超 191

計 269

百万円

１年内 74

１年超 117

計 191

百万円

１年内 78

１年超 152

計 230

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

百万円

支払リース料 41

減価償却費相当額 39

支払利息相当額 2

百万円

支払リース料 40

減価償却費相当額 39

支払利息相当額 1

百万円

支払リース料 83

減価償却費相当額 79

支払利息相当額 4

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 48 90 42

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 1,838 2,303 464

合計 1,887 2,394 506

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

株式 387

その他 821

(2)子会社株式及び関連会社株式 155

当中間連結会計期間末

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 50 102 52

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 1,608 2,167 558

合計 1,659 2,269 610

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

株式 390

その他 822

(2)子会社株式及び関連会社株式 155
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前連結会計年度末

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1)株式 50 108 57

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 1,838 2,478 639

合計 1,889 2,586 696

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

株式 388

その他 821

(2)子会社株式及び関連会社株式 155
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（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

前中間連結会計期間

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引

米ドル売スイスフラン買 595 610 -14

スイスフラン売米ドル買 11 11 0

スイスフラン売日本円買 275 275 -0

合計 882 897 -14

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引は先物相場を使用しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

当中間連結会計期間

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引

スイスフラン売日本円買 177 177 0

米ドル売ユーロ買 287 289 -2

ユーロ売米ドル買 203 203 -0

合計 668 670 -1

（注）時価の算定方法

為替予約取引は先物相場を使用しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

前連結会計年度

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引

米ドル売スイスフラン買 138 141 -3

スイスフラン売日本円買 171 170 1

米ドル売ユーロ買 364 365 -1

ユーロ売米ドル買 13 13 0

合計 687 691 -3

（注）時価の算定方法

為替予約取引は先物相場を使用しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループの主たる事業は、眼鏡等の販売を目的とした専門店チェーンストアの経営であり、当該事業に係

る売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額の90％を超えており

ます。したがって、セグメント情報は、その記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額の90％を超えておりますので、その記載を省略してお

ります。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,009.97円

１株当たり中間純利益金額 58.27円

１株当たり純資産額 1,061.37円

１株当たり中間純利益金額 58.65円

１株当たり純資産額 1,033.21円

１株当たり当期純利益金額 105.97円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
57.83円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
58.40円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
  105.30円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 3,058 3,103 5,594

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 13

（うち利益処分による役員賞与金） － － (13)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 3,058 3,103 5,581

期中平均株式数（千株） 52,484 52,921 52,669

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 406 217 332

（うち新株予約権） (406) (217) (332)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数989

個　目的となる株式の数　

98千株）

平成16年６月25日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数

15,208個　目的となる株式

の数　1,520千株） 

 

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

１種類（新株予約権の数942

個　目的となる株式の数　

94千株）

平成17年６月24日定時株主

総会決議による新株予約権

方式のストックオプション

（新株予約権の数971個、　

目的となる株式の数　97千

株）

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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５．品目別売上高明細表
 （単位：百万円）

品目別

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％ ％

メガネ及びサングラス 29,251 82.5 28,794 83.0 55,937 82.2

コンタクトレンズ関連 2,092 5.9 2,031 5.9 4,210 6.2

補聴器 1,653 4.6 1,639 4.7 3,115 4.6

その他 2,463 7.0 2,233 6.4 4,747 7.0

合計 35,460 100.0 34,699 100.0 68,011 100.0

　（注）　「その他」には、宝飾品、既製老眼鏡等が含まれております。

当中間連結会計期間より、従来までの区分を見直し、「フレーム」、「レンズ」、「サングラス」を「メガネ及びサングラス」に、

また「コンタクトレンズ」、「コンタクトレンズ備品」を「コンタクトレンズ関連」にまとめております。

これに伴い、前中間連結会計期間、前連結会計年度についても当中間連結会計期間の基準に合わせた区分で記載しております。
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