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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （単位：百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 17,957 (3.2) 502 (△16.6) 654 (3.7)

17年12月期 17,403 (12.9) 601 (△4.6) 630 (△7.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △5 (　―)  △54 ― ― △0.2 5.3 3.6

17年12月期 232 (△36.4) 27 27 26 66 8.7 5.6 3.6

（注）１．期中平均株式数 18年12月期 9,589,970 株 17年12月期 8,528,813株

２．会計処理の方法の変更 無

３．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態  

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12月期 12,797 3,168 24.8 326 38

17年12月期 11,777 3,254 27.6 342 79

（注）１．期末発行済株式数 18年12月期 9,706,569株 17年12月期 9,493,649株

２．期末自己株式数 18年12月期 85,031株 17年12月期 67,591株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 8,814 △73 △118

通期 18,907 368 98

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10円 13銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金(円) 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 0.00 13.00 13.00 123 47.7 4.4

18年12月期 0.00 7.00 7.00 67 ― 2.1

19年12月期（予想） 0.00 7.00 7.00    

 

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,285,892   2,420,307  134,414

２　受取手形 ※３  ―   24,894  24,894

３　売掛金 ※１  1,441,033   1,327,669  △113,364

４　商品   1,686,858   2,186,544  499,685

５　貯蔵品   38,563   62,282  23,718

６　前渡金   4,230   2,150  △2,079

７　前払費用   117,862   125,048  7,186

８　未収入金 ※１  ―   264,691  264,691

９　繰延税金資産   45,510   42,934  △2,575

10　その他 ※１  109,162   7,761  △101,400

貸倒引当金   △19,628   △66,356  △46,728

流動資産合計   5,709,485 48.5  6,397,928 50.0 688,443

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※２        

(1）建物   1,290,198   1,148,384  △141,814

(2）構築物   47,785   38,194  △9,590

(3）車両運搬具   6,334   3,844  △2,489

(4）工具器具及び備品   430,491   509,059  78,568

有形固定資産合計   1,774,809 15.0  1,699,483 13.3 △75,326

２　無形固定資産         

(1）特許権   2,798   4,425  1,627

(2）商標権   6,773   7,455  681

(3）意匠権   284   540  256

(4）ソフトウェア   274,087   243,598  △30,489

(5）ソフトウェア仮勘定   ―   321,653  321,653

(6）その他   127,462   19,859  △107,602

無形固定資産合計   411,407 3.5  597,534 4.7 186,126
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   277,241   234,435  △42,805

(2）関係会社株式   2,453,739   2,421,821  △31,917

(3）出資金   682   682  ―

(4）長期貸付金   1,365   405  △960

(5）破産更生債権等   1,442   ―  △1,442

(6）長期前払費用   77,904   52,100  △25,803

(7）繰延税金資産   78,089   141,761  63,672

(8）敷金・保証金   770,854   961,376  190,521

(9）その他   238,170   327,533  89,363

貸倒引当金   △25,998   △53,158  △27,160

投資その他の資産合計   3,873,490 32.9  4,086,957 31.9 213,467

固定資産合計   6,059,708 51.4  6,383,975 49.9 324,267

Ⅲ　繰延資産         

１　新株発行費   8,304   ―  △8,304

２　株式交付費   ―   4,152  4,152

３　社債発行費   ―   11,097  11,097

繰延資産合計   8,304 0.1  15,249 0.1 6,944

資産合計   11,777,498 100.0  12,797,153 100.0 1,019,655
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   886,442   824,654  △61,788

２　買掛金 ※１  957,045   672,204  △284,841

３　短期借入金 ※１  300,000   300,000  ―

４　１年以内返済予定長期
借入金

  1,394,116   1,639,306  245,190

５　１年以内償還予定社債   80,000   180,000  100,000

６　未払金 ※１  410,874   521,556  110,682

７　未払費用 ※１  241,792   294,210  52,418

８　未払法人税等   75,653   174,632  98,978

９　未払消費税等   46,852   37,296  △9,555

10　前受金   248,703   254,970  6,267

11　預り金   90,970   98,220  7,250

12　賞与引当金   76,750   60,631  △16,118

13　レンズ交換引当金   1,871   487  △1,383

14　設備支払手形   101,280   ―  △101,280

15　その他   804   2,484  1,680

流動負債合計   4,913,156 41.7  5,060,654 39.5 147,497

Ⅱ　固定負債         

１　社債   140,000   460,000  320,000

２　長期借入金   3,182,908   3,783,602  600,694

３　長期未払金   14,922   ―  △14,922

４　退職給付引当金   240,167   296,856  56,688

５　受入保証金   32,000   28,000  △4,000

固定負債合計   3,609,998 30.7  4,568,458 35.7 958,460

負債合計   8,523,154 72.4  9,629,112 75.2 1,105,957
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  939,402 8.0  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  909,552   ―   ―

２　その他資本剰余金         

(1）自己株式処分差益  40,992   ―   ―

資本剰余金合計   950,545 8.1  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  9,514   ―   ―

２　当期未処分利益  1,316,221   ―   ―

利益剰余金合計   1,325,735 11.2  ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  72,343 0.6  ― ― ―

Ⅴ　自己株式 ※５  △33,683 △0.3  ― ― ―

資本合計   3,254,343 27.6  ― ― ―

負債・資本合計   11,777,498 100.0  ― ― ―
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   ― ―  971,330 7.6 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  ―   949,776   ―

(2）その他資本剰余金  ―   40,992   ―

資本剰余金合計   ― ―  990,769 7.7 ―

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  ―   9,514   ―

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  ―   1,204,080   ―

利益剰余金合計   ― ―  1,213,595 9.5 ―

４　自己株式   ― ―  △53,572 △0.4 ―

株主資本合計   ― ―  3,122,121 24.4 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  46,796 0.4 ―

２　繰延ヘッジ損益   ― ―  △877 △0.0 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  45,919 0.4 ―

純資産合計   ― ―  3,168,041 24.8 ―

負債純資産合計   ― ―  12,797,153 100.0 ―
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   17,403,479 100.0  17,957,145 100.0 553,666

Ⅱ　売上原価         

１　商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  1,449,621   1,686,858    

(2）合併による商品受入
高

 ―   42,223    

(3）当期商品仕入高  8,050,495   8,059,775    

小計  9,500,116   9,788,857    

(4）期末商品たな卸高  1,686,858   2,186,544    

(5）レンズ交換引当金戻
入額

 3,834   1,383    

合計  7,809,423   7,600,929    

２　その他売上原価  123,544 7,932,968 45.6 113,408 7,714,338 43.0 △218,629

売上総利益   9,470,511 54.4  10,242,807 57.0 772,296

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  8,868,511 50.9  9,740,715 54.2 872,203

営業利益   601,999 3.5  502,092 2.8 △99,907

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  180   775    

２　受取配当金  5,515   3,359    

３　協賛金  46,231   154,755    

４　受取事務手数料 ※１ 64,200   128,400    

５　その他 ※１ 28,367 144,495 0.8 16,179 303,470 1.7 158,974

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  86,722   97,906    

２　社債発行費償却  ―   792    

３　新株発行費償却  4,152   ―    

４　株式交付費償却  ―   4,152    

５　営業外支払手数料  21,194   46,252    

６　その他  3,661 115,730 0.7 2,452 151,556 0.9 35,825

経常利益   630,764 3.6  654,006 3.6 23,241
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ ―   429    

２　投資有価証券売却益  40,815   ―    

３　関係会社株式売却益  8,870   ―    

４　貸倒引当金戻入益  22,991   446    

５　償却債権取立益  ―   111    

６　その他  298 72,976 0.4 ― 987 0.0 △71,988

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 194,040   54,399    

２　固定資産売却損 ※５ 1,174   2,890    

３　減損損失 ※６ ―   311,429    

４　貸倒引当金繰入額  ―   60,534    

５　その他  34,196 229,411 1.3 14,890 444,144 2.4 214,732

税引前当期純利益   474,328 2.7  210,849 1.2 △263,479

法人税、住民税及び事
業税

 204,466   259,293    

法人税等調整額  37,292 241,758 1.4 △43,244 216,048 1.2 △25,709

当期純利益又は当期純
損失(△)

  232,569 1.3  △5,199 △0.0 △237,769

前期繰越利益   1,083,651   ―  ―

当期未処分利益   1,316,221   ―  ―
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年３月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,316,221

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  123,417  

２　役員賞与金  ―  

（うち監査役賞与金）  (―) 123,417

Ⅲ　次期繰越利益   1,192,803

    

　（注）　日付は株主総会承認年月日であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

939,402 909,552 40,992 950,545 9,514 1,316,221 1,325,735 △33,683 3,182,000

事業年度中の変動額          

新株の発行 31,927 31,697 ― 31,697 ― ― ― ― 63,624

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △123,417 △123,417 ― △123,417

当期純損失（△） ― ― ― ― ― △5,199 △5,199 ― △5,199

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △19,889 △19,889

合併による増加 ― 8,526 ― 8,526 ― 16,476 16,476 ― 25,003

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

31,927 40,223 ― 40,223 ― △112,140 △112,140 △19,889 △59,878

平成18年12月31日　残高
（千円）

971,330 949,776 40,992 990,769 9,514 1,204,080 1,213,595 △53,572 3,122,121

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日　残高
（千円）

72,343 ― 72,343 3,254,343

事業年度中の変動額     

新株の発行 ― ― ― 63,624

剰余金の配当 ― ― ― △123,417

当期純損失（△） ― ― ― △5,199

自己株式の処分 ― ― ― △19,889

合併による増加 ― ― ― 25,003

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△25,546 △877 △26,423 △26,423

事業年度中の変動額合計
（千円）

△25,546 △877 △26,423 △86,302

平成18年12月31日　残高
（千円）

46,796 △877 45,919 3,168,041
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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）

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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、建物（建物附属設備は除く）

については定額法によっております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　商法施行規則の規定による均等償却

（３年）

(1）株式交付費

旧商法施行規則の規定による均等償却

（３年）

(2）　　　 ――――――― (2）社債発行費

償還期限に対応して定額法により償

却しております。

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え、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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当期の期

間対応額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌事業年

度から費用処理することとしております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業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計上しております。

なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌事業年

度から費用処理することとしております。

(会計方針の変更)

当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第

３号　平成17年３月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第

７号　平成17年３月16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

税引前当期純利益は8,395千円増加して

おります。

(4）レンズ交換引当金

　レンズのリフレッシュシステムにより

生じるレンズ交換の費用負担に備え、過

去の交換実績率に基づいて計上しており

ます。

(4）レンズ交換引当金

同左

６　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・

リース取引に関しては、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

７　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、金利スワップについて、特例

処理の要件を満たすものについては、特

例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…クーポンスワップ

為替予約

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

金利スワップ

 

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買

入債務及び外貨建予定取

引

借入金の利息

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買

入債務及び外貨建予定取

引

借入金の利息

－ 54 －



項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）ヘッジ方針

　主に当社の内部規程である「社内管理

規程」に基づき、外貨建金銭債権債務の

残高（予定取引を含む）の範囲内で、そ

の為替相場の変動リスクをヘッジしてお

ります。

　また、借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジの有効性評価はヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

を比較して、ヘッジの有効性を評価して

おります。

　また、金利変動に関するヘッジについ

ては、金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため有効性の判定を省略し

ております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの有効性評価はヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

を比較して、ヘッジの有効性を評価して

おります。

ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

８　その他財務諸表作成のた

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。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準等）

当事業年度より、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。

これにより税引前当期純利益が311,429千円減少して

おります。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該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等）

当事業年度より、「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。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,168,918千円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日実

務対応報告第19号）を適用しております。

これに伴い、前事業年度以前に発生した新株発行費は、

支出時より３年間で均等償却しておりましたが、当事業

年度に発生した株式交付費より、企業規模の拡大のため

にする資金調達などの財務活動に係る費用以外の株式交

付費は、繰延資産に計上せず、支出時に費用として処理

しております。これによる損益への影響は軽微でありま

す。

また、前事業年度以前に発行した社債に係る社債発行

費は、支出時より３年間で均等償却しておりましたが、

当事業年度に発行した社債より、償還までの期間にわた

り定額法により償却する方法に変更しております。この

変更により、従来の方法によった場合と比較し、経常利

益及び税引前当期純利益は3,170千円増加しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――― （貸借対照表）

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」及び固定資産の無形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりました「ソフトウェ

ア仮勘定」については当事業年度において、資産の総額

の100分の１を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前事業年度末の「未収入金」の金額は105,156

千円、「ソフトウェア仮勘定」の金額は108,296千円で

あります。

前事業年度において繰延資産の内訳として表示して

いた「新株発行費」は当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。

 

―――――― （損益計算書）

前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示し

ておりました「償却債権取立益」は、特別利益の100分

の10を超えたために区分掲記いたしました。

 なお、前事業年度における「償却債権取立益」の金

額は298千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債
　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも
のは、次のとおりであります。

※１　関係会社に対する資産及び負債
　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも
のは、次のとおりであります。

売掛金 114,129千円

流動資産の「その他」 51,930千円

流動資産  

売掛金 66,848千円

未収入金 78,495千円

流動負債  

買掛金 345千円

未払金 12,992千円

未払費用 6,028千円

短期借入金 300,000千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 1,906,638千円 ※２　有形固定資産の減価償却累計額　 2,224,133千円

※３　　　　　　　――――――― ※３　期末日満期手形の処理については、手形交換日を
もって決済処理しております。
なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてお
ります。

受取手形　　　　　　　　　　　　　13,490千円

※４　会社が発行する株式の総数 ※４　　　　　　　―――――――

普通株式 19,640,000株

発行済株式の総数  

普通株式 9,561,240株

※５　自己株式の保有数 ※５　　　　　　　―――――――

普通株式 67,591株

　６　偶発債務 　６　偶発債務

(1）関係会社のリース契約に対して、次のとおり債務保

証を行っております。

(1）関係会社のリース契約に対して、次のとおり債務保

証を行っております。

㈱ノプト 2,499千円

㈱ノプト西日本 6,622千円

計 9,122千円

㈱ノプト 5,810千円

(2）関係会社の金融機関等からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

(2）関係会社の金融機関等からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

㈱ノプトサービス 179,039千円 ㈱ノプトサービス 675,969千円

　７　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的行

うため、４金融機関とシンジケートローン契約を締結

しております。当該契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　７　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的に

行うため、４金融機関とシンジケートローン契約及び

２金融機関とタームローン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

シンジケートローン極度額の

総額
1,200,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,200,000千円

シンジケートローン極度額の

総額
2,000,000千円

タームローン極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 3,000,000千円

　８　配当制限

　有価証券の時価評価により純資産額が72,343千円増

加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当されることが制限されておりま

す。

　８　　　　　　　―――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金 2,250千円

受取事務手数料 64,200千円

営業外収益の「その他」 8,412千円

受取事務手数料 128,400千円

営業外収益の「その他」 3,280千円

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下

のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下

のとおりであります。

広告宣伝費 1,404,405千円

給与手当 2,746,025千円

賞与引当金繰入額 76,750千円

退職給付費用 81,290千円

減価償却費 425,069千円

賃借料 1,040,806千円

広告宣伝費 1,123,553千円

給与手当 3,191,436千円

賞与引当金繰入額 60,631千円

退職給付費用 78,784千円

減価償却費 454,014千円

賃借料 1,208,045千円

貸倒引当金繰入額 15,649千円

※３　　　　　　　―――――― ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 429千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 130,545千円

構築物 738千円

工具器具及び備品 5,695千円

ソフトウェア 14,500千円

現状回復工事 42,561千円

計 194,040千円

建物 15,523千円

構築物 152千円

工具器具及び備品 2,128千円

現状回復工事 36,594千円

計 54,399千円

※５　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※５　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物 1,174千円 建物 2,756千円

車両運搬具 133千円

　計 2,890千円
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※６　　　　　　　―――――― ※６　減損損失

　当社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。

用途 種類 件数 場所

 店舗設備 建物 12件 関東

 店舗設備 建物 １件 北陸

 店舗設備 建物 14件 中部

 店舗設備 建物 ４件 関西

 店舗設備 建物 ２件 中四国

 店舗設備 建物 １件 九州

 店舗設備 構築物 ６件 中部他

 店舗設備 その他 ２件 中部 

 その他 建物 ２件 ―

当社の資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、個

別にグルーピングしております。継続して営業損失が発

生している店舗について、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特別損失に計上し

ております。

 減損損失の内訳

種類 金額

建物 303,215千円 

構築物 7,406千円 

その他 808千円 

合計 311,429千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、店舗設備については、閉鎖後

廃棄を予定しているため、原則として正味売却価額を零

として評価しております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式 67,591 17,440 ― 85,031

合計 67,591 17,440 ― 85,031

 （変動事由の概要）

 　自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加　　　17,200株

　単元未満株式の買取による増加　　　240株

①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　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

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 477,763

減価償却累計額相当額
（千円）

353,047

期末残高相当額（千円） 124,716

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 335,300

減価償却累計額相当額
（千円）

284,891

期末残高相当額（千円） 50,409

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 96,301千円

１年超 38,158千円

合計 134,460千円

１年以内 43,157千円

１年超 8,934千円

合計 52,091千円

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

支払リース料 104,912千円

減価償却費相当額 96,776千円

支払利息相当額 5,292千円

支払リース料 104,323千円

減価償却費相当額 95,891千円

支払利息相当額 2,733千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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の差

額を利息相当額とし、各期への配分については利

息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 2,075千円

１年超 3,977千円

合計 6,052千円

１年以内 1,976千円

１年超 1,811千円

合計 3,788千円
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②　有価証券

前事業年度（平成17年12月31日現在）

　時価のある子会社株式及び関連会社株式は、所有しておりません。

当事業年度（平成18年12月31日現在）

　時価のある子会社株式及び関連会社株式は、所有しておりません。

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

レンズ交換引当金損金不算入額 754千円

商品評価損否認 3,937千円

未払事業税 9,872千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,690千円

賞与引当金損金算入限度超過額 30,945千円

流動資産小計 50,200千円

評価性引当額 △4,690千円

流動資産合計 45,510千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 59,973千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,191千円

子会社株式評価損 64,925千円

その他 2,267千円

固定資産小計 137,358千円

評価性引当額 △10,393千円

固定資産合計 126,964千円

繰延税金資産合計 172,475千円

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △48,875千円

固定負債合計 △48,875千円

繰延税金負債合計 △48,875千円

差引：繰延税金資産純額 123,600千円

（繰延税金資産）  

レンズ交換引当金損金不算入額 196千円

未払事業税 14,908千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 11,447千円

賞与引当金損金算入限度超過額 24,446千円

その他 3,383千円

流動資産小計 54,382千円

評価性引当額 △11,447千円

流動資産合計 42,934千円

減損損失否認額 103,796千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 68,973千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 21,433千円

その他 809千円

固定資産小計 195,012千円

評価性引当額 △21,635千円

固定資産合計 173,377千円

繰延税金資産合計 216,312千円

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △31,615千円

固定負債合計 △31,615千円

繰延税金負債合計 △31,615千円

差引：繰延税金資産純額 184,696千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 2.5％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.2％

住民税均等割 11.0％

情報通信機器等の取得による税額控除 △5.8％

評価性引当額 3.2％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.0％

法定実効税率 40.3％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 4.8％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.2％

住民税均等割 27.8％

情報通信機器等の取得による税額控除 △2.8％

評価性引当額 8.5％

子会社株式評価損 30.8％

合併により引継いだ繰越欠損金 △6.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 102.5％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　342円79銭 １株当たり純資産額　　　　　 　　　　326円38銭

１株当たり当期純利益　　　　　 　　　　27円27銭 １株当たり当期純損失(△)　  　　　　　　△54銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益　　 26円66銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　（注）１.　「１株当たり当期純利益」、「１株当たり当期純損失」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)   

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 232,569 △5,199

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （ 　　―） （ 　　―）

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）（千円）
232,569 △5,199

普通株式の期中平均株式数（株） 8,528,813 9,589,970

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 195,307 ―

（うち新株予約権（株）） （ 195,307） （　　　―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―

平成18年３月29日定時株主総会決議

の新株予約権

普通株式　 　　　　486,000株

 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） ― 3,168,041

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） ― 3,168,041

期末の普通株式の数（株） ― 9,706,569

－ 63 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当社は、平成17年11月９日開催の当社取締役会において、

当社の100％子会社である株式会社ノプト西日本と平成17

年11月９日付で合併契約を締結し、平成18年１月１日にて

簡易合併の手続により吸収合併を行いました。

　　 　　　　　　　―――――――

１　合併の目的

　株式会社ノプト西日本は、九州・沖縄地域への出店に

よるシェア拡大を目的として、事業展開を行っておりま

したが、当社グループの経営資源を集約し、組織の簡略

化と業務の効率化を図るため、同社を吸収合併いたしま

す。

 

２　合併期日

平成18年１月１日

 

３　合併の形式

　当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ノ

プト西日本は解散いたします。被合併会社は100％子会

社であり、合併手続きは商法第413条ノ３第１項に規定

する簡易合併の方法によっております。

　合併による新株の発行及び資本金の増加は行いません。

 

４　財産の引継

　株式会社ノプト西日本の平成17年12月31日現在の貸借

対照表を基礎とし、一切の資産、負債及び権利義務を合

併期日において当社に引き継ぐことといたします。

合併により引き継ぐ主な資産・負債の内訳

流動資産　105,357千円

固定資産　 59,328千円

流動負債　 52,725千円

固定負債　　　484千円

 

５　株式会社ノプト西日本の概要

(1）事業の内容

コンタクトレンズ及びケア用品並びに眼鏡等の販売

 

(2）直近の業績

平成17年12月期

売上高　　　484,902千円

経常利益　　 35,620千円

当期純利益　 17,967千円

総資産　　　164,685千円

資本金　　　 95,000千円

従業員数　　　　 19人

 

８．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

　該当事項はありません。
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