
平成19年３月期　決算短信  
平成19年５月11日

上場会社名 株式会社ビジョンメガネ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 ７６４２ ＵＲＬ　http://www.vision-megane.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）永池善夫

問合せ先責任者　（役職名）取締役社長室長 （氏名）上田正彦 ＴＥＬ　（０６）６７８３－３２８８

定時株主総会開催予定日 平成19年６月27日 配当支払開始予定日 平成19年６月28日

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月27日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 14,389 △4.2 477 △62.7 448 △63.6 106 －

18年３月期 15,016 0.2 1,280 1.1 1,232 9.1 △492 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 17 78 － － 4.2 4.8 3.3

18年３月期 △82 11 － － △17.5 12.1 8.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 9,452 2,569 27.2 428 24

18年３月期 9,388 2,535 27.0 422 63

（参考）自己資本 19年３月期 2,569百万円 18年３月期 2,535百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 980 △837 △267 393

18年３月期 995 △849 △707 508

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － 12 00 12 00 72 △14.6 2.6

19年３月期 － － － 12 00 12 00 72 67.5 2.8

20年３月期（予想） － － － 12 00 12 00 － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

中間期 7,400 1.5 300 74.6 250 64.3 △270 － △45 00

通期 15,000 4.2 850 77.9 800 78.4 0 － 0 00

－ 1 －



４．その他

(1）期中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）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「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」をご覧ください。

(3）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） 19年３月期 6,000,000株 18年３月期 6,000,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 14,381 △4.2 464 △62.8 438 △63.6 99 －

18年３月期 15,013 0.2 1,249 △0.6 1,201 7.3 △510 －

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

円 銭 円 銭

19年３月期 16 51 － －

18年３月期 △85 08 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 9,413 2,538 27.0 423 02

18年３月期 9,357 2,512 26.8 418 68

（参考）自己資本 19年３月期 2,538百万円 18年３月期 2,512百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

中間期 7,400 1.6 300 92.4 250 81.1 △270 － △45 00

通期 15,000 4.3 850 83.1 800 82.6 0 － 0 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、暖冬の影響もあり内需型の消費関連業種は、低迷しておりましたがここ

にきて個人消費の持ち直しを受けて対個人サービスに明るさが戻りつつありアメリカ経済の先行き不透明感がある

ものの「輸出型」から「内需型」への円滑なシフトが進めば、安定成長軌道を持続できる公算が高いと見られてお

ります。

  当社グループを取り巻く当期の事業環境は、眼鏡・コンタクトレンズなどの低価格販売が定着する中、市場規模

は金額ベースで縮小傾向を示す厳しい状況下、新規に18店舗を出店し、既存店舗の活性化、収益改善を目的として

移転6店舗、増減床改装70店舗、閉鎖店舗11店舗を実施致しました。しかし売上高は、当社の販売施策がお客様に支

持されず既存店舗の売上が大幅に計画未達に加え、当連結会計年度から売上計上基準を商品引渡し時に変更したこ

とによる減少額239百万円等が影響して前連結会計年度の実績を下回りました。

売上高総利益率は、原価低減効果に加えオリジナル商品の販売量が安定的に維持されたため当初計画利益率を確保

することができました。

  一方販売費及び一般管理費については、積極的な新規出店計画に沿った増員による人件費等の上昇がありました。

しかしながらそれらの経費上昇分に見合う売上高の確保ができなかったため売上高経費率を押し上げる結果となり、

結果経常利益は前連結会計年度を大幅に下回りました。

当期純利益につきましては、移転・改装によって生じた資産の除却損計上や、店舗の収益状況から計上した減損損

失計上等の影響もあり僅かの計上に止まりました。内容は以下の通りです。

　売上高　　14,389百万円（前年同期比 95.8％）

　経常利益　   448百万円（前年同期比 37.3％）

　当期利益　   106百万円（前年同期は492百万円の純損失）

②　次期の見通し

　2010年3月期を到達年度とする経営5ヵ年計画「VISION 200 PLAN」は、直営店舗の出店を加速させその店舗数の増

加を原動力として、売上拡大を図り、売上の伸びに応じた収益を確保する戦略でしたが、当社を取り巻く環境分析

及びお客様の指向の変化への対応力も不十分であったため当初の計画から大幅に乖離してまいりました。そこで、

従来の経営５ヶ年計画「VISION 200 PLAN」を中止した上で、旧計画の反省に基づき計画を策定しなおすことと致し

ました。新計画は「VISION再生３ヵ年計画」とし、残存期間３年間を当社再生期間と位置づけた計画と致します。

　次期に新規出店する計画は、関東圏を中心に15店舗の出店を予定し、また、収益面での見直しを行い回復の見込

みのない店舗11店舗を閉鎖する予定です。その結果売上高15,000百万円、経常利益800百万円、当期利益につきまし

ては役員退職慰労引当金の設定・資産除却による特別損失の発生を盛込んだため、0百万円を予想しております。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、9,452百万円（前年同期比 100.7％）と63百万円増加致しました。

　流動資産は、3,272百万円（前年同期比93.9％）と213百万円減少いたしました。この減少は、主に総有利子負債

圧縮等を現金及び預金の減少で対応したためです。

　固定資産は、6,179百万円（前年同期比 104.7％）と276百万円増加いたしました。この増加は、主に新規出店に

よる店舗設備資産や保証金を差し入れたためです。

　負債につきましては、6,882百万円（前年同期比 100.4％）と29百万円増加いたしました。

　流動負債は、3,755百万円（前年同期比 112.0％）と403百万円増加いたしました。この増加は、主に売上高の計

上基準変更に伴いお客様に商品をお渡しする前にお預りした前受金が239百万円発生したためです。

　固定負債は、3,120百万円（前年同期比 89.1％）と380百万円減少いたしました。この減少は主に社債の償還と長

期借入金の返済によるものです。

　純資産につきましては、2,569百万円（前年同期比 101.3％）と33百万円増加いたしました。
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② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、売上基準変更に伴い預り金の増加、売上債権の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺、

税金等調整前当期利益が175百万円（前年同期は356百万円の損失）と増加したものの、資金運用の観点から余剰資

金を有利子負債返済に充てたため前連結会計年度に比べ115百万円減少し、当連結会計年度末には393百万円となり

ました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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980百万円（同1.4％減）となりました。これは主に税金等調整前当期利益175百万

円、減価償却費398百万円、前受金増加額233百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は837百万円（同1.4％減）となりました。これは主に新規出店・店舗の移転・改装

に伴う有形固定資産取得や保証金差入による支出等によるものです。

（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267百万円（同62.2％減）となりました。これは主に社債の償還によるものです。

　　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成15年 

３月期 

平成16年

３月期 

平成17年

３月期 

平成18年

３月期 

平成19年

３月期 

自己資本比率（％） 22.7 25.4 28.2 27.0 27.2

時価ベースの自己資本比率（％） 11.1 18.9 32.7 52.1 33.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 4.1 5.5 6.0 5.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 11.6 9.8 9.2 9.3

　　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：株主時価総額／総資産 

　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って全ての負債を対象としており

ます。

（注５）平成15年３月期から平成16年３月期は個別決算の数値を記載しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行なうことを基本方針とし、

当期の配当は12円。次期についても年間12円配当は維持してゆきたいと考えております。
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２．企業集団の状況
  最近の有価証券報告書（平成18年6月28日提出）における「事業系統図」（事業の内容）及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器等の販売を通じ、お客様がより健康でより快適に過ごせること

ができるよう「高品質な商品」を「リーズナブルな価格」で提供し続けられる支援企業でありたいと願っております。

そのためには、適正な利潤を得、その利潤を源泉として新商品開発投資・内部体制整備のための人材育成投資・シス

テム構築投資を続けてよりよい商品、サービスの向上を目指すことが不可欠であります。それらに対して、評価の高

い企業が売上高を伸ばし、高い収益確保ができるものと考えております。しかしながら当連結会計年度においては、

当社グループの提供する商品、サービスが必ずしも高い評価が得られなかったため、前年実績を下回る結果になりま

した。当期の反省に基づき基本に立ち返る新経営計画「VISION再生３ヵ年計画」を策定いたしました。この計画は、

内部体制構築と整備を基本方針とし、再び力強い成長を指向できる企業に再生することを目標にしてまいります。そ

の具体的施策、目標は以下の項目の通りです。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、非効率な業容拡大戦略を見直し、より収益重視路線への深耕を目指します。そのための目標とす

る経営指標は以下の通りです。

  ① 売上高総利益率（連結）    2010年３月期　70.0％以上

　② 売上高経常利益率（連結）　2010年３月期　6.0％以上

　③ フリーキャッシュ・フロー　2010年３月期　500百万円以上確保

　④ 自己資本比率（連結）　    2010年３月期　30.0％以上

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、経営環境の変化に適応できる強固な企業体質への改善を図るため2006年３月期を初年度とし、2010

年３月期を到達年度とした中期経営計画「VISION 200 PLAN」を掲げて計画遂行に取り組んでまいりました。しかしな

がらスタートから既に２年を経過しましたが、計画と実績は大幅に乖離しており、もはや業績向上を牽引する経営計

画としては機能していないと判断し、従来の経営５ヵ年計画を中止して、新たに「VISION再生３ヵ年計画」を策定す

ることといたしました。

① 「VISION 200 PLAN」の進捗状況

 2006年３月期 2007年３月期

 200 PLAN 実績 計画比増減 200 PLAN 実績 計画比増減

 売上高　（百万円） 16,000 15,016 △984 16,200 14,389 △1,811

 経常利益（百万円） 1,350 1,232 △118 1,350 448 △902

 当期利益（百万円） △400 △492 △92 400 106 △294

 

② 「VISION 200 PLAN」で掲げた経営計画が大幅未達になった要因

  「VISION 200 PLAN」計画の基本は、まず新規店舗を毎年30店舗（初年度の2006年３月期は20店舗）継続出店し、

売上拡大を図りながら2010年３月期に売上高200億円を達成するというものでした。初年度こそ18店舗の出店を果た

しましたが、個店実績は売上高・営業利益面で所期の期待値を下回ってしまいました。２年目の2007年３月期につ

きましては、出店店舗数においても30店舗の出店計画数に対し、実績は18店舗と計画比△12店舗と低調な結果とな

りました。益々競争が激化する眼鏡業界にあって、出店可能な情報量が、質・量共に不足しており、更に得られた

情報を充分に活かし切れる体制が整備されておらず不振を倍加してしまいました。次に既存店の売上高の引上げ策

として移転や改装によるリニューアル効果での活性化を目指しましたが消費者は単なる目先の変化だけでは反応し

てくれない時代となっており施策効果も非常に厳しい結果となりました。

③ 新たな経営計画

  新計画は「VISION再生３ヵ年計画」とし、従来の経営計画「VISION 200 PLAN」を中止した上で、旧計画の反省に

基づき旧計画の残存期間３年間を当社再生期間とするものです。

これからの３年間は、内部体制の再構築と整備を最優先いたします。
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(4）会社の対処すべき課題

　「VISION再生３ヵ年計画」で掲げた対処すべき課題としては次の通りです。

　① 店舗開発力の強化

　新たな顧客を創造するための最大手段は、新規出店であり採算が確保できる店舗を数多く開発していくことが

急務であります。そのための情報ルートが数量的に不足しており、新規ルート開拓が必要であり、そのために専

門知識をもった人員面での確保を図ります。

また、入手した新店舗出店情報を整理し、審査・調査・提言できる機能を強化し出店の成否判断精度を高めます。

　② ＭＤ戦略の強化

　従来は、全店展開で原則として同一品揃え、同一ディスプレイで対応してきたため地域特性による個店対応が

不十分で、マーチャンダイジング面でお客様からのニーズにずれが生じつつあります。そのための課題解決策と

して、サンプル店舗を設定しデーター蓄積・分析ノウハウを高めて、最終的には全店個別の品揃えが可能なレベ

ルまで引上げます。

　③ 人材育成と人事制度の構築

　小売業にとって、特に対面販売が主体でコンサルティング販売のウェイトが高い眼鏡業界では販売員の品質（販

売接客能力・商品知識・加工技術）は、売上に直結する重要な要素であります。当社グループは創業来社員教育

に着目し注力してまいりましたが加工技術向上・接客技術向上に偏重し、社員個個人のキャリア開発を支援する

制度が若干弱かったため、時代に適応できる人材の育成が遅れています。そのためお客様へ均一で質の高いサー

ビスの提供不足からお客様の高い評価が得られなかったことがこの売上不振を招いたと問題認識し、そのため教

育制度を見直し、理解しやすい人事制度を整備し企業人として必要な人材を育成し、再びお客様から高い評価が

得られる企業への改革を推し進めます。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提

出しており、内部管理体制の整備・運用状況は同証券取引所のホームページに開示されております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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  1,221,022   1,075,893  △145,128

２．売掛金   365,807   382,030  16,222

３．たな卸資産   1,347,802   1,367,744  19,942

４．前払費用   156,541   163,829  7,288

５．繰延税金資産   104,000   94,000  △10,000

６．未収還付法人税等   127,000   －  △127,000

７．その他   167,358   198,779  31,420

貸倒引当金   △3,450   △9,731  △6,281

流動資産合計   3,486,082 37.1  3,272,546 34.6 △213,535

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産
※１
※２

       

(1）建物及び構築物   1,509,594   1,507,088  △2,505

(2）工具器具備品   535,494   603,270  67,775

(3）土地   2,050,401   1,989,323  △61,077

(4）その他   13,573   17,195  3,622

有形固定資産合計   4,109,062 43.8  4,116,878 43.6 7,815

２．無形固定資産   20,436 0.2  21,336 0.2 900

３．投資その他の資産         

(1）差入保証金   1,522,761   1,646,377  123,615

(2）その他   266,672   402,010  135,337

貸倒引当金   △16,026   △13,466  2,560

投資その他の資産合
計

  1,773,408 18.9  2,041,486 21.6 268,078

固定資産合計   5,902,907 62.9  6,179,701 65.4 276,794

資産合計   9,388,989 100.0  9,452,248 100.0 63,258

－ 7 －

㈱ビジョンメガネ（7642）平成19年３月期決算短信



前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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．買掛金   323,923   336,872  12,948

２．短期借入金   －   300,000  300,000

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２  2,324,815   2,326,148  1,333

４．１年以内償還予定社
債

※２  180,000   80,000  △100,000

５．未払金   155,239   141,991  △13,247

６．未払費用   97,709   96,315  △1,394

７．未払法人税等   68,940   66,355  △2,585

８．賞与引当金   97,000   104,000  7,000

９．その他   103,893   303,652  199,758

流動負債合計   3,351,521 35.7  3,755,335 39.7 403,813

        

Ⅱ　固定負債         

１．社債 ※２  120,000   40,000  △80,000

２．長期借入金 ※２  3,326,133   3,008,775  △317,358

３．繰延税金負債   5,343   －  △5,343

４．退職給付引当金   21,205   －  △21,205

５．その他   29,030   72,116  49,650

固定負債合計   3,501,711 37.3  3,120,891 33.1 △380,820

負債合計   6,853,233 73.0  6,882,790 72.8 29,557

        

（少数株主持分）         

少数株主持分   － －  － － －

        

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  772,000 8.2  － － －

Ⅱ　資本剰余金   752,500 8.0  － － －

Ⅲ　利益剰余金   1,003,566 10.7  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  7,689 0.1  － － －

資本合計   2,535,756 27.0  － － －

負債、少数株主持分及
び資本合計

  9,388,989 100.0  － － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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 ※４  － －  772,000 8.2 －

２．資本剰余金   － －  752,500 8.0 －

３．利益剰余金   － －  1,038,258 11.0 －

　　株主資本合計   － －  2,562,758 27.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  5,705   

２．繰延ヘッジ損益   － －  993   

　　評価・換算差額等合計   － －  6,699 0.1 －

純資産合計   － －  2,569,457 27.2 －

負債純資産合計   － －  9,452,248 100.0 －
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   15,016,422 100.0  14,389,802 100.0 △626,620

Ⅱ　売上原価   4,684,468 31.2  4,396,299 30.6 △288,169

売上総利益   10,331,954 68.8  9,993,502 69.4 △338,451

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  9,051,387 60.3  9,515,730 66.1 464,343

営業利益   1,280,567 8.5  477,771 3.3 △802,795

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,486   4,360    

２．受取配当金  171   253    

３．出向給料収入  20,358   29,647    

４．賃貸収入  57,642   69,258    

５．受取保険金収入  8,117   6,902    

６．為替差益  5,234   9,534    

７．デリバティブ評価
益

 14,998   21,193    

８．雑収入  9,525 118,534 0.8 18,824 159,975 1.1 41,440

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  98,673   102,354    

２．社債利息  4,831   2,349    

３．賃借料  44,720   59,280    

４．雑損失  18,299 166,523 1.1 25,394 189,378 1.3 22,854

経常利益   1,232,577 8.2  448,369 3.1 △784,208

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  9,151   －    

２．固定資産売却益 ※２ 6,851   18,000    

３．営業補償金  11,999   9,447    

４．その他  － 28,002 0.2 2,250 29,698 0.2 1,696

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 84,252   56,838    

２．減損損失 ※４ 1,522,237   191,449    

３．役員退職慰労金  －   11,300    

４．賃貸物件解約損  8,808   36,443    

５．その他  2,118 1,617,417 10.8 6,647 302,678 2.1 △1,314,739
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）

税金等調整前当期
純利益又は純損失
（△）

  △356,837 △2.4  175,389 1.2 532,226

法人税、住民税及
び事業税

 114,344   97,697    

法人税等調整額  21,450 135,794 0.9 △29,000 68,697 0.5 △67,097

当期純利益又は純
損失（△）

  △492,631 △3.3  106,692 0.7 599,324
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   752,500

Ⅱ　資本剰余金期末残高   752,500

   

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,577,098

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  － －

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  72,000  

２．役員賞与  8,900  

３．当期純損失  492,631 573,531

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,003,566

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 772,000 752,500 1,003,566 2,528,066

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △72,000 △72,000

当期純利益   106,692 106,692

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 34,692 34,692

平成19年３月31日　残高（千円） 772,000 752,500 1,038,258 2,562,758

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18年３月31日　残高（千円） 7,689 － 7,689 2,535,756

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △72,000

当期純利益    106,692

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,984 993 △990 △990

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,984 993 △990 33,701

平成19年３月31日　残高（千円） 5,705 993 6,699 2,569,457
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純
利益又は純損失
（△）

 △356,837 175,389 532,226

減価償却費  376,879 398,265 21,386

長期前払費用償却額  11,270 8,054 △3,215

賞与引当金の増減額  △15,000 7,000 22,000

貸倒引当金の増減額  △9,151 3,721 12,872

退職給付引当金の増
減額

 △5,851 △27,769 △21,917

受取利息及び受取配
当金

 △2,658 △4,614 △1,955

支払利息  103,504 104,703 1,199

固定資産除却損  90,157 81,800 △8,357

減損損失  1,522,237 191,449 △1,330,788

役員退職慰労金  － 10,945 10,945

投資有価証券評価損  1,657 128 △1,529

売上債権の増減額  △7,528 △43,917 △36,389

たな卸資産の増減額  △21,318 △19,942 1,376

その他資産の増減額  △16,762 △4,233 12,529

仕入債務の増減額  △38,903 12,948 51,852

未払消費税等の増減
額 

 15,160 △35,646 △50,807

その他負債の増減額  △33,369 200,706 234,076

役員賞与の支払額  △8,900 － 8,900

その他  △8,140 18,406 26,546

小計  1,596,445 1,077,395 △519,050
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受
取額

 609 568 △40

利息の支払額  △107,787 △105,865 1,922

役員退職慰労金の支
払額

 － △10,945 △10,945

法人税等の支払額  △493,991 △103,673 390,318

 法人税等の還付額  － 123,179 123,179

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 995,275 980,659 △14,616

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 

 △702,520 △662,951 39,568

定期預金の払戻によ
る収入 

 560,279 692,720 132,440

有形固定資産の取得
による支出 

 △684,452 △625,082 59,370

有形固定資産の売却
による収入

 211,728 60,630 △151,097

貸付金の回収による
収入 

 7,680 － △7,680

その他の投資活動に
よる支出 

 △323,960 △398,941 △74,980

その他の投資活動に
よる収入 

 81,519 95,675 14,155

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △849,725 △837,949 11,776

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収
入

 1,300,000 750,000 △550,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △1,435,000 △450,000 985,000

長期借入れによる収
入

 2,400,000 2,400,000 －

長期借入金の返済に
よる支出

 △2,819,531 △2,716,025 103,506

社債の償還による支
出

 △80,000 △180,000 △100,000

配当金の支払額  △72,663 △71,132 1,530

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △707,194 △267,157 440,036
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 5,234 9,087 3,852

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

 △556,409 △115,360 441,049

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,064,911 508,501 △556,409

Ⅶ　現金及び現金同等物の
当期末残高

※１ 508,501 393,141 △115,360
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　１社 

主要な連結子会社の名称 

㈱プラネット・ビジョン60 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。

なお、㈱ケータイについては、平成17

年８月付けで解散いたしました。

(1) 連結子会社の数　１社 

主要な連結子会社の名称 

㈱プラネット・ビジョン60 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社又は関連会社がないため

該当事項はありません。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。

同左

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

イ　有価証券

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しておりま

す。）

時価のないもの…移動平均法に基づく

原価法

イ　有価証券

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

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しておりま

す。）

時価のないもの…同左

 ロ　デリバティブ 

時価法 

ロ　デリバティブ 

同左

 ハ　たな卸資産 

商品 

個別原価法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

ハ　たな卸資産 

商品 

同左

貯蔵品 

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法（ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除く)につい

ては定額法）を採用しております。

　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：３～50年

工具器具備品　：３～20年

イ　有形固定資産

同左

 ロ　無形固定資産 

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）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。

ロ　無形固定資産 

同左

 ハ　長期前払費用 

　定額法を採用しております。

ハ　長期前払費用 

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　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、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

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計上しており

ます。

ハ　退職給付引当金

同左

 　数理計算上の差異はその各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(5年)による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

 

(4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左

(5) 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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。

　なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理によっ

ております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は、以下のと

おりであります。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ手段－金利スワップ

ヘッジ対象－借入金の金利

 

 

 ハ　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規定及

び取引限度額等を定めた内部規定に基づ

き、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計または相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計または相

場変動を半期毎に比較し、両者の変動額

等を基礎にしてヘッジ有効性を評価して

おります。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 　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。

(7) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

─────

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　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
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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当期純損失

は1,522,237千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、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）

　当連結会計年度より、「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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,568,463千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

（売上計上基準の変更）

　従来、商品の引渡し前にお客様から代金の全額をい

ただいた商品については、その発生件数も少なく、か

つ引渡しまでの期間も短期間であったため、代金受領

時に売上計上しておりましたが、当連結会計年度から

新POSシステムを導入し、代金の全額の入金があり且つ

商品の引渡しが完了していない取引を管理できるよう

になったことを契機に売上計上基準を見直し、商品の

引渡し時に売上計上することに変更しました。この変

更は、引渡しの前に代金の全額を受領する件数が増加

しており、また、引渡しまでの期間も比較的長期化し

てきたことに伴い、商品の引渡し時に売上計上するこ

とで、期間損益計算のより一層の適正化を図ることを

目的に行なったものであります。

これに伴い、売上高が228,636千円、売上総利益、営業

利益、経常利益、税金等調整前純利益はそれぞれ

162,714千円減少し、流動負債「その他」（前受金）は

239,754千円増加しております。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結損益計算書）

1.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「金融手

数料」（当連結会計年度は12,985千円）は営業外費用

の100分の10以下となったため、営業外費用の「雑損

失」に含めて表示することにしました。

2.営業外費用「賃借料」は、営業外費用の100分の10を

超えることとなったため、当連結会計年度から区分掲

記しております。なお前連結会計年度においては、営

業外費用の「雑損失」に20,120千円含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他の投資活動による収入」に含めてお

りました「有形固定資産の売却による収入」は重要性

が増したため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度における「有形固定資産の売却

による収入」は5,666千円であります。

─────

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 2,939,238 千円  3,159,799 千円

※２．担保提供資産及び対応債務

　　　イ．担保に供している資産

※２．担保提供資産及び対応債務

　　　イ．担保に供している資産

定期預金 80,000 千円

建物 526,736  

土地 2,043,351

計 2,650,087

定期預金 80,000 千円

建物 485,997  

土地 1,982,273

計 2,548,270

　　　ロ.上記に対する債務 　　　ロ.上記に対する債務

１年以内返済予定長期借入金 1,031,200 千円

１年以内償還予定社債 100,000

長期借入金 1,931,304

計 3,062,504

１年以内返済予定長期借入金 996,788 千円

長期借入金 1,605,582

計 2,602,370

　３．貸出コミットメント契約 　３．貸出コミットメント契約

───── 貸出コミットメント契約の総

額 

1,000,000 千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式6,000,000株で

あります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式6,000,000株で

あります。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの ※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

広告宣伝費 1,034,124 千円

給料手当 3,224,554

賞与引当金繰入額 97,000

退職給付費用 63,081

賃借料 1,838,693

広告宣伝費 1,033,840 千円

給料手当 3,383,544

賞与引当金繰入額 104,000

退職給付費用 47,167

賃借料 1,949,083

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

建物 6,743 千円

車両運搬具 69

工具器具備品 39

計 6,851

建物 18,000 千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

建物 37,203 千円

工具器具備品他 47,048

計 84,252

建物 24,882 千円

工具器具備品他 31,955

計 56,838

※４．減損損失 ※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ております。

会社名 場所 用途 種類
減損損失

（千円）

㈱ビジョン

メガネ
関西

店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

827,799

144,216

46,848

㈱ビジョン

メガネ
関東

店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

111,628

169,234

63,587

㈱ビジョン

メガネ
東北 店舗等

建物

その他

2,519

5,685

㈱ビジョン

メガネ 
北陸 店舗等

建物

その他

7,050

3,192

㈱ビジョン

メガネ 
東海 店舗等

建物

その他

10,832

14,531

㈱ビジョン

メガネ 
中四国 店舗等

建物

その他

27,983

18,763

㈱ビジョン

メガネ 
九州 店舗等

建物

その他

44,489

23,873

　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ております。

会社名 場所 用途 種類
減損損失

（千円）

㈱ビジョン

メガネ
関西

店舗及び

遊休資産等 

建物

その他

69,204

32,669

㈱ビジョン

メガネ
関東

店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

13,458

25,780

12,586

㈱ビジョン

メガネ
東北 店舗等

建物

その他

3,016

3,543

㈱ビジョン

メガネ 
北陸 店舗等

建物

その他

16,006

9,251

㈱ビジョン

メガネ 
東海 店舗等

建物

その他

3,268

2,663
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、主として各店舗を単位としてグ

ルーピングしております。収益性の悪化または土地

等の時価の著しい下落を考慮し、各資産グループを

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（1,522,237千円）として特別損失に計上しまし

た。 

種類 減損損失（千円）

 土地 939,428

 建物及び構築物 416,733

 工具器具備品 159,616

 その他 6,460

 合計 1,522,237

　なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価

値または正味売却価額により測定しております。使

用価値は、将来キャッシュ・フローを5.0％で割引

いて測定しております。正味売却価額は、路線価ま

たは実勢価額を基に測定しております。 

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、主として各店舗を単位としてグ

ルーピングしております。収益性の悪化または土地

等の時価の著しい下落を考慮し、各資産グループを

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（191,449千円）として特別損失に計上しました。 

種類 減損損失（千円）

 土地 13,458

 建物及び構築物 124,718

 工具器具備品 53,272

 その他 －

 合計 191,449

　なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価

値または正味売却価額により測定しております。使

用価値は、将来キャッシュ・フローを5.0％で割引

いて測定しております。正味売却価額は、路線価ま

たは実勢価額を基に測定しております。 

－ 22 －

㈱ビジョンメガネ（7642）平成19年３月期決算短信



（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,000 － － 6,000

合計 6,000 － － 6,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 72,000 12 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 72,000 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,221,022千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△712,520

現金及び現金同等物 508,501

現金及び預金勘定 1,075,893千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△682,751

現金及び現金同等物 393,141
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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、減損損失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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物 48,200 1,004 47,195

工具器具備品 255,840 139,381 116,459

ソフトウェア 40,448 24,489 15,958

合計 344,488 164,875 179,613

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物 48,200 7,059 41,140

工具器具備品 329,949 111,014 218,935

ソフトウェア 67,020 38,167 28,852

合計 445,170 156,240 288,929

（2） 未経過リース料期末残高相当額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 47,083千円

１年超 135,244

計 182,327

１年内 86,637千円

１年超 209,838

計 296,476

リース資産減損

勘定の残高

54,343千円

（3） 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

（3） 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 62,014千円

減価償却費相当額 57,208

支払利息相当額 6,205

支払リース料 101,867千円

減価償却費相当額 92,092

支払利息相当額 14,586

減損損失 58,151

（4） 減価償却費相当額およ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） 減価償却費相当額およ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。

利息相当額の算定方法 

同左  

（減損損失について）

　リース資産について配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
株式 1,483 14,517 13,033 1,483 11,153 9,670

合計 1,483 14,517 13,033 1,483 11,153 9,670

（注）減損処理にあたっては、当期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行うこととしております。

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
164 36
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は通貨オプション取引、金利関連では金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

 

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の

金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

 

 

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。

　また、金利スワップについて特例処理の条件を満た

している場合には特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額

等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替

相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は、以下のとおりであります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

 

 

　　ヘッジ手段 － 金利スワップ

ヘッジ対象 － 借入金の金利

 

 

③　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累

計または相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等

を基礎にしてヘッジ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。

③　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）取引に係るリスクの内容

　通貨関連における通貨オプション取引は為替相場の変

動によるリスクを、金利関連における金利スワップ取引

においては、市場金利の変動によるリスクを有しており

ます。また、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれ

も信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契

約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと

認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、「職務権

限規定」に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得

て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

（1）金利関連

当社のデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。

（2）通貨関連

区分 種類 契約額等 (千円)
契約額等のうち

１年超 (千円)
時価 (千円)

評価損益

(千円)

 通貨オプション取引     

 買建コール     

市場取引以外の

取引
米ドル 10,860 7,602 21,790 10,930

 売建プット     

 米ドル 14,060 3,667 9,992 4,067

 合計 24,920 11,269 31,782 14,997

 （注）１．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。

２．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

（1）金利関連

当社のデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。

（2）通貨関連

区分 種類 契約額等 (千円)
契約額等のうち

１年超 (千円)
時価 (千円)

評価損益

(千円)

 通貨オプション取引     

 買建コール     

市場取引以外の

取引
米ドル 6,960 4,130 18,893 11,933

 売建プット     

 米ドル 13,400 11,410 4,140 9,259

 合計 20,360 15,540 23,034 21,193

 （注）１．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。

２．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、平成５年３月１日より適格退職年金制度を設けております。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

イ．退職給付債務 △424,880 △479,691

ロ．年金資産 483,743 568,634

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 58,863 88,942

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － －

ホ．未認識数理計算上の差異 △80,068 △82,378

ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △21,205 6,564

ト．前払年金費用 － 6,564

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △21,205 －

３．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

イ．勤務費用 47,046 52,017

ロ．利息費用 7,507 8,497

ハ．期待運用収益 △6,706 △9,674

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 15,234 △3,673

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 63,081 47,167

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率 ２％ ２ ％

ハ．期待運用収益率 2.0％ 2.0％

ニ．数理計算上の差異の処理年数
発生年度の翌年度より５年間で償

却 
同左

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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 （単位：千円）

未払事業税 △3,009

賞与引当金繰入限度超過額 39,770

商品評価損 40,914

無形固定資産償却限度超過額 45,922

ゴルフ会員権否認額 7,790

貸倒引当金繰入限度超過額 7,369

退職給付引当金否認額 8,694

減損損失 257,098

その他 15,570

繰延税金資産小計 420,119

評価性引当額 △316,119

繰延税金資産合計 104,000

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △5,343

繰延税金負債合計 △5,343

繰延税金資産（負債）の純額 98,656

繰延税金資産 （単位：千円）

未払事業税 6,687

賞与引当金 42,640

商品評価損 49,161

無形固定資産償却限度超過額 13,913

ゴルフ会員権否認額 7,790

貸倒引当金繰入限度超過額 9,510

減損損失 167,799

繰越欠損金 26,669

その他 26,900

繰延税金資産小計 351,072

評価性引当額 △215,380

繰延税金資産合計 135,691

繰延税金負債  

前払年金費用 △2,691

その他有価証券評価差額金 △3,964

繰延ヘッジ損失 △690

繰延税金負債合計 △7,346

繰延税金資産（負債）の純額 128,344

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない　項

目 

△1.6

住民税均等割等 △26.7

繰延税金資産にかかる評価性引当額 △49.1

その他 △1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △38.1

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない　項

目 

2.2

住民税均等割等 53.8

繰延税金資産にかかる評価性引当額 △57.0

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.2
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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

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年４月

１日　至　平成19年３月31日）において、当連結グループは眼鏡製品の小売会社として同一セグメントに属

する眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月

１日　至　平成19年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店

がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月

１日　至　平成19年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引）

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）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

吉田明子

（当社代表

取締役社長

の子）

－ －

医療法人明成会

吉田眼科理事長

当社顧問

（被所有）

直接7.3
－ －

出向給料及び

経費の立替等
55,484 立替金 4,730

吉田武彦

（当社代表

取締役社長

の配偶者）

－ － 当社相談役
（被所有）

直接14.8
－ － 顧問料の支払 40,000 － －

　（注）１．取引金額には、消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　吉田　明子　出向給料については、ＦＣ契約先と同一の基準により算定しております。

経費の立替については実費にて精算しております。

　吉田　武彦　顧問料は業務内容を勘案のうえ決定しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

吉田明子

（当社代表

取締役会長

の子）

－ －

医療法人明成会

吉田眼科理事長

当社顧問

（被所有）

直接7.3
－ －

眼科スタッフ人

件費の当社負担
46,301 － －

経費の立替等 23,686 立替金 59

吉田武彦

（当社代表

取締役会長

の配偶者）

－ － 当社相談役
（被所有）

直接14.8
－ － 顧問料の支払 2,400 － －

宮口太

（当社監査

役の子）

－ － 税理士
（被所有）

直接 －
－ － 税務顧問料 6,380 － －

　（注）１．取引金額には、消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　吉田　明子　眼科スタッフ人件費の負担については、取締役会で決議し決定しております。

経費の立替については実費にて精算しております。

　吉田　武彦　顧問料は業務内容を勘案のうえ決定しております。

　宮口　太　　税務顧問料は業務内容を勘案のうえ決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 422.63 428.24

１株当たり当期純利益又は純損失

（△）金額（円）
△82.11 17.78

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益又は純損失（△）（千円） △492,631 106,692

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純損失

（△）（千円）

△492,631 106,692

期中平均株式数（株） 6,000,000 6,000,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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 ※１ 1,170,211 1,064,234 △105,976

２．預け金 68,609 96,304 27,695

３．売掛金 365,230 385,017 19,787

４．商品 1,337,970 1,325,322 △12,648

５．貯蔵品 9,831 9,289 △542

６．前払費用 156,541 161,204 4,663

７．繰延税金資産 104,000 94,000 △10,000

８．未収還付法人税等 127,000 － △127,000

９．その他 98,749 98,487 △262

10．貸倒引当金 △3,450 △9,731 △6,281

流動資産合計 3,434,695 36.7 3,224,130 34.3 △210,564

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 3,097,128 3,179,549

減価償却累計額 1,645,562 1,451,566 1,745,311 1,434,238 △17,328

２．構築物 86,520 109,435

減価償却累計額 28,492 58,027 36,585 72,850 14,823

３．車両運搬具 26,439 26,439

減価償却累計額 16,254 10,184 19,307 7,131 △3,052

４．工具器具備品 1,784,423 1,952,269

減価償却累計額 1,248,929 535,494 1,357,108 595,160 59,665

５．土地 ※１ 2,050,401 1,989,323 △61,077

６．建設仮勘定 3,389 8,301 4,912

有形固定資産合計 4,109,062 43.9 4,107,005 43.6 △2,057

(2）無形固定資産

１．商標権 1,051 697 △354

２．電話加入権 15,185 15,185 －

３．ソフトウェア 4,200 5,454 1,254

無形固定資産合計 20,436 0.2 21,336 0.2 900
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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 14,681 11,189 △3,491

２．関係会社株式 20,000 20,000 －

３．出資金 8,443 8,413 △30

４．長期貸付金 167,368 258,378 91,010

５．破産更生債権等 3,796 2,966 △830

６．長期前払費用 45,769 58,576 12,806

７．繰延税金資産 － 34,344 34,344

８．差入保証金 1,522,761 1,646,377 123,615

９．保険積立金 10,614 12,141 1,527

10．前払年金費用 － 6,564 6,564

11. その他 16,000 16,000 －

12．貸倒引当金 △16,026 △13,466 2,560

投資その他の資産合
計

1,793,408 19.2 2,061,486 21.9 268,078

固定資産合計 5,922,907 63.3 6,189,828 65.7 266,920

資産合計 9,357,603 100.0 9,413,959 100.0 56,356

－ 35 －

㈱ビジョンメガネ（7642）平成19年３月期決算短信



前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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．買掛金 323,923 331,206 7,282

２．短期借入金  － 300,000 300,000

３．１年以内返済予定長
期借入金

※１ 2,324,815 2,326,148 1,333

４．１年以内償還予定社
債

※１ 180,000 80,000 △100,000

５．未払金 160,491 145,617 △14,874

６．未払費用 97,681 94,756 △2,924

７．未払法人税等 59,566 66,355 6,788

８．未払消費税等 45,963 10,150 △35,813

９．前受金 27,692 261,499 233,807

10．預り金 27,149 24,260 △2,888

11．賞与引当金 97,000 104,000 7,000

12．その他 47 4,407 4,360

流動負債合計 3,344,331 35.8 3,748,401 39.8 404,070

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※１ 120,000 40,000 △80,000

２．長期借入金 ※１ 3,326,133 3,008,775 △317,358

３．繰延税金負債 5,343 － △5,343

４．退職給付引当金 21,205 － △21,205

５．預り保証金 28,530 32,960 4,430

６．その他 － 45,720 45,720

固定負債合計 3,501,211 37.4 3,127,455 33.2 △373,756

負債合計 6,845,543 73.2 6,875,857 73.0 30,313
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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 ※２ 772,000 8.2 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 752,500 －

資本剰余金合計 752,500 8.0 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 35,469 －

２．任意積立金

(1）別途積立金 1,000,000 －

３．当期未処理損失 55,599 －

利益剰余金合計 979,869 10.5 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  7,689 0.1 － － － －

資本合計 2,512,059 26.8 － － －

負債・資本合計 9,357,603 100.0 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３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 ※２  － －  772,000 8.2 －

２．資本剰余金         

  資本準備金  －   752,500    

資本剰余金合計   － －  752,500 8.0 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   35,469    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   800,000    

繰越利益剰余金  －   171,433    

利益剰余金合計   － －  1,006,902 0.0 －

株主資本合計   － －  2,531,402 26.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  5,705 0.1 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  993 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  6,699 0.1 －

純資産合計   － －  2,538,101 27.0 －

負債純資産合計   － －  9,413,959 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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 15,013,306 100.0 14,381,060 100.0 △632,245

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 1,319,953 1,337,970

２．当期商品仕入高  4,702,486 4,379,667

合計 6,022,439 5,717,638

３．期末商品棚卸高 1,337,970 4,684,468 31.2 1,325,322 4,392,315 30.5 △292,153

売上総利益 10,328,837 68.8 9,988,744 69.5 △340,092

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．広告宣伝費 1,034,124 1,033,452

２．販売促進費 68,917 78,100

３．役員報酬 111,907 119,207

４．給与手当 3,222,874 3,372,024

５．賞与 148,007 176,205

６．賞与引当金繰入額 97,000 104,000

７．退職給付費用 63,081 47,167

８．福利厚生費 491,204 515,228

９．旅費交通費 254,030 257,724

10．賃借料 1,836,843 1,947,883

11．水道光熱費 282,943 285,483

12．減価償却費 375,154 395,269

13．研究開発費 ※１ － 2,475

14．支払手数料 504,324 568,639

15．貸倒引当金繰入額 － 3,721

16．その他 588,749 9,079,163 60.5 617,842 9,524,423 66.2 445,259

営業利益 1,249,673 8.3 464,321 3.2 △785,352

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2,486 4,335

２．受取配当金 171 253

３．出向給料収入 20,358 29,647

４．賃貸収入 58,842 70,458

５．受取保険金収入 8,116 6,902

６．為替差益 5,234 9,087

７．デリバティブ評価
益

14,998 6,195

８．特許使用料収入 － 20,000
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）

９．雑収入 8,317 118,527 0.8 14,075 160,955 1.1 42,428

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 98,673 102,354

２．社債利息 4,831 2,349

３. 金融手数料 － 19,398

４. 賃借料 44,720 59,280

５．雑損失 18,156 166,380 1.1 3,852 187,234 1.3 20,853

経常利益 1,201,820 8.0 438,043 3.0 △763,776

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 9,151 －

２．固定資産売却益 ※２ 6,851 18,000

３．営業補償金 11,999   9,447    

 ４. その他 － 28,002 0.2 2,250 29,698 0.2 1,696

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ － 6,519

２．固定資産除却損 ※４ 84,252 56,838

３．減損損失 ※５ 1,522,237 191,449

４．役員退職慰労金 － 11,300

５．賃貸物件解約損 8,808 36,443

６．商品評価損 － －

７．その他 1,718 1,617,017 10.8 128 302,678 2.1 △1,314,339

税引前当期純利益
又は純損失（△）

△387,195 △2.6 165,063 1.1 552,258

法人税、住民税及
び事業税

101,863 95,030

法人税等調整額 21,450 123,313 0.8 △29,000 66,030 0.5 △57,282

当期純利益又は純
損失（△）

△510,508 △3.4 99,032 0.7 609,541

前期繰越利益 454,908 －  

当期未処理損失 55,599 －  
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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 

（株主総会承認日平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 55,599

Ⅱ　任意積立金取崩額   

別途積立金取崩額 200,000 200,000

合計  144,400

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 72,000  

２．役員賞与 － 72,000

Ⅳ　次期繰越利益 72,400
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

772,000 752,500 752,500 35,469 1,000,000 △55,599 979,869 2,504,369

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △72,000 △72,000 △72,000

当期純利益      99,032 99,032 99,032

別途積立金の取崩額 － － － － △200,000 200,000 － －

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）

－ － － － △200,000 227,032 27,032 27,032

平成19年３月31日　残高
（千円）

772,000 752,500 752,500 35,469 800,000 171,433 1,006,902 2,531,402

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18年３月31日　残高
（千円）

7,689 － 7,689 2,512,059

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △72,000

当期純利益    99,032

別途積立金の取崩額    －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,984 993 △990 △990

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,984 993 △990 26,042

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,705 993 6,699 2,538,101
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

子会社株式

同左

その他有価証券

(1）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）

を採用しております。

その他有価証券

(1）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）によっております。

(2）時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(2）時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商　品

　個別原価法による原価法を採用してお

ります。

(1）商　品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

(2）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建　　　　物　　３～50年

工具器具備品　　３～20年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）

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

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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勘案し、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

　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(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。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

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

同左

７．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

８．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、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理によっ

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規定及

び取引限度額等を定めた内部規定に基づ

き、ヘッジ対象に係る為替相場変動リス

ク及び金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

　当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は、以下のとお

りであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

　　ヘッジ手段 － 金利スワップ

ヘッジ対象 － 借入金の金利
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計または相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計または相

場変動を半期毎に比較し、両者の変動額

等を基礎にしてヘッジ有効性を評価して

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。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ─────

　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損失は

1,522,237千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,537,108千円であります。

　なお、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。

（売上計上基準の変更）

　従来、商品の引渡し前にお客様から代金の全額をい

ただいた商品については、その発生件数も少なく、か

つ引渡しまでの期間も短期間であったため、代金受領

時に売上計上しておりましたが、当事業年度から新POS

システムを導入し、代金の全額の入金があり且つ商品

の引渡しが完了していない取引を管理できるようになっ

たことを契機に売上計上基準を見直し、商品の引渡し

時に売上計上することに変更しました。この変更は、

引渡しの前に代金の全額を受領する件数が増加してお

り、また、引渡しまでの期間も比較的長期化してきた

ことに伴い、商品の引渡し時に売上計上することで、

期間損益計算のより一層の適正化を図ることを目的に
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

行なったものであります。

これに伴い、売上高が228,636千円、売上総利益、営業

利益、経常利益、税引前純利益はそれぞれ162,714千円

減少し、流動負債「その他」（前受金）は239,754千円

増加しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（損益計算書）

1.前期まで区分掲記しておりました「金融手数料」（当

期は12,985千円）は営業外費用の100分の10以下となっ

たため、営業外費用の「雑損失」に含めて表示するこ

とにしました。

2.営業外費用「賃借料」は、営業外費用の100分の10を

超えることとなったため、当期から区分掲記しており

ます。なお前期においては、営業外費用の「雑損失」

に20,120千円含まれております。

（損益計算書）

1.営業外費用「金融手数料」は、営業外費用の100分の

10を超えることとなったため、当期から区分掲記して

おります。なお前期においては、営業外費用の「雑損

失」に12,985千円含まれております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　担保提供資産及び対応債務 ※１　担保提供資産及び対応債務

　担保に供している資産およびこれに対応する債務

は、次のとおりであります。

　担保に供している資産およびこれに対応する債務

は、次のとおりであります。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

定期預金 80,000 千円

建物 526,736 

土地 2,043,351

計 2,650,087

定期預金 80,000 千円

建物 485,997 

土地 1,982,273

計 2,548,270

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金 1,031,200千円

１年以内償還予定社債 100,000

長期借入金 1,931,304

計 3,062,504

１年以内返済予定長期借入金 996,788千円

長期借入金 1,605,582

計 2,602,370

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※２　会社が発行する株式及び発行済株式の総数

授権株式数　　　 普通株式 20,000,000株

発行済株式総数　 普通株式 6,000,000株

─────

　３　貸出コミットメント契約の総額 　３　貸出コミットメント契約の総額

───── 貸出コミットメント契約の総

額 

1,000,000 千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

　４　配当制限  

　商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

 22,687千円 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費
－千円

一般管理費に含まれる研究開

発費
2,475千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。

建物 6,743千円

車両運搬具 69

工具器具備品 39

計 6,851

建物 18,000 千円

※３　固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。 ※３　固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。

───── 土地 6,519千円

※４　固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

建物 37,203千円

工具器具備品他 47,048

計 84,252

※４　固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

建物 24,882 千円

工具器具備品他 31,955

計 56,838

※５　減損損失 ※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

関西
店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

827,799

144,216

46,848

関東
店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

111,628

169,234

63,587

東北 店舗等
建物

その他

2,519

5,685

北陸 店舗等
建物

その他

7,050

3,192

東海 店舗等
建物

その他

10,832

14,531

中四国 店舗等
建物

その他

27,983

18,763

九州 店舗等
建物

その他

44,489

23,873

　当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

関西
店舗及び

遊休資産等 

建物

その他

リース資産

24,497

19,224

58,151

関東
店舗及び

遊休資産等 

土地

建物

その他

13,458

25,780

12,586

東北 店舗等
建物

その他

3,016

3,543

北陸 店舗等
建物

その他

16,006

9,251

東海 店舗等
建物

その他

3,268

2,663
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、主として各店舗を単位としてグルーピング

しております。収益性の悪化または土地等の時価の

著しい下落を考慮し、各資産グループを回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,522,237

千円）として特別損失に計上しました。 

種類 減損損失（千円

 土地 939,428

 建物 406,326

 構築物 10,406

 工具器具備品 159,616

 建設仮勘定 6,460

 合計 1,522,237

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値または

正味売却価額により測定しております。使用価値は、

将来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて測定し

ております。正味売却価額は、路線価または実勢価

額を基に測定しております。 

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、主として各店舗を単位としてグルーピング

しております。収益性の悪化または土地等の時価の

著しい下落を考慮し、各資産グループを回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（191,449千

円）として特別損失に計上しました。 

種類 減損損失（千円

 土地 13,458

 建物 72,568

 構築物 7,442

 工具器具備品 39,828

リース資産 58,151

 合計 191,449

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値または

正味売却価額により測定しております。使用価値は、

将来キャッシュ・フローを5.0％で割引いて測定し

ております。正味売却価額は、路線価または実勢価

額を基に測定しております。 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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、減損損失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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物 48,200 1,004 47,195

工具器具備品 255,840 139,381 116,459

ソフトウェア 40,448 24,489 15,958

合計 344,488 164,875 179,613

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物 48,200 7,059 41,140

工具器具備品 329,949 111,014 218,935

ソフトウェア 67,020 38,167 28,852

合計 445,170 156,240 288,929

（2） 未経過リース料期末残高相当額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 47,083千円

１年超 135,244

計 182,327

１年内 86,637千円

１年超 209,838

計 296,476

リース資産減損

勘定の残高

54,343千円

（3） 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

（3） 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 62,014千円

減価償却費相当額 57,208

支払利息相当額 6,205

支払リース料 101,867千円

減価償却費相当額 92,092

支払利息相当額 14,586

減損損失 58,151

（4） 減価償却費相当額およ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） 減価償却費相当額およ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。

利息相当額の算定方法 

同左  

（減損損失について）

　リース資産について配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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 （単位：千円）

未払事業税 △3,812

賞与引当金繰入限度超過額 39,770

商品評価損 40,914

無形固定資産償却限度超過額 45,922

ゴルフ会員権否認額 7,790

貸倒引当金繰入限度超過額 7,369

退職給付引当金否認額 8,694

減損損失 257,098

その他 15,570

繰延税金資産小計 419,316

評価性引当額 △315,316

繰延税金資産合計 104,000

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △5,343

繰延税金負債合計 △5,343

繰延税金資産（負債）の純額 98,656

繰延税金資産 （単位：千円）

未払事業税 6,687

賞与引当金 42,640

商品評価損 49,161

無形固定資産償却限度超過額 13,913

ゴルフ会員権否認額 7,790

貸倒引当金繰入限度超過額 9,510

減損損失 167,799

繰越欠損金 26,669

その他 26,900

繰延税金資産小計 351,072

評価性引当額 △215,380

繰延税金資産合計 135,691

繰延税金負債  

前払年金費用 △2,691

その他有価証券評価差額金 △3,964

繰延ヘッジ損失 △690

繰延税金負債合計 △7,346

繰延税金資産（負債）の純額 128,344

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない　項

目 

△1.4

住民税均等割等 △24.6

繰延税金資産にかかる評価性引当額 △45.3

その他 △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △31.8

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

2.3

住民税均等割等 57.1

繰延税金資産にかかる評価性引当額 △60.5

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.0
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 418.68 423.02

１株当たり当期純利益又は純損失

（△）金額（円）
△85.08 16.51

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり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。

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益又は純損失（△）（千円） △510,508 99,032

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純損失

（△）（千円）

△510,508 99,032

期中平均株式数（株） 6,000,000 6,000,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

６．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。

(2）その他

該当事項はありません。
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