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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 33,792 △2.6 3,435 △27.5 3,823 △24.1 2,127 △31.4

18年９月中間期 34,699 △2.1 4,737 △14.8 5,038 △12.4 3,103 1.5

19年３月期 66,929 － 7,033 － 7,692 － 4,324 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 40 61 40 61

18年９月中間期 58 65 58 40

19年３月期 81 70 81 43

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 65,477 54,925 83.6 1,052 72

18年９月中間期 67,376 56,366 83.4 1,061 37

19年３月期 66,379 55,884 83.9 1,051 93

（参考）自己資本 19年９月中間期 54,735百万円 18年９月中間期 56,196百万円 19年３月期 55,699百万円

(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９月中間期 2,344 △25 △3,319 25,786

18年９月中間期 3,555 228 △1,586 25,758

19年３月期 4,676 1,642 △3,250 26,695

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 31 50 31 50 63 00

20年３月期 31 50 －

20年３月期（予想） － 31 50 63 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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 68,592 2.5 7,235 2.9 7,756 0.8 4,337 0.3 81 93
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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）中間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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 56,057,474株 18年９月中間期 56,057,474株 19年３月期 56,057,474株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 4,063,054株 18年９月中間期 3,110,503株 19年３月期 3,107,651株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高［国内全店小売売上高］ 営業利益 経常利益

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 30,464 [32,636] △4.6 [△5.0] 3,312 △28.1 3,490 △28.1

18年９月中間期 31,930 [34,365] △2.6 [△2.3] 4,604 △16.2 4,856 △13.2

19年３月期 60,888 [65,422]   6,815  7,217  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 1,756 △39.9 33 52

18年９月中間期 2,924 △2.1 55 26

19年３月期 4,135  78 13

(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９月中間期 62,397 52,915 84.8 1,017 71

18年９月中間期 65,487 55,255 84.4 1,043 59

19年３月期 64,077 54,511 85.1 1,029 49

（参考）自己資本 19年９月中間期 52,915百万円 18年９月中間期 55,255百万円 19年３月期 54,511百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 62,109 2.0 6,856 0.6 7,243 0.4 3,928 △5.0 74 19

※　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、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３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

 ＜当中間連結会計期間の概況＞

当中間連結会計期間における国内の景気情勢はいまだ減速感はありますが、長期的に見ると緩やかな回復基調で推

移していると思われます。そのような中、眼鏡小売市場における購買人口は決して減少していないものの、単価の下

落に伴い小売市場規模は横ばいもしくは僅かに減少していると思われます。

当社におきましては、激化していると見られるこのような競争環境が本来の顧客満足に繋がるとは考えておらず、

一部の市場を取合っている状況がいつまでも続くとも思っておりません。しかしながら、楽観視しているわけではな

く、お客様に対する分かりやすい提案などがまだまだ不足しているとの反省も踏まえ、培ってきた顧客満足創造をさ

らに分かりやすく具体的にしていくことが重要であると認識しております。まずは店舗の見直しに取り組んでおり、

移転が必要な店舗であるか、改装・修繕などのてこ入れが必要な店舗であるか、ということを検討しつつ、実行に移

しております。また店頭での提案について、価格表（レンズ）の見直しや、コンピュータグラフィックスのバージョ

ンアップなど、新たな提案につながるよう、教育も含め取り組んでおります。

国内営業全般につきましては、このような取り組みがすぐに結果が出ないこともあり、既存店小売売上高は前年同

期比6.5％減となっておりますが、百貨店業態は前年同期比9.6％増、2007年３月に新たに出店した４店舗も含めると

前年同期比137.8％増と好調な滑り出しをきっております。今後、ますますレベルの高いサービスと、こだわりを持っ

たお客様へのおもてなしを追求するとともに、そこで培ったノウハウをレギュラー店舗にも活かすべく取り組んでま

いります。

販売費及び一般管理費につきましては、連結ベースでは前年同期比 3.5％増（702百万円増）、単体ベースでは前年

同期比1.9％増（343百万円増）となりました。店舗の改装や修繕、顧客ニーズにあった提案のための販促費など、今

まで抑えていたことに積極的に取り組み始めたため増加した結果となっております。

海外事業におきましては、世界が注目するアジア、特に中国法人の既存店の成長および出店地域の拡大を含む新店

の寄与があり売上高が引き続き増加したことに加え、シンガポール、マレーシア、タイなど東南アジア法人の好調も

あり海外子会社の売上高二桁増という結果となっております。また為替の影響もあり、海外事業全体として増収とな

りました。

以上のような事業展開により、当中間連結会計期間におきましては、売上高 33,792百万円（前年同期比2.6％減）、

営業利益 3,435百万円（前年同期比27.5％減）、経常利益3,823百万円（前年同期比24.1％減）、中間純利益2,127百

万円（前年同期比31.4％減）となりました。予算に対しましては、厳しい状況と現在の様々な取り組みについての結

果が出るには時間がかかることを想定しておりましたので、売上高予算比2.4％減、営業利益予算比10.6％減、経常利

益予算比6.8％減、中間純利益予算比9.3％減で留まっております。

単体決算におきましては、国内全店小売売上高32,636百万円（前年同期比5.0％減）、売上高30,464百万円（前年同

期比4.6％減）、営業利益3,312百万円（前年同期比28.1％減）、経常利益3,490百万円（前年同期比28.1％減）、中間

純利益1,756百万円（前年同期比39.9％減）となりました。 

所在地別セグメント情報の状況は、次の通りであります。なお、当中間連結会計期間より所在地別セグメントを作

成しているため、前中間連結会計期間との比較は行っておりません。

　①日本　

　　国内売上高は30,486百万円、営業利益は3,318百万円となりました。

　②その他の地域

　　国内以外の売上高は3,550百万円、営業利益は113百万円となりました。

 ＜通期の見通し＞

2007年度（2008年3月期）は、外部環境の変化に対応する中であっても、当社が元来行ってきた心からのおもてなし

を探求する精神は変えず、変化をチャンスに禍を福にすべく取り組む所存です。

また、海外事業におきましても中国などの成長市場をはじめとしたアジアなど、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引き続き目指してまいります。

　資本コストの活用につきましても、企業価値創造の面から見ると、あまりにも安定性に偏ったとする見方も出てま

いりましたので、今後は有効に活用することに積極的に取り組んでまいります。

　通期におきましては、現在取り組んでいる顧客満足創造に向けた提案が徐々に結果を出していくと考えております

ので修正の予定はございません。しかしながら参入障壁の面で、厳しいという現状も認識しておりますので、この先

の動向によっては柔軟に検討する姿勢でおります。
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(2）財政状態に関する分析

 ＜資産、負債及び純資産の状況＞

当中間連結会計期間の総資産におきましては、主に自己株式の取得及び配当金の支払による現金及び預金の減少に

より前期末に比べ901百万円減少し、65,477百万円となりました。また、純資産におきましては、自己株式の取得によ

り自己株式が1,644百万円増加したことにより前期末に比べ959百万円減少し、54,925百万円となりました。　

＜キャッシュ・フローの状況＞

当中間連結会計期間末における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27百

万円増加して、25,786百万円となりました。

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。　

（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、前年同期に比べ1,211百万円減の2,344百万円となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、25百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却による収

入があったものの、有形固定資産の取得による支出及び有価証券及び投資有価証券の取得による支出が上回ったこと

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前年同期に比べ1,733百万円増加し3,319百万円となりました。これは主に、自己株

式の取得による支出1,644百万円と、配当金の支払い1,667百万円によるものです。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りです。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 82.4 83.9 83.4 83.9 83.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
190.9 188.4 160.7 155.5 123.9

 　（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、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」・「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・支払利息等が皆無に等し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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社では、時代に合わせた積極的かつ、柔軟な利益配分計画を実施してまいります。

　当期の年間配当金は、1株につき63円（中間配当金31円50銭、期末配当金31円50銭）を予定しております。

　今後につきましては、国際水準を意識しつつも、長期成長に向けた積極的な投資を含めた内部の資金需要、グロー

バルな事業展開や資本戦略および社会情勢も考え、こだわりのない柔軟な配当政策を実施していく方針です。
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(4）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、システム上のトラブル等、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、厳重に行なっておりますが、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。 
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２．企業集団の状況

　　（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.

 巴黎三城光学（中国）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

㈱
　
三
　
　
　
城
　
　
　

（
　
　
当
　
　
社
　
　

）

 ㈱グレート建設
（店舗内装）

（商　　　品）

（商　　　品）

（役務提供）

（商　　　品）

 ㈱ルネット

（商　　　品）

海
　
　
　
外
　
　
　
顧
　
　
　
客

国
　
内
　
顧
　
客

 ㈱オーナーズ・サポーター
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３．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、おもてなしの心の本質は『「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。その歴史的伝統は哲学として、社員一人

ひとりの中にも息づいており、そしてこれからの21世紀『お客様お一人おひとりの人生観』に影響を与えることがで

きれば、という気持ちで取り組んでおります。

昨今の眼鏡小売店は一見、枝葉末節とも言える動きを見せておりますが、そのような中にあっても本来の精神は変

えずに、なおかつ時代の変化に適合すべく店舗の改装や移転等も柔軟に行ってまいります。また価格訴求、市場の取

合いをすることが本当の顧客満足に繋がるとは考えておらず、時代の変化を捉えつつも、本来培ってきたおもてなし

の心や、お合わせする、ということへの取り組みを積極的に押し進め、さらに高まるお客様の要望に答えることので

きる、社員・商品・店づくりを目指してまいります。

　1979年眼鏡小売店年間売上高日本一になって以降、そして1994年安定した利益体質に移行し現在に至るまで、その

成功体験に溺れていた面があったと思われます。“潜龍75年”（中国の易経に出てくる話）、さらにグローバルに通

用する企業として、資本施策も含め積極的な方向性を打ちだす時期であると考えております。

(2）目標とする経営指標

グローバルに通用する経営指標として、フリー・キャッシュフロー、投下資本利益率、そして株主にとっての期待

する最低利益率についてなど、目標とする数値を熟考し、企業価値の創造を具体的にすることを目指しております。

(3）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

マーチャンダイジングに着手しました。その結果、店頭での商品は新鮮な状態になってきており、センター在庫商品

も含め、全在庫を視野にさらなる資産の健全化を目指しております。

また、お客様にとって本当に価値ある提案をしていくためには、地域に合わせ、そしてお一人おひとりに合わせた

テーマで提案ができるよう実験と検証を繰り返しており、その提案の一つでもある当社開発のコンピュータグラフィッ

クスにつきましても、バージョンアップに取り組み、他では体験のできない驚きと感動をしていただけるよう、さら

に研究と開発を推し進めてまいります。

店舗に関しましては、今までの1,000店舗の展開で得られた経験を踏まえ、地域や年齢層、お一人おひとりの違いに

合わせ、魅力あるデザインを選定し、新規の出店、既存店の改装、移転を積極的に行ってまいります。また、百貨店

やOpt LABEL業態等の活用も視野に入れた柔軟な展開を引き続き進める所存です。

さらに、個々の製品特性に合わせた販売の拡大と、お客様の期待を超える感動のため、売場や視力測定室の改良も

積極的に行うとともに、『他にない独自の技術』を創造してまいります。

社員に関しましては、教育体系の見直しと研修時間の増強を行ってまいりました。今後は自己鍛錬型の人材強化の

ため、『真の自立』精神を持った社長代行者である店長づくりをさらに強化してまいります。

海外におきましては、最も世界が成長を期待している中国、東南アジア市場で、グローバルネットワークを活用し

た各グループとしての事業体制を構築し、更なる経営規模の拡大と収益力の強化を図ってまいります。

 以上、世界中に増えつつある、顧客と社員の真の問題と未来の望ましいあり方を描いた上、戦略を具体化し、中期

的・長期的にも持続可能な成長を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

アジアの市場はまだまだ未知数であり、世界1位である企業がＭ＆Ａによる規模の拡大を進めてきております。

そのような中、他にない競争力ある体質と新しい需要価値創造のために、生産性を上げる全要素、設備生産性・投

資生産性・エネルギー生産性を向上させ、日本とアジアそして世界に向け意義ある会社となることが最大の課題です。

一段と高まるお客様の要望に対して、まだまだ十分に答えているとは思っておりません。そのようなお客様の潜在

的不満、もしくは不安を解消し、あらゆるお客様に信頼と魅力を感じていただけるには、当社の持つ潜在的な持ち味

を充分発揮し、また‘のれん自立’の経験を活かしていくことが重要だと考えております。

店舗施策につきましては柔軟で創造的な攻めの出店を行うとともに、当面の課題として不採算店の積極的な移転を、

当社にとって大変貴重である顧客データを活かすことを基本に取り組んでまいります。

海外につきましては、ますます期待が高まる中国において、長期的な視点に立って地盤を固めつつ、華東地区、北

京・深圳などへの進出を確実に浸透させたうえ、他の都市部も重点地区として規模の拡大に努めることが重要である

と考えており、さらに着実に進めてまいります。また、東南アジアでは高所得化するお客様のさらなるご満足のため

に、新たな提案ができるよう努めてまいります。
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改革は一人から始まりますが、一人で実現するのは不可能と思われます。しかし幸い４分の３世紀、歴史と伝統あ

る日本の現場で培われた３千人以上の同志もいます。海外で生き、亙りあっていける人間も育ちつつある中、実現は

可能だと考えます。

　そして、それぞれの課題に関しましては、常にお客様からのお声に大いなる感謝と素直に応える気持ちで向き合い、

積極的な姿勢で引き続き努力するとともに、(2)で示しました目標とする経営指標を明確にした上、クリアしていくこ

とで確実に変化するよう取り組んでまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当する事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 25,342 25,370 26,292

２．売掛金 2,787 2,925 2,760

３．有価証券 3,843 4,067 4,018

４．たな卸資産 8,663 8,474 8,535

５．繰延税金資産 1,714 1,659 1,614

６．その他 1,384 1,299 1,234

貸倒引当金 △120 △45 △45

流動資産合計 43,616 64.7 43,752 66.8 44,411 66.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築
物

12,177 13,157 12,923

(2) 器具備品 7,999 8,535 8,354

(3) その他 1,098 1,252 1,144

 減価償却累計
額

△14,295 6,980 △15,156 7,789 △14,729 7,693

２．無形固定資産 272 354 272

３．投資その他の資
産

(1) 投資有価証券 2,815 405 600

(2) 長期貸付金 278 212 237

(3) 敷金及び保証
金

11,417 11,070 11,251

(4) 建設協力金 1,525 1,288 1,387

(5) 繰延税金資産 267 356 328

(6) その他 214 257 206

貸倒引当金 △11 16,507 △11 13,580 △11 14,001

固定資産合計 23,760 35.3 21,724 33.2 21,967 33.1

資産合計 67,376 100.0 65,477 100.0 66,379 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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

2,405 2,368 2,311

２．短期借入金 9 0 8

３．未払金 2,481 2,500 3,176

４．未払法人税等 2,414 1,797 1,616

５．賞与引当金 1,763 1,764 1,463

６．役員賞与引当金 6 5 10

７．その他 1,519 1,653 1,502

流動負債合計 10,600 15.7 10,089 15.4 10,088 15.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 24 25 24

２．役員退職慰労引
当金 

－ 46 －

３．その他 385 390 382

固定負債合計 409 0.6 462 0.7 406 0.6

負債合計 11,009 16.3 10,552 16.1 10,495 15.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 5,901 8.8 5,901 9.0 5,901 8.9

２．資本剰余金 6,829 10.1 6,829 10.4 6,829 10.3

３．利益剰余金 48,593 72.1 48,604 74.2 48,145 72.5

４．自己株式 △6,039 △9.0 △7,678 △11.7 △6,034 △9.1

株主資本合計 55,284 82.0 53,656 81.9 54,841 82.6

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

362 0.6 33 0.1 72 0.1

２．為替換算調整勘
定

549 0.8 1,045 1.6 784 1.2

評価・換算差額等合
計

912 1.4 1,078 1.7 857 1.3

Ⅲ　少数株主持分 170 0.3 189 0.3 185 0.3

純資産合計 56,366 83.7 54,925 83.9 55,884 84.2

負債純資産合計 67,376 100.0 65,477 100.0 66,379 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 34,699 100.0 33,792 100.0 66,929 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 9,931 28.6 9,625 28.5 19,524 29.2

売上総利益 24,767 71.4 24,167 71.5 47,405 70.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

１．販売促進費 1,589 1,592 3,123

２．広告宣伝費 544 556 1,115

３．給料手当及び賞
与

8,799 9,185 16,656

４．賞与引当金繰入
額

328 304 1,463

５．役員賞与引当金
繰入額

－ 5 10

６．役員退職慰労引
当金繰入額

－ 6 －

７．福利厚生費 1,240 1,237 2,456

８．退職給付費用 267 270 529

９．減価償却費 566 676 1,225

10．賃借料 4,202 4,483 8,500

11．その他 2,491 20,029 57.7 2,413 20,732 61.3 5,290 40,372 60.3

営業利益 4,737 13.7 3,435 10.2 7,033 10.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 26 54 64

２．受取賃貸料 41 39 81

３．為替差益 58 38 160

４．有価証券運用益 － 162 56

５．商品材料処分益 124 32 195

６．その他 106 357 1.0 89 418 1.2 181 740 1.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0 1

２．有価証券運用損 22 － －

３．その他 33 56 0.2 29 30 0.1 79 81 0.1

経常利益 5,038 14.5 3,823 11.3 7,692 11.5
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 － 63

２．投資有価証券売
却益

 － 72 531

３．その他  － 58 0.2 0 72 0.2 － 594 0.9

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却
損

※３ 61 44 145

２．減損損失 ※４ 34 19 62

３．店舗解約損失金 22 12 141

４．投資有価証券評
価損

0 － 247

５．役員退職慰労引
当金繰入額

－ 119 0.4 59 135 0.4 － 597 0.9

税金等調整前中
間（当期）純利
益

4,976 14.3 3,760 11.1 7,688 11.5

法人税、住民税
及び事業税

1,942 1,666 3,187

法人税等調整額 △81 1,861 5.4 △45 1,620 4.8 156 3,343 5.0

少数株主利益 11 0.0 12 0.0 19 0.0

中間（当期）純
利益

3,103 8.9 2,127 6.3 4,324 6.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 48,145 △6,034 54,841 72 784 857 185 55,884

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,667  △1,667     △1,667

中間純利益   2,127  2,127     2,127

自己株式の取得    △1,645 △1,645     △1,645

自己株式の処分   △0 1 0     0

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）

     △39 260 221 4 225

中間連結会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － 459 △1,644 △1,184 △39 260 221 4 △959

平成19年９月30日　残高

（百万円）
5,901 6,829 48,604 △7,678 53,656 33 1,045 1,078 189 54,925
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注１）   △1,666  △1,666     △1,666

剰余金の配当（注２）   △1,667  △1,667     △1,667

役員賞与（注１)   △13  △13     △13

当期純利益   4,324  4,324     4,324

自己株式の取得    △8 △8     △8

自己株式の処分   △15 98 83     83

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

     △341 316 △25 32 6

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 962 89 1,051 △341 316 △25 32 1,058

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 48,145 △6,034 54,841 72 784 857 185 55,884

 （注１）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。

 （注２）平成18年11月の取締役会による配当であります。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

4,976 3,760 7,688

減価償却費及びその
他の償却費

591 704 1,274

減損損失 34 19 62

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

15 0 △60

賞与引当金の増減額
（減少：△）

325 300 25

役員賞与引当金の増
減額（減少：△）

6 △4 10

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

1 1 1

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

－ 46 －

受取利息及び受取配
当金

△33 △60 △72

支払利息 0 0 1

その他営業外損益
（利益：△）

21 △166 △57

為替差損益（差益：
△）

△58 △38 △160

投資有価証券売却損
益（売却益：△）

－ △72 △531

有形固定資産除売却
損

61 44 145

投資有価証券評価損 － － 247

その他特別損益（利
益：△）

△54 1 △41

売上債権の増減額
（増加：△）

△480 △135 △336

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△312 123 △121

その他資産の増減額
（増加：△）

0 △96 247

仕入債務の増減額
（減少：△）

△203 △111 △379

その他負債の増減額
（減少：△）

225 △632 380
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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）

役員賞与の支払額 △13 － △13

小計 5,105 3,683 8,309

利息及び配当金の受
取額

33 60 72

利息の支払額 △0 △0 △1

法人税等の支払額 △1,582 △1,399 △3,704

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,555 2,344 4,676

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の払い戻し
による収入

27 9 34

有形固定資産の取得
による支出

△600 △663 △1,510

有価証券及び投資有
価証券の取得による
支出

△314 △769 △598

有価証券及び投資有
価証券の売却による
収入

566 1,173 2,911

長期貸付けによる支
出

△1 △9 △2

長期貸付金の回収に
よる収入

44 34 86

敷金及び保証金の支
出

△136 △103 △274

敷金及び保証金の回
収による収入

489 313 728

建設協力金の支出 △10 △6 △10

建設協力金の回収に
よる収入

126 105 252

その他収支 36 △108 24

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

228 △25 1,642

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（減少：△）

9 △7 8

自己株式の売却・取
得（純額）

70 △1,644 74

配当金の支払額 △1,665 △1,667 △3,333

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,586 △3,319 △3,250
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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

15 91 83

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

2,213 △909 3,150

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

23,544 26,695 23,544

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 25,758 25,786 26,695
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

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.

巴黎三城光学（中国）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.

巴黎三城光学（中国）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

　上海巴黎三城光学有限公司は、

平成19年１月に巴黎三城光学（中

国）有限公司へ社名を変更してお

ります。

(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　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、巴黎三城

光学（中国）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。

　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、巴黎三城

光学（中国）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

同左

(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

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

㈱三城（7455）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 19 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

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

　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。

 （会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

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７百万円減少しておりま

す。

 （追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　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18百万円減少しておりま

す。

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。

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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　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　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。

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

額に基づき計上しております。

 （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「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

及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ10百万円減少しておりま

す。

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

⑤　　　　――――― ⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計上

しております。

 （会計方針の変更）

　従来、役員退職慰労金は支出時

の費用として処理しておりました

が、当中間連結会計期間より「租

税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」（日本公認会計士協

会　平成19年４月13日監査・保証

実務委員会報告42号）を適用し、

中間連結会計期間末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する

方法に変更しております。

　この変更により、当中間連結会

計期間発生額６百万円を販売費及

び一般管理費に計上し、過年度対

応額59百万円については、特別損

失に計上しております。

　この結果、前中間連結会計期間

と同一の方法によった場合と比べ、

営業利益及び経常利益はそれぞれ

６百万円減少し、税金等調整前中

間純利益は46百万円減少しており

ます。

⑤　　　　―――――

(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
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

───── (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

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55,699百万円であります。

　なお、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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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

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 102百万円

のれん自立店

リース債務保証          141百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．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、当中間連結会計期間に

新たに発生した商品評価減額335百万円

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835百万円を含

んでおります。

※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．　　　　　───── ※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 63

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

百万円

建物及び構築物 24

器具備品 36

計 61

除却損

百万円

建物及び構築物 26

器具備品 8

計 34

除却損

百万円

建物及び構築物 76

器具備品 43

計 120

売却損

百万円

器具備品 9

計 9

売却損

百万円

器具備品 25

計 25
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※４．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

場所 用途 種類 

大通店（岩手

県盛岡市）他

12店舗

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

場所 用途 種類 

愛宕店（高知

県高知市）他

10店舗

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

同左

（3）減損損失の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

建物 18

構築物 0

計 19

（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

産及び共用資産に分類し、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3.2％で

割り引いて算定しております。

※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 

大通店（岩手

県盛岡市）他

26店舗

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、当連結会計年度にお

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 58

構築物 3

計 62

（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

産及び共用資産に分類し、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3.2％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）

前中間連結会計期間（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) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結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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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 3,107 955 0 4,063

合計 3,107 955 0 4,063

 (注)１．当中間連結会計期間増加株式数955千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加954千株、単元未満株

式の買取りによる増加１千株であります。

 　　２．当中間連結会計期間減少株式数０千株は、ストックオプションの行使によるもの０千株及び、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19年５月22日

取締役会
普通株式 1,667 31.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結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19年11月22日

取締役会
普通株式 1,637  利益剰余金 31.5 平成19年９月30日 平成19年12月11日
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前連結会計年度（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 56,057 － － 56,057

合計 56,057 － － 56,057

自己株式

普通株式　（注）１,２ 3,154 3 50 3,107

合計 3,154 3 50 3,107

 (注)１．当連結会計年度増加株式数３千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 　　２．当連結会計年度減少株式数50千株は、ストックオプションの行使によるもの50千株及び、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

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 1,667 31.5 平成18年９月30日 平成18年12月11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
（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19年５月22日

取締役会
普通株式 1,667  利益剰余金 31.5 平成19年３月31日 平成19年６月27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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 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 25,370

有価証券 4,067

ＭＭＦ以外の有価証券 △3,242

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
△409

現金及び現金同等物 25,786

百万円

現金及び預金 26,292

有価証券 4,018

ＭＭＦ・ＦＦＦ以外の有

価証券
△3,195

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 26,695

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 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)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

器具備品 323 210 113

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 355 207 148

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 74

１年超 117

計 191

百万円

１年内 65

１年超 51

計 117

百万円

１年内 68

１年超 84

計 152

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 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 36

減価償却費相当額 34

支払利息相当額 1

百万円

支払リース料 81

減価償却費相当額 78

支払利息相当額 3

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

（減損損失について）

同左

㈱三城（7455）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 29 －



（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

前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

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19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 42 93 51

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 6 10 4

合計 48 104 56

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19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 146

その他 825

(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19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 42 87 44

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 135 212 77

合計 177 299 122

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19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 145

その他 823

(2)子会社株式及び関連会社株式 155
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（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

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

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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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 187 190 △2

米ドル売ユーロ買 436 432 3

ユーロ売スイスフラン買 131 131 0

合計 756 754 2

（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18年４月１日　至平成19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

スイスフラン売日本円買 184 185 △0

米ドル売ユーロ買 467 460 6

ユーロ売米ドル買 235 236 △1

合計 887 882 4

（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18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（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18年４月１日　至平成18年９月30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。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

日本
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 30,331 3,461 33,792 － 33,792

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
155 88 243 (243) －

計 30,486 3,550 34,036 (243) 33,792

営業費用 27,167 3,436 30,604 (246) 30,357

営業利益 3,318 113 3,432 2 3,435

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域

アジア、欧州、オーストラリア

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成18年９月30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。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

その他の地域 計

Ⅰ海外売上高（百万円） 3,673 3,673

Ⅱ連結売上高（百万円） 33,792

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％） 10.8 10.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．国又は地域別に区分した場合の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、「その他の地域」

として一括して記載しております。

３．「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域

アジア、欧州、オーストラリア

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 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 1,052.72円

１株当たり中間純利益金額 40.61円

１株当たり純資産額 1,051.93円

１株当たり当期純利益金額 81.70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株当たり中

間純利益金額
40.61円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
  81.43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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 3,103 2,127 4,324

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 3,103 2,127 4,324

期中平均株式数（千株） 52,921 52,395 52,934

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） 217 0 179

（うち新株予約権） (217) (0) (179)

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

14,844個　目的となる株式

の数　1,484千株） 

 

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889

個　目的となる株式の数　

88千株）

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

15,016個　目的となる株式

の数　1,501千株） 

 

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921

個　目的となる株式の数　

92千株）

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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５．品目別売上明細表
 （単位：百万円）

品目別

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％ ％

フレーム 10,917 31.5 10,477 31.0 21,092 31.5

レンズ 16,343 47.1 15,656 46.3 31,657 47.3

サングラス 1,533 4.4 1,757 5.2 2,474 3.7

コンタクトレンズ 1,380 4.0 1,538 4.6 2,697 4.0

コンタクトレンズ備品 651 1.9 558 1.7 1,257 1.9

補聴器 1,639 4.7 1,800 5.3 3,305 5.0

その他 2,233 6.4 2,002 5.9 4,444 6.6

合計 34,699 100.0 33,792 100.0 66,929 100.0

　（注）「その他」には、宝飾品、既製老眼鏡等が含まれております。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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 23,615 23,408 24,372

２．売掛金 2,656 2,682 2,651

３．有価証券 822 825 823

４．たな卸資産 7,508 7,014 7,299

５．繰延税金資産 1,717 1,673 1,622

６．その他 1,750 1,290 1,211

　　貸倒引当金 △119 △43 △43

流動資産合計 37,951 58.0 36,850 59.1 37,939 59.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物 3,804 4,170 4,141

 (2) 器具備品 1,515 1,800 1,813

 (3) その他 1,391 1,433 1,409

有形固定資産合計 6,710 7,404 7,364

２．無形固定資産 238 235 232

３．投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 5,471 3,055 3,251

 (2) 出資金 660 660 659

 (3) 長期貸付金 1,437 1,771 1,795

 (4) 繰延税金資産 247 764 628

 (5) 敷金及び保証金 11,068 10,614 10,858

 (6) 建設協力金 1,525 1,288 1,387

 (7) その他 187 230 179

　　　貸倒引当金 △11 △11 △11

　　　関係会社投資損
失引当金

- △468 △209

投資その他の資産合計 20,586 17,906 18,541

固定資産合計 27,536 42.0 25,546 40.9 26,138 40.8

資産合計 65,487 100.0 62,397 100.0 64,077 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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 481 304 280

２．買掛金 1,418 1,288 1,452

３．未払金 2,541 2,532 3,152

４．未払法人税等 2,305 1,673 1,546

５．賞与引当金 1,760 1,760 1,460

６．役員賞与引当金 6 5 10

７．その他 1,333 1,479 1,281

流動負債合計 9,847 15.0 9,045 14.5 9,184 14.3

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 385 390 382

２．役員退職慰労引当金 - 46 -

固定負債合計 385 0.6 436 0.7 382 0.6

負債合計 10,232 15.6 9,482 15.2 9,566 14.9

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  5,901 9.0 5,901 9.5 5,901 9.2

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  6,829 6,829 6,829

資本剰余金合計  6,829 10.4 6,829 10.9 6,829 10.7

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  582 582 582

(2）その他利益剰余金     

海外投資積立金  3,220 3,220 3,220

配当平均積立金  2,270 2,270 2,270

圧縮積立金  8 7 7

別途積立金  37,490 38,290 37,490

繰越利益剰余金  4,631 3,462 4,174

利益剰余金合計  48,201 73.6 47,832 76.7 47,744 74.5

４．自己株式  △6,039 △9.2 △7,678 △12.3 △6,034 △9.4

株主資本合計  54,893 83.8 52,884 84.8 54,440 85.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 362 0.6 30 0.0 70 0.1

評価・換算差額等合計  362 0.6 30 0.0 70 0.1

純資産合計  55,255 84.4 52,915 84.8 54,511 85.1

負債純資産合計  65,487 100.0 62,397 100.0 64,077 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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　（注） 31,930 100.0 30,464 100.0 60,888 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  8,901 27.9  8,383 27.5  17,252 28.3

売上総利益 23,028 72.1 22,080 72.5 43,635 71.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

18,424 57.7 18,768 61.6 36,819 60.5

営業利益 4,604 14.4 3,312 10.9 6,815 11.2

Ⅳ　営業外収益 ※２ 272 0.9 193 0.6 456 0.8

Ⅴ　営業外費用 19 0.1 15 0.0 54 0.1

経常利益 4,856 15.2 3,490 11.5 7,217 11.9

Ⅵ　特別利益  -  72 0.2 531 0.8

Ⅶ　特別損失 ※３ 126 0.4 400 1.3 732 1.2

税引前中間（当
期）純利益

4,730 14.8 3,163 10.4 7,017 11.5

法人税、住民税及
び事業税

1,900 1,566 3,063

法人税等調整額 △94 1,806 5.6 △160 1,406 4.6 △182 2,881 4.7

中間（当期）純利
益

2,924 9.2 1,756 5.8 4,135 6.8

 （注）直営店の小売売上高と、のれん自立店の小売売上高との合計額である「国内全店小売売上高」は、次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（前中間会計期間）　　　　　（当中間会計期間）　　　　　（前事業年度）

　　　　　国内全店小売売上高　　　　　34,365百万円　　　　　　　　32,636百万円　　　　　　　65,422百万円
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

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

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

海外
投資
積立金

配当
平均
積立金

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 9 36,090 4,799 46,971 △6,123 53,578

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）       △0  0 －  －

別途積立金の積立（注)        1,400 △1,400 －  －

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         2,924 2,924  2,924

自己株式の取得           △4 △4

自己株式の処分         △13 △13 89 75

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
            

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － △0 1,400 △168 1,230 84 1,314

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 8 37,490 4,631 48,201 △6,039 54,893

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
413 413 53,991

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）   －

別途積立金の積立（注)   －

剰余金の配当（注）   △1,666

役員賞与（注)   △13

中間純利益   2,924

自己株式の取得   △4

自己株式の処分   75

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△51 △51 △51

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△51 △51 1,263

平成18年９月30日　残高

（百万円）
362 362 55,255

 （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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

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

海外
投資
積立金

配当
平均
積立金

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 7 37,490 4,174 47,744 △6,034 54,440

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立        800 △800    

剰余金の配当         △1,667 △1,667  △1,667

中間純利益         1,756 1,756  1,756

自己株式の取得           △1,645 △1,645

自己株式の処分         △0 △0 1 0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
            

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － － 800 △711 88 △1,644 △1,556

平成19年９月30日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 7 38,290 3,462 47,832 △7,678 52,884

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
70 70 54,511

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立    

剰余金の配当   △1,667

中間純利益   1,756

自己株式の取得   △1,645

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△39 △39 △39

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△39 △39 △1,595

平成19年９月30日　残高

（百万円）
30 30 52,915
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

自己
株式

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

海外
投資
積立金

配当
平均
積立金

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 9 36,090 4,799 46,971 △6,123 53,578

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注１）       △0  0    

圧縮積立金の取崩       △0  0    

別途積立金の積立（注１)        1,400 △1,400    

剰余金の配当（注１）         △1,666 △1,666  △1,666

剰余金の配当（注２）         △1,667 △1,667  △1,667

役員賞与（注１)         △13 △13  △13

当期純利益         4,135 4,135  4,135

自己株式の取得           △8 △8

自己株式の処分         △15 △15 98 83

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

（百万円）
－ － － － － － △1 1,400 △625 772 89 862

平成19年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 7 37,490 4,174 47,744 △6,034 54,440

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
413 413 53,991

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注１）    

圧縮積立金の取崩    

別途積立金の積立（注１)    

剰余金の配当（注１）   △1,666

剰余金の配当（注２）   △1,667

役員賞与（注１)   △13

当期純利益   4,135

自己株式の取得   △8

自己株式の処分   83

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△343 △343 △343

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△343 △343 519

平成19年３月31日　残高

（百万円）
70 70 54,511

 （注１） 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。

 （注２） 平成18年11月の取締役会による配当であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法)

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

その他有価証券

時価のあるもの

　     同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左 

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

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

貯蔵品

　主に移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、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）については、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　　　　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

　ただし、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）については、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　　　　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。

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ7百万円減少しております。

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ18百万円減少しております。

(1）有形固定資産

同左

　ただし、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）については、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　　　　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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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．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

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）　　　――――― (2）関係会社投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、投資先の財政状態

等を勘案し損失見積額を計上して

おります。

(2）関係会社投資損失引当金

同左 

(3）賞与引当金

　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。

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間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

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ６百万円減少しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(3）賞与引当金

同左

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額を計上

しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「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

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ10百万円減少しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）　　　――――― (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

 （会計方針の変更）

　従来、役員退職慰労金は支出時

の費用として処理しておりました

が、当中間会計期間より「租税特

別措置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役員退

職慰労引当金等に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会　

平成19年４月13日監査・保証実務

委員会報告42号）を適用し、中間

会計期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変

更しております。

　この変更により、当中間会計期

間発生額６百万円を販売費及び一

般管理費に計上し、過年度対応額

59百万円については、特別損失に

計上しております。

　この結果、前中間会計期間と同

一の方法によった場合と比べ、営

業利益及び経常利益はそれぞれ６

百万円減少し、税引前中間純利益

は46百万円減少しております。

(5）　　　―――――

４．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．その他中間財務諸表

（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。

仮払消費税等及び仮受消費税等の中

間期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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、55,255百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

───── (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、54,511百万円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．減価償却累計額

　有形固定資産

 

　　　　　　　　　13,759百万円

 

　　　　　　　　　13,959百万円 

 

　　　　　　　    13,772百万円

２．偶発債務

　保証債務 のれん自立店

リース債務保証 193百万円 

計   193百万円

のれん自立店

リース債務保証    102百万円 

計    102百万円

のれん自立店

リース債務保証    141百万円 

計    141百万円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．売上原価 　売上原価には、当中間会計期間に

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。

　売上原価には、当中間会計期間に

新たに発生した商品評価減額335百

万円を含んでおります。

　売上原価には、当事業年度に新た

に発生した商品評価減額835百万円

を含んでおります。

※２．営業外収益のうち重要

なもの

受取利息   13百万円     35百万円     26百万円 

※３．特別損失   当中間会計期間において、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

場所 用途 種類 

大通店

（岩手県

盛岡市）

他12店舗

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

 建物 　    38百万円

 構築物  1

  計  40

  当中間会計期間において、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

場所 用途 種類 

愛宕店

（高知県

高知市）

他10店舗

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

同左

(3)　減損損失の内訳

 建物 　     21百万円

 構築物 　1

  計  22

(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、

遊休資産及び共用資産に分類し、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3.2％で割り引いて

算定しております。

  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 

大通店

（岩手県

県盛岡市

他26店舗

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、当事業年度

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

 建物 　     68百万円

 構築物 4

  計 72

(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、

遊休資産及び共用資産に分類し、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3.2％で割り引いて

算定しております。

４．減価償却実施額

有形固定資産    484百万円       591百万円          1,046百万円 

無形固定資産  　　　　　　　　　　 10  　　　　　　　　　　  9  　　　　　　　　　　 19
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 3,154 2 45 3,110

合計 3,154 2 45 3,110

 （注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加、減少45千株は、ストックオプションの行

使45千株及び単元未満株式の買増し０千株による減少であります。

 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 3,107 955 0 4,063

合計 3,107 955 0 4,063

 （注）普通株式の自己株式の増加955千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加954千株、単元未満株式の買

取りによる増加１千株であり、減少０千株は、ストックオプションの行使０千株及び単元未満株式の買増し０千株

による減少であります。

 

前事業年度（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

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 3,154 3 50 3,107

合計 3,154 3 50 3,107

 （注）普通株式の自己株式の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加、減少50千株は、ストックオプションの行

使50千株及び単元未満株式の買増し０千株による減少であります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

389 203 186

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

321 207 113

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

353 205 147

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 73

１年超 116

計 190

百万円

１年内 65

１年超 51

計 116

百万円

１年内 67

１年超 84

計 151

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 40

減価償却費相当

額
38

支払利息相当額 1

百万円

支払リース料 36

減価償却費相当

額
34

支払利息相当額 1

百万円

支払リース料 81

減価償却費相当

額
77

支払利息相当額 3

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

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19年

３月31日）における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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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   1,043.59円

１株当たり中間純利益金額 55.26円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
55.03円

１株当たり純資産額 1,017.71円

１株当たり中間純利益金額     33.52円

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
    33.52円

１株当たり純資産額 1,020.49円

１株当たり当期純利益金額 78.13円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
77.86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。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 2,924 1,756 4,135

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,924 1,756 4,135

期中平均株式数（千株） 52,921 52,395 52,934

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） 217 0 179

（うち新株予約権） (217) (0) (179)

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

14,844個　目的となる株式

の数　1,484千株） 

 

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889

個　目的となる株式の数　

88千株）

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

15,016個　目的となる株式

の数　1,501千株）

 

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921

個　目的となる株式の数　

92千株） 

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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