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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12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12月期 18,856 △2.1 △1,015 ― △761 ― △1,416 ―

18年12月期 19,268 0.1 612 △27.6 638 △20.2 △251 ―

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12月期 △146 01 ― ― △70.0 △5.9 △5.4

18年12月期 △26 22 ― ― △8.5 5.1 3.2

（参考）持分法投資損益 19年12月期 ―百万円 18年12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12月期 12,742 1,274 10.0 131 43

18年12月期 12,894 2,774 21.5 285 83

（参考）自己資本 19年12月期 1,274百万円 18年12月期 2,774百万円

(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12月期 1,046 △1,300 630 3,873

18年12月期 △200 △1,262 1,338 3,490

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 ― ― 7 00 7 00 67 ― 2.3

19年12月期 ― ― ― ― 0 00 ― ― ―

20年12月期（予想） ― ― ― ― 0 00 ― ― ―

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 9,972 8.9 △286 ― △270 ― △248 ― △25 63

通期 21,097 11.9 404 ― 439 ― 109 ― 11 31
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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）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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、26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12月期 9,791,600株 18年12月期 9,791,600株

②　期末自己株式数 19年12月期 95,511株 18年12月期 85,031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、44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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12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12月期 17,145 △4.5 △1,045 ― △647 ― △1,522 ―

18年12月期 17,957 3.2 502 △16.6 654 3.7 △5 ―

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12月期 △156 84 ― ―

18年12月期  △54 ― ―

(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12月期 12,886 1,561 12.1 161 00

18年12月期 12,797 3,168 24.8 326 38

（参考）自己資本 19年12月期 1,561百万円 18年12月期 3,168百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 9,032 8.1 △293 ― △196 ― △173 ― △17 94

通期 19,156 11.7 294 ― 471 ― 190 ― 19 60

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用状況の改善により緩やかな

回復基調で推移いたしましたが、米国に端を発したサブプライムローン問題による金融不安、原油及び原材料の高

騰による個人消費への悪影響が懸念され、先行きに不透明感を残す状況であります。

平成19年度のコンタクトレンズ市場は、平成18年度後半から登場した新素材「シリンコーンハイドロゲル」によ

る高酸素透過性コンタクトレンズや、ドライアイに対応する高保湿機能コンタクトレンズ等、高付加価値商品の普

及拡大が寄与し、市場成長率は前年対比４ポイント増の成長であったと推測されます。しかしながら、コンタクト

レンズ診療に係る保険不正請求に起因する大きな診察料格差は、コンタクトレンズ小売価格の乱れを発生させ、こ

れを嫌った消費者は自己申告によるコンタクトレンズのインターネット販売を志向する等、医療費改正に端を発し

て連鎖的に生じたコンタクトレンズ業界の混迷は依然継続しております。

また、眼鏡小売市場においては、「ワンプライスショップ」と称される新たな単一低価格業態店舗が急拡大し、

成熟マーケットにおける新旧構造変化を伴う大きな競争環境となりました。単一低価格業態の台頭に伴い眼鏡一式

組単価の大幅な下落が生じたことにより、市場規模については縮小傾向を示しております。

このような環境の中で、当社グループはEye-Date Network System(コンタクトレンズ指示書(処方箋など)データ

の登録・管理・配信・販売システム、以下「EDNS」)の普及拡大に向け、独自の発想で新しい店舗網の充実に努めて

まいりました。また、混迷し不透明な環境を生き残るため、粗利益を重視した販売政策と、販促費の圧縮による経

費節減に取り組む一方、コンタクトレンズ指示書（処方箋など）を発行頂く協力医療機関においても新たな医療サー

ビスを消費者に提案する等、広範囲にわたり様々な施策を実施してまいりました。

店舗展開においては、ドラッグストアとの提携による「ハートアップ５MINI(ファイブミニ)」の販売網構築に注

力し前期比117店舗増となりました。また、子会社である㈱コンタクトプラザによる㈱協和コンタクトの一部事業譲

り受けによって未出店エリアであった首都圏への進出を果たしており、今後の首都圏戦略の拠点を確立しておりま

す。これらにより当連結会計年度における当社グループの総店舗数は337店舗(前期比136店舗増)となり、その内訳

は以下の通りであります。

・新規出店による増加  133店舗(内、フランチャイズ１店舗)

・事業譲受による増加   12店舗

・退店による減少       ９店舗

・移転・統合           ８店舗

・改装                 13店舗

コンタクトレンズ販売においては、販売促進費の抑制に伴う新規顧客の減少が再購入顧客数に波及し、既存店の

売上高が減少いたしました。しかしながら、事業譲り受け及び「ハートアップ５MINI(ファイブミニ)」による新規

出店が寄与しコンタクトレンズ販売において前年を上回る実績を計上しております。

グラス(眼鏡)販売においては、年度を通して実施したコンタクトレンズとの同時購入企画が奏効しグラス(眼鏡)購

入者数は大幅に増加いたしましたが、第４四半期における購入者数の減少及び中心価格帯が低価格帯商品にシフトし

たことによるお客様単価の低下が影響し、ほぼ前年並の売上高となりました。

販売促進費の抑制により広告宣伝費の低減が計られましたが、協力医療機関に対する協力支援金が増加したこと

により、販売費及び一般管理費については大幅な増額となりました。なお、協力医療機関の医師におかれましては

経営合理化に継続して取り組んで頂いておりますが、不公正競争化における患者の確保を図るため診察料の引き下

げ等を余儀なくされるなど減収の影響が大きく、当社グループといたしましても協力医療機関の存続によるコンタ

クトレンズの適正な流通を確保するため、協力支援金を計上するに至ったものであります。

以上の結果といたしまして、当連結会計年度の業績は、売上高18,856百万円(前年度比2.1％の減少)、営業損失

1,015百万円(前年度は営業利益612百万円)、経常損失761百万円(前年度は経常利益638百万円)、当期純損失1,416百

万円(前年度は当期純損失251百万円)となりました。
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② 次期の見通し

平成20年４月の医療費改正によりコンタクトレンズ業界を取巻く環境は大きく変化するものと予測しております。

この改正の施行に伴いコンタクトレンズ診療に係る不正は確実に減少し競争環境が公正化に向かうものと予測され

ますが、コンタクトレンズ業界が正常化に至る過渡期においては、コンタクトレンズ診療所の減少とそれに伴う自

己申告等によるコンタクトレンズの購入方式の拡大等、コンタクトレンズ消費構造が大きく変化する可能性があり

ます。

当社グループは平成18年４月に施行された医療費改正において既にこれら外部環境の影響の最も厳しい状態を体

験してまいりました。従いまして、不公正環境の是正によって今後発生するであろう環境変化の予測を踏まえ、「経

営Ｖ字回復プログラム」を策定・実行し、平成19年12月期において計上いたしました経常損失を一期で解消するこ

とを基本方針として以下の施策に取り組んでまいります。

コンタクトレンズ販売においては、平成20年４月以降から本格化する消費構造の変革を念頭に置き、従来のEDNS

によるコンタクトレンズ指示書（処方箋など）の登録・販売システムに加えて、「自己申告登録型Data販売」を柱

とする「EDNS一般会員登録制度」を新たに導入いたします。これによって従来型EDNS会員を「EDNS特別会員」、新

たな登録方式によるEDNS会員を「EDNS一般会員」として区分し、販売システムを運用してまいります。

従来のEDNSでの登録・販売システムにおいては、コンタクトレンズ指示書(処方箋など)の登録をコアショップ(136

店舗(FC含む)：平成19年12月末時点)に限定しておりましたが、「EDNS一般会員登録制度」の導入によりグループ全

店(335店舗(FC含む)：平成19年12月末時点)での顧客によるコンタクトレンズデータの新規登録を開始いたします。

これによって、高い集客効果によるコンタクトレンズ販売の増収を図り、競合他社に対しては、業界最多の店舗数

とEDNSによるネットワークを差別化要因として当社施策を展開してまいります。

ただし、「EDNS一般会員登録制度」は自己申告ではあっても、無差別に登録するものではなく、処方医療機関の

確認やレンズデータの作成時期の確認等による眼科医の処方である裏づけ確認を登録の前提とし、定期検査の啓蒙

活動につきましても継続して実施してまいります。また、一般会員としてEDNS登録された顧客は、当社グループが

開発したコンタクトレンズトレーサビリティシステム（以下「CLトレーサビリティシステム」）の管理下に組み込

まれることとなります。CLトレーサビリティシステムとは、コンタクトレンズを購入されたお客様の「顧客基本情

報」、「コンタクトレンズ処方データ」、「来店・購入履歴」を一元管理することで、安全対策上必要な措置が発

生した場合、対象を特定し迅速に対応を図ることが出来るシステムであります。従いまして、自己申告による一般

会員登録顧客をEDNSの管理下におくことにより、適時・適切な安全情報の提供を行うことが可能となります。なお、

コンタクトレンズメーカーによっては「EDNS一般会員登録制度」の運用に適合しない場合があるため、各メーカー

の方針を勘案し登録・販売を行なってまいります。

通信販売におきましては、「EDNS一般会員登録制度」によるEDNS会員数の増加が利用者拡大につながり、通販売

上高に寄与するものと見込んでおります。

また、グラス(眼鏡)販売においてもコンタクトレンズ購入者の拡大を背景に同時購入者の比率向上を図り、売上

高拡大に努めてまいります。

店舗展開に関しましては、ドラッグストア内での「ハートアップ５MINI(ファイブミニ)」を含め33店舗の新規出

店を行なう計画であり、EDNSの基盤となる店舗インフラ構築に努めてまいります。なお、既存店についてはコア

ショップを中心として移転、統合、業態変更、退店に着手し、効率化による固定費の圧縮と立地環境の改善による

集客・売上高の拡大に取り組んでまいります。

また、平成19年12月期における営業損失の主要因となりました協力医療機関に対する協力支援金については、協

力医療機関と協議の下、提携方式の見直しを行なう事によって大幅な削減に取り組んでまいります。

以上により、次期の連結業績見通しについては売上高21,097百万円、営業利益404百万円、経常利益439百万円、

当期純利益109百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べて

383百万円増加し、当連結会計年度末には3,873百万円となりました。

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）

当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は1,046百万円（前連結会計年度に使用した資金は200百

万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,211百万円を計上したものの、たな卸資産の減少額

292百万円、仕入債務の増加額226百万円、減価償却費555百万円及び減損損失328百万円等の資金増加要因の計上に

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は1,300百万円（前連結会計年度に比べ37百万円の増加）

となりました。これは主として、新規出店及び移転・改装に伴う有形固定資産の取得による支出544百万円、事業

譲受による支出405百万円、敷金・保証金の預入による支出230百万円及び無形固定資産の取得による支出121百万

円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動の結果、調達した資金は630百万円（前連結会計年度に比べ708百万円の減少）

なりました。これは主として、長期借入による収入2,600百万円、長期借入金の返済による支出1,842百万円及び社

債の発行による収入294百万円によるものであります。

なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標の推移は以下のとおりであります。 

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 20.2 17.3 25.9 21.5 10.0

時価ベースの自己資本

比率（％）
56.3 52.3 117.7 62.0 28.2

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（倍）
3.7 7.3 6.7 ― 7.2

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
19.3 12.6 9.0 ― 8.8

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

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算出しております。

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。

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。

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いる全ての負債を対象にして

います。

５　平成18年12月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシ

オ」につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分につきましては、当社グループの責務として重要な経営課題の一つであると認識しております。従いま

して、安定的な配当を継続しつつ、業界動向を勘案して、増配や株式分割など株主にとって有益と思われる還元方

法を採用する方針であります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するため、今まで以上にコスト競争力を高

め、出店戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

(4）事業等のリスク

① 業界・消費動向について

「コアショップ」店舗に隣接して眼科診療所を誘致する場合、診療所の開業資金は、連結子会社の㈱ノプトサー

ビスより、開業資金等として診療所に貸付を行なう場合があります。また、眼科診療所では、開業から十分な職員

を採用する事が困難な場合が多いため、当社グループでは、隣接診療所より、診療所での受付事務等をはじめとす

る事務業務を隣接店舗にて受託しております。平成18年４月の医療費改正の影響を受け、医療機関における診療報

酬は大きく減少いたしております。貸付金や業務受託に係る対価等、医療機関に対する債権の回収が困難となった

場合、当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。

また、平成18年４月の医療費改正後、新聞等で報道されておりますように、定められたとおりに料金を適用しな

い医療機関が社会問題としてとりあげられております。平成20年４月の医療費改正によりこうした「公正性」に関

する問題は改善されるものと予測されますが、同時にコンタクトレンズ診療に係る診療報酬の大幅な減額がなされ

る方針が示されており、診療報酬の減額に伴うコンタクトレンズ診療所数の減少が想定されます。こうしたコンタ

クトレンズ診療所の減少は、従来のコンタクトレンズにおける診療と購入の一体化を分離する可能性があり、当社

グループにおいても協力医療機関が減少した場合、処方箋発行元の医療機関を確保することができず、コンタクト

レンズ販売に影響をきたす可能性があります。しかしながら、前述いたしました「EDNS一般会員登録制度」を導入

することによってこれらの課題に取り組む考えであります。

② 法的規制について

提携医療機関との業務受託契約範囲内で医療機関の責任者である医師の管理監督下において行なう手足的補助業

務は、一般的に医療機関で行われている補助業務と同等のレベルであり、この医療補助者の存在は日本の医療現場

において欠かす事のできない重要な役割を担っております。当社グループでは、これらの補助業務を社会の普遍的

な通念にもとづく解釈から医行為に該当するものではないと認識しておりますが、法令、諸規則改正やその解釈の

変更により、万一、法律違反と判断された場合、当社の社会的信用が損なわれ、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。

　また、コンタクトレンズの販売においては、眼科医の発行するコンタクトレンズ指示書(処方箋など)に基づいて

販売する形態が一般的でありますが、これはコンタクトレンズメーカー及び販売店の自主基準による販売システム

であり、「コンタクトレンズ処方箋」等に対する明確な法制化はなされておりません。しかしながら、今後「コン

タクトレンズ処方箋」が法制化され、「EDNS一般会員登録制度」による販売方式が法的規制の対象となった場合、

当社グループのコンタクトレンズ販売に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当社グループにおいては、従来

からの「EDNS特別会員制度」と「EDNS一般会員登録制度」を区分して運用してまいります。「コンタクトレンズ処

方箋」が法制化された際には「EDNS一般会員登録制度」を廃止し、即時「EDNS特別会員制度」に一本化する方針で

あります。

③ 個人情報の管理について

お客様から個人情報を直接収集する際には、個人情報の取扱いについて、事前に利用目的などをお知らせし同意

を得た場合に取得します。お客様からお預かりした個人情報を、紛失、社外への不正な流出、改ざん、不正アクセ

スから保護するために、社内規程を整備し、合理的な安全対策を講じております。しかしながら、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、社会的信用が損なわれ業績に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
当社の企業集団は、㈱日本オプティカル（当社）及び子会社４社で構成されており、主要な事業内容はコンタクトレ

ンズ及び眼鏡小売業であります。

 

事業内容と当社及び子会社の当該事業に関わる位置付けは、次のとおりであります。

会社名 主要な事業の内容

株式会社日本オプティカル（当社） 国内におけるコンタクトレンズ及び眼鏡小売業

株式会社ノプトサービス 国内における貸金業、消耗品・事務用品卸売業及び人材派遣業

株式会社ノプト 北海道・東北地域及び関西地域におけるコンタクトレンズ及び眼鏡小売業

株式会社コンタクトプラザ 北海道・関東地域におけるコンタクトレンズ小売業

好瞳宝光学眼鏡商業（上海）有限公司 中国におけるコンタクトレンズ及び眼鏡小売業

(注)　株式会社コンタクトプラザは、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたが、平成19年４月１日に株式会社

協和コンタクト(東京都中央区）からのコンタクトレンズ等の販売に係る事業譲受により、重要性が増加したため、

当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

 

[事業系統図]

上記の企業集団の系統図は次のとおりであります。

 

販売 

(株)日本オプティカル（当社） 

顧   客 

事務用品 

貸金 
消耗品 

販売 

フランチャイジー 

商品 

販売指導 

販売 

連結子会社 

・(株)ノプト 

・(株)コンタクトプラザ 

商品 

連結子会社 

(株)ノプトサービス 

協力医療機関等 

事務用品 
消耗品 
人材派遣 

事務用品 
消耗品 
人材派遣 

連結子会社 

好瞳宝光学眼鏡商業 

（上海）有限公司 

販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループの経営基本方針は、コンタクトレンズ小売業を中核としつつ眼に関するあらゆる商品・サービスを

提供する事業を総合してビジョン産業と定義づけ、その情報発信基地として新しい事業領域を他にない戦略で開拓

し続ける「Vision Supply Heart Up」を目指しております。

具体的な事業領域はコンタクトレンズ及び関連商品の販売、グラス（眼鏡）の販売であり、以下の方針をもって

業容の拡大に取り組んでおります。

① コンタクトレンズ及び関連商品の開発・販売に関する方針

当社グループはコンタクトレンズ専門小売りチェーンを基幹事業としております。コンタクトレンズ販売はお

客様の安全の上に成り立つことが絶対条件であり、当社グループが開発し導入するコンタクトレンズに関するあ

らゆる商品・システム・サービスは安全性の確保をベースとしており、これは当社グループ創業以来の基本理念

であります。

コンタクトレンズ市場は使い捨てコンタクトレンズの普及を契機として消費構造が大きく変化し、乱視用・遠

近両用・カラーコンタクトレンズ等の機能型製品の登場により用途の多様化が進んでおります。

当社グループはこのような市場の変化にいち早く対応するため、EDNSを開発し、EDNSで結ばれた店舗ネット

ワークによる新しい販売形態の開発、プライベートブランドコンタクトレンズ及び関連商品の開発を手がけてお

ります。

また、コンタクトレンズを高度管理医療機器として「正しく」「安全に」提供するだけでなく「便利さ」「快

適さ」を付加することによって事業の質を高め、当社グループの成長を通じてコンタクトレンズ業界の健全な発

展に資するべく、努めて参ります。

ア．コンタクトレンズの安全性と利便性の両立による新しい店舗ネットワークの拡大

当社グループにおける店舗の特徴は、コンタクトレンズを購入する際に、眼科医の診察・処方を受けるの

に便利な店舗（眼科医療機関隣接型店舗＝ハートアップコアショップ、以下「コアショップ」）と、眼科医

の発行したコンタクトレンズ指示書（処方箋など）データに基づき迅速・便利にコンタクトレンズの再購入

ができる店舗（眼科医療機関非隣接型店舗＝ハートアップウェブショップ、以下「ウェブショップ」）、同

じく登録されたデータに基づき携帯電話やパソコンを通じてインターネット上で再購入ができる店舗（EYE-

D mall）の３種類の店舗を展開している点にあります。当社グループは、眼科医療機関で発行されたコンタ

クトレンズ指示書（処方箋など）のデータをコアショップでEDNSに登録後、眼科医が定めた有効期間内であ

れば、二回目以降の購入をウェブショップ、EYE-D mallなど顧客自身にとって最適な方法を選択できるシス

テムを提供し差別化を図っております。EDNSの普及拡大の鍵となる店舗形態として「ハートアップ５MINI

（ファイブミニ）」など高効率な店舗を開発し全国規模での展開を加速させ、これらの基盤のもと当社グ

ループだけが提供できる商品とシステムをもって「安全」「快適」「安価」「短時間」「便利」をキーワー

ドとしてコンタクトレンズをお客様にお届けしております。

イ．高度管理医療機器であるコンタクトレンズの市販後安全対策の強化

コンタクトレンズは、厚生労働省の審査による厳しい製造・輸入に関する許可要件に適合してはじめて流

通可能な製品であり、市販後の安全対策が重要視されております。当社グループはコンタクトレンズを安全

に提供するという基本理念に則り、市販後の安全対策への積極的な取組みの一環としてトレーサビリティシ

ステムを開発・導入しております。

薬事法では、コンタクトレンズの製造業者及び販売業者等は、製品の譲受・譲渡（仕入・販売等）に際し

記録の保存が義務化されておりますが、コンタクトレンズを一般顧客に販売した場合、製造番号の記録は努

力項目であり義務を免除されております。従って一般的に不具合製品の最終使用者個人を特定することが困

難な状況であります。

当社グループが開発したコンタクトレンズのトレーサビリティシステムは、自社・他社製品を問わず製造

番号によって不具合製品と使用者の相互の特定を可能にし、不具合製品の流通が発生した際には当該製品を

購入されたお客様に対して、電子メール・ダイレクトメール・電話など様々な告知・連絡手段を用いて積極

的な対策を講じることができるため、被害の極小化と安全確保の効果を格段に向上させております。このよ

うな取組みを通じてお客様にコンタクトレンズを安心してご使用いただける環境を整備し、安全性の向上に

取り組んで参ります。
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ウ．コンタクトレンズをより快適にご利用いただくためのオリジナル製品の開発

当社グループは、お客様と商品との接点を担う小売業であるため、お客様のご要望を直接把握し、速やか

に施策へと反映することができる環境にあります。この利点を活かし、ナショナルブランド商品に加えて、

独自の設計思想を有したプライベートブランド商品の育成に取り組んでおります。また、平成12年には小売

業初のコンタクトレンズ輸入販売業許可を取得し、海外メーカーとの直接取引による商品開発が可能となっ

たことによりグローバルスタンダードでのコスト優位性を保有しております。

当社グループが手がけるプライベートブランド商品は、遠近両用コンタクトレンズ・乱視用ソフトコンタ

クトレンズ・光の非点収差を除去し鮮明な視力矯正を可能とした非球面ソフトコンタクトレンズ等の高付加

価値商品、ならびに１ヶ月定期交換型ソフトコンタクトレンズ・２週間使い捨てソフトコンタクトレンズ等

のお客様に経済性を提供する商品など、顧客ニーズに応じた多彩な商品を開発しております。コンタクトレ

ンズ関連商品では、コンタクトレンズ用点眼薬や衛生面を考慮した使い捨てタイプの携帯型ケア用品セット

を開発するなどコンタクトレンズ洗浄保存液やコンタクトレンズアクセサリーの開発を通じて独自性に優れ

安全性の高い商品の提案を行っております。これらプライベートブランド商品の開発・提供を通じ、豊かな

コンタクトレンズライフをサポートして参ります。

② グラス(眼鏡)の開発及び販売に関する方針

当社グループは、コンタクトレンズ装用者の90％以上がメガネを所有している現状に鑑み、お客様が同じ店舗

でコンタクトレンズとメガネの両方を購入できる利便性を提供する「ワンストップビジョンケアショップ」の構

想を基にグラス（眼鏡）販売を開始致しました。当社グループではコンタクトレンズ販売が既に店舗経営の収益

基盤として確立しているため、設備・販売促進等の経費効率が高く、収益構造上の優位性を有しており、この特

徴がグラス（眼鏡）事業を推進する上での大きなメリットであります。

当社グループは上記の事業メリットを活かし、従来のメガネ店の概念にとらわれず独自の発想によってコンタ

クトレンズ・グラス（眼鏡）を融合した新しい店舗モデルの開発に着手しております。具体的には以下のブラン

ドを展開しております。

「ハートアップ」は、医療機関に隣接したコンタクトレンズ・グラス(眼鏡)を取扱う当社グループの基幹店舗

であり、マーチャンダイジングの強化によって魅力のある商品と重厚な品揃えを実現し、当社グループの強みで

あるコンタクトレンズ購入者を販売対象の軸としながらグラス(眼鏡)購入者の拡大を狙った店舗であります。 

「メガネプロショップ」は、シニア層をターゲットとした商品マーチャンダイジングを強化し、遠近両用メガ

ネのコンサルテーション機能を充実させるなど、メガネに関するより高い専門性を有した店舗であります。

「ハートアップビジョンスクエア」は、消費者の〝好み〟や〝こだわり〟を世代別・性別によってセグメント

した複数のコンセプチュアルショップを一つの空間に集合させた大型店舗であります。各コンセプチュアルショッ

プが単独で存在した場合、顧客の〝好み〟や〝こだわり〟を限定することになり結果的に販売機会ロスが生じま

すが、複数のコンセプトを集合させることによって相互補完を図り、コンセプトを維持しながら有機的に販売機

会を創出しております。

「グラスコード」は、ビジョンスクエアのコンセプトをより進化させたブランドであり、ファッションアイウ

エアとしてのメガネを提案する国内最大級の面積を誇る新型コンセプチュアルショップであります。メガネを使

用するシーンを思い描きながら商品を選択できる本格的なVMD（Visual Merchandising）を導入することによっ

て新しい価値観を提案し、当社グループのグラス（眼鏡）ビジネスにおける新機軸となる店舗業態として位置付

けております。

商品のマーチャンダイジングにおいてはブランド品から自社開発商品に至るまで、国内外のルートから多彩な

フレームやレンズを調達することにより幅広く品揃えを充実し、商品戦略と価格戦略の連動により販売施策へと

効果的に反映させております。

(2）目標とする経営指標

利益率の向上と資産の回転率を高めることにより、ＲＯＡ（総資産事業利益率）20％を経営管理指標の中期目標

として掲げてまいります。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成18年８月に医療費改正への影響を含んだ内容で平成21年までの中期経営計画を策定・発表

致しましたが、不正請求の横行を始めとして業界の混迷及びこれに由来するコンタクトレンズ販売の不公正競争が

予想以上に長期化し、当社グループの経営に多大な影響を及ぼすことになりました。従って、これまで策定してお

りました中期経営計画を全面的に見直し、当面の収益体質改善策としての経営Ｖ字回復プログラム及びその延長計

画として中期計画を策定いたしました。

　また、詳細につきましては本日（平成20年２月20日）開示いたしました「経営Ｖ字回復プログラムの策定と中期

計画の修正について」をご参照ください。

　平成18年４月の医療費改正はコンタクトレンズ診療における「公正性」に関する問題が報道各社に取り上げられ、

社会問題となりましたが、本年４月の同改正ではこれらの問題認識に基づき見直しを行なった点において「第二次

改正」ともいうべきものであると解釈しております。これにより不公正競争が是正される可能性が極めて高いこと

が当社グループにとって大きく影響するところであります。

　当社グループは、平成19年よりドラッグストアとのタイアップによる「薬系５MINI（ファイブミニ）」の出店を

本格化し、EDNSによる販売インフラの拡充に取り組んで参りました。今回の医療費改正により不公正競争が是正さ

れた場合、同一条件での競争環境においてはEDNSを差別化戦略の中核として如何なる変化にも対応できるビジネス

モデルを構築することが可能となります。

　しかしながら、現状は長期の不公正競争によって悪化した財務体質を改善するため、コスト削減をはじめとする

内部体制の変更と増収策の実施を図り、健全な企業経営を維持する必要があります。そのため、当社グループでは

経営Ｖ字回復プログラムを策定し、全社一丸となってこれを成し遂げてまいります。 

　なお、平成24年12月期における中期計画は短期の環境変化予測に基づいて立案しておりますが、コンタクトレン

ズ業界は再編を含め大きく変化する可能性も予測されるため、見通しに変更が生じた場合には改めて修正計画を発

表する予定であります。

 経営Ｖ字回復プログラム及び中期計画の重点施策は以下のとおりであります。

① 当社グループの経営Ｖ字回復プログラムの主題と中期経営計画

ア．経営Ｖ字回復プログラムによって達成すべき平成20年12月期の数値計画

売上高210億円、経常利益４億円

イ．中期計画で目指す姿

「Vision　Supply　マーケットでのパイオニアとしての地位確立」

平成24年12月期の数値目標

売上高370億円、経常利益45億円

② 計画達成の基礎となる当社グループの特長(最大の差別化要因)

ア．EDNSによる多様なコンタクトレンズ販売チャネルと業界最多の店舗ネットワーク

　当社グループの特長は、EDNSを基盤とする販売システムにあります。これによって、お客様のニーズをより

高度に充足した購入方法の提案や、「コアショップ」、「ハートアップ５MINI(ファイブミニ)」、「薬系５

MINI(ファイブミニ)」をはじめとする、他に類のない多様な店舗展開で業界最多の店舗網を構築しておりま

す。

　平成20年４月の医療費改正によりコンタクトレンズ診療の不正減少に関連して競争環境は公正化に進むこと

が予想されます。従いまして、当社グループの販売システムと業界最多の店舗ネットワークをお客様のニーズ

に合わせて柔軟に展開することで差別化戦略を強化し、中期的展望でのマーケットシェアの拡大は十分可能で

あると予測しております。

③ 経営Ｖ字回復プログラム、中期経営計画達成のための重点戦略

ア．新たなビジネスモデルの構築

ａ．協力医療機関との提携関係の見直しと協力支援金の削減

当社グループにとって最も重要な支出であると同時に最大のコストである自由診療協力医療機関への協力

支援金の削減を図るため、協力医療機関との協調のもとで提携関係の見直しを行います。支援金額の大きい

店舗の隣接医療機関は円満に提携解消を行い、店舗はEDNS-Data販売へと販売方式を転換することによりコ

スト削減を実施いたします。また、医療機関との話し合いにより支援金上限額を設定し、コストダウンに取

り組むとともに、オーバーストアとなっているケースについては医療機関の統合調整等を行ない支援金負担

の軽減を図ってまいります。平成20年度計画においては23店舗のEDNS-Data販売化を行い、平成21年度以降

も継続して実施いたしますが、EDNS-Data販売化を図った店舗は一定期間を置いて好環境の立地に移転する

方針であります。これらの施策により協力医療機関での診察を受ける際の立地的利便性が損なわれるため客

数・売上高への影響が懸念されますが、「EDNS一般会員登録制度」の導入によって補完し、これらの問題に

対応してまいります。

株式会社日本オプティカル（2680） 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 10 －



ｂ．「EDNS一般会員登録制度」の導入

平成18年４月の医療費改正による業界の混乱の影響により、顧客が使用中のコンタクトレンズのパッケー

ジを提示するのみでコンタクトレンズを購入する方式や、インターネット上で顧客自身がコンタクトレンズ

の規格を入力する方式が増加しており、その年間市場規模は300～400億円にまで達しているともいわれてお

ります。このような販売方式の伸長はコンタクトレンズ専門店の販売数量に影響を与えているものと推測さ

れますが、平成20年４月の医療費改正はこれを更に加速させるものと見られ、コンタクトレンズマーケット

におけるシェアを倍増させる可能性も十分に考えられます。

当社グループにおいては、EDNSをコンタクトレンズ販売の中核とし、厳格な基準のもとでコンタクトレン

ズ販売を行なってまいりました。しかしながら、今後のマーケット動向に対応するため、従来のEDNSによる

コンタクトレンズ指示書（処方箋など）の登録・販売システムに加えて、「自己申告登録型Data販売」を柱

とする「EDNS一般会員登録制度」を導入いたします。従いまして、従来型EDNS会員を「EDNS特別会員」とし、

「EDNS一般会員」と区分して２種類の販売システムを運用してまいります。

「EDNS一般会員登録制度」は、お客様が持参したコンタクトレンズ指示書（処方箋など）または眼科医処

方の裏付け確認が可能なお客様においては自己申告によるコンタクトレンズデータを一般会員としてEDNSに

登録し、当該データに基づく販売を可能にするものであります。また、「EDNS一般会員登録制度」は当社グ

ループ全店で対応するため、特に高い利便性を有する（好立地・多店舗展開）「ハートアップ５MINI（ファ

イブミニ）」における新規登録・再販対応は大きな差別化要因となり高い集客効果が見込まれます。

ただし、「EDNS一般会員登録制度」は自己申告ではあっても、無差別に登録するものではなく、処方医療

機関の確認やレンズデータの作成時期の確認等による眼科医の処方である裏付け確認を登録可否の前提とし、

定期検査の啓蒙活動につきましても継続して実施してまいります。また、一般会員としてEDNS 登録された

顧客は、当社グループが開発したコンタクトレンズトレーサビリティシステム（以下「CLトレーサビリティ

システム」）の管理下に組み込まれることとなります。CLトレーサビリティシステムとは、コンタクトレン

ズを購入されたお客様の「顧客基本情報」、「コンタクトレンズ処方データ」、「来店・購入履歴」を一元

管理することで、安全対策上必要な措置が発生した場合、対象を特定し迅速に対応を図ることが出来るシス

テムであります。従いまして、自己申告による一般会員登録顧客をEDNS の管理下におくことにより、適時・

適切な安全情報の提供を行なうことが可能となります。なお、コンタクトレンズメーカーによっては、一般

会員制度が適合しない場合もあるため、「EDNS一般会員登録制度」ではメーカーの方針を勘案しつつ登録・

販売を行なってまいります。

ｃ．好立地への出店・移転の促進

当社グループの実績において、集客力のあるショッピングセンター及び郊外の大型施設への出店・移転店

舗は大きく業績を伸長しております。従って、既存店においては支援金削減策と並行して店舗のスクラッ

プ・アンド・ビルドにより集客力のある施設への移転・統合を実施してまいります。また新規出店に際して

は、コンタクトレンズ・グラス（眼鏡）の販売相乗効果が期待できる当該立地に限定して出店する方針であ

ります。

なお、 グラス(眼鏡)販売の強化については店舗を選定し、ショッピングセンター及び郊外型の大型施設

への出店・移転とともに人材と商品等を集中的に投入する方針であります。グラス(眼鏡)販売に関するこう

した取り組みについては平成19年度末より開始しており良好な実績をあげております。また、コンタクトレ

ンズ購入者に対するグラス(眼鏡)販売を中心とする店舗においては、「EDNS一般会員登録制度」の導入によ

るコンタクトレンズ購入者の拡大がグラス(眼鏡)購入者数の伸長につながるものと見込んでおり、グラス

(眼鏡)販売の増収につながるものと期待しております。

イ．利益商品の開発・確保

コンタクトレンズマーケットでの１日使い捨てコンタクトレンズの売上構成比は約43％と推計されておりま

す。需要が大きい一方で競合他社との価格競争が最も激しいカテゴリーでもあり、利益商品確保は早期解決す

べき課題であります。

当社グループは、各メーカーとのタイアップによる仕入コスト低減及び新商品・推奨製品キャンペーン等に

より、仕入コストの低減を実現しております。商品販売戦略において利益商品の販売を強化することによって、

粗利益確保の構築を図ってまいります。また、中期的な取り組みとして１日使い捨てコンタクトレンズのカテ

ゴリーでのPB商品開発に取り組んでおり、更なる利益商材の確保に努めてまいります。
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ウ．内部体制の再構築

当社グループは、販売部門の強化及び組織の機動力強化のため平成20年１月１日付けで従来の６本部制から

３本部制(販売統轄本部・戦略統合本部・管理本部)に組織変更を実施いたしました。管理本部においては管理

部門(財務・人事・総務)の一本化により本社管理業務の効率化を図り、全社の利益体質構築の進捗と本社配賦

費の管理徹底を図る部門として機能させてまいります。また、戦略統合本部においては、利益体質構築の基礎

となる利益商材の確保、新PB商品開発を中心に据え、全社の商品戦略を強力に推進する部門として組織の再編

成を実施いたしました。なお、収益の要である販売部門については執行役員管轄による４販売部制とし、店舗

開発機能及び協力医療機関折衝機能を販売部内に所属させることにより施策実行の迅速化を図っております。

平成20年の医療費改正に伴う外部環境の変化が予測される中、迅速な意思決定と速やかな対応によって、経営

Ｖ字回復プログラムの原動力としての役割を果たしてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、お客様のニーズを的確に捉え満足を提供するため、コンタクトレンズ専門販売店からVision 

Supply 産業への構造変革を通して〝お客様の生活の豊かさへの貢献〟を基本コンセプトとした商品開発及び販売

システム開発に積極的に取り組んで参りました。

グラス(眼鏡)事業は、変化する市場環境に対応する商品・店舗形態・サービスの在り方について試験的に取り組

んで参りましたが、「ハートアップ」「メガネプロショップ」によるシニアマーケットへの参入と「ハートアップ

ビジョンスクエア」「グラスコード」に代表される独自の発想での業態開発が奏効し始め、新しい事業モデルの構

築が進行しつつあります。

① コンタクトレンズ販売

当社グループは、コンタクトレンズという高度管理医療機器販売業を営んでおります関係上、コアショップを

出店するには店舗に隣接してコンタクトレンズ装用に関わる検眼及び指導を行なう医療機関（眼科医）が必要と

なります。従って、当社グループの販売システムを理解していただき、店舗に隣接した場所で開業いただける眼

科医との提携が円滑に運ばない場合、出店数に影響を受ける可能性があります。

また、平成17年４月に施行された改正薬事法により、コンタクトレンズ販売店は許可制となりました。法改正

に伴い、各店舗に高度管理医療機器販売経験１年以上の販売管理者の設置義務が課せられており、経験者の確保

状況によっては店舗展開に影響を受ける可能性がありますが、現状において出店計画に対する要員の確保状況に

問題はありません。

② グラス（眼鏡）販売

グラス（眼鏡）販売は新たなる転換期を迎えており、今後も業態・店舗形態の新規開発によって常に新しい提

案を続けて参ります。眼鏡小売業の後発組である当社グループが眼鏡専門店としての知名度を高めるための課題

は他社との差別化戦略の展開であると考えます。

このような現状を鑑み、当社グループのグラス(眼鏡)販売においてはトータルビジョンケアショップ「ハート

アップビジョンスクエア」、またビジョンスクエアの基本思想を進化させた「グラスコード」を出店し、新しい

ビジネスモデルの構築に取り組んでおります。

コンタクトレンズ販売のウエイトが高い店舗形態においても、「メガネプロショップ」への転換を図ることで

更に専門性を高め、遠近両用メガネをはじめとするシニア層を意識した商品ラインアップを充実させております。

これらの取組みにより顧客基盤の強化を図って参ります。

③ その他売上高

コンタクトレンズ小売業界においては、コンタクトレンズを安全にお客様に提供するため、販売店に隣接して

眼科医療機関を開設していただける医師との協力関係を築いております。新規に開設された医療機関では開業時

から十分な職員を採用する事が困難な場合が多く、当該医療機関が隣接販売店に受付事務等をはじめとする事務

業務を委託するケースが一般的な形態となっており、当社グループにおきましても多くの医療機関と業務受託契

約を締結し、事務に関する役務の提供を行っております。

平成18年４月に全般的な医療費削減を方針として医療費改正が施行され、当社グループの契約先医療機関にお

いても収入減少の影響は免れ難い状況であります。万一、当社グループにおいて業務受託料売掛金等の債権の回

収が困難となった場合には貸倒損失を計上する可能性があります。これら環境変化に対応することは非常に困難

ではありますが、回収状況の確認体制を強化しリスクの回避を図って参ります。
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④ コンタクトレンズの消費構造の変革に関する課題

平成18年４月に施行されました医療費改正以降、コンタクトレンズ業界は混迷の様相を呈しており、その影響

は現在に至るまで長期化しております。医療費改正の主眼は、コンタクトレンズ診療に係る診療報酬の大幅な減

額であり、約50％の医療費削減を目標にしたと言われております。しかしながら、実際には不正な保険請求を行

なう医療機関が社会問題化するなど、新たな問題を生み出すこととなりました。

平成20年４月の医療費改正においては、こうした問題を踏まえ更に厳格な改正がなされる方針が示されており、

不正請求等「公正性」に係る問題は正常化するものと予測されております。しかしながら、コンタクトレンズ業

界が従前のビジネスモデルから完全に脱却し、新たなビジネスモデルに帰着する過渡期おいては、コンタクトレ

ンズの消費構造が大きく変化する可能性がございます。

現在のコンタクトレンズ市場では、眼科医の発行するコンタクトレンズ指示書(処方箋など)に基づきコンタク

トレンズを販売する形態が一般的でありますが、これはメーカー及び販売会社等の自主基準による販売システム

であり、「コンタクトレンズ処方箋」等に対する明確な法制化はなされておりません。従いまして、医療費改正

の影響によりコンタクトレンズ診療所数が減少した場合、コンタクトレンズの既装用者に対しては従来の販売方

式に加え、過去の処方データや顧客自身が把握しているコンタクトレンズの規格に基づき販売を継続する販売店

が増加するものと見込まれます。

改正以降コンタクトレンズ診療所がその運営を継続するためには自由診療による受益者(コンタクトレンズ使用

者)負担へのモデルに移行せざるを得ませんが、この移行期に際してはコンタクトレンズ診察料が高額になること

に対して消費者が負担を回避し、診察を必要としない店頭での販売方式やインターネットによるコンタクトレン

ズ販売を志向する可能性があります。既に平成18年４月の医療費改正以降こうした販売方式は増加しており、平

成20年４月の改正以降は更にそのシェアを拡大させるものと考えられます。

当社グループは、中長期的には「コンタクトレンズ処方箋」の法制化とそれに基づく販売方式がコンタクトレ

ンズの流通形態のスタンダードとなると予測しておりますが、その時期を明確に特定することは困難であります。

しかしながら、こうした消費構造の変革への対応は極めて重要な課題であり、当社グループは、独自の差別化戦

略であるEDNSを中核としてマーケット動向に適応したビジネスモデルを展開してまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

① 内部管理体制の整備・運用状況

内部監査室は、監査計画に基づき本社各部門、各店舗および子会社の業務監査および会計監査を実施し、社長

に対する監査結果の報告並びに被監査部門に対するフォローアップ監査を行なっております。

また、内部管理体制の制度上の運営につきましては、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を策定し、各部

門の職務内容の明確化と職位に応じた権限と責任を明確にすると共に、管理本部を主管とした稟議制度の運用に

よる独断的意思決定を防止する仕組みを構築し、内部監査室の定期業務監査の効果を向上させております。

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

平成19年12月期におきましては、内部監査室による本社全部門長及び全執行役員との面談結果に基づき、社内

業務の整理掌握と実情を踏まえた監査方針を策定いたしました。

また、当該方針に基づく本社全部門に対する監査の実施と、店舗に対する会計監査及び業務監査を継続的に実

施し、社内ルールの浸透と改善指導を行ない、業務の信頼性向上に努めております。これらの監査結果は、定期

的に問題点及び改善点を社長に報告するとともに、具体的な助言・勧告を行っております。
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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12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,490,151   3,873,235  383,083

２　受取手形及び売掛金 ※３  1,368,647   1,285,580  △83,066

３　営業貸付金   889,518   704,994  △184,523

４　たな卸資産   2,398,621   2,106,364  △292,256

５　繰延税金資産   57,073   124,074  67,000

６　その他   330,375   346,591  16,216

貸倒引当金   △258,213   △305,178  △46,965

流動資産合計   8,276,173 64.2  8,135,662 63.9 △140,511

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※２        

(1）建物   1,322,249   1,102,704  △219,544

(2）工具器具及び備品   563,418   424,565  △138,853

(3）その他   55,182   62,941  7,759

有形固定資産合計   1,940,849 15.0  1,590,211 12.5 △350,638

２　無形固定資産         

 （1）のれん   300,090   384,723  84,633

(2）ソフトウエア   243,872   248,420  4,548

(3）その他   358,129   466,815  108,685

無形固定資産合計   902,092 7.0  1,099,960 8.6 197,867

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  244,435   214,535  △29,899

(2）敷金・保証金   1,021,874   1,288,170  266,296

(3）繰延税金資産   153,560   ―  △153,560

(4）その他   405,394   432,379  26,985

貸倒引当金   △64,692   △31,931  32,761

投資その他の資産合計   1,760,572 13.7  1,903,154 14.9 142,582

固定資産合計   4,603,514 35.7  4,593,326 36.0 △10,188
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ　繰延資産         

１　株式交付費   4,152   ―  △4,152

２　社債発行費   11,097   13,691  2,594

繰延資産合計   15,249 0.1  13,691 0.1 △1,557

資産合計   12,894,938 100.0  12,742,680 100.0 △152,258

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   1,514,868   1,741,808  226,939

２　短期借入金   100,000   ―  △100,000

３　１年以内返済予定長期
借入金

  1,793,395   2,092,054  298,659

４　１年以内償還予定社債   180,000   220,000  40,000

５　未払金   546,550   590,535  43,984

６　未払法人税等   181,485   72,361  △109,123

７　賞与引当金   69,676   72,954  3,278

８　レンズ交換引当金   487   ―  △487

９　売上値引引当金   ―   62,752  62,752

10　その他   719,044   812,461  93,416

流動負債合計   5,105,507 39.6  5,664,927 44.5 559,419

Ⅱ　固定負債         

１　社債   460,000   540,000  80,000

２　長期借入金   4,205,482   4,664,268  458,786

３　長期未払金   24,689   216,660  191,970

４　退職給付引当金   296,856   347,428  50,572

５　繰延税金負債   ―   7,048  7,048

６　その他   28,000   28,000  ―

固定負債合計   5,015,027 38.9  5,803,404 45.5 788,376

負債合計   10,120,535 78.5  11,468,332 90.0 1,347,796
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   971,330 7.5  971,330 7.6 ―

２　資本剰余金   993,680 7.7  993,680 7.8 ―

３　利益剰余金   813,513 6.3  △672,242 △5.3 △1,485,756

４　自己株式   △53,572 △0.4  △57,734 △0.4 △4,161

株主資本合計   2,724,951 21.1  1,235,033 9.7 △1,489,918

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  46,796 0.4  33,388 0.3 △13,408

２　繰延ヘッジ損益   △877 △0.0  △270 △0.0 606

３　為替換算調整勘定   3,531 0.0  6,196 0.0 2,664

評価・換算差額等合計   49,451 0.4  39,314 0.3 △10,136

純資産合計   2,774,402 21.5  1,274,347 10.0 △1,500,054

負債純資産合計   12,894,938 100.0  12,742,680 100.0 △152,258
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   19,268,672 100.0  18,856,126 100.0 △412,546

Ⅱ　売上原価   7,840,497 40.7  7,794,913 41.3 △45,584

売上総利益   11,428,175 59.3  11,061,213 58.7 △366,962

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  10,815,839 56.1  12,077,094 64.1 1,261,254

営業利益又は
営業損失(△)

  612,336 3.2  △1,015,880 △5.4 △1,628,217

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  2,238   7,025    

２　受取配当金  3,359   3,382    

３　商品受贈益  ―   100,606    

４　協賛金  154,755   293,769    

５　その他  13,353 173,707 0.9 47,239 452,024 2.4 278,316

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  94,107   126,781    

２　営業外支払手数料  46,252   56,023    

３　その他  7,242 147,601 0.8 15,087 197,893 1.0 50,292

経常利益又は
経常損失(△)

  638,442 3.3  △761,749 △4.0 △1,400,192

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 429   3,039    

２　貸倒引当金戻入益  446   74,079    

３　償却債権取立益  111   274    

４　その他  ― 987 0.0 250 77,643 0.4 76,655

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ 89,730   171,068    

２　固定資産売却損 ※４ 2,890   ―    

３　減損損失 ※５ 342,391   328,216    

４　投資有価証券評価損  ―   11,980    

５　貸倒引当金繰入額  250,991   ―    

６　その他  14,890 700,894 3.6 16,459 527,723 2.8 △173,170

税金等調整前当期純損
失

  61,463 △0.3  1,211,829 △6.4 △1,150,366

法人税、住民税及び事
業税

 300,242   103,004    

法人税等調整額  △110,285 189,957 1.0 102,074 205,078 1.1 15,121

当期純損失   251,421 △1.3  1,416,908 △7.5 △1,165,487
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高（千円） 939,402 953,456 1,198,696 △33,683 3,057,872

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 31,927 31,697 ― ― 63,624

剰余金の配当 ― ― △123,417 ― △123,417

当期純損失(△) ― ― △251,421 ― △251,421

自己株式の取得 ― ― ― △19,889 △19,889

合併による増減 ― 8,526 △10,344 ― △1,817

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）

31,927 40,223 △385,182 △19,889 △332,920

平成18年12月31日残高（千円） 971,330 993,680 813,513 △53,572 2,724,951

 

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 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日残高（千円） 72,343 ― △664 71,678 3,129,551

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 ― ― ― ― 63,624

剰余金の配当 ― ― ― ― △123,417

当期純損失(△) ― ― ― ― △251,421

自己株式の取得 ― ― ― ― △19,889

合併による増減 ― ― ― ― △1,817

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△25,546 △877 4,196 △22,227 △22,227

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△25,546 △877 4,196 △22,227 △355,148

平成18年12月31日残高（千円） 46,796 △877 3,531 49,451 2,774,402
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高（千円） 971,330 993,680 813,513 △53,572 2,724,951

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △67,945 ― △67,945

当期純損失(△) ― ― △1,416,908 ― △1,416,908

自己株式の取得 ― ― ― △4,161 △4,161

新規連結による剰余金の減少 ― ― △902 ― △902

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）

― ― △1,485,756 △4,161 △1,489,918

平成19年12月31日残高（千円） 971,330 993,680 △672,242 △57,734 1,235,033

 

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 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日残高（千円） 46,796 △877 3,531 49,451 2,774,402

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― ― ― △67,945

当期純損失(△) ― ― ― ― △1,416,908

自己株式の取得 ― ― ― ― △4,161

新規連結による剰余金の減少 ― ― ― ― △902

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△13,408 606 2,664 △10,136 △10,136

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,408 606 2,664 △10,136 △1,500,054

平成19年12月31日残高（千円） 33,388 △270 6,196 39,314 1,274,347
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純損失  △61,463 △1,211,829

２　減価償却費  612,597 555,583

３　減損損失  342,391 328,216

４　のれん償却額  109,391 143,630

５　長期前払費用償却  2,006 4,374

６　貸倒引当金の増加額  260,931 14,204

７　賞与引当金の増加額（減少額（△））  △21,247 3,278

８　退職給付引当金の増加額  54,452 50,572

９　レンズ交換引当金の減少額  △1,383 △487

10　売上値引引当金の増加額  ― 62,752

11　受取利息及び受取配当金  △5,598 △10,408

12　支払利息  94,107 126,781

13　有形固定資産処分損益  92,191 72,005

14　無形固定資産処分損益  ― 96,023

15　売上債権の減少額  54,838 132,605

16　営業貸付金の減少額（増加額（△））  △449,497 184,523

17　たな卸資産の減少額（増加額（△））  △465,750 292,543

18　仕入債務の増加額（減少額（△））  △353,696 226,896

19　未払消費税等の減少額  △21,207 △17,282

20　敷金・保証金償却  26,028 10,588

21　受入保証金の受入による収入  1,000 ―

22　受入保証金の返還による支出  △5,000 ―

23　その他の増減額  △136,208 410,825

小計  128,881 1,475,397

24　利息及び配当金の受取額  5,449 10,745

25　利息の支払額  △86,109 △119,094

26　法人税等の支払額  △248,383 △320,128

営業活動によるキャッシュ・フロー  △200,161 1,046,919
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　有形固定資産の取得による支出  △813,106 △544,692

２　有形固定資産の除却による支出  △46,473 △53,315

３　有形固定資産の売却による収入  9,526 14,299

４　無形固定資産の取得による支出  △245,468 △121,652

５　投資有価証券の取得による支出  ― △14,547

６　事業譲受による支出 ※２ ― △405,500

７　貸付による支出  ― △67,012

８　貸付金の回収による収入  2,020 4,838

９　長期前払費用の増加による支出  △15,939 △4,447

10　敷金・保証金の預入による支出  △262,002 △230,864

11　敷金・保証金の返還による収入  117,958 121,330

12　保険の積立による支出  △7,472 △7,473

13　保険の解約による収入  3,058 8,023

14　その他の増減額  △4,419 864

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,262,319 △1,300,150

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増減額  △200,000 △100,000

２　長期借入による収入  2,850,000 2,600,000

３　長期借入金の返済による支出  △1,607,186 △1,842,555

４　社債の発行による収入  488,110 294,575

５　社債の償還による支出  △80,000 △180,000

６　株式の発行による収入  63,039 ―

７　割賦債務の返済による支出  ― △22,265

８　自己株式の取得による支出  △19,889 △4,161

９　配当金の支払額  △123,206 △67,450

10　その他の増減額  △32,203 △47,518

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,338,664 630,624

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,065 △3,428

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少額(△)）  △122,751 373,965

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,612,903 3,490,151

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 9,117

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,490,151 3,873,235
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　３社

連結子会社名

(株)ノプト

(株)ノプトサービス

好瞳宝光学眼鏡商業（上海）有限公

司

　（注）　前連結会計年度末において連結

子会社であった㈱ノプト西日本は、

平成18年１月１日付で当社と合併

し解散しております。

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社名

(株)ノプト

(株)ノプトサービス

(株)コンタクトプラザ 

好瞳宝光学眼鏡商業（上海）有限公

司

　（注）　(株)コンタクトプラザは、前連

結会計年度まで非連結子会社であ

りましたが、平成19年４月１日に

株式会社協和コンタクト(東京都

中央区）からのコンタクトレンズ

等の販売に係る事業譲受により、

重要性が増加したため、当連結会

計年度から連結の範囲に含めてお

ります。

(2）非連結子会社の数　１社

非連結子会社名

(株)コンタクトプラザ

(2）非連結子会社の数

該当はありません。

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金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。

なお、同社は休眠会社であります。

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社数

　該当はありません。

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

(2）持分法適用の関連会社数

　該当はありません。

(2）持分法適用の関連会社数

同左

(3）持分法を適用していない非連結子会社

１社は、当期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。

(3）　　　　―――――――

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

株式会社日本オプティカル（2680） 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 22 －



項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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　有価証券の評価基準及び評価方法

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）

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

ａ　商品

移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

ａ　商品

同左

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ　貯蔵品

同左

(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は定率法を採

用しております。ただし、建物（建物附

属設備を除く）については定額法によっ

ております。

　在外連結子会社につきましては所在地

国の会計基準の規定に基づく定額法を採

用しております。

①　有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

ａ　平成19年３月31日以前に取得したも

の

法人税法に規定する旧定額法

ｂ　平成19年４月１日以降に取得したも

の

法人税法に規定する定額法

建物以外

ａ　平成19年３月31日以前に取得したも

の

法人税法に規定する旧定率法

ｂ　平成19年４月１日以降に取得したも

の

法人税法に規定する定率法

ただし、在外連結子会社につきまして

は所在地国の会計基準の規定に基づく定

額法を採用しております。

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

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

②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度の期間

対応額を計上しております。

②　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員の退

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。

　なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌連結会

計年度から費用処理することとしており

ます。

　(会計方針の変更)

　当連結会計年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第３号　平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第７号　平成17年３月16日）を適

用しております。

　これにより、営業利益、経常利益は

8,395千円増加し、税金等調整前当期純

損失は8,395千円減少しております。

③　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員の退

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。

　なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌連結会

計年度から費用処理することとしており

ます。

④　レンズ交換引当金

　レンズのリフレッシュシステムにより

生じるレンズ交換の費用負担に備え、過

去の交換実績率に基づいて計上しており

ます。

④　　　　　―――――――

⑤　　　　　――――――― ⑤　売上値引引当金 

顧客に対して発行した値引クーポン

(金券)が、将来使用される際の売上値引

に備えるため、値引クーポン既発行残高

及び使用実績率に基づいて算出した損失

見込額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が、借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に関しては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

当社及び国内連結子会社は、リース物件

の所有権が、借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に関

しては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、在外連結子会

社については、主として通常の売買取引に

準じた会計処理によっております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方

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。

ただし、金利スワップについて、特例

処理の要件を満たすものについては、特

例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

金利スワップ

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買

入債務及び外貨建予定

取引

借入金の利息

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予

定取引

借入金の利息

③　ヘッジ方針

　主に当社の内部規程である「社内管理

規程」に基づき、外貨建金銭債権債務の

残高（予定取引を含む）の範囲内で、そ

の為替相場の変動リスクをヘッジしてお

ります。

　また、借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジの有効性評価はヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

を比較して、ヘッジの有効性を評価して

おります。

　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。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

ただし、免税業者である一部の連結子会

社は、税込方式によっております。

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

のれんの償却については、５年間で均等

償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準等）

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が342,391千円増

加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。

―――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「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。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,775,279千円であります。

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。

―――――――

――――――― （減価償却方法の変更）

当連結会計年度から法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の固定資産については、改正法人税法

に規定する償却方法によっております。

なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税金等調

整前当期純損失に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において「連結調整勘定」として表示

していたもの、及び無形固定資産の「その他」に含まれ

ていた「営業権」は、当連結会計年度から「のれん」と

して表示する方法に変更しております。

なお、前連結会計年度末において、営業権は、連結貸

借対照表の無形固定資産「その他」に840千円含まれて

おります。

前連結会計年度において繰延資産の内訳として表示し

ていた「新株発行費」は当連結会計年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更しております。

―――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書）

当連結会計年度より、連結調整勘定及び営業権を「の

れん」として表示したことに伴い、「連結調整勘定償却

額」及び「減価償却費」に含まれていた営業権償却額は

「のれん償却額」として表示しております。

なお、前連結会計年度の営業権償却額は420千円であ

ります。

―――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１　　　　　　　 ―――――――

投資有価証券（株式） 10,000千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 2,463,783千円 ※２　有形固定資産の減価償却累計額　 2,627,792千円

※３　期末日満期手形の処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてお

ります。

 受取手形　　　　　　　　　　　　　13,490千円

※３　　　　　　　 ―――――――

４　　　　　　　　――――――― ４　連結会社以外の会社等の賃貸借契約に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

７協力医療機関 38,433千円

上記のほか、４協力医療機関を被保証者として、

眼科用建物の賃借人としての賃料・共益費(現行月額

4,344千円)の支払等一切の債務について、当該建物

の賃貸人に対して連帯保証を行っております。

　５　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的に

行うため、４金融機関とシンジケートローン契約及び

２金融機関とタームローン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　５　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的に

行うため、３金融機関とシンジケートローン契約及び

２金融機関とタームローン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

シンジケートローン極度額の

総額
2,000,000千円

タームローン極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 3,000,000千円

シンジケートローン極度額の

総額
950,000千円

タームローン極度額の総額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,450,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 1,244,559千円

給与手当 3,584,277千円

賞与引当金繰入額 69,676千円

退職給付費用 91,829千円

賃借料 1,334,072千円

貸倒引当金繰入額 12,235千円

広告宣伝費 1,113,527千円

給与手当 3,702,256千円

賞与引当金繰入額 72,954千円

退職給付費用 90,152千円

賃借料 1,401,445千円

協力支援金 1,312,765千円

貸倒引当金繰入額 113,290千円

売上値引引当金繰入額 62,752千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 429千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 280千円

その他（車両） 2,758千円

計 3,039千円

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 28,738千円

工具器具及び備品 4,317千円

その他（構築物） 177千円

現状回復工事 56,496千円

計 89,730千円

建物 3,992千円

工具器具及び備品 10,478千円

その他（ソフトウエア仮勘定） 96,023千円

現状回復工事 60,574千円

計 171,068千円

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

建物 2,756千円

その他（車両） 133千円

計 2,890千円
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前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※５　減損損失

　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。

用途 種類 件数 場所

 店舗設備 建物 ３件 北海道・東北

 店舗設備 建物 12件 関東

 店舗設備 建物 １件 北陸

 店舗設備 建物 14件 中部

 店舗設備 建物 ４件 関西

 店舗設備 建物 ３件 中四国

 店舗設備 建物 １件 九州

 店舗設備 その他 ９件 ―

 その他 建物 ２件 ―

当社グループの資産のグルーピングの方法は、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位

とし、個別にグルーピングしております。継続して営業

損失が発生している店舗について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。

 減損損失の内訳

種類 金額

建物 334,124千円 

その他 8,267千円 

合計 342,391千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、店舗設備については、閉鎖後

廃棄を予定しているため、原則として正味売却価額を零

として評価しております。 

※５　減損損失

　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。

用途 種類 件数 場所

 店舗設備 建物 ３件 北海道・東北

 店舗設備 建物 　６件 関東

 店舗設備 建物 　５件 北陸

 店舗設備 建物 　８件 中部

 店舗設備 建物 　　７件 関西

 店舗設備 建物 　５件 中四国

 店舗設備 建物 　２件 九州

 店舗設備 建物 ３件 中国（上海）

 店舗設備 その他 　８件 九州他

 その他 建物 ３件 ―

 その他 その他 ７件 ―

当社グループの資産のグルーピングの方法は、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位

とし、個別にグルーピングしております。継続して営業

損失が発生し、回復可能性がない店舗及び閉店又は移

転・統合が決定している店舗について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。

 減損損失の内訳

種類 金額

建物        294,348千円 

その他      33,867千円 

合計        328,216千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、店舗設備については、閉鎖後

廃棄を予定しているため、原則として正味売却価額を零

として評価しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,561,240 230,360 ― 9,791,600

合計 9,561,240 230,360 ― 9,791,600

自己株式     

普通株式 67,591 17,440 ― 85,031

合計 67,591 17,440 ― 85,031

 （変動事由の概要）

 ・発行済株式数

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　新株予約権の行使による増加　　　230,360株

 ・自己株式

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加　　　17,200株

　単元未満株式の買取による増加　　　240株

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３月29日

定時株主総会
普通株式 123,417 13 平成17年12月31日 平成18年３月30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２月27日

取締役会
普通株式 67,945  利益剰余金 7 平成18年12月31日 平成19年３月29日
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,791,600 ― ― 9,791,600

合計 9,791,600 ― ― 9,791,600

自己株式     

普通株式 85,031 10,480 ― 95,511

合計 85,031 10,480 ― 95,511

 （変動事由の概要）

 ・自己株式

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加　　　10,400株

　単元未満株式の買取による増加　　　80株

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19年２月27日

取締役会
普通株式 67,945 7 平成18年12月31日 平成19年３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

 該当事項はありません。

（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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

掲記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

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年12月31日） （平成19年12月31日）

現金及び預金勘定 3,490,151千円

現金及び現金同等物 3,490,151千円

現金及び預金勘定 3,873,235千円

現金及び現金同等物 3,873,235千円

※２　　　　　　　　――――――― ※２　事業譲受により増加した資産及び負債の内訳

連結子会社である株式会社コンタクトプラザが株式

会社協和コンタクトからの事業譲受により取得した資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。

固定資産（除くのれん） 177,236千円

のれん 228,263千円

事業譲受価額 405,500千円

事業譲受による支出 405,500千円

３　　　　　　　　――――――― ３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上した割賦購入に係る資

産及びその債務の額は、それぞれ268,362千円であり

ます。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 339,565

減価償却累計額相当額
（千円）

286,384

期末残高相当額（千円） 53,181

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 188,748

減価償却累計額相当額
（千円）

73,754

期末残高相当額（千円） 114,994

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 44,000千円

１年超 10,964千円

合計 54,964千円

１年以内      　33,795千円

１年超      89,567千円

合計       123,362千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 107,511千円

減価償却費相当額 98,773千円

支払利息相当額 2,917千円

支払リース料        48,408千円

減価償却費相当額       53,058千円

支払利息相当額      2,016千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分については利

息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 1,976千円

１年超 1,811千円

合計 3,788千円

１年以内      1,811千円

１年超      ― 千円

合計     1,811千円
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12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
      

(1）株式 117,295 195,882 78,586 151,537 208,982 57,444

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 117,295 195,882 78,586 151,537 208,982 57,444

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
      

(1）株式 23,424 23,250 △174 3,730 2,231 △1,499

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 23,424 23,250 △174 3,730 2,231 △1,499

合計 140,719 219,132 78,412 155,267 211,213 55,945

２　時価評価されていない主な有価証券

区分

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12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 15,303 3,322

合計 15,303 3,322
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

　提出会社は、為替予約及び金利スワップ取引を利用し

ております。

ヘッジ手段、ヘッジ対象等については、「連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」４(5）に記載し

ているため省略しております。

(1）取引の内容及び利用目的等

同左

(2）取引に対する基本方針

　提出会社は、通貨関連のデリバティブ取引については、

外貨建金銭債権債務の残高（予定取引を含む）の範囲内

で、その為替相場の変動リスクを回避する目的で利用し

ており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針で

あります。

　また、金利関連のデリバティブ取引については、現在、

変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップを利

用しているのみであり、投機目的のデリバティブ取引は

行わない方針であります。

(2）取引に対する基本方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　提出会社が利用している為替予約取引は、為替相場の

変動によるリスク、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。

　なお、提出会社のデリバティブ取引の契約先は、信用

度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は、上記の範囲内に限定して財務部

が行っております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制

度を設けております。ただし、一部の国内連結子会社に

ついては、確定拠出型の制度である中小企業退職金共済

制度に加入しており、同制度からの支給額を控除した金

額を退職一時金として支給しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制

度を設けております。ただし、一部の国内連結子会社に

ついては、確定拠出型の制度である中小企業退職金共済

制度に加入しており、同制度からの支給額を控除した金

額を退職一時金として支給しております。

２　退職給付債務に関する事項（平成18年12月31日） ２　退職給付債務に関する事項（平成19年12月31日）

①退職給付債務 △437,589千円

②年金資産の額 330,621千円

③　小計（①＋②） △106,967千円

④会計基準変更時差異の未処理額 33,289千円

⑤未認識数理計算上の差異 △113,271千円

⑥未認識過去勤務債務 15,884千円

⑦　合計（③＋④＋⑤＋⑥） △171,064千円

⑧前払年金費用 125,791千円

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △296,856千円

①退職給付債務 △521,997千円

②年金資産の額 374,688千円

③　小計（①＋②） △147,308千円

④会計基準変更時差異の未処理額 29,590千円

⑤未認識数理計算上の差異 △85,216千円

⑥未認識過去勤務債務 12,707千円

⑦　合計（③＋④＋⑤＋⑥） △190,228千円

⑧前払年金費用 157,200千円

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △347,428千円

（注）１　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を使用しております。

２　上記内訳には、総合設立の厚生年金基金の年

金資産残高額85,802千円（掛金割合で算出）

は含めておりません。

（注）１　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を使用しております。

２　上記内訳には、総合設立の厚生年金基金の年

金資産残高額48,228千円（掛金割合で算出）

は含めておりません。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

①勤務費用 93,899千円

②利息費用 7,460千円

③期待運用収益 △5,403千円

④過去勤務債務の費用処理額 3,176千円

⑤会計基準変更時差異の費用処理額 3,698千円

⑥数理計算上の差異の費用処理額 △11,002千円

⑦退職給付費用

（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
91,829千円

①勤務費用 94,033千円

②利息費用 8,751千円

③期待運用収益 △6,612千円

④過去勤務債務の費用処理額 3,176千円

⑤会計基準変更時差異の費用処理額      3,698千円

⑥数理計算上の差異の費用処理額 　△12,895千円

⑦退職給付費用

（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
90,152千円

（注）　総合設立の厚生年金基金への拠出金及び簡便法

を採用している連結子会社の退職給付費用は、

「①勤務費用」に計上しております。

（注）　総合設立の厚生年金基金への拠出金及び簡便法

を採用している連結子会社の退職給付費用は、

「①勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.00％

③期待運用収益率 2.00％

④過去勤務債務の額の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっております。）

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっております。）

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.00％

③期待運用収益率 2.00％

④過去勤務債務の額の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっております。）

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっております。）

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成11年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　６名

当社従業員　　　11名
当社従業員　　　　103名

当社監査役　　　　３名

当社執行役員　　　11名

当社従業員　　　 263名

当社子会社取締役　１名

当社子会社従業員　１名

ストック・オプション数 普通株式　　223,300株 普通株式　　　207,900株 普通株式　　 519,000株

付与日 平成11年７月16日 平成13年３月29日 平成18年３月31日

権利確定条件

取締役は任期満了により退

任した場合、就業時におけ

る事故等を事由として退職

した場合、従業員が会社都

合により解雇された場合を

除き、取締役又は従業員の

地位を喪失したとき新株引

受権を喪失する。

対象者として新株引受権を

付与された者は、新株引受

権行使時においても、当社

の取締役又は従業員である

ことを要する。ただし、取

締役が任期満了により退任

した場合、就業時における

事故等を事由として退職し

た場合、従業員が会社都合

により解雇された場合を除

く。

本新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても、当社およびグループ

会社の従業員、取締役、監

査役および執行役員の地位

にあることを要す。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。
 　　　　　同左  　　　　同左

権利行使期間
平成15年１月１日～

平成18年12月31日

平成15年４月１日～

平成18年３月31日

平成21年１月１日～

平成21年12月31日

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成11年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  ― ― ―

付与  ― ― 519,000

失効  ― ― 33,000

権利確定  ― ― ―

未確定残  ― ― 486,000

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  158,640 84,920 ―

権利確定  ― ― ―

権利行使  158,420 71,940 ―

失効  220 12,980 ―

未行使残  ― ― ―

②　単価情報

  
平成11年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 195 455 1,266

行使時平均株価 （円） 1,140 1,308 ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社監査役　　　　３名

当社執行役員　　　11名

当社従業員　　　 263名

当社子会社取締役　１名

当社子会社従業員　１名

ストック・オプション数 普通株式　　 519,000株

付与日 平成18年３月31日

権利確定条件

本新株予約権の割当を受けた者は、権利

行使時においても、当社およびグループ

会社の従業員、取締役、監査役および執

行役員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日

(注)　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  486,000

付与  ―

失効  31,000

権利確定  ―

未確定残  455,000

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  ―

権利確定  ―

権利行使  ―

失効  ―

未行使残  ―

②　単価情報

  
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,266

行使時平均株価 （円） ―

公正な評価単価（付与日） （円） ―

株式会社日本オプティカル（2680） 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 39 －



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12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）  

レンズ交換引当金損金不算入額 196千円

未払事業税 15,508千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 87,268千円

賞与引当金損金算入限度超過額 28,158千円

未実現利益 10,305千円

その他 3,383千円

流動資産小計 144,819千円

評価性引当額 △87,746千円

流動資産合計 57,073千円

減損損失否認額 111,229千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 68,973千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 25,799千円

税務上の繰越欠損金 30,460千円

その他 809千円

固定資産小計 237,272千円

評価性引当額 △52,095千円

固定資産合計 185,176千円

繰延税金資産合計 242,249千円

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △31,615千円

固定負債合計 △31,615千円

繰延税金負債合計 △31,615千円

差引：繰延税金資産純額 210,634千円

（繰延税金資産）  

未払事業税 2,857千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 89,967千円

賞与引当金損金算入限度超過額  29,490千円

売上値引引当金損金不算入額 25,301千円

未実現利益 19,472千円

税務上の繰越欠損金 120,877千円

その他 8,977千円

流動資産小計 296,944千円

評価性引当額 △167,494千円

流動資産合計 129,450千円

減損損失否認額 162,892千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   76,699千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,932千円

税務上の繰越欠損金 292,749千円

その他    690千円

固定資産小計 546,965千円

評価性引当額 △531,456千円

固定資産合計 15,508千円

繰延税金資産合計 144,959千円

  

（繰延税金負債）  

未収事業税 △5,376千円

流動負債合計 △5,376千円

その他有価証券評価差額金 △22,557千円

固定負債合計 △22,557千円

繰延税金負債合計 △27,933千円

差引：繰延税金資産純額  117,025千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上したため、該当の記

載は行っておりません。

同左
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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18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコンタクトレンズ

及びケア用品並びに眼鏡等の販売に係る事業の割合がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメントの

情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコンタクトレンズ

及びケア用品並びに眼鏡等の販売に係る事業の割合がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメントの

情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額の

90％を超えておりますので、その記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額の

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

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

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
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引内容
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

執行役員 矢野 幸次 ― ― ― 0.5 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,411 ― ―

執行役員 永易 幹章 ― ― ― 0.5 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
2,372 ― ―

執行役員 日暮 　弘 ― ― ― 0.3 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,356 ― ―

執行役員 川本 敏志 ― ― ― 0.2 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,282 ― ―

執行役員 伊藤 修章 ― ― ― 0.3 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,782 ― ―

執行役員
樋口 政憲

（注）２
― ― ― 0.1 ― ―

営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
340 ― ―

執行役員
竹村　純

（注）３
― ― ― ― ― ―

営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,353 ― ―

　（注）１　上記金額のうち、「取引金額」は消費税等を含まず、「期末残高」は消費税等を含めて表示しております。

２　樋口政憲は平成18年７月11日付けで執行役員を退任しており、取引金額については平成18年７月までの金額

を記載しております。

３　竹村 純は平成18年12月31日付けで執行役員を退任しております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　提出会社は、執行役員規程に基づき、矢野幸次以下６名の執行役員に対しては、借上社宅の賃貸取引を行ってお

ります。なお、当社は借上賃貸料と同額の社宅使用料を各執行役員より受入れております。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

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
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引内容
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

執行役員 矢野 幸次 ― ― ― 0.5 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,785 ― ―

執行役員 永易 幹章 ― ― ― 0.5 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
2,372 ― ―

執行役員 日暮 　弘 ― ― ― 0.4 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,356 ― ―

執行役員 川本 敏志 ― ― ― 0.2 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
410 ― ―

執行役員 伊藤 修章 ― ― ― 0.3 ― ―
営業取引以

外の取引

社宅使用料

の受入れ
1,782 ― ―

　（注）上記金額のうち、「取引金額」は消費税等を含まず、「期末残高」は消費税等を含めて表示しております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　提出会社は、執行役員規程に基づき、矢野幸次以下４名の執行役員に対しては、借上社宅の賃貸取引を行ってお

ります。なお、当社は借上賃貸料と同額の社宅使用料を各執行役員より受入れております。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――――――― (パーチェス法の適用)

当社の連結子会社である株式会社コンタクトプラザは、

平成19年４月１日付で株式会社協和コンタクトからコンタ

クトレンズ及びケア用品等の販売事業を譲受けました。

その内容は、次のとおりであります。

１　企業結合の概要

(1) 相手企業の名称及び取得した事業の内容

名称：株式会社協和コンタクト

事業の内容：首都圏、北海道を地盤としたコンタク

トレンズ販売事業

（店舗屋号：協和コンタクト、関東10

店舗、北海道2店舗）

(2) 企業結合を行う主な理由

協和コンタクトは、首都圏において有力な店舗ブラ

ンドとして広く認知され、多くの既存顧客を有してい

ることから、事業の譲受けにより一層強固な事業基盤

を形成することが可能となるため。

(3) 企業結合日

平成19年４月１日

(4) 企業結合の法的形式 

当社連結子会社の株式会社コンタクトプラザによる

事業譲受 

(5) 企業結合後の名称

株式会社コンタクトプラザ 

２　連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期

間

平成19年４月１日から平成19年12月31日まで

３　取得した事業の取得原価及びその内訳

(1) 取得した事業の取得原価　　405,500千円

(2) 取得原価の内訳

取得の対価　　　　　　　400,000千円

取得に直接要した費用　　　5,500千円

全て現金で支出しております。

４　発生したのれんの金額

(1) のれんの金額　　　　　　　228,263千円 

(2) 発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったため、

その差額をのれんとして認識しております。

(3) 償却方法及び償却期間

５年間で均等償却しております。

５　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその内訳

固定資産　　　　　　　　　177,236千円

６　企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し

た場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額

売上高　　　　　　　　　　369,115千円

営業利益　　　　　　　　　　7,971千円

経常利益　　　　　　　　　　3,471千円

(概算額の算定方法及び重要な前提条件)

概算額については、企業結合が連結会計年度開始の

日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情

報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損

益情報との差額を記載しております。 

なお、当該注記については監査証明を受ける予定は

ありません。 
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額　　　　　 　　　　285円83銭 １株当たり純資産額　　　　　 　　　　131円43銭

１株当たり当期純損失　　　  　　　　　26円22銭 １株当たり当期純損失　　　  　　　　 146円01銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

同左

（注）１．「１株当たり純資産額」の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,774,402 1,274,347

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,774,402 1,274,347

期末の普通株式の数（株） 9,706,569 9,696,089

２．「１株当たり当期純損失」の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 251,421 1,416,908

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損失（千円） 251,421 1,416,908

普通株式の期中平均株式数（株） 9,589,970 9,704,103

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成18年３月29日定時株主総会決議

の新株予約権

 普通株式　　　　 　486,000株

平成18年３月29日定時株主総会決議

の新株予約権

 普通株式　　　　　 455,000株

（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12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,420,307   2,844,992  424,685

２　受取手形 ※３  24,894   ―  △24,894

３　売掛金 ※１  1,327,669   1,369,049  41,380

４　商品   2,186,544   1,813,544  △372,999

５　貯蔵品   62,282   44,913  △17,369

６　前渡金   2,150   3,114  963

７　前払費用   125,048   134,338  9,289

８　未収入金 ※１  264,691   116,398  △148,292

９　繰延税金資産   42,934   111,420  68,485

10　その他 ※１  7,761   212,439  204,678

貸倒引当金   △66,356   △125,475  △59,119

流動資産合計   6,397,928 50.0  6,524,736 50.6 126,807

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※２        

(1）建物   1,148,384   980,921  △167,463

(2）構築物   38,194   58,109  19,915

(3）車両運搬具   3,844   2,618  △1,226

(4）工具器具及び備品   509,059   404,191  △104,868

有形固定資産合計   1,699,483 13.3  1,445,840 11.2 △253,642

２　無形固定資産         

(1）特許権   4,425   5,294  869

(2）商標権   7,455   8,792  1,337

(3）意匠権   540   374  △166

(4）ソフトウエア   243,598   248,350  4,751

(5）ソフトウエア仮勘定   321,653   428,299  106,645

(6）その他   19,859   19,859  ―

無形固定資産合計   597,534 4.7  710,972 5.5 113,437
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   234,435   214,535  △19,899

(2）関係会社株式   2,421,821   2,158,019  △263,801

(3）出資金   682   442  △240

(4）長期貸付金 ※１  405   442,560  442,155

(5）長期前払費用   52,100   51,618  △481

(6）前払年金費用   ―   157,200  157,200

(7）繰延税金資産   141,761   ―  △141,761

(8）敷金・保証金   961,376   1,041,968  80,592

(9）その他   327,533   154,248  △173,285

貸倒引当金   △53,158   △28,895  24,262

投資その他の資産合計   4,086,957 31.9  4,191,698 32.6 104,740

固定資産合計   6,383,975 49.9  6,348,511 49.3 △35,464

Ⅲ　繰延資産         

１　株式交付費   4,152   ―  △4,152

２　社債発行費   11,097   13,691  2,594

繰延資産合計   15,249 0.1  13,691 0.1 △1,557

資産合計   12,797,153 100.0  12,886,939 100.0 89,785
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   824,654   847,198  22,544

２　買掛金 ※１  672,204   871,579  199,375

３　短期借入金 ※１  300,000   500,000  200,000

４　１年以内返済予定長期
借入金

  1,639,306   1,920,440  281,134

５　１年以内償還予定社債   180,000   220,000  40,000

６　未払金 ※１  521,556   564,707  43,151

７　未払費用 ※１  294,210   320,265  26,054

８　未払法人税等   174,632   40,427  △134,204

９　未払消費税等   37,296   24,812  △12,484

10　前受金 ※１  254,970   315,427  60,457

11　預り金   98,220   100,285  2,064

12　賞与引当金   60,631   60,788  156

13　レンズ交換引当金   487   ―  △487

14　売上値引引当金   ―   62,752  62,752

15　その他   2,484   6,525  4,041

流動負債合計   5,060,654 39.5  5,855,211 45.4 794,556

Ⅱ　固定負債         

１　社債   460,000   540,000  80,000

２　長期借入金   3,783,602   4,327,362  543,760

３　長期未払金   ―   205,275  205,275

４　退職給付引当金   296,856   347,428  50,572

５　受入保証金   28,000   28,000  ―

６　繰延税金負債   ―   22,557  22,557

固定負債合計   4,568,458 35.7  5,470,622 42.5 902,164

負債合計   9,629,112 75.2  11,325,833 87.9 1,696,720
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   971,330 7.6  971,330 7.5 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  949,776   949,776    

(2）その他資本剰余金  40,992   40,992    

資本剰余金合計   990,769 7.7  990,769 7.7 ―

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  9,514   9,514    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  1,204,080   △385,891    

利益剰余金合計   1,213,595 9.5  △376,376 △2.9 △1,589,972

４　自己株式   △53,572 △0.4  △57,734 △0.4 △4,161

株主資本合計   3,122,121 24.4  1,527,988 11.9 △1,594,133

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  46,796 0.4  33,388 0.2 △13,408

２　繰延ヘッジ損益   △877 △0.0  △270 △0.0 606

評価・換算差額等合計   45,919 0.4  33,117 0.2 △12,801

純資産合計   3,168,041 24.8  1,561,105 12.1 △1,606,935

負債純資産合計   12,797,153 100.0  12,886,939 100.0 89,785
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   17,957,145 100.0  17,145,573 100.0 △811,572

Ⅱ　売上原価         

１　商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  1,686,858   2,186,544    

(2）合併による商品受
入高

 42,223   ―    

(3）当期商品仕入高  8,059,775   7,261,419    

小計  9,788,857   9,447,963    

(4）期末商品たな卸高  2,186,544   1,813,544    

(5）レンズ交換引当金
戻入額

 1,383   487    

合計  7,600,929   7,633,931    

２　その他売上原価  113,408 7,714,338 43.0 96,328 7,730,260 45.1 15,922

売上総利益   10,242,807 57.0  9,415,313 54.9 △827,494

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  9,740,715 54.2  10,460,712 61.0 719,997

営業利益又は
営業損失(△)

  502,092 2.8  △1,045,399 △6.1 △1,547,491

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 775   17,195    

２　受取配当金  3,359   3,382    

３　商品受贈益  ―   100,606    

４　協賛金  154,755   293,769    

５　受取事務手数料 ※１ 128,400   139,560    

６　その他 ※１ 16,179 303,470 1.7 44,502 599,016 3.5 295,546

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  97,906   129,852    

２　社債発行費償却  792   2,830    

３　株式交付費償却  4,152   4,152    

４　営業外支払手数料  46,252   56,023    

５　その他  2,452 151,556 0.9 8,701 201,560 1.2 50,004

経常利益又は
経常損失(△)

  654,006 3.6  △647,943 △3.8 △1,301,949

株式会社日本オプティカル（2680） 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 49 －



  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 429   177    

２　貸倒引当金戻入益  446   17,494    

３　償却債権取立益  111   274    

４　過年度損益修正益  ― 987 0.0 10,357 28,304 0.2 27,316

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 54,399   166,547    

２　固定資産売却損 ※５ 2,890   ―    

３　減損損失 ※６ 311,429   259,724    

４　貸倒引当金繰入額  60,534   ―    

５　子会社株式評価損  ―   272,899    

６　その他  14,890 444,144 2.4 28,439 727,610 4.3 283,466

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△）

  210,849 1.2  △1,347,250 △7.9 △1,558,099

法人税、住民税及び
事業税

 259,293   70,476    

法人税等調整額  △43,244 216,048 1.2 104,299 174,776 1.0 △41,272

当期純損失   5,199 △0.0  1,522,026 △8.9 △1,516,826
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高
（千円）

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

事業年度中の変動額          

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

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

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

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △19,889 △19,889

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

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

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

平成18年12月31日残高
（千円）

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

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日残高
（千円）

72,343 ― 72,343 3,254,343

事業年度中の変動額     

新株の発行 ― ― ― 63,624

剰余金の配当 ― ― ― △123,417

当期純損失（△） ― ― ― △5,199

自己株式の取得 ― ― ― △19,889

合併による増加 ― ― ― 25,003

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△25,546 △877 △26,423 △26,423

事業年度中の変動額合計
（千円）

△25,546 △877 △26,423 △86,302

平成18年12月31日残高
（千円）

46,796 △877 45,919 3,168,041
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当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（千円）

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

事業年度中の変動額          

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △67,945 △67,945 ― △67,945

当期純損失（△） ― ― ― ― ― △1,522,026 △1,522,026 ― △1,522,026

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △4,161 △4,161

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）

― ― ― ― ― △1,589,972 △1,589,972 △4,161 △1,594,133

平成19年12月31日残高
（千円）

971,330 949,776 40,992 990,769 9,514 △385,891 △376,376 △57,734 1,527,988

 

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12月31日残高
（千円）

46,796 △877 45,919 3,168,041

事業年度中の変動額     

剰余金の配当 ― ― ― △67,945

当期純損失（△） ― ― ― △1,522,026

自己株式の取得 ― ― ― △4,161

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△13,408 606 △12,801 △12,801

事業年度中の変動額合計
（千円）

△13,408 606 △12,801 △1,606,935

平成19年12月31日残高
（千円）

33,388 △270 33,117 1,561,105
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、建物（建物附属設備は除く）

については定額法によっております。

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

①　平成19年３月31日以前に取得した

もの

法人税法に規定する旧定額法

②　平成19年４月１日以降に取得した

もの

法人税法に規定する定額法

建物以外

①　平成19年３月31日以前に取得した

もの

法人税法に規定する旧定率法

②　平成19年４月１日以降に取得した

もの

法人税法に規定する定率法

(2）無形固定資産

定額法

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）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

旧商法施行規則の規定による均等償却

（３年）

(1）株式交付費

同左

(2）社債発行費

償還期限に対応して定額法により償

却しております。

(2）社債発行費

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当期の期

間対応額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌事業年

度から費用処理することとしております。

(会計方針の変更)

当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第

３号　平成17年３月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第

７号　平成17年３月16日）を適用してお

ります。

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は8,395千円増加して

おります。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異（55,481千

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌事業年

度から費用処理することとしております。

(4）レンズ交換引当金

　レンズのリフレッシュシステムにより

生じるレンズ交換の費用負担に備え、過

去の交換実績率に基づいて計上しており

ます。

(4）　　　　――――――

(5）　　　　――――――― (5）売上値引引当金

顧客に対して発行した値引クーポン

(金券)が、将来使用される際の売上値引

に備えるため、値引クーポン既発行残高

及び使用実績率に基づいて算出した損失

見込額を計上しております。 
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が、借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に関しては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左

７　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、金利スワップについて、特例

処理の要件を満たすものについては、特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

金利スワップ

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

金利スワップ

 

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買

入債務及び外貨建予定取

引

借入金の利息

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予

定取引

借入金の利息

(3）ヘッジ方針

　主に当社の内部規程である「社内管理

規程」に基づき、外貨建金銭債権債務の

残高（予定取引を含む）の範囲内で、そ

の為替相場の変動リスクをヘッジしてお

ります。

　また、借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの有効性評価はヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間において

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

を比較して、ヘッジの有効性を評価して

おります。

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。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準等）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益が311,429千円減少して

おります。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。

―――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,168,918千円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

―――――――

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日実

務対応報告第19号）を適用しております。

これに伴い、前事業年度以前に発生した新株発行費は、

支出時より３年間で均等償却しておりましたが、当事業

年度に発生した株式交付費より、企業規模の拡大のため

にする資金調達などの財務活動に係る費用以外の株式交

付費は、繰延資産に計上せず、支出時に費用として処理

しております。これによる損益への影響は軽微でありま

す。

また、前事業年度以前に発行した社債に係る社債発行

費は、支出時より３年間で均等償却しておりましたが、

当事業年度に発行した社債より、償還までの期間にわた

り定額法により償却する方法に変更しております。この

変更により、従来の方法によった場合と比較し、経常利

益及び税引前当期純利益は3,170千円増加しております。

―――――――

―――――――

 

 

 

（減価償却方法の変更）

当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の固定資産については、改正法人税法に規

定する償却方法によっております。

なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税引前当

期純損失に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（貸借対照表）

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」及び固定資産の無形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりました「ソフトウエ

ア仮勘定」については当事業年度において、資産の総額

の100分の１を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前事業年度末の「未収入金」の金額は105,156

千円、「ソフトウエア仮勘定」の金額は108,296千円で

あります。

前事業年度において繰延資産の内訳として表示して

いた「新株発行費」は当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。

 

（貸借対照表）

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「前払年金費用」については当事

業年度において、資産の総額の100分の１を超えたため

区分掲記いたしました。

なお、前事業年度末の「前払年金費用」の金額は

125,791千円であります。

（損益計算書）

前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示し

ておりました「償却債権取立益」は、特別利益の100分

の10を超えたために区分掲記いたしました。

 なお、前事業年度における「償却債権取立益」の金

額は298千円であります。

―――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

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

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

流動資産  

売掛金 66,848千円

未収入金 78,495千円

流動負債  

買掛金 345千円

未払金 12,992千円

未払費用 6,028千円

短期借入金 300,000千円

流動資産  

売掛金 193,195千円

未収入金 92,038千円

その他（短期貸付金） 71,600千円

投資その他の資産  

長期貸付金 392,600千円

流動負債  

買掛金 334千円

短期借入金 500,000千円

未払金    18,924千円

未払費用 2,253千円

前受金 3,251千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 2,224,133千円 ※２　有形固定資産の減価償却累計額　 2,365,601千円

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

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

受取手形　　　　　　　　　　　　　13,490千円

※３　　　　　　　　―――――――

　４　偶発債務 　４　偶発債務

(1)　　　　　　　 ――――――― (1) 次の会社等の賃貸借契約に対して、債務保証を行っ

ております。

 ３協力医療機関 12,239千円

(2) 関係会社のリース契約に対して、次のとおり債務保

証を行っております。

(2) 関係会社のリース契約に対して、次のとおり債務保

証を行っております。

㈱ノプト 5,810千円 ㈱ノプト 4,022千円

(3) 関係会社の金融機関等からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

(3) 関係会社の金融機関等からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

㈱ノプトサービス 675,969千円 ㈱ノプトサービス 508,520千円

 上記のほか、当社は、関係会社㈱コンタクトプラ

ザ及び１協力医療機関を被保証者として、本社及び

店舗用等建物の賃借人としての賃料・共益費(現行

月額2,647千円)の支払等一切の債務について、当該

建物の賃貸人に対して連帯保証を行っております。

　５　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的に

行うため、４金融機関とシンジケートローン契約及び

２金融機関とタームローン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　５　当社は設備投資に係る資金調達を迅速かつ効率的に

行うため、３金融機関とシンジケートローン契約及び

２金融機関とタームローン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

シンジケートローン極度額の

総額
2,000,000千円

タームローン極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 3,000,000千円

シンジケートローン極度額の

総額
950,000千円

タームローン極度額の総額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,450,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取事務手数料 128,400千円

営業外収益の「その他」 3,280千円

受取利息 13,378千円

受取事務手数料 139,560千円

営業外収益の「その他」 1,399千円

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下

のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下

のとおりであります。

広告宣伝費 1,123,553千円

給与手当 3,191,436千円

賞与引当金繰入額 60,631千円

退職給付費用 78,784千円

減価償却費 454,014千円

賃借料 1,208,045千円

貸倒引当金繰入額 15,649千円

広告宣伝費 944,089千円

給与手当  3,122,610千円

賞与引当金繰入額   60,788千円

退職給付費用 85,244千円

減価償却費 413,119千円

賃借料 1,219,396千円

協力支援金 1,175,065千円

貸倒引当金繰入額 77,358千円

売上値引引当金繰入額 62,752千円

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 429千円

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 177千円

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

建物 15,523千円

構築物 152千円

工具器具及び備品 2,128千円

現状回復工事 36,594千円

計 54,399千円

建物       3,260千円

工具器具及び備品 9,997千円

ソフトウエア仮勘定 96,023千円

現状回復工事 57,266千円

計 166,547千円

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

建物 2,756千円

車両運搬具 133千円

　計 2,890千円
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※６　減損損失

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

※６　減損損失

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

用途 種類 件数 場所

 店舗設備 建物 12件 関東

 店舗設備 建物 １件 北陸

 店舗設備 建物 14件 中部

 店舗設備 建物 ４件 関西

 店舗設備 建物 ２件 中四国

 店舗設備 建物 １件 九州

 店舗設備 構築物 ６件 中部他

 店舗設備 その他 ２件 中部 

 その他 建物 ２件 ―

当社の資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、個

別にグルーピングしております。継続して営業損失が発

生している店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。

 減損損失の内訳

種類 金額

建物 303,215千円 

構築物 7,406千円 

その他 808千円 

合計 311,429千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、店舗設備については、閉鎖後

廃棄を予定しているため、原則として正味売却価額を零

として評価しております。 

用途 種類 件数 場所

 店舗設備 建物 　６件 関東

 店舗設備 建物 　５件 北陸

 店舗設備 建物 　８件 中部

 店舗設備 建物 　７件 関西

 店舗設備 建物 　５件 中四国

 店舗設備 建物 　２件 九州

 店舗設備 その他 　８件 九州他

 その他 建物 　１件 ―

 その他 その他 　２件 ―

当社の資産のグルーピングの方法は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、個

別にグルーピングしております。継続して営業損失が発

生し、回復可能性がない店舗及び閉店又は移転・統合が

決定している店舗について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。

 減損損失の内訳

種類 金額

建物        246,058千円 

その他    13,666千円 

合計       259,724千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、店舗設備については、閉鎖後

廃棄を予定しているため、原則として正味売却価額を零

として評価しております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式 67,591 17,440 ― 85,031

合計 67,591 17,440 ― 85,031

 （変動事由の概要）

 　自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加　　　17,200株

　単元未満株式の買取による増加　　　240株

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式 85,031 10,480 ― 95,511

合計 85,031 10,480 ― 95,511

 （変動事由の概要）

 　自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　定款の定めによる取締役会決議による買受けによる増加　　　10,400株

　単元未満株式の買取による増加　　　80株
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 335,300

減価償却累計額相当額
（千円）

284,891

期末残高相当額（千円） 50,409

 工具器具及び備品

取得価額相当額（千円） 184,483

減価償却累計額相当額
（千円）

71,408

期末残高相当額（千円） 113,074

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 43,157千円

１年超 8,934千円

合計 52,091千円

１年以内       32,916千円

１年超      88,415千円

合計       121,331千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 104,323千円

減価償却費相当額 95,891千円

支払利息相当額 2,733千円

支払リース料        47,460千円

減価償却費相当額       52,205千円

支払利息相当額      1,911千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分については利

息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 1,976千円

１年超 1,811千円

合計 3,788千円

１年以内      1,811千円

１年超      ― 千円

合計      1,811千円

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日現在）

　時価のある子会社株式及び関連会社株式は、所有しておりません。

当事業年度（平成19年12月31日現在）

　時価のある子会社株式及び関連会社株式は、所有しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12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）  

レンズ交換引当金損金不算入額 196千円

未払事業税 14,908千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 11,447千円

賞与引当金損金算入限度超過額 24,446千円

その他 3,383千円

流動資産小計 54,382千円

評価性引当額 △11,447千円

流動資産合計 42,934千円

減損損失否認額 103,796千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 68,973千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 21,433千円

その他 809千円

固定資産小計 195,012千円

評価性引当額 △21,635千円

固定資産合計 173,377千円

繰延税金資産合計 216,312千円

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △31,615千円

固定負債合計 △31,615千円

繰延税金負債合計 △31,615千円

差引：繰延税金資産純額 184,696千円

（繰延税金資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 21,232千円

賞与引当金損金算入限度超過額   24,509千円

売上値引引当金損金不算入額 25,301千円

税務上の繰越欠損金 115,173千円

その他 9,256千円

流動資産小計   195,474千円

評価性引当額 △80,301千円

流動資産合計 115,173千円

減損損失否認額 147,383千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 76,699千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 11,650千円

子会社株式評価損 110,033千円

税務上の繰越欠損金 245,684千円

その他 690千円

固定資産小計 592,142千円

評価性引当額 △592,142千円

固定資産合計        ―千円

繰延税金資産合計 115,173千円

  

（繰延税金負債）  

未収事業税 △3,753千円

流動負債合計 △3,753千円

その他有価証券評価差額金 △22,557千円

固定負債合計 △22,557千円

繰延税金負債合計 △26,310千円

差引：繰延税金資産純額 88,862千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 4.8％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.2％

住民税均等割 27.8％

情報通信機器等の取得による税額控除 △2.8％

評価性引当額 8.5％

子会社株式評価損 30.8％

合併により引継いだ繰越欠損金 △6.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 102.5％

税引前当期純損失を計上したため、該当の記載は行っ

ておりません。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額　　　　　 　　　　326円38銭 １株当たり純資産額　　　　　 　　　　161円00銭

１株当たり当期純損失　　　  　　　　　　　54銭 １株当たり当期純損失　　　  　　　　 156円84銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

同左

（注）１．「１株当たり純資産額」の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 3,168,041 1,561,105

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,168,041 1,561,105

期末の普通株式の数（株） 9,706,569 9,696,089

２．「１株当たり当期純損失」の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 5,199 1,522,026

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損失（千円） 5,199 1,522,026

普通株式の期中平均株式数（株） 9,589,970 9,704,103

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成18年３月29日定時株主総会決議

の新株予約権

普通株式　 　　　　486,000株

平成18年３月29日定時株主総会決議

の新株予約権

普通株式　 　　　　455,000株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　　 　　　　　　　――――――― 当社は、平成20年２月20日開催の当社取締役会において、

当社の100％子会社である株式会社ノプトサービスを吸収

合併することを決議いたしました。

１ 合併の目的

管理機能の集中化を図ることが合理的であるとの経

営判断に基づき、経営資源を統合し集中的投入を図る

とともに、間接コストの低減を図り競争力の向上を実

現することを目的としております。

２ 合併期日

平成20年７月１日

３ 合併の形式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社

ノプトサービスは解散する予定であります。

合併による新株の発行及び資本金の増加は行ないま

せん。

４ 財産の引継

株式会社ノプトサービスの一切の資産、負債及び権

利義務を合併期日において当社に引き継ぐことといた

します。

５ 株式会社ノプトサービスの概要

(1) 事業の内容

貸金業、消耗品・事務用品卸売業及び人材派遣業

(2) 直近の業績

平成19年12月期

売上高　　　　299,816千円

経常損失　　 　10,054千円

当期純利益　 　36,146千円

総資産　　　　834,963千円

純資産　　　　300,386千円
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６．その他
(1）役員の異動

① 代表者の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

ア 新任監査役候補（平成20年３月26日開催の定時株主総会終了後就任予定）

 監査役候補者は、次のとおりであります。

 監査役　神野　正明（現　当社管理本部内部統制担当）

 イ 退任予定監査役（平成20年３月26日開催の定時株主総会終了後退任予定）

 監査役　奥田　文雄

(2）その他

販売及び仕入の状況

① 販売方法

当社グループの販売方法は主に、①当社グループ直営店舗を通じたコンタクトレンズ及びケア用品並びに眼鏡

等のユーザーへの販売（直販）、②コンタクトレンズ及びケア用品のユーザーへの通信販売（通販）、③フラン

チャイズ店舗へのコンタクトレンズ及びケア用品並びに眼鏡等の販売（ＦＣ）によっております。

② 販売形態別売上実績

 （千円未満切捨て）

販売形態別

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

直販 14,734,182 76.5 15,187,959 80.5

通販 2,531,566 13.1 2,262,138 12.0

ＦＣ 1,054,380 5.5 1,106,231 5.9

その他 948,543 4.9 299,796 1.6

合計 19,268,672 100.0 18,856,126 100.0

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ その他の売上は、業務受託料、設備機器レンタル料、消耗品売上等であります。

③ 商品仕入実績

 （千円未満切捨て）

販売形態別

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

仕入高（千円）
構成比
（％）

仕入高（千円）
構成比
（％）

直販 5,968,861 74.2 5,491,069 74.3

通販 1,149,580 14.3 890,619 12.1

ＦＣ 859,848 10.7 919,734 12.5

その他 66,319 0.8 84,697 1.1

合計 8,044,610 100.0 7,386,119 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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