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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 63,876 △4.6 3,881 △44.8 4,500 △41.5 1,906 △55.9

19年３月期 66,929 △1.6 7,033 △23.9 7,692 △21.8 4,324 △22.7

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 ％ ％ ％

20年３月期 36 54 36 54 3.5 7.1 6.1

19年３月期 81 70 81 43 7.8 11.7 10.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 60,726 52,415 85.8 1,011 05

19年３月期 66,379 55,884 83.9 1,051 93

（参考）自己資本 20年３月期 52,074百万円 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

20年３月期 1,390 △1,621 △5,666 20,850

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 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 ％ ％
19年３月期 31 50 31 50 63 00 3,335 77.1 6.0
20年３月期 31 50 31 50 63 00 3,260 172.4 6.1

21年３月期(予想) 15 75 15 75 31 50 － 85.0 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

32,834 △2.8 1,875 △45.4 2,041 △46.6 1,111 △47.7 21 59

通期 64,310 0.7 3,365 △13.3 3,653 △18.8 1,908 0.1 37 06
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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　　　　　　　　有

（注）詳細は、17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」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） 20年３月期 56,057,474株 19年３月期 56,057,474株

②　期末自己株式数 20年３月期 4,552,188株 19年３月期 3,107,651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、40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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

20年３月期 57,485 [61,406] △5.6 [△6.1] 3,819 △44.0 4,211 △41.7

19年３月期 60,888 [65,422] △2.6 [△2.6] 6,815 △25.7 7,217 △23.3

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

20年３月期 818 △80.2 15 70 15 70

19年３月期 4,135 △14.1 78 13 77 86

(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

20年３月期 56,833 49,620 87.3 963 40

19年３月期 64,077 54,511 85.1 1,029 49

（参考）自己資本 20年３月期 49,620百万円 19年３月期 54,511百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

28,874 △5.2 1,712 △48.3 1,822 △47.8 920 △47.6 17 88

通期 56,458 △1.8 3,103 △18.8 3,281 △22.1 1,616 97.3 31 38

※　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

＜当期の経営成績＞

国内の景気情勢は踊り場状態であり、後退局面寸前と見られていますが、小売業におきましても消費マインドの冷

え込みは大きく影響していると思われ、眼鏡小売市場につきましても例外ではありません。

当社グループにおきましては、価格競争による環境の激化や単一価格販売による市場の縮小が懸念される中、単な

るモノの消費ではなく、サービスへの支出を優先させる顧客行動は今後強まるようになるとの考えのもと、さらなる

顧客志向への追求と提案力の向上に取組んでまいりました。

国内店舗におきましては、積極的な店舗改装や、商品開発（フレームやパーツ）、メーカーと協力して行っている

レンズの開発など、提案力の強化を行ってまいりました。レギュラー店舗におきましては、まだまだ結果が出ている

とはいえませんが、百貨店店舗につきましては、昨年３月にオープンした４店舗を加えた小売売上高は前期比215.0％

（既存店は前期比105.4％）と当社のもつ高い提案力が功を奏しているといえます。今後はさらに提案力や教育を強化

し、百貨店以外にもその成果が上げられるよう取組んでまいります。

また、海外子会社におきましては、中国やシンガポールなどのますます需要の見込める東南アジア地域が好調であ

り、次のステップに向けて新たな展開を進めております。

以上のような事業展開により、当連結会計年度におきましては、売上高63,876百万円（前期比4.6％減）、営業利益

3,881百万円（前期比44.8％減）、経常利益4,500百万円（前期比41.5％減）、当期純利益1,906百万円（前期比55.9％

減）となりました。予算に対しましては、売上高予算比0.5％増、営業利益予算比19.4％増、経常利益予算比15.4％増、

当期利益予算比3.0％増となっております。単体決算におきましては、国内全店小売売上高61,406百万円（前期比

6.1％減）、売上高57,485百万円（前期比5.6％減）、営業利益3,819百万円（前期比44.0％減）、経常利益4,211百万

円（前期比41.7％減）、当期純利益は繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額の増加により818百万円（前期比

80.2％減）となりました。

＜次期の見通し＞

2008年度（2009年３月期）におきましても、当社グループ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

変えずに取組む所存です。また、変化する環境や競争に対応できる、自立型の経営を行うための組織づくりや、人材

育成も行ってまいります。

国内店舗につきましては、まずは赤字店の退店・移転を積極的に行い、収益性の改善による財務体質のより一層の

筋肉質化を図ってまいります。店舗デザインにおきましても前年検討してきた内容を基にさらなる改良改装を行うと

ともに、旗艦店舗の見直しを積極的に行ってまいります。以上により、国内新規出店に関しましては、現在シェアが

取れていない地域等へ35店舗程度を想定しており、退店に関しましては60店舗程度を予定しております。

商品につきましては、他にないものの開発はもちろん、メーカー共同によるレンズの開発や、お客様の満足のため

に魅力ある、そして信頼のおける商品の提案ができるよう積極的に取組んでまいります。

海外事業におきましては、中国やシンガポールなどの成長市場をはじめとしたアジア地域における、積極的な事業

展開に向けた取組みを継続するとともに、収益改善のために既存店舗の見直しや移転・退店も行ってまいります。ま

た、東南アジア圏を中心に、ハイエンドおよびリーズナブル価格のチェーン店の展開など、新たなステップに取り掛

かるとともに、ベトナムオフィスの開設を行うなど、新たな地域への展開もすでに視野に入れております。さらに、

韓国において関連会社として出資しておりました、DIANE OPTICAL INC. を2007年12月に連結子会社化（出資比率

73.6％）、順調な経営状況であるため、連結業績において貢献すると見込んでおります。

以上、国内におきましては、まずは収益性の強化に取組むため、いったん店舗数が純減することもあり、減収・減

益を見込んでおりますが、これは『飛躍の前の一屈』と捉えており、2010年3月期以降の成長に繋がるものと考えてお

ります。

連結業績におきましては、当期利益をフラット近辺に設定し、売上高 64,310百万円（前期比0.7％増）、営業利益

3,365百万円（前期比13.3％減）、経常利益3,653百万円（前期比18.8％減）、当期純利益1,908百万円（前期比0.1％

増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

＜当期の連結財政状態＞

　当連結会計年度の総資産におきましては、前連結会計年度末に対して5,653百万円減少して、60,726百万円となりま

した。これは、流動資産における現金及び預金が5,683百万円、有価証券が371百万円減少したことと、投資その他の

資産における投資有価証券が261百万円減少したことなどによるものです。

　また、負債におきましては、前連結会計年度末残高に対して2,183百万円減少して、8,311百万円となりました。

　純資産におきましては、前連結会計年度末残高に対して3,469百万円減少して、52,415百万円となりました。
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＜当期の連結キャッシュ・フローの状況＞

　当連結会計期年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に対して5,845百万円減少し、20,850百万円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ、3,285百万円減の1,390百万円となりました。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1,621百万円となりました。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1,974 百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が2,201百万円、有価証券及び投資有価証券の取

得による支出が1,382百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出（DIANE OPTICAL INC.）371百

万円があ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5,666百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出2,353百万円

と、配当金の支払い3,304百万円によるものです。

　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

自己資本比率（％） 83.9 83.9 85.8

時価ベースの自己資本比率（％） 188.4 155.5 123.7

　（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

なお、「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

当社グループでは、時代に合わせた積極的かつ、柔軟な利益配分を実施してまいりました。当連結会計年度の期末

配当金につきましては、平成20年５月22日の取締役会決議により、１株につき31円50銭とし、平成20年６月25日を支

払開始日とさせていただきます。これにより当連結会計年度の年間配当金は、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）となります。

今後につきましては、配当だけに偏らず、さらなる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配当政策を実施していく方針であり、2009年3月期の年間配当金は、

１株につき31円50銭（中間配当金15円75銭、期末配当金15円75銭）を予定しております。
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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 法的規制について

当社グループは、会社法、金融商品取引法、法人税法、薬事法等の一般的な法令に加え、店舗設備、労働、環境

等店舗の営業に関わる各種法規制や制度の制限を受けております。これらの法的規制が強化された場合、それに対

応するための新たな費用が増加することになり、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 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

 PARIS MIKI 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

　その他関係会社

海
　
　
　
外
　
　
　
顧
　
　
　
客

国
　
内
　
顧
　
客

 ㈱オーナーズ・サポーター

㈱
　
三
　
　
　
城
　
　
　

（
　
　
当
　
　
社
　
　

）

 ㈱グレート建設
（店舗内装）

（商　　　品）

（商　　　品）

（役務提供）

（商　　　品）

 ㈱ルネット

（商　　　品）
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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。その伝統は哲学として、社員一人ひとり

の中にも息づいています。そしてこれからも社員一人ひとりが世界中のお客様の満足のために考え、さらにその先の

驚きと感動を与えることのできる企業として発展していきたいと考えています。

昨今の眼鏡小売店の動きは価格を優先させ、本来お客様にとって最も適している眼鏡提案の範囲を狭めているよう

にさえ感じられます。そのような中、さらにワンランク上の満足のために、単なる消費ではなく、付加価値とそのサー

ビスに投資するという時代に向けて、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

積極的に推し進め、さらに高まるお客様の要望に応えることのできる、自立精神を持った社員の育成、商品、店づく

りをめざしてまいります。

(2）目標とする経営指標

５年後をめどに1,000億円企業となることを目指し、構造改革と自立型経営者の育成、積極的な投資を行ってまいり

ます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

国内外を問わず、世界中のお客様に満足していただける企業を目指して、今まで単に拡大してきた企業体質を見直

し、世界的な競争力をつけるために、根幹を強くし筋肉質化を実現させていきたいと考えています。

まずは赤字店の移転・退店を積極的に推し進めると共に、コストの削減により収益力を改善させ、当社が得意とし

てこなかった地域・業態へは新事業の立上げやＭ＆Ａを通じて展開し、そのための構造改革や投資を積極的に行って

まいります。

構造改革におきましては、権限の委譲と責任を明確化し、自立型経営者を育成、その結果、迅速な意思決定により

成長を加速化させたいと考えております。

そして、Ｍ＆Ａや新規事業においてグローバルな事業展開を行っていくことにより、さらなるシェアの向上と収益

性の向上をはかり、三城ならではの『おもてなし』を世界に広げていくことを目指してまいります。

今後は、株主に向けたメッセージも配当だけでなく、柔軟な投資を行うことによる成長と将来性に期待していただ

けるよう取組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

国内において今日まで進められてきた拡大路線は、当社を含めて各社の店舗数の増加とその中での取合いという状

態を増殖させ、本来の顧客満足に必ずしも繋がらないのでは、と思われる状況が続いております。そのような中、当

社グループもまだまだお客様に分かりにくい点やご満足いただけていない点があると反省し、改革に取組む必要があ

ると考えております。

投資におきましても、将来のお客様のための店舗づくりや商品開発を行うことは、新たな展開のために柔軟に取組

んできたか、というと反省点は多々あります。まずは収益性の改善を図るために不採算店の改革（退店・移転）を推

し進め、将来のための投資にまわしていくことが課題となります。

そして、生活者の立場に立った視点で、他にまねのできないやり方を追求していくことは、『眼鏡』だけの世界に

限らず、新しい種にも投資し、育てていくという姿勢が必要であり、やるべきことは多いと実感しております。

海外におきましては、特にアジア市場はまだ未知数であり、それらの地域へのさらなる進出は今後も積極的に行っ

てまいります。それと同時に、すでに進出している地域におきましては、収益性を改善させるため、国内同様不採算

店の見直しを積極的に行わなければなりません。また世界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

ますが、そのような企業に対抗するためにも、さらなる体質の強化を行い、世界市場でのシェアを高め、世界中のお

客様に対して信頼と魅力を感じていただける本物の『おもてなし』企業となることが重要であると考えております。
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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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   26,292   20,609   

２．売掛金   2,760   2,767   

３．有価証券   4,018   3,646   

４．たな卸資産   8,535   9,381   

５．繰延税金資産   1,614   1,315   

６．その他   1,234   1,254   

貸倒引当金   △45   △30   

流動資産合計   44,411 66.9  38,944 64.1 △5,467

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

（1）建物及び構築物   12,923   13,400   

（2）器具備品   8,354   8,760   

（3）土地   1,051   1,051   

（4）建設仮勘定   68   68   

（5）その他   24   52   

減価償却累計額   △14,729   △15,487   

有形固定資産合計   7,693 11.6  7,845 12.9 151

２．無形固定資産         

（1）のれん   －   157   

（2）その他   272   445   

無形固定資産合計   272 0.4  603 1.0 331

３．投資その他の資産         

（1）投資有価証券 ※１  600   193   

（2）長期貸付金   237   194   

（3）敷金及び保証金   11,251   11,153   

（4）建設協力金   1,387   1,186   

（5）繰延税金資産   328   370   

（6）その他   206   245   

貸倒引当金   △11   △11   

投資その他の資産合計   14,001 21.1  13,332 22.0 △668

固定資産合計   21,967 33.1  21,782 35.9 △185

資産合計   66,379 100.0  60,726 100.0 △5,653
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   2,311   2,443   

２．短期借入金   8   0   

３．未払金   3,176   2,352   

４．未払法人税等   1,616   127   

５．未払消費税等   178   56   

６．賞与引当金   1,463   1,399   

７．役員賞与引当金   10   6   

８．その他   1,323   1,326   

流動負債合計   10,088 15.2  7,712 12.7 △2,376

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   24   25   

２．役員退職慰労引当金   －   51   

３．店舗閉鎖損失引当金   －   140   

４．その他   382   382   

固定負債合計   406 0.6  599 1.0 192

負債合計   10,495 15.8  8,311 13.7 △2,183

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   5,901 8.9  5,901 9.7 －

２．資本剰余金   6,829 10.3  6,829 11.2 －

３．利益剰余金   48,145 72.5  46,745 77.0 △1,399

４．自己株式   △6,034 △9.1  △8,387 △13.8 △2,353

　　株主資本合計   54,841 82.6  51,088 84.1 △3,753

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  72 0.1  22 0.0 △50

２．為替換算調整勘定   784 1.2  963 1.6 179

　　評価・換算差額等合計   857 1.3  986 1.6 128

Ⅲ　少数株主持分   185 0.3  341 0.6 155

純資産合計   55,884 84.2  52,415 86.3 △3,469

負債純資産合計   66,379 100.0  60,726 100.0 △5,653
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高   66,929 100.0  63,876 100.0 △3,053

Ⅱ　売上原価   19,524 29.2  18,505 29.0 △1,018

売上総利益   47,405 70.8  45,370 71.0 △2,035

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  3,123   3,200    

２．広告宣伝費  1,115   1,366    

３．給料手当及び賞与  16,656   17,179    

４．賞与引当金繰入額  1,463   1,399    

５．役員賞与引当金繰入額  10   6    

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 －   11    

７．福利厚生費  2,456   2,472    

８．退職給付費用  529   534    

９．減価償却費  1,225   1,447    

10．賃借料  8,500   8,883    

11．その他 ※１ 5,290 40,372 60.3 4,988 41,488 64.9 1,116

営業利益   7,033 10.5  3,881 6.1 △3,151

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  64   133    

２．受取賃貸料  81   79    

３．為替差益  160   －    

４．有価証券運用益  56   138    

５．商品材料処分益  195   89    

６．その他  181 740 1.1 274 715 1.1 △24

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1   0    

２．為替差損  －   17    

３．支払手数料  －   31    

４．その他  79 81 0.1 46 96 0.1 15

経常利益   7,692 11.5  4,500 7.1 △3,191

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 63   －    

２．投資有価証券売却益  531 594 0.9 72 72 0.1 △521
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除売却損 ※３ 145   90    

２．減損損失 ※４ 62   183    

３．店舗解約損失金  141   55    

４．投資有価証券評価損  247   48    

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 －   59    

６．店舗閉鎖損失引当金繰
入額

 － 597 0.9 140 577 0.9 △20

税金等調整前当期純利
益

  7,688 11.5  3,996 6.3 △3,692

法人税、住民税及び事
業税

 3,187   1,778    

法人税等調整額  156 3,343 5.0 291 2,070 3.3 △1,273

少数株主利益   19 0.0  20 0.0 0

当期純利益   4,324 6.5  1,906 3.0 △2,418
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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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

5,901 6,829 47,183 △6,123 53,789

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注１）   △1,666  △1,666

剰余金の配当（注２）   △1,667  △1,667

役員賞与（注１）   △13  △13

当期純利益   4,324  4,324

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分   △15 98 83

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
（百万円）

－ － 962 89 1,051

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,901 6,829 48,145 △6,034 54,841

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
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）

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

剰余金の配当（注２）     △1,667

役員賞与（注１）     △13

当期純利益     4,324

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）

△341 316 △25 32 1,058

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,901 6,829 48,145 △6,034 54,841

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △3,305  △3,305

当期純利益   1,906  1,906

自己株式の取得    △2,354 △2,354

自己株式の処分   △0 1 0

連結子会社の増加      

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
（百万円）

－ － △1,399 △2,353 △3,753

平成20年３月31日　残高
（百万円）

5,901 6,829 46,745 △8,387 51,088

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
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）

72 784 857 185 55,884

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △3,305

当期純利益     1,906

自己株式の取得     △2,354

自己株式の処分     0

連結子会社の増加    146 146

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△50 179 128 9 138

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△50 179 128 155 △3,469

平成20年３月31日　残高
（百万円）

22 963 986 341 52,415
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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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 7,688 3,996 △3,692

減価償却費及びその他
の償却費

 1,274 1,505 231

減損損失  62 183 121

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △60 △15 44

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 25 △64 △89

役員賞与引当金の増減
額（減少：△） 

 10 △4 △14

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 1 1 0

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 － 51 51

店舗閉鎖損失引当金の
増減額（減少：△） 

 － 140 140

受取利息及び受取配当
金

 △72 △140 △67

支払利息  1 0 0

その他営業外損益（利
益：△）

 △57 △142 △85

為替差損益（差益：
△）

 △160 17 178

投資有価証券売却損益
（売却益：△）

 △531 △72 458

有形固定資産除売却損  145 90 △55

投資有価証券評価損  247 48 △199

その他特別損益（利
益：△）

 △41 14 55

売上債権の増減額（増
加：△）

 △336 126 462

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △121 △600 △478

その他資産の増減額
（増加：△）

 247 △77 △325

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △379 61 441

その他負債の増減額
（減少：△）

 380 △619 △999

役員賞与の支払額  △13 － 13

小計  8,309 4,500 △3,808
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

利息及び配当金の受取
額

 72 140 67

利息の支払額  △1 0 0

法人税等の支払額  △3,704 △3,250 454

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,676 1,390 △3,285

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

 34 42 7

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,510 △2,201 △691

有価証券及び投資有価
証券の取得による支出

 △598 △1,382 △783

有価証券及び投資有価
証券の売却等による収
入

 2,911 1,974 △937

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出

※２ － △371 △371

長期貸付けによる支出  △2 △22 △19

長期貸付金の回収によ
る収入

 86 65 △21

敷金及び保証金の支出  △274 △326 △51

敷金及び保証金の回収
による収入

 728 619 △109

建設協力金の支出  △10 △13 △3

建設協力金の回収によ
る収入

 252 214 △37

その他収支  24 △219 △244

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,642 △1,621 △3,263

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：△）

 8 △8 △16

自己株式の売却・取得
（純額）

 74 △2,353 △2,428

配当金の支払額  △3,333 △3,304 29

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,250 △5,666 △2,415
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 83 51 △31

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 3,150 △5,845 △8,995

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 23,544 26,695 3,150

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 26,695 20,850 △5,845
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(5）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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 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。

16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

PARIS MIKI 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

DIANE OPTICAL INC.

　MIKI PARIS S.A.R.L.は、平成19年７

月にPARIS MIKI S.A.R.L.へ社名を変更

しております。

　DIANE OPTICAL INC.は、平成19年12月

追加出資により子会社となったため、当

連結会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。なお、みなし取得日を当連結会

計年度末としているため、当連結会計年

度は貸借対照表のみを連結の範囲に含め

ております。

(2）非連結子会社の数 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

(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、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。

同左

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、MIKISSI- 

MES 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。

　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、MIKISSI- 

MES S.A.）は、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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

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 INTERNATION

AL 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。

　連結子会社のうち、PARIS MIKI 

S.A.R.L.、PARIS MIKI AUSTRALIA PTY. 

LTD.、PARIS MIKI OPTICAL INTERNATION

AL 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、上海巴黎三城商貿有限公司及

びDIANE OPTICAL INC.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

 (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

 (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

 (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）

(4）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　デリバティブ ②　デリバティブ

 時価法 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

 貯蔵品

　主として移動平均法による原価法

貯蔵品

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

　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

　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）について

は、定額法により償却しております。

　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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当社及び国

内連結子会社は、当連結会計年度より、

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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

33百万円減少しております。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、当社は、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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

35百万円減少しております。

 

②　無形固定資産

　当社では、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）に基づく定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

同左

 ③　長期前払費用

　当社では、定額法により償却しており

ます。

③　長期前払費用

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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貸倒れ見積額を計上

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

 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。

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。

 ④　退職給付引当金

　国内連結子会社では、従業員の退職給

付に備えるため、連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しており

ます。

④　退職給付引当金

同左

 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、

内規に基づく連結会計年度末要支給額を

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、当連

結会計年度より「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、連結会

計年度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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  この変更により、当連結会計年度発

生額11百万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、前連結会計年度と同一の

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11百万円減少し、

税金等調整前当期純利益は51百万円減

少しております。

 ⑥　　　　　 ───── ⑥　店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖による損失に備えるため、

損失発生見込額を計上しております。

（追加情報）

当連結会計年度末において、当社は、

店舗閉鎖に伴い損失の発生が見込まれ

る額を引当計上することにいたしまし

た。

　これにより特別損失として店舗閉鎖

損失引当金繰入額140百万円計上して

おり、税金等調整前当期純利益は140

百万円減少しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）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

同左

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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．のれんの償却に関する事

項

───── 　のれんの償却については、その効果の発

現する期間を見積り、その計上後20年以内

の期間にわたって、均等償却しております。

７．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
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(6）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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

──────

(7）表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── （連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」（前連結会計年

度20百万円）は、当連結会計年度において、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しておりま

す。
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(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 ※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記

　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。

　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。

投資有価証券（株式）          155百万円 投資有価証券（株式） 10百万円

２．偶発債務 ２．偶発債務

保証債務 保証債務

のれん自立店 のれん自立店

リース保証債務 141百万円 リース保証債務    84百万円

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 146百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 181百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

借地権      63百万円

※２．　　　　　　　 ―――――

※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。

除却損

建物及び構築物      76百万円

器具備品 43

計 120

除却損

建物及び構築物      53百万円

器具備品 21

計 74

売却損

器具備品      25百万円

計 25

売却損

器具備品 16百万円

計 16
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※４．減損損失  ※４．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

(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
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

 建物 58百万円

 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。

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 

大阪本店（大阪府

大阪市）他68店
店舗設備 

建物、構築物及び

器具備品 

在外子会社 店舗設備 建物

 

(2)　減損損失の認識に至った経緯

収益性が悪化しているエリア地域、及び、将来にお

いて具体的な使用計画がなく、かつ、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

 建物 172百万円

 構築物 9

 器具備品 1

  計 183

(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2.2％で割り引いて算定して

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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 3,107 1,445 0 4,552

合計 3,107 1,445 0 4,552

（注）１．当連結会計年度増加株式数1,445千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,443千株、単元未満

株式の買取による増加１千株であります。

２．当連結会計年度減少株式数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

平成19年11月22日

取締役会
普通株式 1,637 31.5 平成19年９月30日 平成19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20年５月22日

取締役会
普通株式 1,622 利益剰余金 31.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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（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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

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

現金及び預金 26,292百万円

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

現金及び預金 20,609百万円

有価証券       3,646

ＭＭＦ・ＦＦＦ以外の有価証券 -3,033

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
-372

現金及び現金同等物 20,850

※２．　　　　　　　――――― ※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにDIANE OPTICAL INC.を連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得による支出（純額）との関係は次

のとおりであります。

流動資産 380百万円

固定資産 254

流動負債 -81

のれん 157

当連結会計年度以前に取得

した株式の取得価額
-144

少数株主持分 -146

株式の取得価額 419

現金及び現金同等物 48

差引：取得のための支出  371

－ 27 －



（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

 
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

 
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 323 242 81

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年内 68百万円

１年超 84

計 152

１年内 66百万円

１年超 17

計 84

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 81百万円

減価償却費相当額 78

支払利息相当額 3

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 66

支払利息相当額 2

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

５．利息相当額の算定方法 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。

同左

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略しております。

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．売買目的有価証券

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

3,195 56 3,033 138

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20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）

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）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
      

株式 41 86 45 41 76 34

債券       

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

その他 135 212 77 6 7 1

小計 177 299 122 47 84 36

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
      

株式 0 0 -0 0 0 -0

債券       

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 0 0 -0 0 0 -0

合計 177 299 122 47 84 36
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３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

1,911 531 － 202 72 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場国内株式 76 35

非上場外国株式 68 63

ＭＭＦ・ＦＦＦ等 823 613
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（デリバティブ取引関係）

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．取引の状況に関する事項

(1)　取引の内容

一部の連結子会社がヘッジ目的のデリバティブ取引を行っております。

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連での為替予約取引であります。

(2)　取引に対する取組方針及び目的

デリバティブ取引は、海外子会社における外貨建資産及び負債の為替変動リスクの回避を目的としてお

ります。

(3） 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引は為替相場の変動リスクを負っております。

なお、取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、信用リスクはほとんどないと判断しております。

(4)　取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引に関して、取引の利用目的、取組方針、権限及び手続を定めた社内規定に従い、連結

子会社の資金担当者が決済担当者の承認を得て行っており、またその内容については定期的に当社財務経

理チームに報告されております。

(5)　取引の時価等に関する事項について補足説明

デリバティブ関連取引に係る契約額等は、デリバティブ取引における名目的な契約額もしくは計算上の

想定元本であり、当該金額自体が取引リスクの大きさを示すものではありません。

２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

 

区分

 

 

種類

 

前連結会計年度

契約額等 契約額等のうち 時価 評価損益

（百万円）
１年超

（百万円）
（百万円） （百万円）

市場取引以外の

取引

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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1)　取引の内容

一部の連結子会社がヘッジ目的のデリバティブ取引を行っております。

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連での為替予約取引であります。

(2)　取引に対する取組方針及び目的

デリバティブ取引は、海外子会社における外貨建資産及び負債の為替変動リスクの回避を目的としてお

ります。

(3） 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引は為替相場の変動リスクを負っております。

なお、取引の契約先は信用度の高い金融機関であり、信用リスクはほとんどないと判断しております。

(4)　取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引に関して、取引の利用目的、取組方針、権限及び手続を定めた社内規定に従い、連結

子会社の資金担当者が決済担当者の承認を得て行っており、またその内容については定期的に当社財務経

理チームに報告されております。

(5)　取引の時価等に関する事項について補足説明

デリバティブ関連取引に係る契約額等は、デリバティブ取引における名目的な契約額もしくは計算上の

想定元本であり、当該金額自体が取引リスクの大きさを示すものではありません。

２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

 

区分

 

 

種類

 

当連結会計年度

契約額等 契約額等のうち 時価 評価損益

（百万円）
１年超

（百万円）
（百万円） （百万円）

市場取引以外の

取引

為替予約取引     

スイスフラン売日本円買 199 － 200 -0

米ドル売ユーロ買 606 － 597 8

合計 806 － 798 8

（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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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。また、国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度等を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務（百万円） -40 -43

年金資産（百万円） 16 18

未積立退職給付債務（百万円） -24 -25

退職給付引当金（百万円） -24 -25

（注）国内の連結子会社は、退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（百万円） 529 534

勤務費用（百万円） 3 4

確定拠出年金費用（百万円） 525 530

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。

（ストック・オプション等関係）

ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

（流動資産）       

繰延税金資産       

未払事業税否認額  121   27  

賞与引当金損金算入限度超過額  592   564  

商品評価損否認額  769   600  

その他  133   123  

小計  1,617   1,315  

評価性引当額  -2   －  

 繰延税金資産(流動)の純額  1,614   1,315  

（固定資産）       

繰延税金資産       

退職給付引当金損金算入限度超過額  8   －  

関係会社株式等評価損否認額  105   －  

店舗閉鎖損失引当金否認額  －   56  

役員退職慰労引当金否認額  －   20  

金地金評価損否認額  36   31  

減損損失  81   111  

有形固定資産にかかる未実現利益  8   －  

貸倒引当金損金算入限度超過額  4   4  

投資有価証券等評価損否認額  141   168  

従業員互助会補助金否認額  76   76  

その他  35   34  

小計  499   503  

評価性引当額  -119   -116  

小計  380   386  

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  -48   -13  

圧縮積立金  -3   -2  

小計  -51   -16  

繰延税金資産(固定)の純額  328   370  

繰延税金資産の純額  1,943   1,686  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳

法定実効税率  　　40.5％  40.5％

（調整）　      

住民税均等割  3.6   6.9

評価性引当金額の増減額  －   2.9

その他  -0.6   1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.5   51.8
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（企業結合等関係）

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)は、該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び取

得した議決権比率

(1)　被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業 DIANE OPTICAL INC.

事業の内容 韓国における眼鏡小売業

(2)　企業結合を行った主な理由　

韓国国内における事業基盤を強化・発展させるため

(3)　企業結合日

平成19年12月28日

(4)　企業結合の法的形式

株式取得

(5)　取得した議決権

73.6％

２．連結財務諸表に含まれている取得した被取得企業の業績の期間

期末日をみなし取得日としているため、業績は含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1)　被取得企業の取得原価

564百万円

(2)　取得原価の内訳

株式取得費用　564百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1)　のれんの金額

157百万円

(2)　発生原因

企業結合時の時価純資産が取得原価を下回ったため、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

10年間での均等償却

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主な内訳

流動資産 380百万円  流動負債 81百万円

固定資産 254百万円  負債合計 81百万円

資産合計 634百万円    

６．企業結合が連結会計年度の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

金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（セグメント情報）

１．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４月１日　至平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成

20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、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額及び資産の金額の合

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。

２．所在地別セグメント情報

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４月１日　至平成20年３月31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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 57,207 6,668 63,876 － 63,876

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
358 177 535 (535) －

計 57,565 6,845 64,411 (535) 63,876

営業費用 53,727 6,816 60,543 (549) 59,994

営業利益 3,838 29 3,868 13 3,881

Ⅱ　資産 42,202 4,987 47,189 13,537 60,726

　（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

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、18,644百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、子会社での余資運用資金（有価証券）及び為替換算調整勘定であ

ります。

３．海外売上高

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。

　当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

その他の地域 計

Ⅰ海外売上高（百万円） 7,032 7,032

Ⅱ連結売上高（百万円） 63,876

Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％） 11.0 11.0

　（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．各セグメントに属する売上高がいずれも連結売上高の10％未満であるため、「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。
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（関連当事者との取引）

　関連当事者との取引記載金額については、取引金額は消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて記載し

ております。

　ただし、取引の性質により消費税等が課税されないものについては、これを除いて記載しております。

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）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目

期末残
高
(百万
円)

役員の
兼任等

事業上の
関係

（注） ㈱ルネット
兵庫県

姫路市
100

損害保

険代理

業、健

康飲料

水の販

売

直接

26.67
4

損害保険

契約代理

業務

商品の仕

入

店舗の賃

貸借

損害保険料

等
40 －  

商品仕入 280 －  

受取賃貸料 42
未収入

金
1

支払賃貸料 48 敷金 20

店舗設備買

取
8 －  

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　当社との間で建物・商品等についての損害保険契約の代理業務を行っており、保険料率その他の付保条件につい

ては、一般ユーザーと同様の条件によっております。また、事務所の賃借については、近隣の取引実勢を踏まえな

がら決定しております。商品の仕入につきましても特別な条件はありません。

　（注）㈱ルネットは、「主要株主（会社等）」「その他の関係会社」「主要株主と個人たる主要株主の近親者

が議決権の過半数を所有する会社」に該当します。

属性 氏名 住所

資本
金
(百万
円)

職業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株

主の近

親者

松田三枝子 － －
㈱グレート建設

取締役会長

直接

0.56
－ －

建物の

賃借
3

敷金及

び保証

金

9

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　店舗（姫路・野里店）の賃借については、近隣の取引実勢を踏まえながら決定しております。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目

期末残
高
(百万
円)

役員の
兼任等

事業上の
関係

（注） ㈱ルネット
兵庫県

姫路市
100

損害保

険代理

業、健

康飲料

水の販

売

直接

28.41
2

損害保険

契約代理

業務

商品の仕

入

店舗の賃

貸借

損害保険料

等
38 －  

商品仕入 77 買掛金 6

受取賃貸料 58 －  

支払賃貸料 43 敷金 23

－  
預り保

証金
12

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　当社との間で建物・商品等についての損害保険契約の代理業務を行っており、保険料率その他の付保条件につい

ては、一般ユーザーと同様の条件によっております。また、事務所の賃貸借については、近隣の取引実勢を踏まえ

ながら決定しております。商品の仕入につきましても特別な条件はありません。

　（注）㈱ルネットは、「主要株主（会社等）」「その他の関係会社」「主要株主と個人たる主要株主の近親者

が議決権の過半数を所有する会社」に該当します。

属性 氏名 住所

資本
金
(百万
円)

職業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株

主の近

親者

松田三枝子 － －
㈱グレート建設

取締役会長

直接

0.58
－ －

建物の

賃借
3

敷金及

び保証

金

7

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　店舗（姫路・野里店）の賃借については、近隣の取引実勢を踏まえながら決定しております。

属性 氏名 住所

資本
金
(百万
円)

職業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員
山本柴﨑

法律事務所

東京都

千代田区
－ 弁護士 － － －

弁護士

報酬
1 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　当社は、社外監査役山本光太郎氏を代表とする山本柴﨑法律事務所に対して個別の案件毎に弁護士報酬を支払っ

ております。

　弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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属性 氏名 住所

資本
金
(百万
円)

職業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 ㈱プチミキ

東京都

中央区

日本橋

9 眼鏡小売業 － 1

フラン

チャイ

ズ加盟

店

商品卸

し
58

売掛金 4
ロイヤ

リティ
41

 設備

使用料

等

1
未収入

金
9

 － －  未払金 15

取引条件ないし取引条件の決定方針等

　当社は、当社取締役の坪井英勝氏を社長とする㈱プチミキとフランチャイズ契約を結んでおります。

　当社のフランチャイズ加盟店として眼鏡小売業を行っております。

　取引内容の条件については、他のフランチャイズ加盟店と同様の条件になっております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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株当たり当期純

利益金額
81.43円

１株当たり純資産額      1,011.05円

１株当たり当期純利益金額   36.54円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
    36.54円

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 4,324 1,906

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) （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,324 1,906

期中平均株式数（千株） 52,934 52,158

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 179 0

（うち新株予約権） (179) (0)

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16年６月25日定時株主総会決

議による新株予約権方式のストッ

クオプション（新株予約権の数

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方式のストッ

クオプション（新株予約権の数

921個、目的となる株式の数　92

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方式のストッ

クオプション（新株予約権の数

14,698個、目的となる株式の数

1,469千株）

平成17年６月24日定時株主総会決

議による新株予約権方式のストッ

クオプション（新株予約権の数

874個、目的となる株式の数　　

87千株）
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年５月28日開催の取締役会において、

会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行する

ため、取得の期限を平成19年６月25日まで、取得する株

式の総数を1,000,000株（上限）、取得価額の総額を

2,500百万円（上限）とする自己株式（当社普通株式）の

取得を決議し、次のとおりこれを実施いたしました。

(1）取得の方法

東京証券取引所における市場買付

(2）取得した株式の数

954,700株

(3）取得価額の総額

1,643百万円

(4）取得した期間

平成19年５月29日から平成19年６月25日

―――――
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５．品目別売上明細表
 （単位：百万円）

品目別

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％

フレーム 21,092 31.5 19,953 31.2

レンズ 31,657 47.3 29,645 46.4

サングラス 2,474 3.7 2,717 4.3

コンタクトレンズ 2,697 4.0 3,026 4.7

コンタクトレンズ備品 1,257 1.9 1,037 1.6

補聴器 3,305 5.0 3,567 5.6

その他 4,444 6.6 3,928 6.2

合計 66,929 100.0 63,876 100.0

　（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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   24,372   18,395   

２．売掛金   2,651   2,611   

３．有価証券   823   613   

４．商品   6,467   6,814   

５．貯蔵品   831   891   

６．前渡金   8   7   

７．前払費用   571   603   

８．繰延税金資産   1,622   1,323   

９．関係会社短期貸付金   70   62   

10．その他   562   531   

貸倒引当金   △43   △27   

流動資産合計   37,939 59.2  31,827 56.0 △6,111

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  12,150   12,363    

減価償却累計額  8,009 4,141  8,164 4,199   

(2) 構築物  1,150   1,250    

減価償却累計額  801 349  874 376   

(3) 車両運搬具  14   14    

減価償却累計額  13 1  13 0   

(4) 器具備品  6,762   6,922    

減価償却累計額  4,948 1,813  5,092 1,829   

(5) 土地   1,051   1,051   

(6) 建設仮勘定   7   37   

有形固定資産合計   7,364 11.5  7,495 13.2 131
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

２．無形固定資産         

(1) 商標権   9   7   

(2) ソフトウエア   52   147   

(3) 電話加入権   170   170   

無形固定資産合計   232 0.4  325 0.6 93

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   383   120   

(2) 関係会社株式   2,868   2,444   

(3) 出資金   1   1   

(4) 関係会社出資金   658   658   

(5) 長期貸付金   124   86   

(6) 従業員長期貸付金   109   104   

(7) 関係会社長期貸付金   1,562   1,556   

(8) 長期前払費用   29   72   

(9) 繰延税金資産   628   368   

(10)敷金及び保証金   10,858   10,504   

(11)建設協力金   1,387   1,186   

(12)その他   150   149   

貸倒引当金   △11   △11   

関係会社投資損失引
当金 

  △209   △57   

投資その他の資産合計   18,541 28.9  17,185 30.2 △1,356

固定資産合計   26,138 40.8  25,006 44.0 △1,132

資産合計   64,077 100.0  56,833 100.0 △7,244
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   280   384   

２．買掛金   1,452   1,380   

３．未払金   3,152   2,380   

４．未払費用   166   161   

５．未払法人税等   1,546   31   

６．未払消費税等   171   38   

７．前受金   645   642   

８．預り金   293   171   

９．賞与引当金   1,460   1,395   

10．役員賞与引当金   10   6   

11．その他   4   47   

流動負債合計   9,184 14.3  6,639 11.7 △2,544

Ⅱ　固定負債         

１．預り保証金   382   382   

２. 役員退職慰労引当金   －   51   

３. 店舗閉鎖損失引当金   －   140   

固定負債合計   382 0.6  573 1.0 191

負債合計   9,566 14.9  7,213 12.7 △2,353
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   5,901 9.2  5,901 10.4 －

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  6,829   6,829    

資本剰余金合計   6,829 10.7  6,829 12.0 －

３．利益剰余金         

(1) 利益準備金  582   582    

(2) その他利益剰余金　         

海外投資積立金  3,220   3,220    

配当平均積立金  2,270   2,270    

圧縮積立金  7   6    

別途積立金  37,490   38,290    

繰越利益剰余金  4,174   888    

利益剰余金合計   47,744 74.5  45,257 79.6 △2,486

４．自己株式   △6,034 △9.4  △8,387 △14.7 △2,353

株主資本合計   54,440 85.0  49,600 87.3 △4,840

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  70   20   

評価・換算差額等合計   70 0.1  20 0.0 △50

純資産合計   54,511 85.1  49,620 87.3 △4,891

負債純資産合計   64,077 100.0  56,833 100.0 △7,244
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高  （注）   60,888 100.0  57,485 100.0 △3,402

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  6,397   6,467    

２．当期商品仕入高  17,322   16,465    

合計  23,720   22,933    

３．商品期末たな卸高  6,468   6,814    

 売上原価   17,252 28.3  16,119 28.0 △1,133

売上総利益   43,635 71.7  41,366 72.0 △2,269

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  3,144   3,183    

２．貸倒引当金繰入額  3   0    

３．荷造運搬費  452   368    

４．広告宣伝費  975   1,216    

５．役員報酬  132   111    

６．給料手当  13,515   13,855    

７．賞与  1,583   1,637    

８．賞与引当金繰入額  1,460   1,395    

９．役員賞与引当金繰入額  10   6    

10．福利厚生費  2,261   2,250    

11．退職給付費用  525   541    

12．減価償却費  1,047   1,284    

13．賃借料  7,338   7,620    

14．リース料  113   94    

15．水道光熱費  914   937    

16．研究開発費 ※１ 146   181    

17．その他  3,195 36,819 60.5 2,863 37,546 65.4 727

営業利益   6,815 11.2  3,819 6.6 △2,996
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  26   90    

２．有価証券利息  5   3    

３．受取配当金  8   3    

４．受取賃貸料  93   91    

５．受取手数料  17   15    

６．為替差益  4   －    

７．商品材料処分益  195   89    

８．その他  105 456 0.8 160 454 0.8 △1

Ⅴ　営業外費用         

1．為替差損  －   42    

2. その他  54 54 0.1 20 62 0.1 7

経常利益   7,217 11.9  4,211 7.3 △3,006

Ⅵ　特別利益         

　1．投資有価証券売却益  531 531 0.8 72 72 0.1 △458

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除売却損 ※２ 123   96    

２．減損損失 ※３ 72   151    

３．店舗解約損失金  78   60    

４．投資有価証券評価損  247   48    

５．関係会社株式評価損  －   633    

６．関係会社投資損失引当
金繰入額

 209   57    

７. 役員退職慰労引当金繰
入額

 －   59    

８. 店舗閉鎖損失引当金繰
入額

 － 732 1.2 140 1,247 2.2 515

税引前当期純利益   7,017 11.5  3,036 5.2 △3,980

法人税、住民税及び事
業税

 3,063   1,623    

法人税等調整額  △182 2,881 4.7 594 2,217 3.8 △663

当期純利益   4,135 6.8  818 1.4 △3,316

         

 （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。

　　　　　　　　　　　　  　（前事業年度）　  　　　　　　　（当事業年度）

　国内全店小売売上高　　　　 65,422百万円　　　　　　　　　　61,406百万円
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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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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩       △0  0 0  0

別途積立金の積立        800 △800 0  0

剰余金の配当         △3,305 △3,305  △3,305

当期純利益         818 818  818

自己株式の取得           △2,354 △2,354

自己株式の処分         △0 △0 1 0

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）
      △0 800 △3,286 △2,486 △2,353 △4,840

平成20年３月31日　残高

（百万円）
5,901 6,829 6,829 582 3,220 2,270 6 38,290 888 45,257 △8,387 49,600

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

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩   0

別途積立金の積立   0

剰余金の配当   △3,305

当期純利益   818

自己株式の取得   △2,354

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△50 △50 △50

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△50 △50 △4,891

平成20年３月31日　残高

（百万円）
20 20 49,620
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(4）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的債券

同左

 (2）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3）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）

(3）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

　主に移動平均法による原価法

(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。

(1）有形固定資産

同左

 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、当事業年度よ

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

引前当期純利益は、それぞれ33百万円減

少しております。

－ 51 －



項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  （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

引前当期純利益は、それぞれ35百万円減

少しております。

 (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

 (3）投資その他の資産

　長期前払費用

 定額法を採用しております。

(3）投資その他の資産

長期前払費用

同左

４．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）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。

(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。

(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。

－ 52 －



項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、

内規に基づく事業年度末要支給額を計上

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、当事業年

度より「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、事業年度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、当事業年度発生額11

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、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、営業利益及び経常利

益はそれぞれ11百万円減少し、税引前当

期純利益は51百万円減少しております。

 (6） 　　　　――――― (6）店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖による損失に備えるため、

損失発生見込額を計上しております。

（追加情報）

当事業年度末において、店舗閉鎖に

伴い損失の発生が見込まれる額を引当

計上することにいたしました。

　これにより特別損失として店舗閉鎖

損失引当金繰入額140百万円計上して

おり、税引前当期純利益は140百万円

減少しております。

５．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

６．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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(5）会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

──────

(6）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．偶発債務 １．偶発債務

保証債務 保証債務

のれん自立店

 リース保証債務    141百万円 

計    141百万円 

のれん自立店

 リース保証債務      84百万円 

計      84百万円 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 146百万円 一般管理費に含まれる研究開発費    181百万円

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

除却損

建物      63百万円

構築物     3  

器具備品 30

計 98

除却損

建物        55百万円

構築物 1

器具備品 22

計 80

売却損

器具備品      25百万円

計 25

売却損

器具備品        16百万円

計 16

※３．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（岩手県盛

岡市）他26店 
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。

※３．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 

大阪本店（大阪府

大阪市）他68店 
店舗設備

建物、構築物及び

器具備品 

 

(2)　減損損失の認識に至った経緯

  　　収益性が悪化しているエリア地域、及び、将来にお

いて具体的な使用計画がなく、かつ、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 　   138百万円

 構築物  11

 器具備品 1

  計 151

(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2.2％で割り引いて算定して

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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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 3,107 1,445 0 4,552

合計 3,107 1,445 0 4,552

 （注）普通株式の自己株式の増加1,445千株は、取締役会決議による自己株式の増加1,443千株、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。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

 
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

 
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 321 239 81

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年内     67百万円

１年超 84

計 151

１年内       66百万円

１年超 17

計 84

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         81百万円

減価償却費相当額 77

支払利息相当額 3

支払リース料           69百万円

減価償却費相当額 66

支払利息相当額 2

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

５．利息相当額の算定方法 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。

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

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20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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（税効果会計関係）

前事業年度
平成19年３月31日

当事業年度
平成20年３月31日

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

  

（流動資産）    

繰延税金資産    

未払事業税否認額  121  

賞与引当金損金算入限度超過額  591  

商品評価損否認額  768  

その他  141  

繰延税金資産(流動)の純額  1,622  

（固定資産）    

繰延税金資産    

関係会社株式等評価損否認額  329  

減損損失  81  

金地金評価損否認額  31  

貸倒引当金損金算入限度超過額  4  

関係会社投資損失引当金算入限度額超

過額 

 85  

投資有価証券等評価損否認額  141  

従業員互助会補助金否認額  76  

その他  35  

小計  785  

評価性引当金  -105  

小計  680  

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金  -48  

圧縮積立金  -3  

小計  -51  

繰延税金資産(固定)の純額  628  

繰延税金資産の純額  2,250  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。

  

（流動資産）    

繰延税金資産    

未払事業税否認額  27  

賞与引当金損金算入限度超過額  564  

商品評価損否認額  600  

その他  130  

繰延税金資産(流動)の純額  1,323  

（固定資産）    

繰延税金資産    

関係会社株式等評価損否認額  565  

減損損失  111  

店舗閉鎖損失引当金否認額  56  

金地金評価損否認額  31  

貸倒引当金損金算入限度超過額  4  

関係会社投資損失引当金算入限度額超

過額 

 23  

投資有価証券等評価損否認額  168  

従業員互助会補助金否認額  76  

役員退職慰労引当金否認額  20  

その他  32  

小計  1,090  

評価性引当金  -705  

小計  384  

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金  -13  

圧縮積立金  -2  

小計  -16  

繰延税金資産(固定)の純額  368  

繰延税金資産の純額  1,691  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

住民税均等割 9.1

評価性引当金額の増減額 23.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.0
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額       1,029.49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

１株当たり純資産額           963.40円

１株当たり当期純利益金額         15.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
      15.70円

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 4,135 818

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) （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,135 818

期中平均株式数（千株） 52,934 52,158

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 179 0

（うち新株予約権） （179） （0）

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）

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14,698個　目的となる

株式の数1,469千株）
 
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874個　目的となる株

式の数87千株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年５月28日開催の取締役会において、

会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行する

ため、取得の期限を平成19年６月25日まで、取得する株

式の総数を1,000,000株（上限）、取得価額の総額を

2,500百万円（上限）とする自己株式（当社普通株式）の

取得を決議し、次のとおりこれを実施いたしました。

(1）取得の方法

東京証券取引所における市場買付

(2）取得した株式の数

954,700株

(3）取得価額の総額

1,643百万円

(4）取得した期間

平成19年５月29日から平成19年６月25日

──────
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７．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動（平成20年６月24日予定）

該当事項はありません。

 ②役員の異動

1)．新任取締役候補（平成20年６月24日開催予定の第60回定時株主総会に付議）

　　多　根　幹　雄　（現　PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA代表執行役員）

　　仁　野　　覚　　（現　当社社外監査役、仏エスモード・インターナショナルプレジデント、

　　　　　　　　　　　エスモード・ジャポン東京校代表）

　　三　宅　鐵　宏　（現　株式会社アイロムホールディングス代表取締役社長）

　　 (注)仁野覚、三宅鐵宏は社外取締役の候補者であります。

 2)．新任監査役候補（平成20年６月24日開催予定の第60回定時株主総会に付議）

　　加　納　誠　治　（現　当社取締役会長）

　　荒　牧  知　子　（現　荒牧公認会計士事務所 所長、税理士）

　　 (注)荒牧知子は社外監査役の候補者であります。

3)．退任予定取締役

加　納　誠　治　（現　取締役会長、監査役就任予定）　

内　藤　　強　　（現　社外取締役）

4)．退任予定監査役

仁　野　　覚　　（現　社外監査役、取締役就任予定）　

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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