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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年3月期 22,228 △13.3 △342 ― △358 ― △1,254 ―
20年3月期 25,648 △4.6 922 △55.1 1,006 △51.6 210 △80.5

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
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 ％ ％ ％

21年3月期 △62.48 ― △5.3 △1.4 △1.5
20年3月期 10.34 ― 0.9 3.6 3.6
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 24,923 22,757 91.3 1,135.32
20年3月期 27,213 24,340 89.4 1,208.24
（参考） 自己資本  21年3月期  22,757百万円 20年3月期  24,340百万円

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

21年3月期 73 △2,107 △242 3,653
20年3月期 69 1,834 △587 5,930

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
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 8.00 ― 6.00 14.00 283 135.4 1.2
21年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00 60 ― 0.3
22年3月期 
（予想） ― 0.00 ― 2.00 2.00 56.5

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

11,404 △2.1 88 285.2 79 ― 29 ― 1.47

通期 22,291 0.3 165 ― 176 ― 71 ― 3.54



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 21,076,154株 20年3月期 21,076,154株
② 期末自己株式数 21年3月期 1,031,541株 20年3月期 930,706株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当期のわが国経済は、サブプライムローンに端を発した世界金融市場の混乱が一層深刻化の度合いを深め、資源価格の

大きな変動、輸出企業の収益悪化、企業の減産、株安、雇用不安や所得の目減り等から、消費者は生活防衛、価格意識が

以前にも増して強まり、景気後退が鮮明となりました。眼鏡業界におきましても、ロープライス均一店の展開による需要

の前倒しなどと相まって、市場の縮小が進み、企業間での熾烈な価格競争が進展し厳しい経営環境が続きました。

　そのような状況のなか、当社は眼鏡を通じた快適な視力補正の提供、T.P.O.に応じたオシャレの提案を基本理念に、機

能性とデザイン性に優れた良質で値頃感のあるオリジナルプライベート商品の投入と鮮度の高い情報発信、また年齢別・

階層別の各種研修・教育による能力アップに取り組み、顧客満足度向上に努めてまいりました。

眼鏡小売部門におきましては、予想を超える景気の悪化と市場の縮小傾向のもと、「メガネの愛眼」、「ＡＩＧＡＮ」、

「ＳＹＺ」、「Ｋａｐｉｓ」の４形態で各地域に密着した眼鏡専門店づくりを展開し、既存店のリニューアルや移設、８

店舗の新規出店を進めました。また立地環境の悪化や経年により陳腐化が著しい１９店舗を閉鎖し、２９６店舗となりま

した。対面形式のカウンセリング販売を重視しながら、店舗ごとに顧客ターゲットを絞り込み、地域に密着した販売促進

施策やアフターフォロー、アフターサービスの徹底に取り組むとともに、全社的に価格にも重点を置いたセールやメーカー

とのタイアップによる集中販売などを適時実施した結果、販売着数においてはファミリー層の販売ペースは緩やかだった

ものの全体的に回復傾向となりましたが、販売着単価の低迷は続きました。サングラス類は夏期の天候不順と暖冬、補聴

器はメーカーの廉価な新製品投入による単価の低下、コンタクト部門の縮小などが影響したことで、売上高は210億2千万

円（前年同期比13.2％減）となりました。

写真館部門は、撮影装置のデジタル化の推進によりジュニア客層が増えたものの、販売価格帯の低下、周辺の競合店増加、

景気の影響と思われる振袖・婚礼需要などの減少により、売上高が1億9千1百万円（前年同期比2.6％減）となりました。

卸売部門は、ショッピングセンターの開発やロープライス均一店の出店などによる立地環境の変化や閉鎖に加え、景気後

退や天候不順が影響したことで得意先の業績が逼迫し、売上高が10億1千6百万円（前年同期比17.2％減）となりました。

以上の結果、当期の売上高は222億2千8百万円（前年同期比13.3％減）となりました。

利益面につきましては、消費後退を念頭にした集客のための価格重視の販売施策を推進した影響により、売上総利益額が

減少しました。一方経費に関しては全社をあげて様々なロス削減に取り組み、広告宣伝費、人件費の抑制、配送センター

の稼動による流通コストの低減やその他一般管理費の効率的な投下など継続して削減・改善に努力したものの、営業外費

用で不採算店舗閉鎖による処理費用として固定資産除却損を、特別損失で改善が見込みにくい店舗の固定資産の減損損失

及び保険解約損などを計上しました。

以上の結果、営業損失は3億4千2百万円（前年同期は9億2千2百万円の利益）、経常損失は3億5千8百万円（前年同期は10億

6百万円の利益）、当期純損失は12億5千4百万円（前年同期は2億1千万円の利益）となりました。

（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、景気の動向は不透明で予断を許さず、厳しい雇用環境のもとで将来への不安から個人消

費の低迷が続くものと予測されます。眼鏡業界におきましても、市場規模の縮小、社会環境、立地環境などが大きく変化

すると見込まれ、その中で個人所得の減少と買い控えにより、需要掘り起こし・拡大のための企業間競争がますます激し

くなり、各社値引きやプレミア付き販売を強め売上確保を図るものと予測されます。

当社はこのような状況のもと、引き続き地域消費者のニーズを集約・詳細に分析し、投資効率を考慮のうえ最適な業態で

の新規出店や既存店の改装・移設・業態転換等を適時推進してまいります。新規出店は６店舗、閉鎖は１１店舗を予定し、

収益性の維持・向上に努めてまいります。また、多様化したニーズの中でより多くのお客様に支持される高品質・高機能

でデザイン性に優れたオリジナルプライベート商品を開発・提供し、他店との差別化を図る所存です。当社への顧客満足

度向上を目指し、販売員のスキルアップに多面的に取り組み、チームワークの強化によって常にお客様一人一人の視点に

立った営業活動を続けてまいります。そしてカウンセリング販売を重視し、付加価値の高いアドバイスの提供に心掛ける

とともに、顧客へのアフターフォロー、アフターサービスを徹底し、販売促進施策を十分にアピールすることで地域消費

者の支持拡大に努め、業績の維持・向上を図りたいと考えております。

業績につきましては、効果的な販売促進のもとでの営業力強化、経費の合理的な削減に取り組み、売上高222億9千1百万円

(前期比0.3％増)、営業利益1億6千5百万円、経常利益1億7千6百万円、当期純利益7千1百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　　①　資産、負債及び純資産の状況

　　資産合計は前期比で2,290百万円減少して24,923百万円となりました。流動資産は前期比で765百万円減少の

　10,217百万円となり、これは主として商品が392百万円、売掛金が143百万円減少したことによります。

　固定資産は前期比で1,524百万円減少の14,705百万円となり、これは主として建物が491百万円、繰延税金資産が

　222百万円減少したことによります。

　　負債合計は前期比で706百万円減少して2,166百万円となりました。これは主として支払手形が199百万円、賞与引当

　金が276百万円減少したことによります。
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　純資産合計は1,583百万円減少して22,757百万円となりました。これは主として繰越利益剰余金が1,431百万円減少した

　ことによります。

　　②　キャッシュ・フローの状況に関する分析

　　 当期における現金及び現金同等物は、当期末には3,653百万円（前期比2,276百万円減）となりました。

　 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。

　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　営業活動におけるキャッシュ・フローは73百万円（前期比4百万円増）となりました。

　　　　　　この現況に至った主な要因は、税引前当期純損失740万円の計上及び仕入債務の減少額325百万円の減少要因

　　　　　と減価償却費508百万円、たな卸資産の減少額396百万円及び減損損失240百万円の増加要因が相殺されたため

　　　　　です。

　　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　投資活動におけるキャッシュ・フローは△2,107百万円（前期比3,942百万円減）となりました。

　　　　　　この現況に至った主な要因は、定期預金の預入による支出2,700百万円及び投資有価証券の取得による支出

　　　　　470百万円があり、投資活動における収入を大幅に上回ったためです。

　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　財務活動におけるキャッシュ・フローは△242百万円（前期比345百万円増）となりました。

　　　　　　この現況に至った主な要因は、配当金の支払額181百万円です。　　　　　

平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 89.4 91.3

時価ベースの自己資本比率（％） 54.6 47.9

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（倍） 582.6 －

　（注）各指標は、次の基準で算出しております。

　　　　　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／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　　※　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。

　　　　※　営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

　　　　　　り、利払いについては、営業活動によるキャッシュ・フローの支払利息を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、中長期的な視点で経済状況や経営環境などを総合的に勘案し、経営基盤の強化や財務体質の充実などのた

めの内部留保に努めながら、株主の皆様へ業績に応じ適正で安定的な利益還元を経営の重要課題と位置づけ継続して

まいりました。

当期の配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えすべく努力してまいりましたが、急速な景気の悪化と個人

消費の減退が眼鏡需要の縮小となり、当社の業績にも大きく影響を及ぼしました。誠に遺憾ながら、平成２１年２月

１２日公表いたしました通り、１株につき期末配当金を無配とし、中間配当金３円とあわせ年間３円とさせていただ

きます。また次期配当につきましては、全社をあげて業績向上に取り組み、将来的にわたる安定した配当原資の確保

と内部留保資金の有効活用による経営基盤の強化に最大限努める所存ですが、消費への不透明感が拭えず業績の回復

には時間を要するものと思われるため、１株につき中間配当０円、期末配当２円とさせていただく予定です。
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４．財務諸表 （１）貸借対照表 （単位：百万円）前事業年度 (平成20年３月31日) 当事業年度 (平成21年３月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 5,939 5,861 受取手形 32 25 売掛金 1,283 1,139 商品 3,266 － 商品及び製品 － 2,874 貯蔵品 25 － 原材料及び貯蔵品 － 21 前払費用 119 117 繰延税金資産 207 80 未収入金 36 15 未収還付法人税等 56 60 その他 24 29 貸倒引当金 △9 △9 流動資産合計 10,982 10,217 固定資産   有形固定資産   建物 8,039 7,638 減価償却累計額 △4,551 △4,642 建物（純額） 3,487 2,995 構築物 610 583 減価償却累計額 △488 △477 構築物（純額） 122 106 車両運搬具 28 27 減価償却累計額 △23 △23 車両運搬具（純額） 5 3 工具、器具及び備品 2,674 2,599 減価償却累計額 △2,093 △2,125 工具、器具及び備品（純額） 581 473 土地 2,184 2,158 建設仮勘定 0 1 有形固定資産合計 6,382 5,739 無形固定資産   電話加入権 47 47 ソフトウエア 10 16 無形固定資産合計 57 63 投資その他の資産   投資有価証券 752 731 関係会社株式 214 214 



（単位：百万円）前事業年度 (平成20年３月31日) 当事業年度 (平成21年３月31日) 出資金 0 0 関係会社出資金 64 102 破産更生債権等 33 66 長期前払費用 188 171 繰延税金資産 271 49 敷金及び保証金 5,669 5,565 建設協力金 1,056 840 前払年金費用 119 89 保険積立金 1,442 1,127 その他 30 30 貸倒引当金 △54 △87 投資その他の資産合計 9,790 8,902 固定資産合計 16,230 14,705 資産合計 27,213 24,923 負債の部   流動負債   支払手形 440 241 買掛金 645 519 未払金 377 314 未払消費税等 31 5 前受金 407 437 預り金 81 87 賞与引当金 421 145 その他 86 49 流動負債合計 2,492 1,800 固定負債   再評価に係る繰延税金負債 25 22 役員退職慰労引当金 347 332 その他 7 11 固定負債合計 380 365 負債合計 2,873 2,166 



（単位：百万円）前事業年度 (平成20年３月31日) 当事業年度 (平成21年３月31日) 純資産の部   株主資本   資本金 5,478 5,478 資本剰余金   資本準備金 6,962 6,962 その他資本剰余金 0 － 資本剰余金合計 6,962 6,962 利益剰余金   利益準備金 347 347 その他利益剰余金   別途積立金 11,880 11,880 繰越利益剰余金 3,954 2,523 利益剰余金合計 16,182 14,751 自己株式 △734 △796 株主資本合計 27,887 26,395 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 66 △19 土地再評価差額金 △3,614 △3,618 評価・換算差額等合計 △3,547 △3,638 純資産合計 24,340 22,757 負債純資産合計 27,213 24,923 



（２）損益計算書 （単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 売上高 25,648 22,228 売上原価   商品期首たな卸高 3,227 3,266 当期商品仕入高 8,559 7,024 合計 11,787 10,290 商品期末たな卸高 3,266 2,874 商品売上原価 8,520 7,416 売上総利益 17,128 14,811 販売費及び一般管理費   販売手数料 434 383 荷造運搬費 300 280 広告宣伝費 1,702 1,493 役員報酬 180 151 役員退職慰労引当金繰入額 23 21 給料 5,283 5,200 賞与 467 255 賞与引当金繰入額 421 145 役員退職慰労金 － 9 退職給付費用 209 240 法定福利費 806 767 福利厚生費 56 49 交際費 11 12 旅費及び交通費 390 386 通信費 131 124 水道光熱費 333 335 消耗品費 336 267 租税公課 195 179 減価償却費 551 508 修繕費 106 96 保険料 38 39 賃借料 3,414 3,420 支払手数料 377 364 諸会費 27 28 雑費 405 393 販売費及び一般管理費合計 16,206 15,154 営業利益又は営業損失（△） 922 △342 



（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 営業外収益   受取利息 31 30 受取配当金 5 8 経営指導料 12 22 受取家賃 44 49 受取保険金 9 8 雑収入 45 35 営業外収益合計 149 154 営業外費用   支払利息 0 － 固定資産除却損 42 102 店舗閉鎖損失 8 25 貸倒引当金繰入額 － 32 雑損失 13 9 営業外費用合計 65 170 経常利益又は経常損失（△） 1,006 △358 特別利益   投資有価証券売却益 5 0 有形固定資産売却益 5 － 特別利益合計 11 0 特別損失   投資有価証券売却損 3 － 投資有価証券評価損 50 36 有形固定資産売却損 11 － 関係会社清算損 5 － 減損損失 44 240 保険解約損 － 105 過年度役員退職慰労引当金繰入額 335 － 特別損失合計 451 382 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 567 △740 法人税、住民税及び事業税 427 101 法人税等調整額 △70 412 法人税等合計 356 514 当期純利益又は当期純損失（△） 210 △1,254 



（３）株主資本等変動計算書 （単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 株主資本   資本金   前期末残高 5,478 5,478 当期変動額   当期変動額合計 － － 当期末残高 5,478 5,478 資本剰余金   資本準備金   前期末残高 6,962 6,962 当期変動額   当期変動額合計 － － 当期末残高 6,962 6,962 その他資本剰余金   前期末残高 0 0 当期変動額   自己株式の処分 0 △0 当期変動額合計 0 △0 当期末残高 0 － 資本剰余金合計   前期末残高 6,962 6,962 当期変動額   自己株式の処分 0 △0 当期変動額合計 0 △0 当期末残高 6,962 6,962 利益剰余金   利益準備金   前期末残高 347 347 当期変動額   当期変動額合計 － － 当期末残高 347 347 その他利益剰余金   別途積立金   前期末残高 11,880 11,880 当期変動額   当期変動額合計 － － 当期末残高 11,880 11,880 繰越利益剰余金   前期末残高 4,107 3,954 当期変動額   剰余金の配当 △326 △181 



（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 当期純利益又は当期純損失（△） 210 △1,254 自己株式の処分 － △0 土地再評価差額金の取崩 △36 4 当期変動額合計 △153 △1,431 当期末残高 3,954 2,523 利益剰余金合計   前期末残高 16,335 16,182 当期変動額   剰余金の配当 △326 △181 当期純利益又は当期純損失（△） 210 △1,254 自己株式の処分 － △0 土地再評価差額金の取崩 △36 4 当期変動額合計 △153 △1,431 当期末残高 16,182 14,751 自己株式   前期末残高 △472 △734 当期変動額   自己株式の取得 △262 △61 自己株式の処分 0 0 当期変動額合計 △262 △61 当期末残高 △734 △796 株主資本合計   前期末残高 28,302 27,887 当期変動額   剰余金の配当 △326 △181 当期純利益又は当期純損失（△） 210 △1,254 自己株式の取得 △262 △61 自己株式の処分 0 0 土地再評価差額金の取崩 △36 4 当期変動額合計 △415 △1,492 当期末残高 27,887 26,395 



（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金   前期末残高 141 66 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74 △86 当期変動額合計 △74 △86 当期末残高 66 △19 土地再評価差額金   前期末残高 △3,650 △3,614 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36 △4 当期変動額合計 36 △4 当期末残高 △3,614 △3,618 評価・換算差額等合計   前期末残高 △3,509 △3,547 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 △90 当期変動額合計 △37 △90 当期末残高 △3,547 △3,638 純資産合計   前期末残高 24,792 24,340 当期変動額   剰余金の配当 △326 △181 当期純利益又は当期純損失（△） 210 △1,254 自己株式の取得 △262 △61 自己株式の処分 0 0 土地再評価差額金の取崩 △36 4 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 △90 当期変動額合計 △452 △1,583 当期末残高 24,340 22,757 



（４）キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー   税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 567 △740 減価償却費 551 508 長期前払費用償却額 44 44 減損損失 44 240 有形固定資産除却損 42 106 投資有価証券売却損益（△は益） △2 △0 関係会社清算損益（△は益） 5 － 退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 29 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 347 △15 賞与引当金の増減額（△は減少） △73 △276 貸倒引当金の増減額（△は減少） － 32 受取利息及び受取配当金 △37 △39 支払利息 0 － 投資有価証券評価損益（△は益） 50 36 売上債権の増減額（△は増加） 186 124 たな卸資産の増減額（△は増加） △34 396 仕入債務の増減額（△は減少） △308 △325 未払金の増減額（△は減少） △41 △61 未払消費税等の増減額（△は減少） △44 △26 その他 △28 106 小計 1,263 140 利息及び配当金の受取額 27 31 利息の支払額 △0 － 法人税等の支払額 △1,220 △232 法人税等の還付額 － 133 営業活動によるキャッシュ・フロー 69 73 投資活動によるキャッシュ・フロー   定期預金の預入による支出 △1,500 △2,700 定期預金の払戻による収入 4,100 501 有形固定資産の取得による支出 △562 △241 有形固定資産の売却による収入 31 59 投資有価証券の取得による支出 △477 △470 投資有価証券の売却による収入 368 303 関係会社の整理による収入 5 － 関係会社出資金の払込による支出 － △38 その他の支出 △682 △363 その他の収入 552 841 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,834 △2,107 



（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー   自己株式の取得による支出 △262 △61 自己株式の売却による収入 － 0 配当金の支払額 △325 △181 財務活動によるキャッシュ・フロー △587 △242 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,316 △2,276 現金及び現金同等物の期首残高 4,613 5,930 現金及び現金同等物の期末残高 5,930 3,653 













注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

　１．偶発債務

保証債務

得意先のリース債務

　１．偶発債務

保証債務

得意先のリース債務

得意先（４件） 1百万円 得意先（３件）    0百万円

　２.「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、再評価に係る税効果相当額を再評価に係る

繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純

資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める方

法により算出

　２.「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、再評価に係る税効果相当額を再評価に係る

繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純

資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める方

法により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△286百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

       △106百万円

－ 1 －



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　１．                ──────

 

　２．有形固定資産売却益は建物5百万円であります。

　１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金
額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま
れております。
                                     72百万円

　２．                ──────

　３．有形固定資産売却損は土地11百万円であります。 　３．                ──────

　４．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いたしました。

　４．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 金額

宮城県　１店舗 店舗 建物 1百万円

東京都　４店舗 店舗及び
広告設備

建物 13百万円

埼玉県　２店舗 店舗 建物 6百万円

静岡県　１店舗 店舗 建物 3百万円

愛知県　２店舗 店舗 建物 8百万円

大阪府　１店舗 店舗 建物 0百万円

兵庫県　３店舗 店舗 建物 11百万円

合計 44百万円

場所 用途 種類 金額

北海道  ２店舗 店舗 建物   8百万円

宮城県  ３店舗
店舗及び
広告設備

建物 17百万円

山形県  １店舗
店舗及び
広告設備

建物   3百万円

東京都  １店舗 店舗 建物    0百万円

埼玉県  １店舗
店舗及び
広告設備

建物   6百万円

群馬県  １店舗 店舗　 建物   8百万円

千葉県  ２店舗
店舗及び
広告設備

建物及び
構築物　

  10百万円

神奈川県４店舗
店舗及び
広告設備

建物　   10百万円

静岡県  ２店舗 店舗 建物   4百万円

愛知県  ４店舗
店舗及び
広告設備

建物及び
構築物　

 16百万円

岐阜県  １店舗 店舗　 建物　   8百万円

大阪府  ８店舗
店舗及び
広告設備

建物、構
築物及び
土地

  31百万円

兵庫県  ２店舗 店舗 建物   5百万円

奈良県  １店舗 店舗　 建物　   0百万円

岡山県  ２店舗
店舗及び
広告設備

建物及び
構築物　

  35百万円

徳島県  ３店舗
店舗及び
広告設備

建物　   11百万円

高知県  １店舗
店舗及び
広告設備

建物及び
構築物　

  4百万円

福岡県  ４店舗
店舗及び
広告設備

建物及び
構築物　

  51百万円

宮崎県  １店舗 店舗　　 建物　   3百万円

合計 240百万円

－ 2 －



前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当社は、減損損失を認識するにあたり、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として営業店舗を

グルーピングしております。

減損損失の認識に至った経緯として、競争の激化等

により収益性が低下しており、今後の改善が困難と

予想される店舗について、資産グループの帳簿価額

を全額減額し、当該減少額を減損損失（44百万円）

として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物44百万円であります。

当社は、減損損失を認識するにあたり、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として営業店舗を

グルーピングしております。

減損損失の認識に至った経緯として、競争の激化等

により収益性が低下しており、今後の改善が困難と

予想される店舗について、資産グループの帳簿価額

を全額減額し、当該減少額を減損損失（240百万円）

として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物229百万円、構築物7百万円及び土

地2百万円であります。

－ 3 －



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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）

発行済株式     

普通株式 21,076 － － 21,076

合計 21,076 － － 21,076

自己株式     

普通株式 599 331 0 930

合計 599 331 0 930

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加331千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加330千株及

び単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少分であります。

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６月28日

定時株主総会
普通株式 163 8 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月22日

取締役会
普通株式 162 8 平成19年９月30日 平成19年12月10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６月27日

定時株主総会
普通株式 120 利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

－ 4 －



当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21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）

発行済株式     

普通株式 21,076 － － 21,076

合計 21,076 － － 21,076

自己株式     

普通株式 930 101 0 1,031

合計 930 101 0 1,031

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加101千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加100千株及

び単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少分であります。

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20年６月27日

定時株主総会
普通株式 120 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月13日

取締役会
普通株式 60 3 平成20年９月30日 平成20年12月８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。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 5,939　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △9　

現金及び現金同等物 5,930　

 （百万円）

現金及び預金勘定 5,861　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,208　

現金及び現金同等物 3,653　

－ 5 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（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）

工具、器具
及び備品

541 317 224

ソフトウエア 377 244 133

合計 919 561 357

 
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）

工具、器具
及び備品

313 192 121

ソフトウエア 188 124 64

合計 502 316 185

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 171百万円

１年超 185百万円

計 357百万円

１年内        93百万円

１年超        91百万円

計       185百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 191百万円

減価償却費相当額 191百万円

支払リース料        172百万円

減価償却費相当額        172百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

　（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

　（減損損失について）

同左

－ 6 －



（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1)株式 197 336 139

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 200 200 0

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 397 537 139

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1)株式 129 102 △26

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 100 100 △0

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 229 202 △26

合計 627 740 112

　（注）　当事業年度において、その他有価証券のうち時価のある株式について50百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理

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

損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（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（百万円） 売却損の合計（百万円）

66 5 3

３．時価評価されていない主な有価証券

 貸借対照表計上額（百万円）

(1)子会社及び関連会社株式 214

(2)その他有価証券  

店頭売買株式を除く非上場株式 12
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

1.債券     

(1)国債・地方債等 － － － －

(2)社債 300 － － －

2.その他 － － － －

　　　　　　合計 300 － － －

当事業年度（平成21年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1)株式 45 68 23

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 45 68 23

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1)株式 313 252 △60

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 400 397 △2

③　その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 713 650 △62

合計 758 719 △39

　（注）　当事業年度において、その他有価証券のうち時価のある株式について36百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理

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

損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

3 0 －
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３．時価評価されていない主な有価証券

 貸借対照表計上額（百万円）

(1)子会社及び関連会社株式 214

(2)その他有価証券  

店頭売買株式を除く非上場株式 12

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

1.債券     

(1)国債・地方債等 － － － －

(2)社債 － － 400 －

2.その他 － － － －

　　　　　　合計 － － 400 －

（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、

該当事項はありません。

同左

－ 9 －



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は前払退職金制度、確定拠出年金制度及び規約型企業年金制度を併用しております。

２．退職給付債務に関する事項

  
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

 (1)退職給付債務（百万円） △1,246  △1,261  

 (2)年金資産（百万円） 1,274  1,014  

 (3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） 27  △247  

 (4)会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 29  14  

 (5)未認識数理計算上の差異（百万円） 177  422  

 (6)未認識過去勤務債務（百万円） △115  △99  

 
(7)貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)

　（百万円）
119  89  

 (8)前払年金費用（百万円） 119  89  

 (9)退職給付引当金(7)－(8)（百万円） －  －  

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1)勤務費用（百万円） 72 71

(2)利息費用（百万円） 23 24

(3)期待運用収益（減算）（百万円） 34 25

(4)会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） 14 14

(5)確定拠出年金掛金（百万円） 76 74

(6)前払退職金支払額（百万円） 65 63

(7)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 7 32

(8)過去勤務債務の処理額(減算)(百万円) 15 15

計 209 240

－ 10 －



４．退職給付債務の計算基礎

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0　 　2.0

(2)期待運用収益率（％） 2.4　 　2.0

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)過去勤務債務の処理年数（年） 10　 　10

(5)会計基準変更時差異の処理年数（年） 10　 　10

(6)数理計算上の差異の処理年数（年） 10　 　10

－ 11 －



（税効果会計関係）

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

 
前事業年度

（平成20年３月31日現在）
 

当事業年度
（平成21年３月31日現在）

繰延税金資産

賞与引当金否認

投資有価証券評価損否認

貸倒引当金損金算入限度超過額

少額減価償却資産償却限度超過額

未払事業税否認

役員退職慰労引当金否認　

減損損失

商品評価損　

その他有価証券評価差額金　

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

前払年金費用

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

 

170百万円

132百万円

27百万円

20百万円

10百万円

141百万円

52百万円

－百万円

－百万円

40百万円

595百万円

－百万円

    595百万円

 

△45百万円

△48百万円

△21百万円

△115百万円

479百万円

  

      58百万円

     147百万円

      40百万円

      14百万円

      8百万円

     134百万円

    125百万円

    29百万円

    19百万円

      28百万円

     608百万円

   △417百万円

    190百万円

 

　  －百万円

　  △36百万円

　  △24百万円

　  △61百万円

     129百万円

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

項目別の内訳

 
前事業年度

（平成20年３月31日現在）
 

当事業年度
（平成21年３月31日現在）

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

寄付金損金不算入

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

住民税均等割

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

40.6％

 

1.0％

 

1.4％

△0.2％

19.2％

0.9％

62.9％

 　税引前当期純損失を計

上しているため、記載を

省略しております。

－ 12 －



（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持

分法を適用した場合の投資の金額及び持分法を適用した場

合の投資利益の金額は、利益基準及び利益剰余金基準に基

づき、重要性がないため記載しておりません。

同左

（関連当事者との取引）

前事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　該当事項ありません。 同左

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,208円24銭

１株当たり当期純利益金額 10円34銭

１株当たり純資産額      1,135円32銭

１株当たり当期純損失金額   62円48銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
210 △1,254

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
210 △1,254

期中平均株式数（株） 20,338,472 20,083,535

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

５．その他

(1）役員の異動

　該当事項はありません。
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