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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

平成２２年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値及びこれに係る対前期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

平成２２年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

平成２２年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。  

(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 ％

22年3月期 20,860 ― △182 ― △53 ― △470 ―
21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △23.50 ― △2.1 △0.2 △0.9
21年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 24,757 22,308 90.1 1,120.39
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  22,308百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 1,337 △1,003 △67 4,017
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

平成２２年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前期配当性向（連結）及び前期純資産配当率（連結）は記載しておりません。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00 60 ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 39 ― 0.2
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 2.00 2.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

10,840 △2.6 323 2.4 340 △3.3 △371 ― △18.58

通期 20,783 △0.4 111 ― 139 ― △625 ― △31.25



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  

特定子会社の異動には該当いたしませんが、当企業集団の財政状態及び経営成績に関しより有益な情報を投資者に提供する観点から、 
九州ネオック（株）、ネオック（株）、北京愛眼眼鏡有限公司を平成２２年３月期より連結子会社としております。 
平成22年1月1日に、ネオック（株）を存続会社とする吸収合併を行い、九州ネオック（株）は解散いたしました。 

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定上の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 21,076,154株 21年3月期 21,076,154株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,164,482株 21年3月期  1,031,541株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 20,499 △7.8 △196 ― △81 ― △497 ―
21年3月期 22,228 △13.3 △342 ― △358 ― △1,254 ―

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

22年3月期 △24.86 ―
21年3月期 △62.48 ―

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

22年3月期 24,558 22,197 90.4 1,114.80
21年3月期 24,923 22,757 91.3 1,135.32

（参考） 自己資本 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※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。 

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

10,672 △2.5 307 △1.1 334 △2.4 △375 ― △18.75

通期 20,446 △0.3 85 ― 131 ― △638 ― △31.87



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な景気回復を示す新興国を中心に外需主導で輸出や生産に持ち直しの動き

が見られ、政府による定額給付金の支給やエコポイント制度実施など景気刺激策の一部効果もあり、企業業績は改善傾向

にあるものの、一層の経費抑制による雇用・所得環境の低迷で消費者の節約志向が高まり、小売市場は依然厳しい状況で

推移してまいりました。眼鏡業界におきましても市場の縮小が進みデフレ傾向が顕著となる中、ロープライス均一店の展

開に呼応し一段の価格値下げによる競争が活発に繰り広げられ、消費者の需要を喚起したものの、薄利多売の消耗戦が展

開されています。 

このような状況のもと、当社グループもレンズが自由に選択出来る17,000円の廉価均一セットコーナーや価格帯別コ

ーナーなどを設置、また購入価格別値引きクーポンや下取りセール等、価格競争を意識した販売施策を進めてまいりまし

た。さらにプラスチック素材を中心に廉価な人気デザインフレームの品揃えを充実させ、安心して楽しく購入できる店舗

をアピールしてまいりました。また、消費者の節約疲れや上質志向を意識し、オリジナルプライベートブランドを中心と

した値頃感のある高機能・高品質のフレームや全品ＵＶカット加工付きのレンズなど、眼鏡専門店として厳選した商品提

供に努めました。 

各店舗においては、電話やＤＭを積極的に活用した購入者へのアフターフォロー、事前セール告知、また店頭での的

確なアドバイスや商品説明、アフターサービスの充実など、継続してきめ細かな営業活動に取り組み、お客様との信頼関

係構築を進めてまいりました。 

その結果、国内において眼鏡の販売着数が各年齢層、特にミドル層を中心に伸びたものの、価格競争の影響で単価が

大幅に低下しました。サングラス販売は新モデルを順次投入したものの、天候不順と冷夏の影響で減少しました。また新

規６店の開設、20店の閉鎖による営業店舗数の減少なども影響し、売上高は前年を下回りました。 

利益につきましては、価格競争が進むなか在庫マネージメントの徹底で粗利率を維持し、経費面で不採算店の閉鎖、

広告宣伝費の見直しや新規採用の抑制をはじめとした人件費圧縮、実状に応じた家賃交渉の実施などのコスト削減を推進

しました。 

海外(中華人民共和国)につきましては、眼鏡小売店が増加し競争は激しくなってきておりますが、大きな潜在需要が

望め、新規開設を含め18店（フランチャイズチェーンを含む）を展開し、順調に市場占有率の拡大を図っております。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は208億6千万円、営業損失は1億8千2百万円、経常損失は5千3百万円、当期純損失

は4億7千万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

国内景気は緩やかに回復基調を辿りつつあるものの、依然先行きへの不透明感から消費者の節約志向は続き、眼鏡業

界内でもデフレ下での低価格傾向が顕在化し、熾烈な価格競争のもとで眼鏡着単価と需要の減少が暫らくは続くと予測さ

れます。 

当社グループは店舗毎に再度実施したマーケット分析により、各店大別した業態に即した商品構成、販売促進等を綿

密に実行していく所存です。また将来を見据え、ヤング・若年層などにターゲットを絞り込みカラフルでデザイン性に富

むフレームを取り揃え、廉価でお買い得感のある販売施策を展開し、集客と占有率維持にも努めてまいります。ただ消費

への閉塞感が強まっており、自己欲求を満たせるのなら多少の贅沢を厭わない消費者も増えてきているものと推測されま

す。当社グループは今後も快適な視力補正とＴ.Ｐ.Ｏ.に応じたオシャレの提案を基本理念に、引き続き消費者に良い商

品をより廉く提供してまいります。さらに、眼鏡専門店として高度な接客販売のスキルが備わった“人作り”をテーマと

した新教育システムがスタートします。今まで以上に丁寧な接客と充実したアフターフォローを心掛け営業活動に取り組

み、お客様との信頼関係構築を図ってまいります。 

利益面につきましては、単価、利益額ともに低迷が推測されますので、効率を追求しタイムリーな広告宣伝費の投

入、コンピュータ管理による勤怠システムの導入、新規開設７店舗のコスト低減など、経費の無駄排除を徹底し強固な経

営体質を構築していく所存です。 

 これらにより平成23年３月期の連結業績予想は、売上高207億8千3百万円、営業利益1億1千1百万円、経常利益1億3千9

百万円、当期純損失は新会計制度の採用に伴う資産除去債務の発生、また企業年金の解散費用の計上により6億2千5百万

円を見込んでおります。 

１．経営成績



  

(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24,757百万円となりました。流動資産は11,213百万円となり、固定資産は13,544百万円となりました。 

 負債合計は2,449百万円となりました。 

 純資産合計は22,308百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、4,017百万円となりました。 

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1,337百万円となりました。 

 この現況に至った主な要因は、税金等調整前当期純損失236百万円の計上及び仕入債務の減少額39百万円の

減少要因と減価償却費483百万円、たな卸資産の減少額453百万円及び減損損失220百万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△1,003百万円となりました。 

 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1,132百万円及び有形固定資産の取得による支出

250百万円があり、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△67百万円となりました。 

 この現況に至った主な要因は、自己株式の取得による支出65百万円です。      

（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、連結キャッシュ・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、熾烈な価格競争と個人

消費の減退が眼鏡市場を縮小させ、当社の業績にも大きく影響を及ぼしました。期末配当につきましては当期の業績

に鑑みて、平成21年５月13日に公表いたしました通り、１株当たり配当金を２円とさせていただきます。また次期配

当につきましては、全社をあげて継続して業績回復に取り組み、永続的に安定した経営基盤づくりに 大限努める所

存ですが、依然消費への不透明感が拭えず業績改善には時間を要するものと思われるため、誠に遺憾ながら、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。 

内部留保資金につきましては、同業他社との競争激化に対処し、地域消費者のニーズに適った店舗の新設・改装や

商品の開発、ならびにコスト競争力を高めるシステム、弾力的な自己株式の取得などに有効に投資してまいる所存で

す。 

  

  平成22年３月期 

自己資本比率（％）  90.1

時価ベースの自己資本比率（％）  39.2

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）  －



 当社の企業集団は、当社及び子会社４社で構成され、眼鏡等の販売を主な内容とし、事業活動を展開しております。

当社の当該事業にかかる位置付けは、次の通りであります。 

 
 （注）※１．子会社 

※２．平成22年１月１日に、ネオック㈱を存続会社とする吸収合併を行い、九州ネオック㈱は解散いたしまし

た。 

  

 平成19年３月決算短信（非連結）（平成19年５月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

（当社ホームページ） 

http://www.aigan.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,449

受取手形及び売掛金 1,102

商品及び製品 2,489

原材料及び貯蔵品 21

その他 159

貸倒引当金 △8

流動資産合計 11,213

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 8,086

減価償却累計額 △5,329

建物及び構築物（純額） 2,756

土地 ※3  2,140

その他 2,736

減価償却累計額 △2,270

その他（純額） 465

有形固定資産合計 5,363

無形固定資産 158

投資その他の資産  

敷金及び保証金 5,177

投資有価証券 ※1  777

その他 2,139

貸倒引当金 △71

投資その他の資産合計 8,022

固定資産合計 13,544

資産合計 24,757



（単位：百万円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 753

未払法人税等 136

賞与引当金 145

その他 990

流動負債合計 2,025

固定負債  

繰延税金負債 19

再評価に係る繰延税金負債 ※3  18

役員退職慰労引当金 353

負ののれん 13

その他 18

固定負債合計 423

負債合計 2,449

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,478

資本剰余金 6,962

利益剰余金 14,366

自己株式 △861

株主資本合計 25,945

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △15

土地再評価差額金 ※3  △3,624

為替換算調整勘定 4

評価・換算差額等合計 △3,636

純資産合計 22,308

負債純資産合計 24,757



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 20,860

売上原価 ※1  6,805

売上総利益 14,055

販売費及び一般管理費 ※2  14,237

営業損失（△） △182

営業外収益  

受取利息 35

受取配当金 7

受取家賃 49

負ののれん償却額 20

業務受託手数料 38

その他 72

営業外収益合計 223

営業外費用  

固定資産除却損 41

店舗閉鎖損失 46

その他 6

営業外費用合計 94

経常損失（△） △53

特別利益  

投資有価証券売却益 18

貸倒引当金戻入額 18

特別利益合計 37

特別損失  

減損損失 ※3  220

特別損失合計 220

税金等調整前当期純損失（△） △236

法人税、住民税及び事業税 108

法人税等調整額 125

法人税等合計 233

当期純損失（△） △470



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 5,478

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 5,478

資本剰余金  

前期末残高 6,962

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 6,962

利益剰余金  

前期末残高 14,831

当期変動額  

当期純損失（△） △470

土地再評価差額金の取崩 6

当期変動額合計 △464

当期末残高 14,366

自己株式  

前期末残高 △796

当期変動額  

自己株式の取得 △65

当期変動額合計 △65

当期末残高 △861

株主資本合計  

前期末残高 26,475

当期変動額  

当期純損失（△） △470

自己株式の取得 △65

土地再評価差額金の取崩 6

当期変動額合計 △530

当期末残高 25,945



（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 △19

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3

当期変動額合計 3

当期末残高 △15

土地再評価差額金  

前期末残高 △3,618

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6

当期変動額合計 △6

当期末残高 △3,624

為替換算調整勘定  

前期末残高 2

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1

当期変動額合計 1

当期末残高 4

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △3,635

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1

当期変動額合計 △1

当期末残高 △3,636

純資産合計  

前期末残高 22,840

当期変動額  

当期純損失（△） △470

自己株式の取得 △65

土地再評価差額金の取崩 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1

当期変動額合計 △531

当期末残高 22,308



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △236

減価償却費 483

減損損失 220

負ののれん償却額 △20

売上債権の増減額（△は増加） 60

たな卸資産の増減額（△は増加） 453

仕入債務の増減額（△は減少） △39

その他 311

小計 1,232

利息及び配当金の受取額 33

法人税等の支払額 △49

法人税等の還付額 121

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337

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 △1,132

定期預金の払戻による収入 45

有形固定資産の取得による支出 △250

有形固定資産の売却による収入 19

投資有価証券の取得による支出 △68

投資有価証券の売却による収入 88

その他 293

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003

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 △65

配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △67

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266

現金及び現金同等物の期首残高 3,751

現金及び現金同等物の期末残高 ※  4,017



 該当事項はありません。   

  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 ３社 

連結子会社の名称 

 ネオック株式会社 

 九州ネオック株式会社 

 北京愛眼眼鏡有限公司 

(2)非連結子会社の名称等 

 有限会社ヤマモト眼鏡店 

（連結の範囲から除いた理由） 

  有限会社ヤマモト眼鏡店は、資産、売上高、当期純損

益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、企業集団の状況に関する合理的な判断を誤らせない

程度に重要性が乏しいため連結の範囲から除外しておりま

す。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用会社はありません。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社  

 有限会社ヤマモト眼鏡店 

 （持分法を適用しない理由）  

  有限会社ヤマモト眼鏡店は、当期純損益及び利益剰余金

その他の項目から見て、持分法の適用の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため持分法の適用

範囲から除外しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  ネオック株式会社、九州ネオック株式会社及び北京愛眼

眼鏡有限公司の決算日は、12月31日であります。 

  連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決算

日３月31日までの期間に発生し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 

ａ子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法を採用しております。  

  ｂ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）を採用しております。 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用しております。   

  

  

  ② たな卸資産 

商品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

  



  

  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22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は定率法を、在外連結子会社は定

額法を採用しております。（ただし、当社及び国内連結子

会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用しております。） 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物 ３～50年  

  

  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ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づいております。  

  

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、支給見

込額の当連結会計年度負担額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

  従業員の退職金支出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。 

  会計基準変更時差異については、10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しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を計上しております。 

  

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物

為替により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しております。 

  

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の処理の方法 

 税抜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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

負ののれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っ

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 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から満期日までの

期間が３ヵ月以内の定期預金であります。  

  



  当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。この適用に伴う影響はありません。 

   

  

  

追加情報

注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度 
（平成22年３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。 

投資有価証券（株式）         百万円 

  

23

2 偶発債務 

保証債務  

得意先のリース債務（１件）       百万円

  

0

  

※3「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 

百万円△204

  

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※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。 

 百万円 16

※2 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。  

貸倒引当金繰入額           百万円 3

役員退職慰労引当金繰入額       百万円 20

給料               百万円 5,019

賞与引当金繰入額          百万円 145

退職給付費用              百万円 275

賃借料                   百万円 3,241

  



  

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※3 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いたしました。 

  

 当社グループは、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 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( 百万円)として特別損失に計上しておりま

す。 

 その内訳は 店舗で、建物 百万円、構築物 百万円、

長期前払費用 百万円であります。 

  

場所 用途 種類 金額 

 宮城県 １店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び長

期前払費用 
 百万円 9

 東京都 ５店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び長

期前払費用 
 百万円 46

 埼玉県 ４店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び長

期前払費用 
 百万円 14

 千葉県 ６店舗 
店舗及び

広告設備 

建物、構築

物及び長期

前払費用 

 百万円 26

 神奈川県２店舗 
店舗及び

広告設備 

建物、構築

物及び長期

前払費用 

 百万円 7

 愛知県 ８店舗 
店舗及び

広告設備 

建物、構築

物及び長期

前払費用 

 百万円 32

 京都府 ２店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び長

期前払費用 
 百万円 16

 大阪府 ７店舗 
店舗及び

広告設備 

建物、構築

物及び長期

前払費用 

 百万円 26

 兵庫県 ３店舗 
店舗及び

広告設備 

建物、構築

物及び長期

前払費用 

 百万円 12

 奈良県 １店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び構

築物 
 百万円 9

 滋賀県 ２店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び構

築物 
 百万円 1

 岡山県 １店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び構

築物 
 百万円 11

 福岡県 ２店舗 
店舗及び

広告設備 

建物及び長

期前払費用 
 百万円 6

合計    百万円 220

220

44 188 14

17



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加132千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加131千株及び単

元未満株式の買取請求による増加1千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

         該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  21,076  －  －  21,076

合計  21,076  －  －  21,076

自己株式                        

普通株式  1,031  132  －  1,164

合計  1,031  132  －  1,164

（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22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  39 利益剰余金  2 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  
  

  

※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22年３月31日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定  7,449

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △3,432

現金及び現金同等物  4,017

  
  



（リース取引関係）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  
  

  

 ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

該当事項はありません。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。 

  

(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 

 217  160  56

ソフトウエア  134  98  35

合計  351  259  91

  

（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。  

  

(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 百万円62

１年超 百万円29

計 百万円91

  

（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。

  

(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 百万円94

減価償却費相当額 百万円94

  

(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、残存価格を零とする定額

法によっております。  

  

  

（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。 

  

  



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1） 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定し、投機的なデリバティブ取引

は行わない方針であります。 

（2） 金融商品の内容及びそのリスク 

外貨建ての現金及び預金については、為替の変動リスクに晒されています。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、在外子会社の営業債

権は、為替の変動リスクに晒されております。 

店舗等の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金は、預託先の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、有価証券運用規程に基づいた範囲で運用している株式や業務上の関係を有する企業の株式

であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほぼ全てが６カ月以内の支払期日であります。また、在外子会

社の営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払法人税等は、その

ほぼ全てが２カ月以内に納付期限が到来するものであります。 

また、これら営業債務及び未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されております。 

当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。 

（3） 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、販売管理規程等に従い、営業債権、敷金及び保証金について、各管理部署が主要な相手先の状

況を定期的にモニタリングし、相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図る等の方法により、信用リスクを管理しております。連結子会社に

ついても、当社の販売管理規程等に準じて、同様の管理を行っております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直す等の方法により、市場価格の変動

リスクを管理しております。 

また、外貨建ての現金及び預金、営業債権、営業債務については、定期的に換算差額を把握し各担当役

員に報告、対応する体制を構築する等の方法により、為替の変動リスクを管理しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループは、営業債務、未払法人税等について、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新する等の

方法により、流動性リスクを管理しております。 

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。 

（金融商品関係）



   

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注）2.

を参照） 

 （注）1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

（1）現金及び預金 

預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

（2）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。なお、連結貸借対照表計上額及び時価については、貸倒引当金を控除しております。 

（3）敷金及び保証金 

これらの時価について、過去の実績等から返還予定時期を見積り、その将来キャッシュ・フローを国

債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。 

（4）投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。 

負債 

（1）支払手形及び買掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

（2）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

  

   2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

上記については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価

証券」には含めておりません。  

  
連結貸借対照表計上額

（百万円）  
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)現金及び預金           7,449          7,449                      －

(2)受取手形及び売掛金          1,093          1,093                      －

(3)敷金及び保証金           5,177          4,750                   △426

(4)投資有価証券                                               

その他有価証券            741           741            －

資産計           14,461          14,035                   △426

(1)支払手形及び買掛金                     753                     753                      －

(2)未払法人税等                     136                     136                      －

負債計                     889                     889                      －

デリバティブ取引             －                      －                      －

区分  連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式                 36



  3．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用してお

ります。 

  
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） 

現金及び預金       7,449               －                －               －

受取手形及び売掛金       1,102               －                －               －

投資有価証券 

その他有価証券のうち 

満期があるもの 

債券（社債）         －               －               400               －

合計            8,551               －               400              －



当連結会計年度（平成22年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

 （注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額36百万円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困

難と認められる事から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

取得原価（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 

(1)株式  130  96  34

(2)債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  408  400  8

③ その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  538  496  42

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  202  260  △58

(2)債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  202  260  △58

合計  741  756  △15

 種類 売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円） 

(1)株式              88                        18                         －

(2)債券       

① 国債・地方債等              －                        －                        －

② 社債                        －                         －                        －

③ その他                        －                        －                        －

(3)その他                        －                        －                        －

合計                        88                        18                        －



（企業結合等関係） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等 

  当社の連結子会社であるネオック株式会社は、平成21年11月10日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社

である九州ネオック株式会社を、平成22年１月１日を合併期日として吸収合併しました。合併の概要は、以下の通り

であります。 

1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日並びに法的形式を含む企業結合の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

  

(2) 企業結合の法的形式 

ネオック株式会社を存続会社、九州ネオック株式会社を消滅会社とする吸収合併であります。 

(3) 結合後企業の名称 

ネオック株式会社 

(4) 合併の目的 

２社を合併することにより、当社グループ内経営組織の合理化を図り、経営の効率化を図ることを目的としてお

ります。 

(5) 合併の期日 

平成22年１月１日 

(6) 合併比率及び合併給付金 

ネオック株式会社及び九州ネオック株式会社は、いずれも当社100％出資（間接を含む）の連結子会社の合併で

あるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株式の発行及び合併交付金の支払はありませ

ん。 

2. 実施した会計処理の概要 

本件吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づき、

共通支配下の取引等の会計処理を行っております。 

  

 商号 ネオック株式会社（存続会社） 九州ネオック株式会社（消滅会社） 

 所在地 大阪市阿倍野区阿倍野元町19番３号 大阪市天王寺区大道４丁目９番12号 

 代表者 下條三千夫 下條三千夫 

 資本金 64百万円 65百万円 

 事業内容 眼鏡の小売 眼鏡の小売 



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 

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 

当連結会計年度（平成22年３月31日現在） 

税金等調整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。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

小売販売事業の売上高、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、営業利益及び全セグメ

ントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

本邦の売上高及び資産は、全セグメントの売上高の合計及び資産の金額の合計に占める割合が90％超である

ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

（税効果会計関係）

  
当連結会計年度 

（平成22年３月31日現在）
      

繰延税金資産 

賞与引当金 

投資有価証券評価損 

貸倒引当金 

少額減価償却資産 

未払事業税 

役員退職慰労引当金 

減損損失 

商品評価損 

繰越欠損金  

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 

前払年金費用 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

百万円58

百万円9

百万円31

百万円11

百万円12

百万円143

百万円172

百万円24

百万円478

百万円17

百万円961

百万円△961

百万円－

百万円△11

百万円△7

百万円△19

  百万円△19

      

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



  

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

２ １株当たり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。 

  

  

（開示の省略） 

 関連当事者との取引、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、賃貸等不動産に関する注記事項に

関しては、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ます。  

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  
  

  

１株当たり純資産額 円1,120.39

１株当たり当期純損失金額 円23.50
  

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。 

  

項目  
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
  

  

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（百万円） 
 22,308   

普通株式に係る純資産額（百万円）  22,308   

差額の主な内訳（百万円）  －   

普通株式の発行済株式数（株）  21,076,154   

普通株式の自己株式数（株）  1,164,482   

1株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（株） 
 19,911,672

  

  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純損失（△）（百万円）             △470

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損失（△） 

（百万円）  
            △470

期中平均株式数（株）           20,023,739

（重要な後発事象）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  
  

  

退職給付制度の改正について 

当社は、退職金制度の一部について、規約型企業年金

制度を採用しておりますが、平成22年５月11日開催の臨

時取締役会において、同制度を廃止し、確定拠出年金制

度及び前払退職金制度へ移行することを決議しました。

新制度移行日は、平成22年８月１日を予定しておりま

す。 

なお、本移行に伴う会計処理については、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 平成14年１月31日）を適用する予定であ

り、本移行に伴う損益に与える影響額については、合理

的に見積もることが困難であるため記載しておりませ

ん。  

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,861 7,190

受取手形 25 25

売掛金 1,139 1,072

商品及び製品 2,874 2,418

原材料及び貯蔵品 21 21

前払費用 117 113

繰延税金資産 80 －

未収入金 15 13

未収還付法人税等 60 －

その他 29 23

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 10,217 10,870

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,638 7,436

減価償却累計額 △4,642 △4,821

建物（純額） 2,995 2,614

構築物 583 569

減価償却累計額 △477 △490

構築物（純額） 106 79

車両運搬具 27 27

減価償却累計額 △23 △25

車両運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 2,599 2,657

減価償却累計額 △2,125 △2,209

工具、器具及び備品（純額） 473 448

土地 2,158 2,135

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 5,739 5,279

無形固定資産   

電話加入権 47 47

ソフトウエア 16 109

その他 － 0

無形固定資産合計 63 157



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 731 753

関係会社株式 214 214

出資金 0 0

関係会社出資金 102 102

破産更生債権等 66 50

長期前払費用 171 138

繰延税金資産 49 －

敷金及び保証金 5,565 5,114

建設協力金 840 715

前払年金費用 89 28

保険積立金 1,127 1,159

その他 30 43

貸倒引当金 △87 △71

投資その他の資産合計 8,902 8,250

固定資産合計 14,705 13,688

資産合計 24,923 24,558

負債の部   

流動負債   

支払手形 241 273

買掛金 519 449

未払金 314 368

未払消費税等 5 42

未払法人税等 － 135

前受金 437 419

預り金 87 82

賞与引当金 145 145

その他 49 35

流動負債合計 1,800 1,952

固定負債   

繰延税金負債 － 19

再評価に係る繰延税金負債 22 18

役員退職慰労引当金 332 353

その他 11 16

固定負債合計 365 408

負債合計 2,166 2,360



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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 － －

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 2,523 2,031

利益剰余金合計 14,751 14,259

自己株式 △796 △861

株主資本合計 26,395 25,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 △15

土地再評価差額金 △3,618 △3,624

評価・換算差額等合計 △3,638 △3,640

純資産合計 22,757 22,197

負債純資産合計 24,923 24,558



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 22,228 20,499

売上原価   

商品期首たな卸高 3,266 2,874

当期商品仕入高 7,024 6,268

合計 10,290 9,142

商品期末たな卸高 2,874 2,418

商品売上原価 7,416 6,724

売上総利益 14,811 13,775

販売費及び一般管理費   

販売手数料 383 351

荷造運搬費 280 256

広告宣伝費 1,493 1,230

貸倒引当金繰入額 － 3

役員報酬 151 141

役員退職慰労引当金繰入額 21 20

給料 5,200 4,931

賞与 255 184

賞与引当金繰入額 145 145

役員退職慰労金 9 －

退職給付費用 240 272

法定福利費 767 704

福利厚生費 49 44

旅費及び交通費 386 343

交際費 12 11

通信費 124 106

水道光熱費 335 297

消耗品費 267 249

租税公課 179 172

減価償却費 508 467

修繕費 96 107

保険料 39 38

賃借料 3,420 3,172

支払手数料 364 326

諸会費 28 26

雑費 393 366

販売費及び一般管理費合計 15,154 13,972

営業損失（△） △342 △196



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 30 21

受取配当金 8 7

経営指導料 22 19

受取家賃 49 49

受取保険金 8 9

業務受託手数料 － 38

雑収入 35 62

営業外収益合計 154 209

営業外費用   

固定資産除却損 102 41

店舗閉鎖損失 25 46

貸倒引当金繰入額 32 －

雑損失 9 6

営業外費用合計 170 94

経常損失（△） △358 △81

特別利益   

投資有価証券売却益 0 18

貸倒引当金戻入額 － 18

特別利益合計 0 37

特別損失   

投資有価証券評価損 36 －

減損損失 240 220

保険解約損 105 －

特別損失合計 382 220

税引前当期純損失（△） △740 △265

法人税、住民税及び事業税 101 107

法人税等調整額 412 125

法人税等合計 514 232

当期純損失（△） △1,254 △497



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

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 －

当期変動額合計 △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



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,954 2,523

当期変動額   

剰余金の配当 △181 －

当期純損失（△） △1,254 △497

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 4 6

当期変動額合計 △1,431 △491

当期末残高 2,523 2,031

利益剰余金合計   

前期末残高 16,182 14,751

当期変動額   

剰余金の配当 △181 －

当期純損失（△） △1,254 △497

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 4 6

当期変動額合計 △1,431 △491

当期末残高 14,751 14,259

自己株式   

前期末残高 △734 △796

当期変動額   

自己株式の取得 △61 △65

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △61 △65

当期末残高 △796 △861

株主資本合計   

前期末残高 27,887 26,395

当期変動額   

剰余金の配当 △181 －

当期純損失（△） △1,254 △497

自己株式の取得 △61 △65

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 4 6

当期変動額合計 △1,492 △557

当期末残高 26,395 25,838



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 66 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 3

当期変動額合計 △86 3

当期末残高 △19 △15

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,614 △3,618

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 △6

当期変動額合計 △4 △6

当期末残高 △3,618 △3,624

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,547 △3,638

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △2

当期変動額合計 △90 △2

当期末残高 △3,638 △3,640

純資産合計   

前期末残高 24,340 22,757

当期変動額   

剰余金の配当 △181 －

当期純損失（△） △1,254 △497

自己株式の取得 △61 △65

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 4 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △2

当期変動額合計 △1,583 △559

当期末残高 22,757 22,197



（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  

税引前当期純損失（△） △740

減価償却費 508

長期前払費用償却額 44

減損損失 240

有形固定資産除却損 106

投資有価証券売却損益（△は益） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △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 △39

投資有価証券評価損益（△は益） 36

売上債権の増減額（△は増加） 124

たな卸資産の増減額（△は増加） 396

仕入債務の増減額（△は減少） △325

未払金の増減額（△は減少） △61

未払消費税等の増減額（△は減少） △26

その他 106

小計 140

利息及び配当金の受取額 31

法人税等の支払額 △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 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 △2,700

定期預金の払戻による収入 501

有形固定資産の取得による支出 △241

有形固定資産の売却による収入 59

投資有価証券の取得による支出 △470

投資有価証券の売却による収入 303

関係会社出資金の払込による支出 △38

その他の支出 △363

その他の収入 841

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,107

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 △61

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △181

財務活動によるキャッシュ・フロー △242

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,276

現金及び現金同等物の期首残高 5,930

現金及び現金同等物の期末残高 3,653



(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

６．その他
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