
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 三城ホールディングス 上場取引所 東 
コード番号 7455 URL http://www.paris-miki.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 多根 裕詞
問合せ先責任者 （役職名） IRチーフ （氏名） 森 京子 TEL 03-6408-8628
定時株主総会開催予定日 平成22年6月24日 配当支払開始予定日 平成22年6月25日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

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） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 56,299 △2.5 △543 ― △172 ― △233 ―
21年3月期 57,745 △9.6 △800 ― △1,034 ― △3,204 ―

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 △4.53 ― △0.5 △0.3 △1.0
21年3月期 △62.21 ― △6.6 △1.8 △1.4
（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 51,673 43,602 83.9 841.77
21年3月期 53,729 45,359 84.0 875.87
（参考） 自己資本  22年3月期  43,348百万円 21年3月期  45,109百万円

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 2,156 △1,643 △1,694 17,546
21年3月期 △589 1,195 △2,438 18,658

2.  配当の状況 

 

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 ― 15.75 ― 15.75 31.50 1,622 ― 3.3
22年3月期 ― 15.75 ― 15.75 31.50 1,622 ― 3.7
23年3月期 
（予想） ― 9.00 ― 9.00 18.00 ―

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

31,371 6.7 1,001 47.6 944 7.7 851 44.7 16.53

通期 60,547 7.5 371 ― 454 ― 31 ― 0.60



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）  有  

（注）詳細は、6 ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(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株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 2社 （社名 株式会社三城、株式会社金鳳堂 ） 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 56,057,474株 21年3月期 56,057,474株
② 期末自己株式数 22年3月期 4,559,943株 21年3月期 4,554,457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 1,612 △96.9 173 ― 266 ― △1,373 ―
21年3月期 52,287 △9.0 △633 ― △359 ― △2,955 ―

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 △26.68 ―
21年3月期 △57.38 ―

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 41,462 41,219 99.4 800.42
21年3月期 51,829 44,218 85.3 858.55
（参考） 自己資本 22年3月期  41,219百万円 21年3月期  44,218百万円

※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、
様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページから４ページをご参照下さい。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当連結会計年度における国内経済は、政府の経済対策効果もあり底打ち感がでてきたものの、収入環境が大幅に改

善したとは言えず、小売業におきましても物価下落傾向は継続し、回復基調と言えるまでに至りませんでした。 

国内の物価下落傾向は購買力の向上に繋がっているとは言いがたく、むしろ節約意識に繋がっていると思われ、消

費マインドが上向く為には、単なる価格戦略というものを見直す動きもみられています。  

当社グループにおきましても、価格競争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、お求めやすい価

格の設定はもちろん、付加価値の高いものを分かりやすく提案し、よりお客様の豊かな生活に繋げられるよう取組ん

でまいりました。 

主要子会社であります㈱三城におきましては、不採算店の整理を積極的に行い、計画通りの80店を閉店し、新規出

店におきましては25店舗をオープンしました。 

なお、2010年１月29日に㈱金鳳堂の事業を譲受けたため、国内の店舗はさらに24店舗増加しております。  

営業施策としましては、分かりやすくお求めやすい「３ラインの価格設定」の導入の一方で、お求めやすい中にも

日本製にこだわるなど品質の追求も行ってまいりました。そして生活スタイルや具体的シーンに合わせた提案を行う

新たなレンズ「らくらく君シリーズ」をさらに追加し、それぞれの要望やシーンごとに快適な使用ができるよう進化

させてきました。また「らくらく君シリーズ」につきましては、専門誌や新聞紙面への掲載により、専門性のアピー

ルを行ったところ反響を得ており、広くアピールするだけでなく、お客様の確実なニーズに応えるためにはニッチと

思われていた市場の開拓も必要であり、そこに手ごたえを感じております。 

また、2009年10月にこだわりを持ったお客様の究極の満足にお応えする店舗として「ＭＩＫＩＳＳＩＭＥＳ ＧＩ

ＮＺＡ」店をオープンしました。仮縫いメガネを作成の上、完全オーダーメイドのメガネ、他にない商品と空間を提

供し、お客様に心から喜んでいただける店作りを他にも波及させていくための実験店舗として位置づけています。 

新規の取組みとしましては、金鳳堂の事業を譲受けたことにより、今まで三城にはご来店いただけていなかった客

層へのアプローチが行えるようになったことと、取引商品の幅を広げることができました。今後は今まで以上にお客

様の高い要望に応えることができるよう、お互いの良い点を享受できると考えています。  

海外子会社におきましては、世界的に景気が回復しているとはいえない中、中国、韓国を中心としたアジア法人が

堅調なものの、全般的には厳しい結果となりました。特にオーストラリア法人は推進している不採算店の閉鎖に伴う

費用の影響と為替の影響で営業損失が増加しました。しかしながら、主に投資運用を行っておりましたスイス法人を

2008年11月に譲渡したため、海外子会社の当期純利益は昨年を上回る結果となっております。 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高56,299百万円（前期比2.5％減）、営業損失543百万円（前年

度は営業損失800百万円）、経常損失172百万円（前年度は経常損失1,034百万円）、当期純損失233 百万円（前年度

は当期純損失3,204百万円）となりました。 
  

所在地別セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

①日本 

 国内売上高は50,216百万円（前年同期比3.5％減）、営業損失398百万円となりました。 

②その他の地域 

 国内以外の売上高は6,493百万円（前年同期比2.8％増）、営業損失328百万円となりました。 

  

②次期の見通し 

純粋持株会社体制への移行により、2009年４月１日に三城ホールディングスとして新たな一歩を踏み出し、新規事

業展開も視野に入れ、よりお客様の視点に立ち、豊かさの提案ができる企業グループとなることを目指してまいりま

した。また、金鳳堂の事業を譲受けたことにより、今までのサービスをさらに高めていけるようになると考えていま

す。  

㈱三城につきましては、前年度に引続き不採算店の見直しを積極的に行い、一店一店がお客様の豊かさのために充

分な提案ができるよう体制を見直し、強化してまいります。新規出店につきましては、ショッピングセンターを中心

に競争力のある立地への出店に注力し、20店を見込んでおります。また、明確なコンセプトのもと、業態を見直す店

舗も検討しており、退店は60店を計画しております。 

また、世界的なデザイナーチームとの共同プロジェクトにより一部実験展開しておりました新店舗デザインによる

大型改装も計画しており、一部その要素を取入れブランドイメージを統一させていく店舗も併せて、150店以上の改

装を計画しております。 

販売戦略としましては、今までの広告宣伝の概念を見直し、ＷＥＢやモバイルによる展開を計画しており、既に実

験的に実行中でもありますが、若い世代から、その影響を受け広がりつつある中高年世代への新たなアプローチを積

極的に行い、今まで三城にご来店いただけていなかった方への来店動機につなげることを目指しております。 

１．経営成績



今後、長寿社会日本において、お客様の生活に豊かさを感じられるような提案ができるよう、品質の良さと顧客視

点に立った接客をさらに強化してまいります。 

新たな展開としましては、異業種との連携によりその業種ごとに求められている眼鏡機能の追求や付加価値の高い

高機能レンズなどの商品開発を行うための部門を設け、メーカーとも協力し本当に満足していただける商品の追求を

してまいります。 

また、2010年１月29日に金鳳堂の事業を譲受けましたが、今までご来店いただけていなかった客層へのアプローチ

が行える上、三城の商品力やおもてなしの追求により、売上高に貢献すると見込んでおります。利益面に関しては改

善の余地があり、大きく貢献するには今しばらく時間がかかるとみております。  

海外子会社につきましては、国や地域における店舗の選択と集中を行います。特にオーストラリアにつきまして

は、不採算店の閉鎖をさらに推し進め再建に努めてまいります。またアジアなどは景気回復基調にあり、特に中国に

おきましては拡大の余地が大きく、新たに設立しました２社（さらに１社設立予定）によって今までの眼鏡事業に留

まらない展開を進めてまいります。 

以上、連結業績におきましては、海外子会社の改善改革と、金鳳堂の事業譲受けによる売上増を見込んでおります

が、費用構造の見直しなどを進めつつも、既存店の立て直しのため積極的な改装費用も見積もっており、売上高

60,547百万円（前期比7.5％増）、営業利益371百万円、経常利益454百万円、当期純利益31百万円を見込んでおりま

す。 

なお、2010年４月１日以後開始する事業年度から適用される資産除去債務に関する会計基準につきましては、現在

影響額の精査を行っております。そのため次期業績の見通しにはこの会計基準の変更に伴う影響額は含まれておりま

せんが、第１四半期連結会計期間の決算において計上する予定です。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度の総資産におきましては、前連結会計年度末残高に対して2,055百万円減少して、51,673百万円と

なりました。これは主に、流動資産における現金及び預金が1,161百万円、固定資産における敷金及び保証金が696百

万円減少したことによるものです。 

 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299百万円減少して、8,070百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が256百万円減少したことによるものです。 

 純資産におきましては、前連結会計年度末残高に対して1,756百万円減少して、43,602百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金が1,856百万円減少したことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計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1,111百万円減少し、17,546百万円とな

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2,156百万円となりました。この内訳の主なものは、減価償却費及びその他の償

却費1,402百万円、その他の資産の減少781百万円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1,643百万円となりました。この内訳の主なものは、事業譲受による支出1,163百

万円、有形固定資産の取得による支出1,031百万円によるものです。 

（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1,694百万円となりました。これは主に、配当金の支払い1,625百万円によるもの

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。 

 （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。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  85.8  84.0  83.9

時価ベースの自己資本比率（％）  123.7  82.4  89.6



(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、2010年５月14日開催の取締役会決議により、１株につき15円75銭とし、平成22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31円50銭（中間配当金15

円75銭、期末配当金15円75銭）となります。 

今後につきましては、さらなる長期成長に向けた抜本的な構造改革のための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を考慮し配当政策を実施していく方針であり、2011年3月期の年間配当金は、１株につき

18円（中間配当金9円、期末配当金9円）を予定しております。 

(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。 

  



  

2009年４月１日をもって当社のグループ本社機能及び米国シアトル支店を除くすべての事業会社機能を法人として

分離し、眼鏡等の国内小売事業部門及び間接部門（業務サポート機能）を「株式会社三城」に、店舗開発・店舗管理

事業部門を「株式会社グレート」にそれぞれ承継させる会社分割を行い純粋持株会社体制へ移行し、同日付で当社の

商号を「株式会社三城ホールディングス」に変更いたしました。 

  

  

  

  

   

 当連結会計年度における主要な関係会社の異動は以下のとおりです。 

2010年１月29日に金鳳堂の眼鏡事業等を譲受け、連結子会社「株式会社金鳳堂」として事業を開始いたしましたの

で企業集団に追加しております。 

２．企業集団の状況



  

  

   

(1）会社の経営の基本方針 

純粋持株会社体制への移行を機に、『プライム― 上級の信頼づくり』、『社員の自立』、『他にない創造』を行

動指針として掲げ、よりスピーディで適切なお客様への対応、自立型の経営者の創出、さらにこれからの時代の新し

い問題を解決する新規事業の創造を推進してまいります。そして世界中のお客様『お一人おひとりにお合わせする』

ことを極めながら、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。

  

(2）目標とする経営指標 

目標とする経営指標は本来、売上や利益ではなく、個々のお客様との 上級の信頼づくりを行うことだと考えてお

ります。ただ、あえて『売上＝お客様との信頼や共感の総和』という意味で申し上げれば、2020年に国内眼鏡事業、

海外眼鏡事業、そして新規事業を合わせて20億ドル規模のスケール感を持ちたいと考えております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

まずは選択と集中を行うことで個々の店舗や事業の魅力を向上させるとともに、他にない、新しい、魅力的なサー

ビス、商品、価格、店舗等々を創造しつづけることでお客様のご満足だけでなく、驚きや感動を体験していただきた

いと思っております。そして、本当の豊かさの追求とその豊かさについてお客様に提案できる企業グループとなるこ

とが経営戦略の根底にあります。 

海外におきましては、特にアジア市場は今後 も成長が期待できる市場であり、現在の経済情勢は、そこでの展開

を進める大きなチャンスでもあります。世界をリードする欧米の競合他社が苦戦する中、唯一当社がお客様の支持を

得られている市場でもあり、日本ならではのおもてなしの精神と、ハイテク技術を駆使するとともに、お客様に合わ

せた業態を創造することで新たな市場を創造してまいります。  

また、長寿化や環境問題、世界的な格差問題など、人類にとっても新しい、重要な課題に直面する中、これらの問

題解決に役立つ新しいサービスを、われわれ独自の方法で、お一人おひとりにお合わせするこだわりを持って創造し

ていきたいと思っております。そのためには異業種を含めたＭ＆Ａ等の手段やコラボレーションなども積極的にとり

行い、メガネに並ぶ新しい柱として成長し、将来株式公開を目指せる多数の企業が出現することを目指してまいりま

す。  

以上の実現のためにも、しっかりとした理念を持った、自立した経営者の育成が何よりも重要と考えており、国籍

や性別にかかわらず広く人材を登用し、任せていくことで未来を創り上げる人材を育成してまいります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

会社が対処すべき課題は多岐にわたり、世界的な経済危機や、紛争などの混乱は今後も想定されますが、常にお客

様の視点に立った姿勢を持ち続けることで、世界中で受け入れられる企業になれると考えています。 

また当連結会計年度の赤字という状況だからこそ、『第一にお客様とその未来のために』、『第二に社員とその未

来のために』、『第三に企業とその未来のために』という優先順位をしっかり持って、より本質的、長期的、客観的

な視点を持ちながら課題の対応に当たってまいりたいと思っております。  

さらに、創業80周年を迎え、競争力のある企業グループとなるためには、会社組織や本部機能のあり方、販売管理

費構造の見直しなど、抜本的な構造改革が課題と認識しております。本部機能を集約したことにより、問題点もより

明確になってきていますので、今後検討を重ね、改善を図ってまいります。  

  

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）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

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 18,363 17,201

売掛金 2,313 2,835

有価証券 609 610

商品 8,878 8,271

貯蔵品 913 914

繰延税金資産 1,278 1,464

未収還付法人税等 609 5

その他 1,266 1,239

貸倒引当金 △20 △18

流動資産合計 34,212 32,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,903 13,008

工具、器具及び備品 7,956 8,089

土地 1,051 1,051

リース資産 179 368

建設仮勘定 42 29

その他 33 33

減価償却累計額 △15,127 △15,498

有形固定資産合計 7,039 7,081

無形固定資産   

のれん 149 481

その他 396 384

無形固定資産合計 545 865

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  245 ※1  317

長期貸付金 139 129

敷金及び保証金 10,284 9,588

建設協力金 999 786

繰延税金資産 48 39

その他 225 ※1  352

貸倒引当金 △11 △10

投資その他の資産合計 11,932 11,202

固定資産合計 19,517 19,150

資産合計 53,729 51,673



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

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 2,050 1,794

リース債務 36 76

未払金 2,241 2,283

未払法人税等 203 123

未払消費税等 3 138

賞与引当金 1,274 1,121

店舗閉鎖損失引当金 926 744

その他 1,162 1,151

流動負債合計 7,899 7,432

固定負債   

リース債務 63 232

退職給付引当金 28 25

役員退職慰労引当金 23 30

その他 355 349

固定負債合計 470 637

負債合計 8,369 8,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 41,153 39,297

自己株式 △8,389 △8,393

株主資本合計 45,494 43,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 27

為替換算調整勘定 △394 △313

評価・換算差額等合計 △384 △285

少数株主持分 249 253

純資産合計 45,359 43,602

負債純資産合計 53,729 51,673



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 57,745 56,299

売上原価 17,986 17,643

売上総利益 39,759 38,656

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,880 2,617

広告宣伝費 1,522 1,556

給料手当及び賞与 16,767 16,245

賞与引当金繰入額 1,274 1,121

役員退職慰労引当金繰入額 16 9

福利厚生費 2,490 2,452

退職給付費用 536 525

減価償却費 1,503 1,308

賃借料 8,760 8,941

その他 ※1  4,806 ※1  4,422

販売費及び一般管理費合計 40,559 39,199

営業損失（△） △800 △543

営業外収益   

受取利息 106 46

受取賃貸料 71 80

有価証券運用関係収益 183 －

為替差益 － 101

受取手数料 － 47

商品材料処分益 78 －

その他 171 107

営業外収益合計 612 382

営業外費用   

支払利息 1 －

有価証券運用損 340 －

為替差損 425 －

支払手数料 42 －

その他 35 11

営業外費用合計 845 11

経常損失（△） △1,034 △172

特別利益   

関係会社株式売却益 147 －

その他 0 －

特別利益合計 147 －



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  130 ※2  43

減損損失 ※3  560 ※3  1

店舗解約損失金 34 6

投資有価証券評価損 4 2

店舗閉鎖損失引当金繰入額 926 138

役員退職慰労金 12 －

特別損失合計 1,669 192

税金等調整前当期純損失（△） △2,556 △364

法人税、住民税及び事業税 326 142

法人税等調整額 366 △178

法人税等還付税額 △54 △92

法人税等合計 639 △128

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △3

当期純損失（△） △3,204 △233



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 5,901 5,901

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,901 5,901

資本剰余金   

前期末残高 6,829 6,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,829 6,829

利益剰余金   

前期末残高 46,745 41,153

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △3,204 △233

自己株式の処分 △0 △0

連結子会社の増加による減少高 － △0

連結子会社の減少による増加高 46 －

当期変動額合計 △5,591 △1,856

当期末残高 41,153 39,297

自己株式   

前期末残高 △8,387 △8,389

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 △8,389 △8,393

株主資本合計   

前期末残高 51,088 45,494

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △3,204 △233

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 0 0

連結子会社の増加による減少高 － △0

連結子会社の減少による増加高 46 －

当期変動額合計 △5,593 △1,860

当期末残高 45,494 43,634



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 22 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 18

当期変動額合計 △13 18

当期末残高 9 27

為替換算調整勘定   

前期末残高 963 △394

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,357 80

当期変動額合計 △1,357 80

当期末残高 △394 △313

評価・換算差額等合計   

前期末残高 986 △384

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,370 99

当期変動額合計 △1,370 99

当期末残高 △384 △285

少数株主持分   

前期末残高 341 249

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91 4

当期変動額合計 △91 4

当期末残高 249 253

純資産合計   

前期末残高 52,415 45,359

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △3,204 △233

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 0 0

連結子会社の増加による減少高 － △0

連結子会社の減少による増加高 46 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,462 103

当期変動額合計 △7,055 △1,756

当期末残高 45,359 43,602



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△） △2,556 △364

減価償却費及びその他の償却費 1,510 1,402

減損損失 560 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △125 △152

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28 7

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 916 25

受取利息及び受取配当金 △116 △47

支払利息 1 －

為替差損益（△は益） 425 △17

有価証券運用損益（△は益） 340 －

関係会社株式売却損益（△は益） △147 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 130 43

投資有価証券評価損益（△は益） 4 2

その他の特別損益（△は益） △67 △2

売上債権の増減額（△は増加） 209 △193

たな卸資産の増減額（△は増加） △786 669

その他の資産の増減額（△は増加） △221 781

仕入債務の増減額（△は減少） △47 △412

その他の負債の増減額（△は減少） △100 △25

その他 △3 △1

小計 △111 1,708

利息及び配当金の受取額 116 44

利息の支払額 △1 －

法人税等の支払額 △919 △180

法人税等の還付額 326 583

営業活動によるキャッシュ・フロー △589 2,156



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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) 

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 △7 △18

定期預金の払戻による収入 － 70

有形固定資産の取得による支出 △1,520 △1,031

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △135 △0

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  2,306 －

長期貸付けによる支出 △16 △6

長期貸付金の回収による収入 70 27

敷金及び保証金の差入による支出 △380 △399

敷金及び保証金の回収による収入 751 755

建設協力金の支出 △22 △8

建設協力金の回収による収入 192 162

事業譲受による支出 － ※3  △1,163

その他 △40 △163

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,195 △1,643

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却・取得（純額） △2 △4

配当金の支払額 △2,436 △1,625

その他 － △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,438 △1,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △359 68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,191 △1,113

現金及び現金同等物の期首残高 20,850 18,658

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 2

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  18,658 ※1  17,546



 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 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 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 

PARIS MIKI S.A.R.L. 

OPTIQUE PARIS-MIKI (S) PTE. LTD. 

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. 

 PARIS MIKI(INTERNATIONAL)SAは,平

成20年11月28日付にて当社が所有する

株式をすべて売却したため、当連結会

計年度末より連結の範囲から除外して

おります。 

18社 

 連結子会社は次のとおりであります。 

㈱三城 

㈱グレート 

㈱金鳳堂  

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 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 

上海巴黎三城実業有限公司  

DIANE OPTICAL INC. 

  

当社が平成21年４月１日付で純粋持株

会社体制に移行したことに伴い、眼鏡事

業を承継した株式会社三城分割準備会社

を連結の範囲に含めております。 

また、前連結会計年度において非連結

子会社でありました株式会社オプトレー

ベルは、重要性が増したため、連結の範

囲に含めております。 

なお、平成21年４月１日付で株式会社

三城分割準備会社は株式会社三城に、ま

た、株式会社グレート建設は、株式会社

グレートにそれぞれ商号変更しておりま

す。 

また、平成22年１月29日付で株式会社

オプトレーベルは、株式会社金鳳堂に商

号変更しております。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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）非連結子会社の数 ４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 

㈱三城分割準備会社  

㈱三城MD 

㈱オプトレーベル 

６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 

㈱三城MD  

㈱MIKIKI 

上海巴黎三城食品銷售有限公司 

上海巴黎三城金銀飾品有限公司 

KIMPO-DO (MALAYSIA) SDN BHD 

(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４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。 

 非連結子会社６社はいずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会社

（㈱オーナーズ・サポーター、㈱三城分

割準備会社、㈱三城MD、㈱オプトレーベ

ル）は、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、㈱三城

MD、㈱MIKIKI、上海巴黎三城食品銷售有

限公司、上海巴黎三城金銀飾品有限公

司、KIMPO-DO (MALAYSIA) SDN BHD）は、

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。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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．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、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 

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。 

 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 

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.及び上海巴黎三

城実業有限公司の決算日は12月31日であ

ります。 

 また、PARIS-MIKI INTERNATIONAL 

GmbH、MIKI, INC.、PARIS-MIKI LONDON 

LTD.、OPTIQUE PARIS-MIKI(S) PTE.LTD.

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。 

なお、従来、決算日が２月28日であっ

た株式会社グレートについては、決算日

を３月31日に変更したことにより、当連

結会計年度は平成21年３月１日から平成

22年3月31日までの13か月間を連結して

おります。 

  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

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）          ― 

  

  (2）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

(2）          ― 

  

  (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               ― 

  時価法   

  ③ たな卸資産 

商品 

 主として移動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） 

③ たな卸資産 

商品 

 主として移動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） 

  貯蔵品 

 主として移動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） 

貯蔵品 

 主として移動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） 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号  平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。  

  

(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（リース資産を除く） 

 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（リース資産を除く） 

 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 万円以上 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。 

10 20

  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 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（リース資産を除く） 

同左 

  

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

③ リース資産 

同左 

  ④ 長期前払費用 

 当社では、定額法により償却してお

ります。 

④ 長期前払費用 

同左 

(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 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 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。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

 国内連結子会社では、従業員の退職

給付に備えるため、連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。 

④ 退職給付引当金 

 一部の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。 

  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。 

⑤ 役員退職慰労引当金  

同左 

  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。 

⑥ 店舗閉鎖損失引当金 

同左 

(4）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。 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については、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。 

 同左  

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 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 



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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

 (リース取引に関する会計基準) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、前連結会計年

度末における未経過リース料期末残高相当額を取得価額と

し、期首に取得したものとしてリース資産に計上する方法

によっております。 

 これに伴う、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。  

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失に与える影響はありません。 

  

────── 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） ────── 

1． 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞ

れ8,487百万円、894百万円であります。 

  

２． 前連結会計年度において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収還付法人税等」（前連

結会計年度145百万円）については、当連結会計年度

において、金額的重要性が増したため、区分掲記して

おります。 

  

 ────── （連結損益計算書） 

      前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「受取手数料」（前連結会

計年度15百万円）については、当連結会計年度におい

て、営業外費用の100分の10を超えたため、区分掲記

しております。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

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） 百万円13 投資有価証券（株式） 百万円37

  投資その他の資産のその他

（出資金） 

百万円13

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       百万円28 リース保証債務       百万円4

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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．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    187百万円 一般管理費に含まれる研究開発費     百万円180

※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 

建物及び構築物     87百万円

器具備品 23 

その他    0 

計  111

除却損 

建物及び構築物 百万円23

工具、器具及び備品  11

計  34

売却損 

器具備品 19百万円

計  19

売却損 

工具、器具及び備品 百万円8

計  8



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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  ※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  

海老名店（神奈川

県海老名市）他

126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 

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  

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。 

(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      百万円398

 構築物    32

 器具備品    130

  計    560

(3) 減損損失の内訳 

 建物  百万円1

(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。 

(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1.99％で割り引いて算

定しております。 

(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・フローを割り引いて算定してお

ります。 



前連結会計年度（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 

 （注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取による増加２千株であり、減少０千株は、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 

(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 

（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  56,057  －  －  56,057

合計  56,057  －  －  56,057

自己株式         

普通株式  4,552  2  0  4,554

合計  4,552  2  0  4,554

  
（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５月22日 

取締役会 
普通株式  1,622  31.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年11月13日 

取締役会 
普通株式  811  15.75 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（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21年５月15日 

取締役会 
普通株式  811 利益剰余金  15.75 平成21年３月31日 平成21年６月24日



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増加は、単元未満株式の買取によるものであり、減少は、単元未満株式の買増によるもの

であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
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  4,554  5  0  4,559

合計  4,554  5  0  4,559

  
（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21年５月15日 

取締役会 
普通株式  811  15.75 平成21年３月31日 平成21年６月24日 

平成21年11月12日 

取締役会 
普通株式  811  15.75 平成21年９月30日 平成21年12月９日 

  
（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５月14日 

取締役会 
普通株式  811 利益剰余金  15.75 平成22年３月31日 平成22年６月25日



   リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、金融商品、企業結

合等、賃貸等不動産及び関連当事者との取引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。    

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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．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      18,363百万円

有価証券      609 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
-314 

現金及び現金同等物 18,658 

現金及び預金       百万円17,201

有価証券        610

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
 -265

現金及び現金同等物  17,546

  

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

連結子会社PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SAの株

式売却により連結子会社でなくなったことに伴う

売却時の資産及び負債の内訳並びに当該会社の株

式の売却額と売却による収入は次のとおりであり

ます。 

  

────── 

  

流動資産 2,621百万円

固定資産  3 

流動負債 -29 

株式売却益     147 

株式の売却価額 2,742 

現金及び現金同等物 -435 

差引：売却による収入  2,306 

 

  

────── 

  

※３．当連結会計年度に事業の譲受により増加した資産

及び負債の主な内訳  

    ㈱金鳳堂の事業の譲受に伴う資産及び負債の内

訳並びに事業の譲受による支出（純額）との関係

は次のとおりであります。 

 
  

流動資産 百万円578

固定資産  366

流動負債  -149

のれん  372

事業の譲受価額   1,167

現金及び現金同等物  3

差引：事業の譲受のための

支出 
   1,163

（開示の省略）



前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)及び当連結会計年度(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。 

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 （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、238百万円であり、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）及び為替換算調整勘定であります。 

 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) 

 （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、320百万円であり、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）及び為替換算調整勘定であります。 

（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

  
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  51,615  6,130  57,745  －  57,745

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 419  185  605  △605  －

計  52,034  6,316  58,351  △605  57,745

営業費用  52,695  6,499  59,194  △648  58,546

営業損失（△）  △660  △183  △843  43  △800

Ⅱ 資産  51,279  4,456  55,736  △2,007  53,729

  
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  49,971  6,328  56,299  －  56,299

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 244  165  410  △410  －

計  50,216  6,493  56,709  △410  56,299

営業費用  50,614  6,822  57,437  △593  56,843

営業損失（△）  △398  △328  △727  183  △543

Ⅱ 資産  49,014  4,552  53,566  △1,893  51,673



 前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 （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。 

 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) 

 （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。 

ｃ．海外売上高

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  6,130  6,130

Ⅱ連結売上高（百万円）    57,745

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.6  10.6

  その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円）  6,328  6,328

Ⅱ連結売上高（百万円）    56,299

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.2  11.2



 （注）１株当たり当期純損失金額（△）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 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 875.87円 

１株当たり当期純損失金額（△） △62.21円 

 なお、潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 841.77

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △4.53

 なお、潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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株当たり当期純損失金額（△） 

        
           

当期純損失（△）（百万円）  △3,204  △233

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）  △3,204  △233

期中平均株式数（千株）  51,504  51,501

             

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）  －  －

（うち新株予約権）  －  －

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15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 個、目的とな

る株式の数 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14,386個、目的と

なる株式の数1,438千株） 

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827個、目的となる

株式の数82千株） 

6,694

669

平成15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 個、目的とな

る株式の数 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 個、目的と

なる株式の数 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 個、目的となる

株式の数 千株） 

6,543

654

14,062

1,406

797

79



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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） 

────── 無担保社債の発行ならびに短期借入金の新規借入について

 当社は、平成22年３月16日開催の取締役会決議に基づ

き、以下のとおり運転資金を目的とする無担保社債の発行

ならびに短期借入金の新規借入を実施いたしました。 

１．無担保社債の発行  

(1)発行する社債の種類 

無担保変動利付社債（(株)三井住友銀行保証付および適

格機関投資家限定） 

(2)発行価額 

額面100円につき100円 

(3)発行総額 

25億円 

(4)利率 

各利息期間に適用される利率は６ヶ月円TIBORとする 

(5)利払方式 

年２回（６ヶ月毎後払い） 

(6)償還方法 

満期一括償還（５年債） 

(7)発行の時期 

平成22年４月１日 

(8)担保の内容 

物上担保は付されておらず、また特に留保されている資

産はない。 

(9)引受人 

(株)三井住友銀行 

(10)資金の使途 

運転資金 

２．短期借入金の新規借入 

(1)借入金額 

15億円 

(2)借入先の名称 

(株)三井住友銀行 

(3)利率 

年利0.550％（変動金利） 

(4)実行日 

平成22年４月１日 

(5)返済期限 

平成23年３月31日 

(6)資金の使途 

運転資金 

  



 （注）「その他」には、宝飾品、既製老眼鏡等が含まれております。 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 構成比 売上高 構成比 

    ％   ％

フレーム 17,744 30.7  17,368 30.9

レンズ 26,226 45.4  25,157 44.7

サングラス 2,566 4.5  2,371 4.2

コンタクトレンズ 2,952 5.1  3,035 5.4

コンタクトレンズ備品 882 1.5  751 1.3

補聴器 3,818 6.6  3,993 7.1

その他 3,555 6.2  3,621 6.4

合計 57,745 100.0  56,299 100.0



６．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 17,080 9,084

売掛金 2,496 9

有価証券 609 610

商品 7,381 81

貯蔵品 919 －

前渡金 5 －

前払費用 609 31

繰延税金資産 1,274 16

関係会社短期貸付金 47 110

未収還付法人税等 609 －

その他 522 161

貸倒引当金 △73 －

流動資産合計 31,482 10,106

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,206 2,534

減価償却累計額 △8,235 △1,095

建物（純額） 3,971 1,438

構築物 1,248 －

減価償却累計額 △935 －

構築物（純額） 312 －

車両運搬具 8 －

減価償却累計額 △8 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 6,576 37

減価償却累計額 △5,117 △20

工具、器具及び備品（純額） 1,459 16

土地 1,051 1,051

リース資産 179 －

減価償却累計額 △79 －

リース資産（純額） 100 －

建設仮勘定 18 －

有形固定資産合計 6,914 2,507

無形固定資産   

商標権 9 8

ソフトウエア 121 8

電話加入権 170 170

無形固定資産合計 301 186



（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 232 98

関係会社株式 1,011 26,467

出資金 1 －

関係会社出資金 658 658

長期貸付金 42 3

従業員長期貸付金 93 4

関係会社長期貸付金 143 1,096

長期前払費用 55 134

繰延税金資産 34 －

敷金及び保証金 9,800 286

建設協力金 999 5

その他 149 144

貸倒引当金 △11 △142

関係会社投資損失引当金 △80 △95

投資その他の資産合計 13,130 28,663

固定資産合計 20,346 31,356

資産合計 51,829 41,462

負債の部   

流動負債   

支払手形 266 －

買掛金 1,360 13

リース債務 36 －

未払金 2,136 118

未払費用 149 3

未払法人税等 194 10

未払消費税等 － 6

前受金 611 12

預り金 168 9

賞与引当金 1,270 26

店舗閉鎖損失引当金 926 －

その他 48 0

流動負債合計 7,168 201

固定負債   

リース債務 63 －

預り保証金 355 5

役員退職慰労引当金 23 30

繰延税金負債 － 5

固定負債合計 442 41

負債合計 7,611 243



（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 5,901 5,901

資本剰余金   

資本準備金 6,829 6,829

資本剰余金合計 6,829 6,829

利益剰余金   

利益準備金 582 582

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 5,270 3,270

圧縮積立金 5 5

別途積立金 34,290 31,290

繰越利益剰余金 △3,500 △1,496

利益剰余金合計 39,867 36,871

自己株式 △8,389 △8,393

株主資本合計 44,208 41,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 11

評価・換算差額等合計 9 11

純資産合計 44,218 41,219

負債純資産合計 51,829 41,462



（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 52,287 320

営業収益   

経営指導料 － 971

賃貸収入 － 319

営業収益合計 － 1,291

売上高及び営業収益合計 52,287 1,612

売上原価   

商品期首たな卸高 6,814 －

当期商品仕入高 16,512 －

合計 23,326 －

商品期末たな卸高 7,381 －

売上原価 15,945 104

売上総利益 36,342 1,508

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,874 11

貸倒引当金繰入額 57 －

荷造運搬費 353 6

広告宣伝費 1,385 11

役員報酬 120 90

給料及び手当 13,755 269

賞与 1,471 29

賞与引当金繰入額 1,270 26

福利厚生費 2,271 78

退職給付費用 543 21

減価償却費 1,399 64

賃借料 7,617 263

リース料 20 －

水道光熱費 954 6

研究開発費 187 22

その他 2,693 432

販売費及び一般管理費合計 36,975 1,335

営業利益又は営業損失（△） △633 173



（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 91 32

有価証券利息 2 1

受取配当金 3 1

受取賃貸料 84 19

為替差益 － 15

受取手数料 15 0

商品材料処分益 78 －

還付加算金 － 18

その他 66 4

営業外収益合計 342 94

営業外費用   

為替差損 41 －

その他 27 1

営業外費用合計 68 1

経常利益又は経常損失（△） △359 266

特別利益   

関係会社株式売却益 147 －

その他 0 －

特別利益合計 147 －

特別損失   

固定資産除売却損 144 －

減損損失 525 －

店舗解約損失金 44 －

投資有価証券評価損 4 2

関係会社株式評価損 433 249

関係会社投資損失引当金繰入額 23 38

貸倒引当金繰入額 － 142

役員退職慰労金 12 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 926 －

特別損失合計 2,114 433

税引前当期純損失（△） △2,326 △167

法人税、住民税及び事業税 293 2

法人税等調整額 390 1,296

法人税等還付税額 △54 △92

法人税等合計 628 1,206

当期純損失（△） △2,955 △1,373



（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 5,901 5,901

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,901 5,901

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,829 6,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,829 6,829

資本剰余金合計   

前期末残高 6,829 6,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,829 6,829

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 582 582

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 582 582

その他利益剰余金   

海外投資積立金   

前期末残高 3,220 3,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,220 3,220

配当平均積立金   

前期末残高 2,270 5,270

当期変動額   

配当平均積立金の積立 3,000 －

配当平均積立金の取崩 － △2,000

当期変動額合計 3,000 △2,000

当期末残高 5,270 3,270

圧縮積立金   

前期末残高 6 5

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △1 －



（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) 

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 5 5

別途積立金   

前期末残高 38,290 34,290

当期変動額   

別途積立金の取崩 △4,000 △3,000

当期変動額合計 △4,000 △3,000

当期末残高 34,290 31,290

繰越利益剰余金   

前期末残高 888 △3,500

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 1 －

配当平均積立金の積立 △3,000 －

配当平均積立金の取崩 － 2,000

別途積立金の取崩 4,000 3,000

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △2,955 △1,373

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △4,388 2,003

当期末残高 △3,500 △1,496

利益剰余金合計   

前期末残高 45,257 39,867

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △2,955 △1,373

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △5,389 △2,996

当期末残高 39,867 36,871

自己株式   

前期末残高 △8,387 △8,389

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 △8,389 △8,393

株主資本合計   

前期末残高 49,600 44,208

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △2,955 △1,373



（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) 

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5,391 △3,000

当期末残高 44,208 41,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 20 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 1

当期変動額合計 △10 1

当期末残高 9 11

評価・換算差額等合計   

前期末残高 20 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 1

当期変動額合計 △10 1

当期末残高 9 11

純資産合計   

前期末残高 49,620 44,218

当期変動額   

剰余金の配当 △2,433 △1,622

当期純損失（△） △2,955 △1,373

自己株式の取得 △2 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 1

当期変動額合計 △5,402 △2,998

当期末残高 44,218 41,219



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

注記事項

（重要な後発事象）

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） 

会社分割による純粋持株会社体制への移行について 

 当社は、平成21年３月18日開催の当社臨時株主総会決議

に基づき、平成21年４月１日付で純粋持株会社体制へ移行

するため会社分割を実施するとともに、同日付で商号を株

式会社三城ホールディングスに変更いたしました。 

会社分割の概要は以下のとおりであります。 

(1)会社分割の目的 

当社が会社分割を行い、今後の成長を支える経営組織体制

として純粋持株会社体制に移行する目的は以下のとおりで

す。 

 ①お客様への価値創造 

 ②自立経営者・社員の育成 

 ③三城ならではの事業展開 

(2)会社分割の方法 

当社を分割会社とし、株式会社三城分割準備会社及び株式

会社グレート建設を承継会社とする物的分割であります。

(3)株式の割当 

株式会社三城分割準備会社が発行する普通株式499,980株

及び株式会社グレート建設が発行する普通株式2,000株

は、すべて当社に対して割当交付しております。 

(4)会計処理の概要 

企業結合会計上、本分割は共通支配下の取引に該当いたし

ます。 

無担保社債の発行ならびに短期借入金の新規借入について

 当社は、平成22年３月16日開催の取締役会決議に基づ

き、以下のとおり運転資金を目的とする無担保社債の発行

ならびに短期借入金の新規借入を実施いたしました。 

１．無担保社債の発行  

(1)発行する社債の種類 

無担保変動利付社債（(株)三井住友銀行保証付および適

格機関投資家限定） 

(2)発行価額 

額面100円につき100円 

(3)発行総額 

25億円 

(4)利率 

各利息期間に適用される利率は６ヶ月円TIBORとする 

(5)利払方式 

年２回（６ヶ月毎後払い） 

(6)償還方法 

満期一括償還（５年債） 

(7)発行の時期 

平成22年４月１日 



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） 

(5)分割した資産及び負債 

（承継会社①）株式会社三城分割準備会社 

（承継会社②）株式会社グレート建設 

  

(6)分割会社（当社）の概要 

商号   株式会社三城ホールディングス 

事業内容 純粋持株会社 

設立年月 昭和25年１月27日 

本店   東京都中央区銀座二丁目７番17号 

代表者  代表取締役社長 多根 裕詞 

資本金  5,901百万円 

(7)分割承継会社の概要 

（承継会社①） 

商号   株式会社三城分割準備会社 

     （平成21年４月１日付で「株式会社三城」へ商

     号変更） 

事業内容 眼鏡等の国内小売事業及び業務サポート機能 

設立年月 平成21年１月15日 

本店   東京都中央区銀座二丁目７番17号 

代表者  取締役社長 中尾 文彦 

資本金  100百万円（平成21年４月１日現在） 

（承継会社②） 

商号   株式会社グレート建設 

     （平成21年４月１日付で「株式会社グレート」

     へ商号変更） 

事業内容 総合建設業・内装仕上業、店舗開発・店舗管理

事業 

設立年月 昭和47年９月25日 

本店   兵庫県姫路市飾磨区野田町40番地    

代表者  代表取締役社長 永田 俊郎 

資本金  100百万円（平成21年４月１日現在） 

（資産の部）    

流動資産   百万円15,778

固定資産   百万円15,153

資産合計   百万円30,932

（負債の部）    

流動負債   百万円6,496

固定負債   百万円349

負債合計   百万円6,846

（資産の部）    

流動資産   百万円62

固定資産   百万円12

資産合計   百万円74

（負債の部）    

流動負債   百万円12

固定負債  －百万円

負債合計   百万円12

(8)担保の内容 

物上担保は付されておらず、また特に留保されている資

産はない。 

(9)引受人 

(株)三井住友銀行 

(10)資金の使途 

運転資金 

２．短期借入金の新規借入 

(1)借入金額 

15億円 

(2)借入先の名称 

(株)三井住友銀行 

(3)利率 

年利0.550％（変動金利） 

(4)実行日 

平成22年４月１日 

(5)返済期限 

平成23年３月31日 

(6)資金の使途 

運転資金 



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

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22年６月24日付予定） 

棚 田 真 文 （現 上海巴黎三城眼鏡有限公司 総経理、巴黎三城光学（中国）有限公司 董事） 

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

７．その他
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