
   
平成23年５月13日

 

   

 

 
決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家向け） 
  

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
(注)前連結会計年度については連結財務諸表を作成しており、単体のキャッシュ・フローについては開示

を行ってないため、記載を省略しております。 
  

 
 (注)22年３月期については連結での数値となっております。 
  

 

 
  

平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

上 場 会 社 名 株式会社メガネトップ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7541 URL http://www.meganetop.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)冨澤 昌宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)寺澤 章 TEL(054)275－5000  

定時株主総会開催予定日 平成23年６月23日 配当支払開始予定日 平成23年６月24日

有価証券報告書提出予定日 平成23年６月23日

(百万円未満切捨て)

１．平成23年３月期の業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（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 ％

23年３月期 53,052 8.6 5,387 15.5 5,432 14.3 2,677 27.2

22年３月期 48,867 6.6 4,664 △10.4 4,753 △10.6 2,105 △24.6

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 ％ ％ ％

23年３月期 88 79 ― 17.8 18.8 10.2

22年３月期 69 54 69 53 16.1 17.2 9.5

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22年３月期 ―百万円

（２）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

23年３月期 29,982 16,174 53.9 536 79

22年３月期 27,604 13,953 50.5 460 92

(参考) 自己資本 23年３月期 16,174百万円 22年３月期 13,953百万円

（３）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

23年３月期 4,569 △1,258 △1,738 2,867

22年３月期 ― ― ― ―

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

22年３月期 ― 6 00 ― 6 00 12 00 363 15.4 2.5

23年３月期 ― 6 00 ― 18 00 24 00 723 27.0 4.8

24年３月期(予想) ― 6 00 ― 6 00 12 00 11.1

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 28,660 8.3 2,960 21.0 3,045 27.1 1,680 52.3 55 75

通 期 57,300 8.0 5,860 8.8 6,020 10.8 3,270 22.1 108 52

0100538
新規スタンプ



  

 

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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前提に基づいており、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成23年５月17日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使
用する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

４．その他
（１）重要な会計方針の変更
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
 ② ①以外の変更 ： 無

（２）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) 23年３月期 30,328,318株 22年３月期 30,328,318株

② 期末自己株式数 23年３月期 196,323株 22年３月期 55,075株

③ 期中平均株式数 23年３月期 30,153,408株 22年３月期 30,273,577株

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当事業年度におけるわが国経済は、失業率が高水準にあるなど厳しい雇用情勢やデフレの影響など

から足踏み状態にあり、先行き不透明感から個人消費は低迷が続いております。また、平成23年３月11

日に発生した東日本大震災による影響が懸念されるなか、当期末を迎えました。 

 眼鏡業界におきましても、市場全体が縮小傾向にあるなか価格競争等の激化から厳しい状況にありま

す。 

 このような環境のなか、当社は①人材教育 ②広告戦略 ③販売政策 ④商品開発 ⑤店舗展開に重点的

に取り組み、顧客の利便性・満足度の向上に努め、企業力強化を図ってまいりました。 

 平成22年４月より、従来のイメージキャラクターであるペ・ヨンジュン氏に加えベッキー氏を起用し

「いいじゃない！新プライス！新眼鏡市場！」をテーマに新たな販売政策を開始しております。従来の

遠近両用レンズも、超薄型レンズも追加料金０円の販売体制を継続しつつ、１５，７５０円（税込）か

ら提供する新価格体系を導入したことにより、今まで以上に商品バリエーションを充実させてまいりま

した。 

 商品面においては平成22年７月より、超軽量・超弾性ポリアミド樹脂フレーム「フリーフィット」を

販売し、継続して好評をいただいております。 

 店舗展開につきましては、直営では「眼鏡市場」31店舗、「アルク」２店舗の新規出店、「眼鏡市

場」８店舗、「アルク」２店舗の退店を行い、ＦＣでは「眼鏡市場」19店舗の新規出店と「アルク」３

店舗の退店を行っております。 

 一方、利益改善のため、ＰＢ商品の販売強化や低価格セールの回避等、売上総利益率改善や全社的な

コスト削減に努めました。 

 また、東日本大震災による影響につきましては、東北地方、関東地方の一部店舗で店舗設備や商品の

損傷等の被害が発生し、営業の見合わせ、または営業時間の短縮を余儀なくされる店舗が発生いたしま

した（平成23年５月13日現在、休業中店舗、直営４店舗、ＦＣ１店舗）。地震発生により、固定資産除

却損を特別損失として14百万円計上しております。 

 この結果、売上高は53,052百万円、営業利益5,387百万円、経常利益5,432百万円、当期純利益2,677

百万円となりました。 

 

（ご参考） 

 当社は当第1四半期より四半期連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前期の連結業績は、

売上高49,601百万円、営業利益4,770百万円、経常利益4,841百万円、当期純利益2,361百万円でありま

す。 

  

 次期の見通しにつきましては、景気の持ち直しが期待されるものの、東日本大震災の影響による消費

意欲の低下から景気動向は予断を許さない状況にあります。このような状況のなか、当社は商品力の強

化と人材教育のさらなる徹底を図り、お客様の立場に立ったサービスの提供に努めてまいります。ま

た、店舗網の拡充により顧客利便性の向上にも努めてまいります。このような取り組みにより、企業力

の強化と企業価値の向上を図ってまいります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 
(イ)資産 

 流動資産の残高は10,653百万円（前事業年度末は8,126百万円）で、2,526百万円の増加とな
っております。現金及び預金の増加（1,575百万円）、商品及び製品の増加（830百万円）が主
な要因であります。 
 固定資産の残高は19,328百万円（前事業年度末は19,478百万円）で、149百万円の減少とな
っております。有形固定資産の減少（193百万円）が主な要因であります。 

(ロ)負債 
 流動負債の残高は9,708百万円（前事業年度末は9,172百万円）で、535百万円の増加となっ
ております。未払法人税等の増加（529百万円）、賞与引当金の増加（157百万円）、１年内返
済予定の長期借入金の減少（410百万円）が主な要因であります。 
 固定負債の残高は4,099百万円（前事業年度末は4,478百万円）で、379百万円の減少となっ
ております。長期借入金の減少（662百万円）、社債の増加（210百万円）が主な要因でありま
す。 

(ハ)純資産 
 純資産の残高は16,174百万円（前事業年度末は13,953百万円）で、2,221百万円の増加とな
っております。利益剰余金の増加（2,315百万円）が主な要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況 
 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ
1,575百万円増加し、当事業年度末には、2,867百万円となりました。 
 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 なお、前事業年度は連結財務諸表を作成していたため、前年との比較を省略しております。 

(イ)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4,569百万円となり、主な内容は税引前当期純利益4,846百万
円、減価償却費1,216百万円及び法人税等支払額1,766百万円などによるものであります。 

(ロ)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1,258百万円となり、主な内容は有形固定資産の取得による
支出1,058百万円、敷金及び保証金の差入による支出597百万円などによるものであります。 

(ハ)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1,738百万円となり、主な内容は長短借入金にかかる正味返
済による支出1,267百万円、社債の償還による支出430百万円などによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）前連結会計年度まで連結財務諸表を作成していたため、平成22年３月期までは連結ベースの数値、平成23年３

月期は単体ベースの数値にて算出しております。 

  

（２）財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 26.9 37.0 43.1 50.4 53.9

時価ベースの自己資本比率
（％）

93.0 78.3 84.1 67.6 78.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

3.4 2.8 1.5 2.0 1.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

19.4 19.4 33.9 26.1 48.9
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 当社は、株主に対する還元については、経営の 重要課題の一つとして位置づけており、剰余金の

配当については安定性を重視しつつ、より高い水準に引き上げることを目指しております。この方針に

基づき、平成23年３月期の期末配当を検討しましたところ、従前は１株当たり６円を予定しておりまし

たが、当期純利益が公表予想を上回ったこと等を勘案し、特別配当金として12円を加算した18円とする

ことといたしました。この結果当期の配当は中間配当６円に期末配当18円を加えた年間24円となりま

す。 

 次期の配当につきましては、１株当たり12円の普通配当を行う予定であります。また、内部留保資金

につきましては、今後の設備投資等に備えることといたします。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

㈱メガネトップ（7541）平成23年3月期決算短信

- 4 -



  

 当社が認識している事業等のリスクのうち、主なものは以下のとおりであります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものでありま

す。 

  

(法的規制について) 

①コンタクトレンズ販売に関する規制について 

 当社の販売商品のうちコンタクトレンズ販売は、薬事法第39条に基づき高度管理医療機器等

の販売業に該当するため、当社は店舗毎に所在地の都道府県知事に対し、薬事法の規定に基づ

き厚生労働省令で定める高度医療機器販売許可を得たうえで販売を行っております。 

②出店及び増床に関する規制等について 

 当社の出店及び営業に関し、売場面積が1,000㎡以上の店舗については、「大規模小売店舗

立地法」（以下、「大店立地法」という。）の規制を受けます。また、売場面積が1,000㎡未

満の店舗についても、「小売商業活動の調整に関する指導要綱」が制定されている都道府県ま

たは市町村においては、その対象となる事項は各自治体によって異なるものの「大店立地法」

の規制に準じて地元小売業者との調整（開店日、売場面積、閉店時刻等）が必要となります。 

 なお、当社におきましては、平成23年３月末現在「大店立地法」の規制対象になっている独

立店舗はありません。 

(個人プライバシー情報の管理について) 

 現在当社のユーザー情報は、各店より集約し本社にて一括管理をしております。ユーザーの

個人情報は内部で利用することはありますが、広告主を含む外部の関係者に公開することはあ

りません。しかし、これらの情報が何らかの形で外部に洩れたり、悪用されたりする場合、当

社への損害賠償請求や、当社の信用低下等によって業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(店舗展開について) 

 当社は、主に眼鏡小売販売業を営んでおり、従来は郊外型独立店舗を中心としたチェーン展

開や地域集中型によるドミナントエリア形成を基本方針として新規出店を行っておりました

が、近年は駅前立地での新規出店に注力しております。今後も新規出店を推進する方針であ

り、これらの新規出店の動向は当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 具体的には、競合の激しい眼鏡小売業界において多様化する消費者ニーズに対応するため、

フレームとレンズを組み合わせ定額で提供する追加料金０円のメガネショップ「眼鏡市場」

（平成23年３月末現在634店舗）、着替えるメガネをコンセプトにファッション性を重視した

低価格志向で都市部を中心に展開するメガネショップ「アルク」（同46店舗）及びコンタクト

専門店である「レンズスタイル」（同11店舗）、「レンズダイレクト」（同２店舗）により、

コンセプト及び対象顧客等の異なる各種業態の店舗展開を行っております。平成23年３月末現

在における当社全体の店舗数は693店舗となっております。 

(有利子負債の依存度について) 

 当社は、新規出店における設備投資資金及び運転資金につき、長短借入金、社債の発行を中

心とした資金調達によって賄っております。今後、金利が変動した場合、また事業展開の状況

によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(敷金及び保証金について) 

 当社は、主に賃貸借によって多店舗展開を行っている専門店チェーンであります。よって、

新規出店に伴い敷金及び保証金が必要とされます。当事業年度末における敷金及び保証金の残

（４）事業等のリスク
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高は7,468百万円であり、このうち契約期間中での移設・閉店を行った場合、また出店計画を

中止した場合、敷金及び保証金の全額が返還されない可能性があります。今後増加する店舗数

に対し複数の返還不能が起きた場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(経営成績について) 

 眼鏡小売市場は、眼鏡利用人口や眼鏡利用者の消費動向や嗜好変化等により影響を受けてお

ります。当社は、変化する消費者ニーズに合わせ確実に収益をあげることが 重要課題の一つ

であると考えており、「眼鏡市場」及び「アルク」を主力業態と位置づけ店舗展開しておりま

す。 

 今後同業者間の競争激化や消費の低迷による売上の減少等の経営環境の変化が生じた場合に

は経営成績及び財政状態に悪影響が生じ、策定した経営計画との間に重大な相違を生じる可能

性があります。 

(商品調達について) 

 当社の取扱商品のうち中国から輸入しているメガネフレームは、中国の政治・経済情勢等の

変化により商品調達に支障が出た場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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当社の企業集団は、㈱メガネトップ(当社)及び子会社１社並びに関連会社１社で構成されており、主要

な事業内容は眼鏡小売業であります。 

各社の事業内容及び位置付けは、次のとおりであります。 

 
  

上記の企業集団の系統図は次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況

会社名 事業の内容

株式会社メガネトップ（当社） 国内における眼鏡小売業及び眼鏡枠製造並びにその製品の販売

株式会社メガネトップ大分 国内における眼鏡小売業（ＦＣ）

株式会社ティシーシー 広告代理業
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当社は、「新たな付加価値を追求し、地域社会に貢献する革新的な企業でありたい。」を経営理念と

し、行動指針として①コンプライアンス「法令規範を遵守し、誠実に行動する。」②お客様第一主義

「お客様の立場に立って、考え行動する。」③革新への挑戦「旧習にとらわれず、新たなことに挑戦し

続ける。」を掲げ、経営に取り組んでおります。 

  

当社は、継続的な企業価値の向上を目指しております。主な経営指標としては売上高営業利益率、株

主資本利益率（ＲＯＥ）ならびに総資産利益率（ＲＯＡ）を重視しており、常にコスト意識をもって収

益力の向上と経営資源の集中による資本効率・投資効率の向上に努めております。 

  

当社は、「眼鏡市場」、「アルク」を主力業態として展開してまいります。また、競争力の強化を図

るため、店舗運営力の強化を重点課題として、人材育成に一層注力してまいります。そして、さらなる

成長に向け、次の事項に重点を置いて経営を進めてまいります。 

①「眼鏡市場」による業容拡大を図るべく、新店出店と効率的な宣伝活動による認知度の向上に努めて

まいります。 

②アルク事業につきましては、既存店舗の改装などによる活性化を図り、ブランド力・認知度の向上に

努めてまいります。 

  

眼鏡業界における企業間の競争が一層激化する中、経営効率の向上、経営基盤の更なる強化に向けて

取り組むべき課題は、次の通りと考えております。 

①コンプライアンスを重視した経営体制の強化 

②国内外を合わせた商品調達先の開拓及びコスト競争力の強化 

③充実した商品・サービス提供による既存店の活性化 

④「眼鏡市場」の展開、知名度向上 

⑤カジュアルアイウェアショップのアルク事業のプレゼンス強化 

⑥コンタクト事業の強化 

⑦補聴器事業の強化 

⑧フランチャイズ事業の強化 

  

該当事項はありません。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,292,211 2,867,320

売掛金 899,065 1,076,112

商品及び製品 3,916,624 4,746,981

仕掛品 92,060 141,645

原材料及び貯蔵品 63,977 70,736

前渡金 28,094 11,093

前払費用 521,183 521,714

繰延税金資産 425,144 572,203

未収入金 470,596 621,685

関係会社短期貸付金 391,000 －

その他 28,676 25,459

貸倒引当金 △1,808 △1,514

流動資産合計 8,126,825 10,653,438

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 10,787,045 ※2 10,960,727

減価償却累計額 △4,234,355 △4,600,507

建物（純額） 6,552,689 6,360,220

構築物 1,887,703 1,952,121

減価償却累計額 △1,173,402 △1,277,294

構築物（純額） 714,301 674,826

機械及び装置 194,559 199,532

減価償却累計額 △179,912 △185,341

機械及び装置（純額） 14,647 14,190

車両運搬具 61,276 57,015

減価償却累計額 △38,545 △36,762

車両運搬具（純額） 22,731 20,253

工具、器具及び備品 3,101,052 3,465,379

減価償却累計額 △2,219,061 △2,581,090

工具、器具及び備品（純額） 881,991 884,288

土地 ※2 1,938,635 ※2 1,928,135

リース資産 507,436 572,691

減価償却累計額 △114,662 △179,973

リース資産（純額） 392,774 392,718

建設仮勘定 5,502 54,775

有形固定資産合計 10,523,272 10,329,408

㈱メガネトップ（7541）平成23年3月期決算短信

- 9 -



(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

無形固定資産

のれん 16,989 －

借地権 48,621 50,079

ソフトウエア 167,491 110,179

その他 58,777 59,758

無形固定資産合計 291,880 220,017

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 68,721 ※2 53,450

関係会社株式 4,900 4,900

出資金 1,975 －

長期前払費用 477,175 486,509

繰延税金資産 456,778 538,676

敷金及び保証金 ※3 7,445,340 ※3 7,468,759

保険積立金 203,494 －

その他 17,136 240,139

貸倒引当金 △12,563 △13,033

投資その他の資産合計 8,662,958 8,779,402

固定資産合計 19,478,111 19,328,827

資産合計 27,604,937 29,982,266

負債の部

流動負債

買掛金 1,249,851 1,282,636

短期借入金 786,000 690,800

1年内返済予定の長期借入金 ※2 2,190,792 ※2 1,780,388

1年内償還予定の社債 380,000 240,000

リース債務 79,921 84,096

未払金 1,366,091 1,503,038

未払費用 630,303 725,239

未払法人税等 786,264 1,315,603

未払消費税等 176,963 239,102

前受金 432,008 553,721

預り金 319,741 417,309

前受収益 33,595 28,797

賞与引当金 652,584 810,097

役員賞与引当金 36,000 36,000

関係会社整理損失引当金 52,112 －

その他 743 1,573

流動負債合計 9,172,974 9,708,403
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

固定負債

社債 370,000 580,000

長期借入金 ※2 2,866,464 ※2 2,204,406

リース債務 369,261 357,641

役員退職慰労引当金 348,019 377,832

受入敷金保証金 354,392 368,668

その他 170,176 210,663

固定負債合計 4,478,314 4,099,211

負債合計 13,651,288 13,807,614

純資産の部

株主資本

資本金 2,336,771 2,336,771

資本剰余金

資本準備金 2,667,521 2,667,521

資本剰余金合計 2,667,521 2,667,521

利益剰余金

利益準備金 66,517 66,517

その他利益剰余金

別途積立金 3,000,000 3,000,000

繰越利益剰余金 5,919,229 8,234,259

利益剰余金合計 8,985,746 11,300,776

自己株式 △40,531 △128,479

株主資本合計 13,949,507 16,176,588

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,141 △1,937

評価・換算差額等合計 4,141 △1,937

純資産合計 13,953,649 16,174,651

負債純資産合計 27,604,937 29,982,266
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高

製品売上高 2,901,871 2,820,922

商品売上高 45,965,778 50,231,257

売上高合計 48,867,650 53,052,179

売上原価

製品期首たな卸高 451,911 389,178

合併による製品受入高 － 2,523

当期製品製造原価 659,653 590,889

合計 1,111,564 982,591

製品期末たな卸高 389,178 359,533

製品売上原価 722,386 623,057

商品期首たな卸高 3,398,418 3,527,446

合併による商品受入高 － 34,294

当期商品仕入高 14,906,826 16,874,527

合計 18,305,244 20,436,268

商品他勘定振替高 ※1 3,290 －

商品期末たな卸高 3,527,446 4,387,448

商品売上原価 14,774,508 16,048,820

売上原価合計 ※2 15,496,895 ※2 16,671,877

売上総利益 33,370,754 36,380,302

販売費及び一般管理費

販売手数料 1,140,760 1,068,692

広告宣伝費 3,450,003 3,904,476

貸倒引当金繰入額 4,251 －

役員報酬 236,425 259,953

給料及び手当 9,804,197 10,694,928

賞与引当金繰入額 641,773 798,371

役員賞与引当金繰入額 36,000 36,000

退職給付費用 208,160 234,495

役員退職慰労引当金繰入額 46,048 29,812

福利厚生費 1,869,532 2,175,717

消耗品費 943,768 832,788

賃借料 5,193,989 5,628,578

減価償却費 1,171,234 1,153,035

水道光熱費 667,348 730,639

その他 3,292,931 3,445,797

販売費及び一般管理費合計 28,706,425 30,993,287

営業利益 4,664,329 5,387,014
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業外収益

受取利息 45,373 44,498

受取配当金 955 1,038

受取賃貸料 414,240 442,908

その他 127,819 71,320

営業外収益合計 588,389 559,766

営業外費用

支払利息 112,137 82,362

社債利息 12,276 10,439

為替差損 ※3 52,880 ※3 120,794

賃貸収入原価 273,802 276,331

その他 48,466 24,588

営業外費用合計 499,562 514,516

経常利益 4,753,155 5,432,264

特別利益

固定資産売却益 ※4 4,098 ※4 2,835

貸倒引当金戻入額 － 117

特別利益合計 4,098 2,952

特別損失

固定資産除却損 ※5 48,314 ※5 75,423

減損損失 ※6 704,561 ※6 156,572

固定資産臨時償却費 ※7 49,706 ※7 99,893

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 250,734

投資有価証券評価損 － 6,416

関係会社株式評価損 80,000 －

関係会社整理損失引当金繰入額 52,112 －

特別損失合計 934,694 589,039

税引前当期純利益 3,822,559 4,846,178

法人税、住民税及び事業税 1,972,924 2,309,224

法人税等調整額 △255,439 △140,513

法人税等合計 1,717,485 2,168,711

当期純利益 2,105,073 2,677,466
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（注）※ 主な内容は、次のとおりであります。 

 
  

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、ロット別による実際原価計算であります。 

製造原価明細書

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 172,009 25.9 149,571 23.4

Ⅱ 労務費 146,032 22.0 149,521 23.3

Ⅲ 経費 ※ 345,758 52.1 341,381 53.3

  当期総製造費用 663,800 100.0 640,474 100.0

  期首仕掛品たな卸高 87,913 92,060

合計 751,714 732,534

  期末仕掛品たな卸高 92,060 141,645

  当期製品製造原価 659,653 590,889

前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注加工費 289,736 外注加工費 286,712

消耗品費 15,275 消耗品費 15,969

減価償却費 17,628 減価償却費 15,576
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,335,679 2,336,771

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,092 －

当期変動額合計 1,092 －

当期末残高 2,336,771 2,336,771

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,666,429 2,667,521

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,092 －

当期変動額合計 1,092 －

当期末残高 2,667,521 2,667,521

資本剰余金合計

前期末残高 2,666,429 2,667,521

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,092 －

当期変動額合計 1,092 －

当期末残高 2,667,521 2,667,521

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 66,517 66,517

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 66,517 66,517

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 3,000,000 3,000,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000,000 3,000,000

繰越利益剰余金

前期末残高 4,135,541 5,919,229

当期変動額

剰余金の配当 △321,385 △362,436

当期純利益 2,105,073 2,677,466

当期変動額合計 1,783,688 2,315,029

当期末残高 5,919,229 8,234,259
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 7,202,058 8,985,746

当期変動額

剰余金の配当 △321,385 △362,436

当期純利益 2,105,073 2,677,466

当期変動額合計 1,783,688 2,315,029

当期末残高 8,985,746 11,300,776

自己株式

前期末残高 △23,729 △40,531

当期変動額

自己株式の取得 △16,801 △87,948

当期変動額合計 △16,801 △87,948

当期末残高 △40,531 △128,479

株主資本合計

前期末残高 12,180,436 13,949,507

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 2,184 －

剰余金の配当 △321,385 △362,436

当期純利益 2,105,073 2,677,466

自己株式の取得 △16,801 △87,948

当期変動額合計 1,769,070 2,227,081

当期末残高 13,949,507 16,176,588

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,709 4,141

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 432 △6,079

当期変動額合計 432 △6,079

当期末残高 4,141 △1,937

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,709 4,141

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 432 △6,079

当期変動額合計 432 △6,079

当期末残高 4,141 △1,937
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 12,184,146 13,953,649

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 2,184 －

剰余金の配当 △321,385 △362,436

当期純利益 2,105,073 2,677,466

自己株式の取得 △16,801 △87,948

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 432 △6,079

当期変動額合計 1,769,502 2,221,002

当期末残高 13,953,649 16,174,651
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 4,846,178

減価償却費 1,216,389

減損損失 156,572

固定資産臨時償却費 99,893

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 250,734

のれん償却額 16,989

貸倒引当金の増減額（△は減少） △283

賞与引当金の増減額（△は減少） 149,409

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,812

受取利息及び受取配当金 △45,537

支払利息 92,801

為替差損益（△は益） △131

投資有価証券評価損益（△は益） 6,416

固定資産売却損益（△は益） △2,835

固定資産除却損 75,423

売上債権の増減額（△は増加） △148,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △849,878

仕入債務の増減額（△は減少） 32,785

未払消費税等の増減額（△は減少） 58,487

その他 443,734

小計 6,428,187

利息及び配当金の受取額 1,199

利息の支払額 △93,415

法人税等の支払額 △1,766,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,569,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,058,557

有形固定資産の売却による収入 13,335

敷金及び保証金の差入による支出 △597,697

敷金及び保証金の回収による収入 462,288

その他 △78,107

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,258,738
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(単位：千円)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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（△は減少） △195,200

長期借入れによる収入 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △2,222,462

社債の発行による収入 491,460

社債の償還による支出 △430,000

自己株式の増減額（△は増加） △87,948

リース債務の返済による支出 △83,820

配当金の支払額 △360,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,738,369

現金及び現金同等物に係る換算差額 131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,572,223

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,211

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,885

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,867,320
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左

(2)その他有価証券

 時価のあるもの

決算期末の市場価格等に基づく時

価法

  評価差額は、純資産の部に計上

(全部純資産直入法)し、売却原価

は移動平均法により算定

(2)その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

   移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

 時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）

商品、製品、原材料及び仕掛品

移動平均法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）

商品、製品、原材料及び仕掛品

同左

貯蔵品

終仕入原価法

貯蔵品

同左

４ 固定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）

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除

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とお

りであります。

  建物        ８年～47年

  構築物       10年～30年

  工具、器具及び備品 ２年～15年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

定額法によっております。

なお、のれんの償却については、

個別案件ごとの投資効果の発現す

る期間(５年)で償却しておりま

す。また、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

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ます。

(3) リース資産

同左

(4) 長期前払費用

  定額法によっております。

(4) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、以下の方法により貸倒引当

金を計上しております。

  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勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えて、当事業

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) 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、内規に基づく当事業年度末

要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 関係会社整理損失引当金

  関係会社を吸収合併することによ

り発生する損失に備えるため、当

該関係会社の財政状態を勘案し、

損失見積額を計上しております。

───────────────

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては特例処理

の要件を満たしておりますので、

特例処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…金利スワップ取引

  ・ヘッジ対象…有利子負債

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  原則として、ヘッジ対象と高い有

効性があるとみなされるヘッジ手

段を個別対応させて行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

  金利スワップについては特例処理

の要件を満たしておりますので、

有効性の評価を省略しておりま

す。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

───────────────   キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

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。

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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（７）重要な会計方針の変更

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

──────────────── （資産除去債務に関する会計基準等）

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。

 これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益はそ

れぞれ35,058千円、税引前当期純利益は285,792千円減

少しております。

──────────────── （企業結合に関する会計基準等）

 当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企

業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12

月26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20年12月26日）を適用しております。
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表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

──────────────── （貸借対照表）

１  前事業年度まで独立掲記していた「出資金」（当

事業年度1,875千円）は、金額が僅少となっている

ため投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ております。

２  前事業年度まで独立掲記していた「保険積立金」

（当事業年度221,850千円）は、金額が僅少となっ

ているため投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。
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（８）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22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 １ 受取手形割引高は、91,679千円であります。  １ 受取手形割引高は、21,584千円であります。

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

建物 1,287,947千円

土地 1,924,919千円

投資有価証券 30,870千円

計 3,243,736千円

(ロ)上記に対応する債務

1年内返済予定の長期借
入金

385,000千円

長期借入金 1,189,996千円

計 1,574,996千円

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

建物 1,251,003千円

土地 1,924,919千円

投資有価証券 24,192千円

計 3,200,114千円

(ロ)上記に対応する債務

1年内返済予定の長期借
入金

444,984千円

長期借入金 845,012千円

計 1,289,996千円

※３ 敷金及び保証金の中には、建設協力金が

   2,253,618千円含まれております。

※３ 敷金及び保証金の中には、建設協力金が

2,370,178千円含まれております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 商品他勘定振替

   事業譲渡によるものであります。

※１    ──────────────

   

※２ 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。

88,715千円

※２ 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。

91,832千円

※３ 為替差損

    時価評価した長期為替予約（クーポンスワップ

含む）の評価損については、為替差損に含めて表

示しております。

※３ 為替差損

    時価評価した長期為替予約（クーポンスワップ

含む）の評価損については、為替差損に含めて表

示しております。

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

構築物 3,947千円

車両運搬具 150千円

計 4,098千円

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 2,835千円

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 3,469千円

構築物 872千円

機械及び装置 181千円

工具、器具及び備品 6,282千円

敷金及び保証金 17,643千円

店舗撤去費用 17,402千円

その他 2,461千円

計 48,314千円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 24,713千円

構築物 1,573千円

車両運搬具 239千円

工具、器具及び備品 5,005千円

リース資産 1,928千円

敷金及び保証金 8,496千円

店舗撤去費用 31,042千円

その他 2,423千円

計 75,423千円
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前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

 

※６ 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。

   用途 営業店舗（東京都他 17店舗）

 建物 333,842千円

 構築物 15,968千円

 工具、器具及び備品 36,487千円

 リース資産 33,766千円

 その他 62,023千円

 計 482,089千円

   用途 遊休資産（福井県）

 建物 23,596千円

 土地 198,875千円

 計 222,472千円

 当社は、減損損失を認識するにあたり、営業

店舗及び賃貸店舗をキャッシュ・フローを生み

出す 小単位としてグルーピングしており、将

来計画が明確でない遊休資産は個別の資産グル

ープとして取り扱っております。本社及び研修

センター等につきましては、全社資産としてグ

ルーピングしております。グルーピングの 小

単位である店舗において、収益性が著しく低下

した営業店舗17店の帳簿価額及び遊休資産の帳

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（704,561千円）として特別損失に計

上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、正

味売却価額により測定しており、不動産鑑定士

による鑑定評価額によっております。

 

※６ 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。

   用途 営業店舗（東京都他 16店舗）

 建物 119,950千円

 構築物 1,505千円

 工具、器具及び備品 20,014千円

 リース資産 3,033千円

 その他 12,068千円

 計 156,572千円

 当社は、減損損失を認識するにあたり、営業

店舗及び賃貸店舗をキャッシュ・フローを生み

出す 小単位としてグルーピングしており、将

来計画が明確でない遊休資産は個別の資産グル

ープとして取り扱っております。本社及び研修

センター等につきましては、全社資産としてグ

ルーピングしております。グルーピングの 小

単位である店舗において、収益性が著しく低下

した営業店舗16店の帳簿価額を減損損失

（156,572千円）として特別損失に計上しており

ます。

※７ 固定資産臨時償却費

   閉店及び店舗改装を予定している営業店舗の固定

資産につき、今後の使用期間を考慮し、使用予定期

間内の通常の減価償却費相当額を控除した金額を計

上しております。

※７ 固定資産臨時償却費

   閉店及び店舗改装を予定している営業店舗の固定

資産につき、今後の使用期間を考慮し、使用予定期

間内の通常の減価償却費相当額を控除した金額を計

上しております。
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(変動事由の概要)  

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加                     9,574株 

 単元未満株式の買取りによる増加        13,585株 

  

   

  

   

(変動事由の概要)  

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  合併に反対する株主からの買取りによる増加 139,700株 

  単元未満株式の買取りによる増加         1,548株 

  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 31,916 23,159 ─ 55,075

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,328,318 ― ― 30,328,318

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 55,075 141,248 ― 196,323

３ 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年６月24日 
定時株主総会

普通株式 181,639 6 平成22年３月31日 平成22年６月25日

平成22年11月５日 
取締役会

普通株式 180,797 6 平成22年９月30日 平成22年12月10日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 542,375 18 平成23年３月31日 平成23年６月24日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

当事業年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

 

※１ 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

現金及び預金勘定 2,867,320千円

現金及び現金同等物 2,867,320千円

  ２ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

は、それぞれ72,738千円であります。
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

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

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

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

 

建物 
(千円)

車両 
運搬具 
(千円)

工具、器具 

及び備品 

(千円)

合計 
(千円)

取得価額 

相当額
845,183 13,659 952,126 1,810,968

減価償却 

累計額 

相当額

409,979 10,710 549,030 969,720

減損損失 

累計額 

相当額

─ ─ 53,863 53,863

期末残高 

相当額
435,203 2,949 349,232 787,385

 

建物 
(千円)

車両 
運搬具 
(千円)

工具、器具 

及び備品 

(千円)

合計 
(千円)

取得価額 

相当額
845,183 5,267 865,450 1,715,900

減価償却 

累計額 

相当額

455,856 3,511 641,719 1,101,086

減損損失 

累計額 

相当額

― ― 54,174 54,174

期末残高 

相当額
389,326 1,755 169,557 560,639

 

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年以内 237,857千円

１年超 631,926千円

合計 869,783千円

リース資産減損勘定の残高

40,725千円

 

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年以内 215,768千円

１年超 415,893千円

合計 631,662千円

リース資産減損勘定の残高

22,963千円

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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 270,481千円

リース資産減損勘定の取崩額 14,050千円

減価償却費相当額 242,142千円

支払利息相当額 17,628千円

減損損失 26,882千円

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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 250,870千円

リース資産減損勘定の取崩額 19,699千円

減価償却費相当額 221,334千円

支払利息相当額 13,131千円

減損損失 1,937千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  ……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。

  利息相当額の算定方法

  ……リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

  利息相当額の算定方法

  ……リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。
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前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

(1)リース資産の内容

・有形固定資産

 主として、店舗における検眼機器類（工具、器

具及び備品）であります。

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

(1)リース資産の内容

・有形固定資産

 主として、店舗における検眼機器類（工具、器

具及び備品）であります。

・無形固定資産

 主として、ソフトウェアであります。

・無形固定資産

 主として、ソフトウェアであります。

(2)リース資産の減価償却の方法

 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。

(2)リース資産の減価償却の方法

 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。

２.オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年以内 620,986千円

１年超 1,802,625千円

合計 2,423,611千円

２.オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年以内 446,351千円

１年超 1,565,745千円

合計 2,012,097千円
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前事業年度(平成22年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 4,900千円）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ことから、記載しておりません。 

  

当事業年度(平成23年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 4,900千円）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ことから、記載しておりません。 

  

２ その他有価証券 
  

 
（注） 非上場株式（貸借対照表計上額 16,991千円）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

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

３ 減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、有価証券について6,416千円（その他有価証券6,416千円）減損処理を行っ

ております。 

(有価証券関係)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

取得原価
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 36,459 39,674 △3,215

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 36,459 39,674 △3,215

合計 36,459 39,674 △3,215
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１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 

  

 
（注） 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

金利関連 

  

 
（注） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

区分 種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超(千円)

時価 
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引 
以外の取引

クーポン 
スワップ取引

受取米ドル・支払円 6,879,100 6,879,100 △154,850 △154,850

為替予約取引

買建・米ドル 113,190 51,450 △22,242 △22,242

合計 6,992,290 6,930,550 △177,092 △177,092

ヘッジ会計の 
方法

種類 主なヘッジ対象
契約額等
(千円)

契約額等のうち 
１年超(千円)

時価
(千円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動 長期借入金 1,405,000 685,000 （注）
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１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定拠出年金制度及びいわゆる前払退職金制度を選択制にて導入しております。 
  

２ 退職給付費用に関する事項 

 
  

(退職給付関係)

当事業年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

① 前払退職金 105,607千円

② 確定拠出年金掛金 133,634千円

退職給付費用 239,241千円
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

賞与引当金 259,337千円

建設協力金 114,226千円

未払事業税 65,188千円

減損損失累計額 523,474千円

役員退職慰労引当金 138,303千円

その他 212,365千円

繰延税金資産小計 1,312,895千円

評価性引当額 △275,486千円

繰延税金資産合計 1,037,408千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

賞与引当金 321,932千円

建設協力金 124,823千円

未払事業税 103,632千円

減損損失累計額 482,119千円

役員退職慰労引当金 150,150千円

資産除去債務 112,345千円

その他 243,963千円

繰延税金資産小計 1,538,967千円

評価性引当額 △266,219千円

繰延税金資産合計 1,272,747千円

  (繰延税金負債)

建設協力金 △147,236千円

のれん △6,751千円

その他 △1,496千円

繰延税金負債合計 △155,485千円

繰延税金資産の純額 881,923千円

 

  (繰延税金負債)

建設協力金 △161,867千円

繰延税金負債合計 △161,867千円

繰延税金資産の純額 1,110,880千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.7％

(調整)

住民税均等割 4.6％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.9％

評価性引当額の増減 △2.1％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

44.9％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.7％

(調整)

住民税均等割 4.0％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

44.8％
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(1)取引の概要 

①結合当事企業の名称及び事業の内容 

 名   称：㈱フィットミー（当社の連結子会社） 

 事業の内容：国内における眼鏡の販売 

②企業結合日 

 平成22年４月１日 

③企業結合の法的形式 

 ㈱メガネトップ（当社）を存続会社、㈱フィットミー（当社の連結子会社）を消滅会社とする吸収

合併であります。なお、合併による新株の発行及び資本金の増加はありません。 

④結合後企業の名称 

 ㈱メガネトップ（当社） 

⑤その他取引の概要に関する事項 

 眼鏡小売業における今後のさらなる競争激化や急速な環境変化に対し、経営資源の集中と経営の効

率化を図るため、完全子会社である㈱フィットミーを吸収合併いたしました。 

  

(2)実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26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20年12月26

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  

(企業結合等関係)

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

共通支配下の取引等
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Ⅰ  当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当社の報告セグメントは、各種眼鏡等の店頭販売のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため記

載を省略しております。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。 

  

(関連情報)

(単位：千円)

フレーム レンズ
コンタクト
レンズ

コンタクト備品 その他 合計

外部顧客への売上高 22,977,514 18,317,004 7,693,593 276,166 3,787,901 53,052,179
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当社の報告セグメントは、各種眼鏡等の店頭販売のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため記

載を省略しております。 

  

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当社の報告セグメントは、各種眼鏡等の店頭販売のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため記

載を省略しております。 

  

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  関連会社に関する事項 

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である

ため、記載を省略しております。 

  

２  開示対象特別目的会社に関する事項 

該当事項はありません。 

(持分法投資損益等)
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)
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（注）１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

  

   １ １株当たり純資産額 

 
  

   ２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
   

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 460円92銭 １株当たり純資産額 536円79銭

１株当たり当期純利益 69円54銭 １株当たり当期純利益 88円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
69円53銭

潜在株式調整後１株当たり当期利益額については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

 当社は、平成21年４月１日付で普通株式１株に対し

1.3株の割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前事業年度の（１株当たり情報）は以下のとお

りであります。

１株当たり純資産額 402円37銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
92円22銭

１株当たり当期純利益 92円30銭

項目
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 13,953,649 16,174,651

普通株式に係る純資産額(千円) 13,953,649 16,174,651

普通株式の発行済株式数(株) 30,328,318 30,328,318

普通株式の自己株式数(株) 55,075 196,323

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) 30,273,243 30,131,995

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 2,105,073 2,677,466

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,105,073 2,677,466

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 30,273,577 30,153,408

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(株) 
新株予約権

  
 

1,967

  
 

―

普通株式増加数(株) 1,967 ―

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

────── ──────
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

㈱フィットミーとの合併について

 当社は平成22年１月26日開催の取締役会決議により、

平成22年４月1日を効力発生日として当社の完全子会社

である㈱フィットミーと合併し、資産、負債及び権利義

務の一切を引継いでおります。

(1)合併の目的

 当社は眼鏡小売業における今後のさらなる競争激化や

急速な環境変化に対し、経営資源の集中と経営の効率化

を図ることを目的としております。

(2)合併の方法及び合併契約の内容

①合併の方法

 当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条

第３項に定める簡易合併ならびに、同法第784条第１項

に定める略式合併）で、㈱フィットミーは解散いたしま

す。

②合併に際して交付する株式その他の対価及びその割当

並びに資本金及び準備金

 ㈱フィットミーの全株式は当社が保有しているため、

本合併に際して株式その他の対価を㈱フィットミーの株

主に対して交付せず、資本金及び準備金の額の増加をし

ておりません。

(3)会計処理の概要

 企業結合会計上、共通支配下の取引に該当しておりま

す。

(4)被合併会社の規模（平成22年３月期）

              （単位：千円）

㈱フィットミー

売上高 777,918

経常利益 88,168

当期純利益 124,324

純資産額 △52,112

総資産額 517,583

────────────────
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。  

  

②その他の役員の異動（平成23年６月23日付予定） 

    新任取締役候補 

    蓬生 満 （現 企画本部長） 

  

該当事項はありません。  

  

５．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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