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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 11,809 6.1 218 65.1 164 120.8 114 △5.5
22年3月期 11,128 12.9 132 ― 74 ― 121 ―

（注）包括利益 23年3月期 118百万円 （―％） 22年3月期 140百万円 （―％）

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 14.93 ― 2.1 1.1 1.9
22年3月期 15.80 ― 2.3 0.5 1.2

（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

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 14,792 5,524 37.3 717.29
22年3月期 15,480 5,444 35.2 706.91

（参考） 自己資本   23年3月期  5,524百万円 22年3月期  5,444百万円

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

23年3月期 1,890 △14 △1,227 999
22年3月期 469 △726 254 351

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 38 31.6 0.7
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 38 33.5 0.7
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 27.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 6,000 1.0 50 96.1 20 582.6 10 △76.1 1.30
通期 12,500 5.8 260 18.9 200 21.9 140 21.9 18.18
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細につきましては、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 9,112,000 株 22年3月期 9,112,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,409,727 株 22年3月期 1,409,607 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 7,702,315 株 22年3月期 7,702,408 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,630 5.7 291 91.8 249 127.6 179 14.2
22年3月期 9,108 17.3 152 ― 109 ― 156 ―

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

23年3月期 23.26 ―
22年3月期 20.36 ―

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 14,150 5,531 39.1 718.15
22年3月期 14,608 5,387 36.9 699.43

（参考） 自己資本 23年3月期  5,531百万円 22年3月期  5,387百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、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き
は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年5月17日付で公表いたしました平成23年3月期通期業績予想を、平成23年5月12日付で修正を行っております。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の1～5ページを参照して下さい。 
また、当社は平成23年６月10日（金）に機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料につきましては、開催後速や
かにＴＤｎｅｔに開示し、当社ホームページにも掲載いたします。 

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) 4,900 1.6 60 △13.7 30 △47.4 20 △80.5 2.60
通期 10,500 9.0 250 △14.4 200 △19.9 140 △21.9 18.18
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、大企業を中心とした企業収益に回復基調が見られるものの、円高の進行

やデフレの影響等により、先行きの不透明感は払しょくされないまま推移をいたしました。また、東日本大震災の

発生により、今後の景況感や企業経営への様々な影響が懸念されます。 

コンタクトレンズや眼鏡業界におきましても、小売市場における販売競争激化に伴い販売価格の低下が長期化す

る等、厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、平成23年３月期を『事業基盤強化と次の成長へのチャレ

ンジ』の基点の年とし、収益体質の強化のため、ＵＶカット機能付き、高度近視対応や遠近両用等のコンタクトレ

ンズの新商品投入による商品スペック多様化や子会社小売店舗の販売力アップに取組んでまいりました。 

この結果、１日使い捨てコンタクトレンズが牽引役となり、コンタクトレンズ全体で前期比9.6％の売上増加と

なりました。また、眼鏡事業における新作フレームを中心とした売上計画の達成等もあり、当連結会計年度の売上

高は11,809百万円（前期比6.1％増）となりました。利益につきましては、売上高増加によって粗利益も181百万円

増加し、営業利益218百万円（前期比65.1％増）、経常利益164百万円（前期比120.8％増）と伸長したものの、グ

ループ全体の収益基盤健全化のため、子会社の不採算店舗に因る減損損失の計上や東日本大震災の支援物資等によ

る特別損失の発生により、当期純利益においては114百万円（前期比5.5％減）と若干の減益となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

（コンタクトレンズ・ケア用品） 

コンタクトレンズ・ケア用品につきましては、「シードワンデーピュア」の取扱施設数増加や高度近視対応のた

めの販売度数の拡大、また、「シードファイン」シリーズ（１日使い捨て・２週間交換・１ヶ月）をＵＶカット機

能付きに刷新し、売上の拡大に努めてまいりました。また、主力生産拠点である鴻巣研究所のＩＳＯ取得やＣＥマ

ークの適合等、海外輸出体制の準備や海外販路開拓に向けた準備も一方で進めてまいりました。  

この結果、「シードワンデーピュア」、「シード２ウィークファイン」が伸長し、売上高は9,688百万円（前年

同期比6.1％増）となりました。海外進出の準備に係る諸費用や薬物放出制御（ＤＤＳ）機能を備えたコンタクト

レンズの開発費用等の増加もありましたが、生産工程の改善による原価低減効果と増産施策が奏功し、営業利益は

592百万円（前期比20.7％増）となりました。 

（眼鏡） 

 眼鏡につきましては、主力フレームの「ビビッドムーン」や「プラスミックス」を柱にし、新規取扱施設の拡大

や既存取扱施設への販売施策提案を積極的に進めてまいりました。この結果、小売市場における価格低下等の厳し

い市況の中、新作フレームを中心とした売上計画の達成や新宿タワービジョンの出店効果等により、売上高は

1,386百万円（前年同期比12.1％増）となりました。これにより粗利益も確保され、営業利益は18百万円（前年同

期営業損失3百万円）となりました。 

（その他） 

その他につきましては、子会社の携帯電話部門にいてスマートフォンによる売上増がありましたものの、買替え

サイクル長期化や、眼内レンズ市場における販売競争激化等により、売上高は734百万円（前年同期比3.3％減）、

営業損失は76百万円（前年同期営業損失51百万円）となりました。 

②次期の見通し 

今後の景気見通しにつきましては、従来からの景気の先行不透明感による個人消費の伸び悩みや、業界内の企業

間競争激化等に加え、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による電力供給削減に伴う生産体制の影響

や不要不急の選別消費の浸透による個人消費の減速、さらに東北圏における眼鏡等の消費意欲減退が懸念され、依

然として不透明な経営環境が続くものと予測されます。当社グループといたしましては、平成24年３月期を「スピ

ードを更に上げて成長に挑む」年とし、以下の施策に着手し、事業基盤の更なる強化を目指してまいります。 

  

・歩留、直行率向上等による原価低減 

・広告宣伝費の投下と徹底した個別店舗戦略の展開及び新規取扱施設の獲得 

・数種類の新商品発売等商品施策の遂行 

・海外輸出体制の本格稼働 

・子会社の小売店舗の新規出店と不採算店舗の退店ならびに本部コストの削減  

・物流経費や固定費の削減継続  

  

１．経営成績
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以上により、平成24年３月期の業績は、売上高12,500百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益260百万円（前年

同期比18.9％増）、経常利益200百万円（前年同期比21.9％増）、当期純利益140百万円（前年同期比21.8％増）を

見込んでおります。 

  

なお、先に発生しました東日本大震災による、当社グループ従業員や建物及び設備等への甚大な被害は受けてお

りませんが、震災に起因する電力使用量削減や、一部資材の調達困難等については、平成23年３月期には、その影

響が顕在化しておりません。しかしながら、平成24年３月期には未だ明確な計量は出来てはおりませんが、相応の

影響があるものと認識しております。重大な影響を与える事象が生じた場合には、速やかに適時開示をしてまいり

ます。  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産の残高は、14,792百万円となり、前連結会計年度末から688百万円の減少となり

ました。主な要因として、鴻巣研究所における生産設備の減価償却をはじめとした有形固定資産の減少694百万円

（7,648百万円から6,953百万円）によるものであります。 

 負債につきましては、当連結会計年度末の残高は9,267百万円となり、768百万円の減少となりました。主な要因

として、社債の発行による増加が2,800百万円あった一方、長短借入金の減少3,322百万円（7,591百万円から4,269

百万円）や社債の償還500百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、当連結会計年度末の残高は5,524百万円となり、79百万円の増加となりました。これ

は、繰越利益剰余金の増加によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べて648百万円増加し999百万円

となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、1,890百万円（前期469百万円の収入）となりました。これは主に、製商品の在

庫圧縮効果や減価償却費の内部留保効果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、14百万円（前期726百万円の支出）であります。これは主に、有形固定資産や

投資有価証券の取得によるものであります。 

（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、1,227百万円（前期254百万円の収入）であります。これは主に、借入金の返済

や社債の一部前倒し償還によるものであります。 

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

(注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

(株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出） 

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 

  

  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（％）  34.5  35.0  37.3

時価ベースの自己資本比率（％）  13.6  16.4  14.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  3.7  15.2
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に配当支払を安定的に実施することを重

要課題とし、経営体質強化と事業拡大のための内部留保確保等を勘案した上で、利益還元を継続していくことを基本

方針としております。 

 経営成績は、ようやく黒字化基調を維持することができましたものの、利益率は回復過程にあり、かつ、借入金等

の比率も未だ高い水準にあります。これらを勘案しつつ安定配当の継続を実施するという観点から、当期は従来の配

当水準を踏まえ１株につき５円の配当を行います。 

 次期につきましては、同様の経営課題が継続するとの観点から、１株につき年間５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に影響を及ぼす可能性のある事項については、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

①業界動向 

当社グループの主要事業であるコンタクトレンズ・ケア用品事業は、高度管理医療機器、医薬品、医薬部外品に

該当し、薬事法の規制の下で成り立っております。近年、医療業界においては、目まぐるしく法改正が実施されて

おり、今後の改正内容如何によっては、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

②新製品開発力 

 当社グループは、市場のニーズに応えるべく製品の研究開発に取り組んでおりますが、法改正や急速な市場変化

により様々なリスクが発生し、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

・長期的な投資や資源の大量投下が、新技術や新製法の確立に必ずつながるものではありません。 

・市場のニーズに合致する新製品や新技術等を的確に予想できるとは限りません。 

・当社が開発した新技術や新製法が、独自の知的財産権として保護される保障はありません。 

③製品の欠陥 

当社グループのコンタクトレンズは、総合研究所（埼玉県桶川市）、鴻巣研究所（埼玉県鴻巣市）において、厚

生労働省の許認可による製法に基づいて製造されております。しかし、全ての製品に欠陥がないという保障はあり

ません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、全てをカバーできるとは考えられず、今

後、大規模な製造物責任賠償につながる製品欠陥は、多額のコスト増加や企業評価・信頼性を損なうこととなり、

当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

④知的財産保護の限界 

当社グループの技術とノウハウの一部を使って、第三者が類似した、もしくは当社グループよりも優れた製品を

製造することを効果的に阻止はできない可能性があります。また、当社グループの将来の技術や製法、製品が他社

の知的財産権を侵害している可能性も考えられます。 

⑤災害や停電等 

当社総合研究所及び鴻巣研究所は、製造ラインの中断による生産能力の低下を抑止するため、また、周辺地域へ

の安全対策として、定期的な災害防止検査と設備点検を行い万全を期しておりますが、完全に防止・軽減できると

いう保障はありません。 

 万が一、大規模な地震の発生や近隣の火災等により操業を中断するような事象が発生した場合は、コンタクトレ

ンズの生産能力が低下する可能性があります。 

（東日本大震災に起因するリスク） 

福島第一原子力発電所事故に伴う夏の電力不足対応として、東京電力管内の企業や家庭に対し、15％の使用量削

減が正式決定となりました。自家発電装置の導入の検討等、生産数量体制を維持するための諸対策を講じてはおり

ますが、この電力使用量削減により、予定された生産数量を下回る、または、新製品の投入時期が遅れる等の可能

性も考えられます。 

さらに、震災の影響に伴い、一部設備の修繕を夏期に実施する予定ですが、この修繕の予定が延びることも考え

られ、生産計画に遅れが生じるリスクもあります。 

また、原材料の調達につきましても、現時点では当面の供給量は確保できておりますが、供給元サプライチェー

ンに支障が出た場合は、原材料の供給が遅れる等生産能力に影響を与える可能性もあります。   

⑥情報漏洩 

当社グループは、お客様の個人情報を取扱うことがあり厳重な管理体制をしいておりますが、万が一外部への漏

洩事故が発生した場合には、損害賠償責任を負うばかりか社会的信用を失うこととなり、当社グループの経営成績

に重大な影響を与える可能性があります。 
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当社グループは、当社及び子会社５社により構成されており、コンタクトレンズの研究開発及び製造販売と、コン

タクトレンズケア用品、眼鏡、その他商品の販売を主たる業務としております。  

 事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

 なお、当社グループが営んでいる事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。 

 以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

（注）㈱シードアイサービスと㈱メガサーチは、平成23年４月１日付にて、㈱シードアイサービスを存続会社とする吸収

合併方式により合併をし、㈱メガサーチは解散いたしました。   

２．企業集団の状況

区分 取扱品目 主な会社 

コンタクトレンズ・ケア用品事業     

コンタクトレンズ 

ハード系、ソフト系、ディスポー

ザブル（使い捨て）レンズ及びそ

の関連事業 

当社、㈱タワービジョン、㈱新宿

タワービジョン、㈱シードアイサ

ービス、 

コンタクトレンズケア用品 
保存液、洗浄液、酵素洗浄液、化

学消毒液、保存ケース、その他 

当社、㈱タワービジョン、㈱新宿

タワービジョン、㈱メガサーチ、

㈱シードアイサービス 

眼鏡事業 
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、 

眼鏡備品、その他 

当社、㈱タワービジョン、㈱新宿

タワービジョン、㈱シードアイサ

ービス 

その他事業 眼内レンズ、その他 

当社、㈱タワービジョン、㈱新宿

タワービジョン、㈱メガサーチ、

㈱シードアイサービス 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は昭和26年、日本で初めてコンタクトレンズの研究を開始して以来、常に「安全と高品質」を第一に掲げ、お

客様のニーズに応える様々なコンタクトレンズを開発してきました。当社のコンタクトレンズ開発・製造の歩みは、

そのまま「日本のコンタクトレンズの進化の歴史」であると自負しております。 

 「多くの人々の健康と幸せのために、より安全で高品質なアイケア製品の提供を通して社会に貢献する」という理

念のもと、コンタクトレンズ事業にとどまらず、ケア用品、眼鏡レンズ・フレーム、眼内レンズ、医療機器など幅広

く事業を展開し、「見えるをサポートする」総合メーカーとして、世の中の変化に素早く対応し、お客様のニーズに

的確に応え続けることが、当社の使命であると考えております。 

(2）目標とする経営指標 

 昨今のコンタクトレンズ市場を取り巻く環境は、コンベンショナル（従来型）レンズからディスポーザブル（使い

捨て）レンズへとシフトしていく中、とりわけ国内のディスポーザブル市場は外資系メーカーが高いシェアを維持し

ている状況であります。当社は真に日本人の目に適した高品質のコンタクトレンズを提供することを使命と考え、平

成16年に国内メーカーで初めて２週間交換コンタクトレンズ「２ウィークピュア」を投入し、また平成21年３月よ

り、国産初の１日使い捨てコンタクトレンズ「シードワンデーピュア」を全国発売いたしました。 

 これら使い捨てコンタクトレンズ分野で、より細かな消費者ニーズを捉えた新商品を提供することを通じて売上の

拡大を図り、さらにメーカーとしての特性を活かし、製造原価低減と間接コストの削減を図り、「営業利益水準の向

上」を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 中長期的には、日本人の少子高齢化が進捗することは必定であり、コンタクトレンズユーザーの主要部分を占める

若年・壮年層は減少傾向にあることは否めず、メーカー各社の競争が激化することが想定されます。 

 新素材を活用したより高機能で良好な装用感を得られるコンタクトレンズの開発販売、コンタクトレンズを活用し

た医療分野関係商品の開発に加えて、細分化するニーズを着実に捉えた商品スペックの整備が必要であります。ケア

用品においてもより高い消毒効果等を提供する商品の開発が求められ、眼鏡にあってはファッションニーズにあった

眼鏡フレームの開発も課題であろうと考えております。 

 また、国内市場以外の開拓も企業の成長性を促すうえでは必要であり、これらを踏まえた成長戦略・施策を立案、

遂行してまいります。 

  

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 351,069 999,097

受取手形及び売掛金 1,984,729 1,897,598

商品及び製品 1,927,179 1,500,071

仕掛品 696,299 692,727

原材料及び貯蔵品 120,918 123,876

繰延税金資産 193,080 216,810

未収還付法人税等 1,054 525

未収入金 263,319 191,059

その他 325,591 255,041

貸倒引当金 △131,423 △84,544

流動資産合計 5,731,817 5,792,261

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  2,023,494 ※3  1,954,181

機械装置及び運搬具（純額） ※3  2,313,457 ※3  1,852,620

土地 ※3  2,769,208 ※3  2,765,992

リース資産（純額） 234,047 234,724

建設仮勘定 149,813 －

その他（純額） ※3  157,991 ※3  145,744

有形固定資産合計 ※1  7,648,013 ※1  6,953,263

無形固定資産 91,029 67,617

投資その他の資産   

投資有価証券 171,134 ※3  240,455

長期貸付金 142,161 104,786

固定化営業債権 ※2  243,399 ※2  248,634

長期前払費用 2,910 3,341

敷金 234,742 221,450

差入保証金 222,711 219,281

繰延税金資産 1,180,940 1,185,090

その他 73,529 42,466

貸倒引当金 △261,508 △286,540

投資その他の資産合計 2,010,020 1,978,964

固定資産合計 9,749,063 8,999,845

資産合計 15,480,880 14,792,107
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 577,116 743,117

短期借入金 4,573,525 2,965,986

リース債務 126,002 131,036

未払法人税等 38,865 63,221

未払消費税等 136,036 74,700

未払金 417,499 434,476

未払費用 18,250 31,679

賞与引当金 69,130 126,710

その他 31,170 46,706

流動負債合計 5,987,596 4,617,633

固定負債   

社債 － 2,300,000

長期借入金 3,018,058 1,303,358

リース債務 112,059 83,457

退職給付引当金 813,057 835,632

役員退職慰労引当金 42,178 52,539

その他 63,000 74,724

固定負債合計 4,048,352 4,649,711

負債合計 10,035,949 9,267,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,841,280 1,841,280

資本剰余金 2,474,160 2,474,160

利益剰余金 1,559,545 1,636,012

自己株式 △445,485 △445,526

株主資本合計 5,429,499 5,505,926

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,431 18,835

その他の包括利益累計額合計 15,431 18,835

純資産合計 5,444,931 5,524,762

負債純資産合計 15,480,880 14,792,107
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 11,128,525 11,809,385

売上原価 ※1  6,070,491 ※1  6,570,091

売上総利益 5,058,034 5,239,293

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  4,925,619 ※2, ※3  5,020,671

営業利益 132,414 218,621

営業外収益   

受取利息 3,995 2,120

受取配当金 5,318 5,793

受取賃貸料 19,290 98,208

助成金収入 33,761 －

為替差益 10,559 10,687

その他 19,264 46,693

営業外収益合計 92,190 163,503

営業外費用   

支払利息 127,635 101,950

社債利息 － 22,795

賃貸費用 － 83,448

その他 22,652 9,860

営業外費用合計 150,287 218,053

経常利益 74,317 164,071

特別利益   

投資有価証券売却益 23,081 －

固定資産売却益 － ※5  33,480

貸倒引当金戻入額 － 12,000

特別利益合計 23,081 45,480

特別損失   

投資有価証券評価損 289 1,392

製品回収関連損失 ※4  29,802 －

前期損益修正損 14,116 －

貸倒損失 － 35,084

減損損失 － ※6  18,225

災害による損失 － 18,426

特別損失合計 44,208 73,129

税金等調整前当期純利益 53,190 136,423

法人税、住民税及び事業税 26,994 55,233

法人税等調整額 △95,488 △33,790

法人税等合計 △68,494 21,443

少数株主損益調整前当期純利益 － 114,979

当期純利益 121,685 114,979
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 114,979

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 3,403

その他の包括利益合計 － 3,403

包括利益 － 118,383

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 118,383
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 1,841,280 1,841,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,841,280 1,841,280

資本剰余金   

前期末残高 2,474,160 2,474,160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,474,160 2,474,160

利益剰余金   

前期末残高 1,457,116 1,559,545

当期変動額   

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 121,685 114,979

当期変動額合計 102,429 76,467

当期末残高 1,559,545 1,636,012

自己株式   

前期末残高 △445,472 △445,485

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △40

当期変動額合計 △12 △40

当期末残高 △445,485 △445,526

株主資本合計   

前期末残高 5,327,083 5,429,499

当期変動額   

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 121,685 114,979

自己株式の取得 △12 △40

当期変動額合計 102,416 76,426

当期末残高 5,429,499 5,505,926
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,896 15,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,403

当期変動額合計 18,328 3,403

当期末残高 15,431 18,835

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,896 15,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,403

当期変動額合計 18,328 3,403

当期末残高 15,431 18,835

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 5,324,186 5,444,931

当期変動額   

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 121,685 114,979

自己株式の取得 △12 △40

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,403

当期変動額合計 120,744 79,830

当期末残高 5,444,931 5,524,762
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 53,190 136,423

減価償却費 1,076,032 953,378

減損損失 － 18,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,677 △21,846

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,944 22,575

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,370 57,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,546 10,361

受取利息及び受取配当金 △9,314 △7,914

支払利息 127,635 124,745

投資有価証券売却損益（△は益） △23,081 －

投資有価証券評価損益（△は益） 289 1,392

製品回収関連損失 29,802 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △33,480

災害損失 － 18,426

売上債権の増減額（△は増加） △218,696 81,896

たな卸資産の増減額（△は増加） 111,212 409,295

未収入金の増減額（△は増加） △16,292 70,505

仕入債務の増減額（△は減少） △175,935 166,000

その他 △211,222 17,499

小計 732,418 2,025,063

利息及び配当金の受取額 9,314 7,914

利息の支払額 △127,470 △116,004

法人税等の支払額 △25,105 △27,919

法人税等の還付額 14 1,449

製品回収関連費用の支払 △119,802 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 469,367 1,890,502

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,619 △61,399

有形固定資産の取得による支出 △693,336 △58,003

有形固定資産の売却による収入 － 35,430

貸付けによる支出 － △6,000

貸付金の回収による収入 12,060 37,045

敷金及び保証金の差入による支出 △140,853 －

敷金及び保証金の回収による収入 24,940 16,389

保険積立金の解約による収入 14,614 43,320

関係会社株式の取得による支出 － △550

その他 57,814 △20,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,379 △14,511

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） 397,917 △559,467

長期借入れによる収入 750,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △754,834 △912,772

配当金の支払額 △19,422 △38,301

社債の償還による支出 － △500,000

自己株式の取得による支出 △12 △40

リース債務の返済による支出 △119,518 △167,156

財務活動によるキャッシュ・フロー 254,129 △1,227,737

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,860 648,028

現金及び現金同等物の期首残高 353,929 351,069

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  351,069 ※1  999,097
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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

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 

 ㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、㈱シードアイサー

ビス、京都コンタクトレンズ㈱、㈱新宿タワービジョン

の５社を連結の範囲に含めております。 

 上記のうち、㈱新宿タワービジョンについては、当連

結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。  

１．連結の範囲に関する事項 

 ㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、㈱シードアイサー

ビス、京都コンタクトレンズ㈱、㈱新宿タワービジョン

の５社を連結の範囲に含めております。 

 上記のうち、㈱シードアイサービスと㈱メガサーチ

は、平成23年４月１日付にて、㈱シードアイサービスを

存続会社とする吸収合併方式により合併をし、㈱メガサ

ーチは解散いたしました。 

２．持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時

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）

① 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの－同左 

時価のないもの－移動平均法による原価法 時価のないもの－同左 

② たな卸資産 

製品・仕掛品－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） 

② たな卸資産 

製品・仕掛品－同左 

商品・原材料－先入先出法による原価法（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） 

商品・原材料－同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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） 

   定率法 

 ただし、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、定額法によってお

ります。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年間で均等償却する方法を採用

しております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

   同左 

 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          ３～60年 

機械装置及び運搬具        ２～17年 

その他（工具器具及び備品）    ２～20年 

  

  

  

  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

   定額法 

 ただし、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 
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前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一の方法を採用しております。 

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

る定額法を採用しております。  

③ リース資産 

 同左 

④ 長期前払費用 

   定額法 

④ 長期前払費用 

   同左 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売掛金等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 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

  同左 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基づき計上して

おります。なお、数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。 

③ 退職給付引当金 

  同左 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。  

      ―――――――――― 

  

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期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 

（会計方針の変更） 

 製品自主回収に関する費用の支出に備えるため、

合理的な損失見込額を計上しておりましたが、回収

に関する問合せ件数が大幅に減少したこと、また、

回収対応内容の変更を行ったことによる将来分の発

生可能性低下が見込まれるため、設定を廃止いたし

ました。  

      ―――――――――― 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

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の

基準  

 同左 
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前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 為替予約について振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を行っております。 

①ヘッジ会計の方法 

  同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）をヘッジ対

象とし、為替予約取引をヘッジ手段として用いており

ます。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

③ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替変動リスクをヘッジするために為

替予約取引を用いており、外貨建取引（金銭債権債

務、予定取引）の範囲内で為替予約を行っておりま

す。 

③ヘッジ方針 

  同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッジ対象と同一

であり、ヘッジ開始時及びその後においても継続して

相場変動が完全に相殺されるものであると想定するこ

とができるためヘッジの有効性の判定は省略しており

ます。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

  同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

  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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

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、５年間の定額法により償却

しております。なお、少額のものについては発生日を含

む連結会計年度に一括償却しております。  

６．のれんの償却に関する事項 

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 

 連結キャッシュ・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。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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(7）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（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の適用  

当連結会計年度より、「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。これに伴う当連結会計年度の損益に与える影響はあり

ません。 

―――――――――― 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16 号 平成20 年３月10 日公表分）及び「持

分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第24 号 平成20 年３月10 日）を適用しており

ます。これに伴う当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

―――――――――― 企業結合に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より、「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）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20 

年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部

改正」（企業会計基準第23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16日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号 平成「20年12月26日）、「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。 

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

（連結損益計算書関係）    

１．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました営業外

収益の「業務受託料」（当連結会計年度3,484千円）

は、当連結会計年度において、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示することにいたしました。 

２．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました営業外

収益の「還付加算金」（当連結会計年度538千円）は、

当連結会計年度において、営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示することにいたしました。  

（連結損益計算書関係）    

１．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました営業外

収益の「助成金収入」（当連結会計年度 千円）

は、当連結会計年度において、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示することにいたしました。 

  

3,641

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前連結会計年度まで、投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「敷金及

び保証金の差し入れによる支出」は、当連結会計年度に

おいて、重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれております「敷金及び保証

金の差し入れによる支出」は25,921千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前連結会計年度まで、区分掲記しておりました投資活

動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証金の差し

入れによる支出」（当連結会計年度 千円）は、当

連結会計年度において、重要性が減少したため「その

他」に含めて表示することにいたしました。 

  

3,375
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(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

4,749,045千円 5,677,400千円 

※２．財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。 

※２．         同左 

※３．下記資産を長期借入金2,768,500千円（１年以内返

済予定の長期借入金を含む）、短期借入金1,241,200

千円の担保に提供しております。 

※３．下記資産を長期借入金 千円（１年以内返

済予定の長期借入金を含む）、短期借入金

千円の担保に提供しております。 

2,474,500

1,122,000

 建物及び構築物  1,548,113 (1,483,777)千円

 機械装置及び運搬具  2,051,968 (2,051,968)  

 土地   1,278,202 (996,731)  

 その他有形固定資産  87,701 (87,701)  

    合計  4,965,985 (4,620,178)  

 建物及び構築物  1,536,352 (1,476,195)千円

 機械装置及び運搬具  1,643,661 (1,643,661)  

 土地   1,755,699 (996,731)  

 その他有形固定資産  88,687 (88,687)  

 投資有価証券  43,420       

    合計  5,067,821 (4,205,276)  

 上記のうち（ ）内書きは工場財団抵当に供してい

る資産であります。 

 上記のうち（ ）内書きは工場財団抵当に供してい

る資産であります。 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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げの後

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。 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げの後

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。 

6,475千円 1,509千円 

※２．販売費及び一般管理費について ※２．販売費及び一般管理費について 

主要な費目 主要な費目 

広告宣伝費 701,939千円 

給料手当 1,032,868  

業務委託費 588,308  

減価償却費 95,927  

退職給付費用 60,202  

賞与引当金繰入額 31,855  

役員退職慰労引当金繰入額 16,546  

その他 2,397,972  

合計 4,925,619  

広告宣伝費 546,921千円 

給料手当 1,135,184  

業務委託費 602,787  

減価償却費 114,668  

退職給付費用 83,067  

賞与引当金繰入額 94,720  

役員退職慰労引当金繰入額 23,336  

その他 2,419,986  

合計 5,020,671  

※３．一般管理費に含まれる研究開発費 373,495千円 ※３．一般管理費に含まれる研究開発費 411,264千円 

※４．当社の一部製品に、原材料の配合量が承認と異なる

製品があることが判明したため行った自主回収作業に

伴い発生した費用であります。 

※４．      ―――――――――― 

※５.      ――――――――――  ※５．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地  33,480千円

※６.      ―――――――――― 

 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。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、主に店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。  

 当連結会計年度において、タワービジョンが運営

する小売店舗の収益が著しく下落した資産グループ

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（18,225千円）として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物及び構築物16,240千円及

び、その他1,984千円であります。 

 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ます。  

※６．減損損失   

場所 用途 種類 

㈱タワービジョン鶴瀬
店（埼玉県鶴瀬市）他
５店舗  

小売店舗施設 建物及びその他 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

 （追加情報） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額」及び「評価・換算差額等合計」の金額を表示しております。 

  

前連結会計年度（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50株は、単元未満株式の買取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 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円140,013

少数株主に係る包括利益   －

計   140,013

その他有価証券評価差額金 千円18,328

計  18,328

（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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,112,000  －  －  9,112,000

合計  9,112,000  －  －  9,112,000

自己株式         

普通株式（注）  1,409,557  50  －  1,409,607

合計  1,409,557  50  －  1,409,607

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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６月26日 

定時株主総会 
普通株式  19,256 利益剰余金  2.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  38,511 利益剰余金  5.0 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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当連結会計年度（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120株は、単元未満株式の買取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 

リース取引、金融商品、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

つきましては、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ております。  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,112,000  －  －  9,112,000

合計  9,112,000  －  －  9,112,000

自己株式         

普通株式（注）  1,409,607  120  －  1,409,727

合計  1,409,607  120  －  1,409,727

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  38,511 利益剰余金  5.0 平成22年３月31日 平成22年６月28日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  38,511 利益剰余金  5.0 平成23年３月31日 平成23年６月27日

（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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連結貸借対照表に

掲記されている科目との関係 

※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との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 351,069千円 

現金及び現金同等物 351,069  

現金及び預金勘定 999,097千円 

現金及び現金同等物 999,097  

――――――――――  ※２．重要な非資金取引の内容 

 ①当連結会計年度に借入金の一部を社債に振り替えた

ことによる社債の増加額と借入金の減少額との関係

は次のとおりであります。 

   〈増加額〉 

    社債      千円 

   〈減少額〉  

    短期借入金   千円 

    長期借入金    
  
 ②当連結会計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

143,587千円であります。 

2,800,000

1,000,000

1,800,000

（開示の省略）

Page 22 of 4110717712_決算短信_20110516192748

2011/05/16https://works1.pronexus.co.jp/WebApp/Pages/OpMngmnt/SW_CreateHTMLReportStart....

－21－

㈱シード（7743）　平成23年3月期 決算短信

－20－



前連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

(注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額 6,887千円）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。 

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） 

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券について289千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に

減損処理を行っております。 

当連結会計年度（平成23年３月31日） 

１．その他有価証券 

(注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額 29,887千円）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。 

２．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券について1,392千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に

減損処理を行っております。  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  157,922  131,351  26,571

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  157,922  131,351  26,571

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  6,324  8,904  △2,579

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  6,324  8,904  △2,579

合計  164,247  140,255  23,991

種類 売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

(1）株式 31,175 23,081 － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 31,175 23,081 － 

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  191,602  153,937  37,664

(2）債券  －  －  －

(3）その他 － － － 

小計  191,602  153,937  37,664

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  18,965  23,321  △4,355

(2）債券  －  －  －

(3）その他 － － － 

小計  18,965  23,321  △4,355

合計  210,568  177,258  33,309
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 

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（流動）     

賞与引当金 28,128千円

未払費用否認 13,753  

たな卸資産評価損否認 27,687  

貸倒引当金損金算入限度超過額 33,205  

繰越欠損金 147,403  

その他 5,093  

小計 255,272  

評価性引当額 △62,170  

合計 193,102  

繰延税金負債（流動）     

 その他 △22  

  合計 △22  

繰延税金資産（流動）の純額 193,080  

繰延税金資産（固定）     

貸倒引当金損金算入限度超過額 245,494  

退職給付引当金損金算入限度超過

額 

330,347  

投資有価証券評価損否認 5,119  

役員退職慰労引当金 17,162  

繰越欠損金 1,548,081  

減価償却費損金算入限度超過額 24,284  

その他 40,304  

小計 2,210,794  

評価性引当額 △887,214  

合計 1,323,580  

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額金 △8,560  

固定資産圧縮積立金 △134,000  

その他 △80  

  合計 △142,640  

繰延税金資産（固定）の純額 1,180,940  

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金 51,540千円

未払費用否認 17,730  

たな卸資産評価損否認 27,130  

貸倒引当金損金算入限度超過額 37,690  

繰越欠損金 139,760  

その他 17,650  

小計 291,500  

評価性引当額 △74,670  

合計 216,830  

繰延税金負債（流動）     

 その他 △20  

  合計 △20  

繰延税金資産（流動）の純額 216,810  

繰延税金資産（固定）     

貸倒引当金損金算入限度超過額 109,170  

退職給付引当金損金算入限度超過

額 

339,750  

投資有価証券評価損否認 4,550  

役員退職慰労引当金 21,360  

繰越欠損金 1,406,620  

減価償却費損金算入限度超過額 29,480  

その他 10,860  

小計 1,921,790  

評価性引当額 △588,170  

合計 1,333,620  

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額金 △14,470  

固定資産圧縮積立金 △134,000  

その他 △60  

  合計 △148,530  

繰延税金資産（固定）の純額 1,185,090  

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 

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 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

4.99 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△1.51 

住民税均等割額 44.61 

評価性引当額の増減 △279.52 

子会社の税務上繰越欠損金期限

切れ 

52.37 

その他 9.61 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
△128.77 

法定実効税率 ％40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

 4.21

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
 △0.77

住民税均等割額  15.18

留保金課税額   21.93

評価性引当額の増減  △87.99

子会社の税務上繰越欠損金期限

切れ 

 28.93

その他  △6.46

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
 15.72
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  該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）  

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称 

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、303,203千円であります。その

主なものは、親会社本社の総務部や経理・情報システム部等管理部門に係る費用であります。 

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、1,164,006千円であります。その主なもの

は、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産で

あります。 

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれており、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれてお

ります。 

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
  

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業 
（千円） 

眼鏡事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

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  9,132,019  1,237,198  759,307  11,128,525  －  11,128,525

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  9,132,019  1,237,198  759,307  11,128,525  －  11,128,525

  営業費用  8,641,392  1,241,123  810,392  10,692,907  303,203  10,996,111

  営業利益又は損失（△）  490,627  △3,924  △51,085  435,618  △303,203  132,414

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出             

  資産  12,693,418  1,299,078  324,378  14,316,874  1,164,006  15,480,880

  減価償却費  1,023,346  8,185  2,647  1,034,179  41,852  1,076,032

  資本的支出  521,000  382  32  521,416  37,590  559,006

事業区分 主要製商品名 

コンタクトレンズ・ケア

用品事業 

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、ケア

用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトクイック、ソフトメイト、シードゥソフ

トケア、保存ケース、その他）、及びその関連事業 

眼鏡事業 
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、アイシード、他）、 

眼鏡備品、その他 

その他事業 眼内レンズ、携帯電話、その他 
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 前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当

事項はありません。 

 前連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の事業構成のうち個別の財務情報の集積が可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、営業本部内に営業企画部と各製品別の営業部を設置し、販売戦略やプロモーション戦略等を立案

し、営業活動を展開しており、その重要性や関連性から「コンタクトレンズ・ケア用品」と「眼鏡」の２つの

セグメントを報告セグメントとしております。 

「コンタクトレンズ・ケア用品」は、コンタクトレンズやケア用品、及びその関連商品等を販売しておりま

す。「眼鏡」は、眼鏡フレームや眼鏡レンズ、眼鏡備品等を販売しております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

    

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自 平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）  

  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないセグメントであり、眼内レンズや携帯電話事業等を含んでおり

ます。  

  

（単位：千円）

  

報告セグメント 

その他（注） 合計  
コンタクトレン
ズ・ケア用品 

眼鏡 計 

売上高           

外部顧客への売上高 9,132,019 1,237,198 10,369,218  759,307 11,128,525

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － －  － －

計 9,132,019 1,237,198 10,369,218  759,307 11,128,525

セグメント利益又は損失（△） 490,627 △3,924 486,703  △51,085 435,618

セグメント資産 12,693,418 1,299,078 13,992,496  324,378 14,316,874

その他の項目   

 減価償却  1,023,346 8,185 1,031,532  2,647 1,034,179

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額  
 521,000  382  521,383  32  521,416

（単位：千円）

  

報告セグメント 

その他（注） 合計  
コンタクトレン
ズ・ケア用品 

眼鏡 計 

売上高           

外部顧客への売上高 9,688,815 1,386,345 11,075,160  734,224 11,809,385

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － －  － －

計 9,688,815 1,386,345 11,075,160  734,224 11,809,385

セグメント利益又は損失（△） 592,266 18,821 611,087  △76,031 535,056

セグメント資産 11,328,167 1,000,021 12,328,188  475,918 12,804,107

その他の項目   

 減価償却  883,461 5,612 889,074  6,243 895,318

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額  
 177,240  2,565  179,805  1,894  181,700
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部や経理・情報システム部等の管理部門

に係る費用であります 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社における余資運用資金（現金及び預金）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

  

（注）減価償却費には長期前払費用の償却額、資本的支出には長期前払費用の増加額がそれぞれ含まれております。 

    

（単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 10,369,218  11,075,160

「その他」の区分の売上高 759,307  734,224

セグメント間取引消去 －  －

連結財務諸表の売上高 11,128,525  11,809,385

（単位：千円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 486,703  611,087

「その他」の区分の利益 △51,085  △76,031

セグメント間取引消去 －  －

のれんの償却額 －  －

全社費用（注） △303,203  △316,434

棚卸資産の調整額 －  －

連結財務諸表の営業利益 132,414  218,621

（単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 13,992,496  12,328,188

「その他」の区分の資産 324,378  475,918

全社資産（注） 1,164,006  1,988,000

棚卸資産の調整額 －  －

連結財務諸表の資産合計 15,480,880  14,792,107

（単位：千円）

その他の項目  
報告セグメント計  その他   調整額   連結財務諸表計上額

前連結  
会計年度 

当連結  
会計年度 

前連結  
会計年度 

当連結  
会計年度 

前連結  
会計年度 

当連結  
会計年度 

前連結  
会計年度 

当連結  
会計年度 

減価償却費  1,031,532 889,074 2,647 6,243 41,852  58,060  1,076,032 953,378

有形固定資産及び無形 

固定資産の増加額 
 521,383 179,805 32 1,894 37,590  76,309  559,006 258,008
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（注）その他は、報告セグメントに含まれないセグメントであります。  

   

当連結会計年度（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  

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報  

(1）売上高  

  国内の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  

(2）有形固定資産 

  海外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める先はありません。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用し

ております。 

  

ｅ．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

（単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 
連結財務諸表 

計上額  コンタクトレン
ズ・ケア用品 

眼鏡 計 

計 6,980 9,677 16,658  1,567 18,225

ｆ．関連情報
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

２．借入利率につきましては、市場金利を勘案し協議の上で決定しております。 

３．手数料率、仕入価格については、市場価格を参考に協議の上で決定しております。 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

利率につきましては、市場金利を勘案し協議の上で決定しております。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高 

（千円） 

主要株主 新井 隆二 
東京都

練馬区 
 － － 

（被所有） 

直接63.9％
－ 

資金の借入  －

短期借

入金 
1,000,000

長期借

入金 
1,800,000

利息の支払 

（注）２ 
 44,799 －  －

主要株主（個

人）が議決権

の過半数を所

有している会

社等 

株式会社ラ

ネット 

東京都

豊島区 
 10,000

移動体通

信機器の

販売 

－ 

移動体通信

機器売買の

業務受託 

移動体通信

機器の販売

手数料収入 

（注）３ 

 60,987 売掛金  －

移動体通信

機器の仕入 

（注）３ 

 54,105 買掛金  －

主要株主（個

人）が議決権

の過半数を所

有している会

社等 

株式会社ボ

ーダレス 

東京都

豊島区 
 10,000

移動体通

信機器の

販売 

－ 

移動体通信

機器売買の

業務受託  

移動体通信

機器の販売

手数料収入 

（注）３ 

 59,387 売掛金  －

移動体通信

機器の仕入 

（注）３ 

 51,306 買掛金  －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高 

（千円） 

主要株主 新井 隆二 
東京都

練馬区 
 － － 

（被所有） 

直接63.9％
－ 

借入から社

債への振替 
 2,800,000

社債  2,300,000

社債の償還    500,000

利息の支払 

（注） 
 22,795 未払費用 7,939
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 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失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株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 円 銭 706 91

１株当たり当期純利益 円 銭 15 80

１株当たり純資産額 円 銭 717 29

１株当たり当期純利益 円 銭 14 93

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  121,685  114,979

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  121,685  114,979

普通株式の期中平均株式数（株）  7,702,408  7,702,315

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

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 

新株予約権方式によるストッ

クオプション 

（新株予約権 1,685個） 

普通株式 168,500株 

新株予約権方式によるストッ

クオプション 

（新株予約権  個） 

普通株式 株 

1,634

163,400
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 平成23年４月１日付にて、㈱シードアイサービスと㈱メガサーチは、㈱シードアイサービスを存続会社とす

る吸収合併方式により合併をし、㈱メガサーチは解散いたしました。 

  

１．合併の目的 

 ㈱シードアイサービスの主たる事業は「コンタクトレンズの小売」であり、また㈱メガサーチは「㈱シード

アイサービスと提携関係にある眼科の業務請負」を主たる事業としております。両社が統合することにより、

コンタクトレンズの小売部門に関わる業務運営の効率化を図り、また、経営資源の集中・有効活用を行うこと

で、シードグループの経営基盤強化に繋げることを目的に合併するものであります。 

  

２．合併の要旨 

(1）合併の日程 

  両社合併決議取締役会   平成23年２月21日 

  両社合併契約締結     平成23年２月21日 

  両社合併承認臨時株主総会 平成23年３月８日 

  合併期日（効力発生日）  平成23年４月１日 

(2）合併の方式 

㈱シードアイサービスを存続会社とする吸収合併方式とし、㈱メガサーチは解散いたします。 

(3）合併に係る割り当ての内容 

合併する両社は、共に当社の100％子会社であることから、合併比率の取り決めはありません。また、こ

の合併に際し、新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

(4）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

(5）合併後の商号  

㈱シードアイサービス 

  

３．実施した会計処理の概要 

 「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）および「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 終改正平成19年11月15日公表分）に

基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（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 279,992 948,226

受取手形 264,767 269,661

売掛金 1,572,976 1,462,920

商品及び製品 1,688,759 1,277,181

仕掛品 696,299 692,727

原材料及び貯蔵品 120,789 123,759

前渡金 85,740 85,104

前払費用 111,769 67,799

繰延税金資産 181,980 209,690

未収入金 288,779 224,996

その他 6,161 3,990

貸倒引当金 △13,120 △11,528

流動資産合計 5,284,896 5,354,528

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,352,032 3,478,232

減価償却累計額 △1,513,945 △1,671,258

建物（純額） 1,838,087 1,806,973

構築物 102,551 97,551

減価償却累計額 △43,160 △47,243

構築物（純額） 59,391 50,307

機械及び装置 4,364,424 4,439,388

減価償却累計額 △2,051,272 △2,586,928

機械及び装置（純額） 2,313,152 1,852,459

車両運搬具 3,472 3,472

減価償却累計額 △3,166 △3,311

車両運搬具（純額） 305 160

工具、器具及び備品 958,402 997,920

減価償却累計額 △806,114 △856,189

工具、器具及び備品（純額） 152,288 141,730

土地 2,769,208 2,765,992

リース資産 376,956 520,543

減価償却累計額 △148,616 △288,095

リース資産（純額） 228,339 232,448

建設仮勘定 149,813 －

有形固定資産合計 7,510,586 6,850,073

無形固定資産   

のれん 3,056 1,260

商標権 － 2,756

ソフトウエア 74,606 48,113
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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) 

リース資産 9,198 6,931

その他 3,726 3,090

無形固定資産合計 90,588 62,152

投資その他の資産   

投資有価証券 171,134 239,985

関係会社株式 18,565 10,100

出資金 120 120

関係会社長期貸付金 452,479 598,479

固定化営業債権 222,403 210,153

長期前払費用 498 235

繰延税金資産 1,171,880 1,171,540

差入保証金 136,181 136,321

その他 109,239 65,613

貸倒引当金 △559,869 △548,702

投資その他の資産合計 1,722,631 1,883,846

固定資産合計 9,323,806 8,796,072

資産合計 14,608,703 14,150,601

負債の部   

流動負債   

支払手形 186,980 266,649

買掛金 285,586 384,595

短期借入金 2,540,917 1,194,450

1年内返済予定の長期借入金 1,589,600 1,531,520

リース債務 124,116 129,149

未払金 372,865 390,207

未払費用 16,323 28,954

未払法人税等 34,900 58,000

未払消費税等 127,566 68,108

預り金 9,334 8,560

賞与引当金 52,500 105,000

その他 4,282 20,270

流動負債合計 5,344,972 4,185,466

固定負債   

社債 － 2,300,000

長期借入金 2,978,900 1,239,220

リース債務 107,883 81,168

退職給付引当金 754,213 772,795

役員退職慰労引当金 32,445 25,828

その他 3,000 14,724

固定負債合計 3,876,441 4,433,735

負債合計 9,221,414 8,619,202
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,841,280 1,841,280

資本剰余金   

資本準備金 2,474,160 2,474,160

資本剰余金合計 2,474,160 2,474,160

利益剰余金   

利益準備金 120,000 120,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 196,000 196,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 185,902 326,548

利益剰余金合計 1,501,902 1,642,548

自己株式 △445,485 △445,526

株主資本合計 5,371,856 5,512,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,431 18,936

評価・換算差額等合計 15,431 18,936

純資産合計 5,387,288 5,531,398

負債純資産合計 14,608,703 14,150,601
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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 4,217,173 4,738,603

商品売上高 4,891,560 4,891,959

売上高合計 9,108,734 9,630,563

売上原価   

製品期首たな卸高 697,927 912,696

商品期首たな卸高 1,015,084 776,062

当期製品製造原価 2,577,587 2,400,984

当期商品仕入高 2,777,684 2,970,106

合計 7,068,284 7,059,850

他勘定振替高 375,813 357,596

製品期末たな卸高 912,696 580,564

商品期末たな卸高 776,062 696,617

売上原価合計 5,003,711 5,425,072

売上総利益 4,105,022 4,205,491

販売費及び一般管理費   

荷造運賃 224,441 167,578

広告宣伝費 645,932 509,428

業務委託費 499,724 511,353

役員報酬 49,695 43,440

給料及び手当 792,513 840,398

賞与引当金繰入額 16,492 72,500

役員退職慰労引当金繰入額 6,813 6,358

退職給付費用 50,750 67,245

旅費及び交通費 114,075 116,870

賃借料 93,565 75,240

租税公課 32,865 35,356

減価償却費 70,476 89,991

試験研究費 373,495 411,264

処方用消耗品費 250,291 224,309

その他 731,654 742,191

販売費及び一般管理費合計 3,952,787 3,913,525

営業利益 152,235 291,965
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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 1,720 2,876

受取賃貸料 16,016 18,904

業務受託料 10,484 12,871

助成金収入 33,761 －

保険解約返戻金 － 12,571

為替差益 10,559 10,687

その他 16,875 25,897

営業外収益合計 89,417 83,808

営業外費用   

支払利息 121,586 94,777

社債利息 － 22,795

その他 10,345 8,491

営業外費用合計 131,932 126,063

経常利益 109,720 249,710

特別利益   

投資有価証券売却益 23,081 －

固定資産売却益 － 33,480

貸倒引当金戻入額 1,309 2,912

特別利益合計 24,390 36,392

特別損失   

投資有価証券評価損 289 1,392

製品回収関連損失 29,802 －

関係会社株式評価損 － 71,715

前期損益修正損 14,116 －

災害による損失 － 18,426

特別損失合計 44,208 91,533

税引前当期純利益 89,903 194,569

法人税、住民税及び事業税 22,395 48,691

法人税等調整額 △89,340 △33,280

法人税等合計 △66,944 15,411

当期純利益 156,847 179,158
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（脚注） 

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    112,623  4.2  116,744  4.9

Ⅱ 労務費    1,049,866  39.1  952,219  39.7

Ⅲ 経費 ※１  1,524,095  56.7  1,328,673  55.4

当期総製造費用    2,686,585  100.0  2,397,637  100.0

期首仕掛品たな卸高    793,241    696,299   

合計    3,479,827    3,093,937   

他勘定へ振替高 ※２  205,940    225   

期末仕掛品たな卸高    696,299    692,727   

当期製品製造原価    2,577,587    2,400,984   

            

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．経費の主な内訳 ※１．経費の主な内訳 

外注加工費 32,084千円 

賃借料 46,396千円 

消耗品費 310,275千円 

減価償却費 885,410千円 

外注加工費 29,618千円 

賃借料 41,999千円 

消耗品費 295,381千円 

減価償却費 688,650千円 

※２．他勘定振替高の主な内容は、コンタクトレンズの販

売費及び一般管理費への振替額であります。 

※２．他勘定振替高の主な内容は、コンタクトレンズの販

売費及び一般管理費への振替額であります。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は標準原価計算を採用し、原価差額

の調整は総平均法で売上原価と期末在庫に按分して行

っております。 

（原価計算の方法） 

同左 
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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 1,841,280 1,841,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,841,280 1,841,280

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,474,160 2,474,160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,474,160 2,474,160

資本剰余金合計   

前期末残高 2,474,160 2,474,160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,474,160 2,474,160

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 120,000 120,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 120,000 120,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 196,000 196,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 196,000 196,000

別途積立金   

前期末残高 2,540,000 1,000,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,540,000 －

当期変動額合計 △1,540,000 －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,491,689 185,902

当期変動額   

別途積立金の取崩 1,540,000 －

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 156,847 179,158

当期変動額合計 1,677,591 140,646

当期末残高 185,902 326,548
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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 1,364,310 1,501,902

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 156,847 179,158

当期変動額合計 137,591 140,646

当期末残高 1,501,902 1,642,548

自己株式   

前期末残高 △445,472 △445,485

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △40

当期変動額合計 △12 △40

当期末残高 △445,485 △445,526

株主資本合計   

前期末残高 5,234,277 5,371,856

当期変動額   

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 156,847 179,158

自己株式の取得 △12 △40

当期変動額合計 137,579 140,605

当期末残高 5,371,856 5,512,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,896 15,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,504

当期変動額合計 18,328 3,504

当期末残高 15,431 18,936

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,896 15,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,504

当期変動額合計 18,328 3,504

当期末残高 15,431 18,936

純資産合計   

前期末残高 5,231,381 5,387,288

当期変動額   

剰余金の配当 △19,256 △38,511

当期純利益 156,847 179,158

自己株式の取得 △12 △40

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,328 3,504

当期変動額合計 155,907 144,110

当期末残高 5,387,288 5,531,398
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   該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

 以 上

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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