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（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 ％ 

24年３月期  59,547  △1.0  △114  －  △25  －  △1,177  －

23年３月期  60,140  6.8  1,062  －  1,666  －  473  －

（注）包括利益 24年３月期 △1,249百万円 （ ％） －   23年３月期 285百万円 （ ％） －

  
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 ％ ％ ％ 

24年３月期  △22.87  －  △2.9  △0.0  △0.2

23年３月期  9.20  －  1.1  3.1  1.8

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23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 

24年３月期  52,854  40,428  76.1  780.94

23年３月期  54,720  42,606  77.4  822.70

（参考）自己資本 24年３月期 40,207百万円   23年３月期  42,359百万円

  
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 

24年３月期  479  △421  △151  10,249

23年３月期  1,035  △11,088  2,929  10,371

  
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 ％ ％

23年３月期 －  9.00 － 9.00 18.00  926 195.7 2.2

24年３月期 －  9.00 － 9.00 18.00  926 － 2.2

25年３月期（予想） －  9.00 － 9.00 18.00   76.2  

  （％表示は、通期は対前期、四半期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 

通期  60,907  2.3  2,543  －  2,658  －  1,215  －  23.62



※  注記事項 

新規 －社 （社名）              、除外 －社（社名） 
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  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 

  

（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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 56,057,474株 23年３月期 56,057,474株

②  期末自己株式数 24年３月期 4,571,303株 23年３月期 4,568,405株

③  期中平均株式数 24年３月期 51,488,050株 23年３月期 51,495,194株

（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 ％ 

24年３月期  1,371  △15.5  239  2.7  243  6.0  △13  －

23年３月期  1,623  0.7  233  34.8  229  △13.7  164  －

  
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 

24年３月期  △0.27  －

23年３月期  3.19  －

  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 

24年３月期  43,471  39,158  90.1  760.57

23年３月期  44,347  40,101  90.4  778.83

（参考）自己資本 24年３月期 39,158百万円   23年３月期 40,101百万円

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。

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２ページ「経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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(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、東日本大震災の復旧復興に向けての取組みや、夏場の電力問題も乗り越えた

ことで、足踏み状態から脱し回復基調になってきたとみられます。 

当社グループにおきましては、震災以降も被災地から避難してきた方々がいらっしゃる各地域の避難所を回り、視

力測定を行った上で眼鏡を提供するなど被災地以外での支援活動も継続的にすすめてまいりました。全ての地域の

方々と繋がっていること、本当に困っていることにお応えすること、という本来の当社グループの理念に基づいた活

動であり、各地域の社員が積極的に活動に参加したことで我々の使命を確認できたことでもありました。  

このような中、国内の状況としましては、前半は震災の影響がなかった地域を中心に健闘し回復の兆しは感じられ

ましたが、夏場以降は思うような結果とはなりませんでした。 

主要子会社であります㈱三城におきましては、店頭の眼鏡価格を分かりやすくするために、レンズ込みの基本価格

設定にした上で、お客様に合わせた提案を行ってまいりましたが、客数が思うようには伸びず、減収減益となってお

ります。 

㈱金鳳堂におきましては、百貨店自体の震災以降の冷え込みがあったものの、後半徐々に戻りはじめたお客様の購

買意識にお応えし、質の高いサービスと付加価値提案を徹底してまいりました。また、かつての旗艦店であった京橋

店を移転オープンさせ、お得意様の呼び起こしと、本物志向にお応えできる店舗オペレーションや教育などにも力を

入れており、店舗売上は増収となりました。  

海外子会社におきましては、アジア地域は堅調で、特に洪水に見舞われたタイにおきましては前年を上回る利益を

出しておりますが、ヨーロッパ地域は厳しい結果となっております。オーストラリア法人は不採算店の閉鎖を行う

中、損失額は減少しております。 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高59,547百万円（前期比1.0％減）、営業損失114百万円（前年

度は営業利益1,062百万円）、経常損失25百万円（前年度は経常利益1,666百万円）、当期純損失1,177百万円（前年

度は当期純利益473百万円）となりました。 
  

報告セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

1)日本 

国内の売上高は53,823百万円（前年同期比1.0％減）、セグメント利益181百万円（前年同期比87.3％減）とな

りました。 

2)海外 

海外の売上高は6,108百万円（前年同期比2.2％減）、セグメント損失345百万円（前年度はセグメント損失319

百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

㈱三城ホールディングスとして新たな一歩を踏み出して以降、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。 

眼鏡小売中心の今までのあり方にとらわれず、眼鏡店として培ってきた経験と志を活かし、新たな分野へのチャレ

ンジを始めており、具体的に進めてまいります。  

㈱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行い、一店一店がお客様とより深い関係が築けるよう

体制を強化してまいります。新規出店につきましては、市場がありながら、まだ店舗数が少ない地域への進出を５店

ほど見込んでおります。また、移転退店や集約も含めた退店は50店を計画しております。 

営業体制としましては、今まで41地域に分けてエリアリーダーを設けていましたが、21地域に集約し、まずは社員

意識の改革を行ってまいります。個人能力の向上のため教育に力を入れ、個々の評価も明確となるよう給与制度の変

更を行いました。本当にお客様に喜んでいただき、支持が得られた社員には年齢に関係なく成果給として支給される

ようになります。 

また、商品に関しましては、目的別ニーズに応えるべく「らくらく君シリーズ」をさらに進化させるなど、本当に

良いものを開発、提案できるよう商品力を上げるとともに、仕入計画を見直し、商品の回転率を上げながら在庫の整

理も進めてまいります。 

㈱金鳳堂につきましては、百貨店全体が厳しい中、質の高いサービスを求められる潜在的需要に対する働きかけは

もちろん、店舗の改装や教育に引続き力を入れることで、さらに業績を伸ばしてまいります。また、海外進出も視野

に入れており、上海への出店も計画しております。 

海外子会社につきましては、厳しい状況が続く地域もあり、海外法人全体としては営業損失を見込んでおります

が、個々の改革も進めており、不採算店の整理などにより損失額の減少を見込んでおります。 

以上、連結業績におきましては、売上高60,907百万円（前期比2.3％増）、営業利益2,543百万円（前年度は営業損

１．経営成績



失114百万円）、経常利益2,658百万円（前年度は経常損失25百万円）、当期純利益1,215百万円（前年度は当期純

損失1,177百万円）を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 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1,866百万円減少して、52,854百万円と

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1,286百万円、繰延税金資産が447百万円減少したことに

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311百万円増加して、12,425百万円となりました。こ

れは主に、流動負債における短期借入金が3,424百万円増加したことと固定負債における社債が2,500百万円減少した

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2,177百万円減少して、40,428百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金が2,104百万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（以下、「資金」という）は、前連結会計年度に対して121百万円減

少し、10,249百万円となりました。 

（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479百万円（前年度期末1,035百万円）となりました。これは主に、税金等調整前

当期純損失383百万円、賞与引当金の減少539百万円があるものの、減価償却費及びその他の償却費による増加

1,534百万円によるものです。 

（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421百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出9,039百万円、

定期預金の払戻による収入が10,002百万円あるものの、有形固定資産の取得による支出1,432百万円によるもので

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151百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額による収入が3,432

百万円あるものの、社債の償還による支出2,500百万円と配当金の支払額による支出925百万円によるものです。 

 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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．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。 

２．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。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

 ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

 ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 なお、平成22年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）」「インタレスト・カバレッジ・レ 

 シオ（倍）」につきましては、当社グループにおける有利子負債・支払利息等が皆無に等しかったため記載を省

 略しています。  

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％）  83.9  77.4  76.1

時価ベースの自己資本比率（％）  89.6  80.1  56.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 －  4.2  11.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 －  31.0  14.6



(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、2012年５月15日開催の取締役会決議により、１株につき９円とし、2012年６月12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18円（中間配当金９円、期末配

当金９円）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、2013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、大津波その他自然災

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。 

  



当社グループ（当社及び当社の関連会社及びその他の関連会社）は、連結子会社20社、非連結子会社５社、その他

の関連会社１社により構成されており、主要な事業内容は眼鏡小売であります。 

当社及び関連会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

  

 
  

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、『 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。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

鏡事業とそれに関連する事業、そして補聴器や美と健康などのアンチエイジング事業、また、今までとは違う分野に

対する新規事業とを合わせて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、今回のよ

うな甚大な被害をもたらす大震災にも備える姿勢と、本当に困った方々へ何ができるかということを常に考えている

ことが、現在の支援活動にも繋がっていると思います。更に今後も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。 

『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、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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,037 18,751

受取手形及び売掛金 2,855 3,203

有価証券 610 811

商品及び製品 9,199 9,283

原材料及び貯蔵品 794 961

繰延税金資産 1,353 905

その他 1,683 1,076

貸倒引当金 △15 △70

流動資産合計 36,518 34,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,995 11,974

機械及び装置 11 20

工具、器具及び備品 7,890 8,048

土地 1,070 1,068

リース資産 395 394

建設仮勘定 17 8

その他 37 34

減価償却累計額 △14,491 △14,766

有形固定資産合計 6,926 6,782

無形固定資産   

のれん 410 315

リース資産 － 79

その他 482 772

無形固定資産合計 892 1,166

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  303 ※1  442

長期貸付金 99 129

敷金及び保証金 8,908 8,422

建設協力金 596 482

繰延税金資産 75 53

その他 ※1  384 ※1  479

貸倒引当金 △19 △26

投資その他の資産合計 10,348 9,982

固定資産合計 18,167 17,932

繰延資産   

社債発行費 34 －

繰延資産合計 34 －

資産合計 54,720 52,854



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,656 1,474

短期借入金 1,832 5,256

リース債務 81 94

未払金 2,060 2,229

未払法人税等 533 291

未払消費税等 163 278

賞与引当金 1,043 504

店舗閉鎖損失引当金 179 173

災害損失引当金 65 －

その他 1,061 1,200

流動負債合計 8,679 11,502

固定負債   

社債 2,500 －

リース債務 178 166

役員退職慰労引当金 38 47

資産除去債務 362 354

その他 355 355

固定負債合計 3,435 923

負債合計 12,114 12,425

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 38,496 36,391

自己株式 △8,399 △8,401

株主資本合計 42,826 40,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3 21

為替換算調整勘定 △463 △535

その他の包括利益累計額合計 △466 △513

少数株主持分 246 220

純資産合計 42,606 40,428

負債純資産合計 54,720 52,854



（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：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 60,140 59,547

売上原価 18,414 19,751

売上総利益 41,725 39,795

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,747 2,667

広告宣伝費 1,337 1,441

給料手当及び賞与 16,581 16,360

賞与引当金繰入額 1,011 504

役員退職慰労引当金繰入額 9 18

福利厚生費 2,578 2,561

退職給付費用 542 490

減価償却費 1,401 1,339

賃借料 9,747 9,747

貸倒引当金繰入額 － 63

その他 ※1  4,705 ※1  4,715

販売費及び一般管理費合計 40,663 39,910

営業利益又は営業損失（△） 1,062 △114

営業外収益   

受取利息 38 44

受取賃貸料 78 64

受取手数料 29 47

受取補償金 103 18

貯蔵品売却益 335 －

その他 105 88

営業外収益合計 691 263

営業外費用   

支払利息 9 19

社債利息 26 12

社債発行費償却 8 34

為替差損 21 52

貸倒引当金繰入額 10 7

その他 10 47

営業外費用合計 87 174

経常利益又は経常損失（△） 1,666 △25

特別利益   

投資有価証券売却益 － 39

固定資産売却益 ※2  18 ※2  3

店舗閉鎖損失引当金戻入額 43 －

災害損失引当金戻入額 － 50

特別利益合計 61 93



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※3, ※4  89 ※3, ※4  178

減損損失 － ※5  48

店舗解約損失金 14 71

災害による損失 68 8

投資有価証券評価損 － 2

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 142

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 218 －

特別損失合計 390 451

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,336 △383

法人税、住民税及び事業税 767 343

法人税等調整額 95 472

法人税等合計 862 816

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

473 △1,199

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △22

当期純利益又は当期純損失（△） 473 △1,177



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 473 △1,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30 25

為替換算調整勘定 △157 △75

その他の包括利益合計 △188 △49

包括利益 285 △1,249

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 292 △1,223

少数株主に係る包括利益 △7 △25



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 39,297 38,496

当期変動額   

剰余金の配当 △1,274 △926

当期純利益又は当期純損失（△） 473 △1,177

自己株式の処分 △0 △0

連結子会社の増加による減少高 △0 －

当期変動額合計 △801 △2,104

当期末残高 38,496 36,391

自己株式   

当期首残高 △8,393 △8,399

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △6 △1

当期末残高 △8,399 △8,401

株主資本合計   

当期首残高 43,634 42,826

当期変動額   

剰余金の配当 △1,274 △926

当期純利益又は当期純損失（△） 473 △1,177

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 0 0

連結子会社の増加による減少高 △0 －

当期変動額合計 △807 △2,105

当期末残高 42,826 40,720



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 27 △3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 25

当期変動額合計 △30 25

当期末残高 △3 21

為替換算調整勘定   

当期首残高 △313 △463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △71

当期変動額合計 △150 △71

当期末残高 △463 △535

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △285 △466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △181 △46

当期変動額合計 △181 △46

当期末残高 △466 △513

少数株主持分   

当期首残高 253 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 △25

当期変動額合計 △7 △25

当期末残高 246 220

純資産合計   

当期首残高 43,602 42,606

当期変動額   

剰余金の配当 △1,274 △926

当期純利益又は当期純損失（△） 473 △1,177

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 0 0

連結子会社の増加による減少高 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △188 △72

当期変動額合計 △996 △2,177

当期末残高 42,606 40,428



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,336 △383

減価償却費及びその他の償却費 1,511 1,534

減損損失 － 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 62

賞与引当金の増減額（△は減少） △77 △539

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 8

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △308 61

災害損失引当金の増減額（△は減少） 65 △65

受取利息及び受取配当金 △42 △49

支払利息 35 31

為替差損益（△は益） 33 △5

有形固定資産除売却損益（△は益） 71 174

その他の特別損益（△は益） 14 71

売上債権の増減額（△は増加） △163 △275

たな卸資産の増減額（△は増加） △896 △274

その他の資産の増減額（△は増加） △136 656

仕入債務の増減額（△は減少） △11 △147

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 218 －

その他の負債の増減額（△は減少） △205 262

その他 △66 △14

小計 1,382 1,151

利息及び配当金の受取額 37 37

利息の支払額 △33 △32

法人税等の支払額 △350 △676

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,035 479

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 △13,544 △9,039

定期預金の払戻による収入 3,538 10,002

有形固定資産の取得による支出 △1,374 △1,432

投資有価証券の取得による支出 △9 △106

投資有価証券の売却による収入 － 47

長期貸付けによる支出 △4 △56

長期貸付金の回収による収入 22 25

敷金及び保証金の差入による支出 △203 △202

敷金及び保証金の回収による収入 610 634

建設協力金の回収による収入 147 128

その他 △271 △424

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,088 △421



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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） 1,832 3,432

自己株式の売却・取得（純額） △6 △1

社債の発行による収入 2,456 －

社債の償還による支出 － △2,500

配当金の支払額 △1,274 △925

その他 △78 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,929 △151

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,179 △121

現金及び現金同等物の期首残高 17,546 10,371

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）

4 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  10,371 ※1  10,249



 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 20社 

 ㈱三城、㈱グレート、㈱金鳳堂、㈱クリエイトスリー  

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、 

上海巴黎三城實業有限公司、DIANE OPTICAL INC.、KIMPO-DO (MALAYSIA) SDN BHD 

(2）非連結子会社の数 ５社 

 ㈱オーナーズ・サポーター、㈱MIKIKI、上海巴黎三城食品銷售有限公司、上海巴黎三城葯房有限公司、 

PT. PARIS MIKI INDONESIA 

（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５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、㈱MIKIKI、 

上海巴黎三城食品銷售有限公司、上海巴黎三城葯房有限公司、PT. PARIS MIKI INDONESIA）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。 

  

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  

INTERNATIONAL 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.、上海巴黎三城實業有限公司及びKIMPO-DO (MALAYSIA) SDN BHD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。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法  

① 有価証券 

a 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

② たな卸資産 

商品及び製品 

 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）

を採用しております。 

原材料及び貯蔵品 

 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）

を採用しております。 

（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



(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 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。 

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。 

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。 

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。  

(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。 

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。 

③ 店舗閉鎖損失引当金 

 一部の国内連結子会社では、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。 

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、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 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。 

(5）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。 

(6）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は税抜方式を採用しております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会 

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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（7）追加情報



※１ 非連結子会社及び非連結関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

  ２ 保証債務 

    連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して債務保証を行っております。 

  

３ 当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行１行とグローバル・コミットメントライ 

ン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の貸出コミットメントに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

  

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

（8）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23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式） 百万円 67 百万円 69

投資その他の資産のその他（出資金）  26  25

 計   93  95

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

㈱ルネット  百万円 － 百万円 1,460

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

（当社及び連結子会社） 

貸出コミットメントの総額 百万円 2,000 百万円 7,500

借入実行残高  205  3,671

差引額  1,794  3,828

（連結会社以外の会社） 

貸出コミットメントの総額 －百万円 百万円 2,500

借入実行残高  －  1,460

差引額  －  1,040

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

  百万円 161 百万円 127

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

工具、器具及び備品 百万円 17 百万円 3

その他  0  －

計  18  3



※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※５ 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。 

 当社グループは、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。 

 当連結会計年度において、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、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ております。また、電話加入権のうち、将来的な使用見込がないものについて、

回収可能価額まで減額しております。 

 当該減少額を減損損失（48百万円）として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物8百万

円、工具、器具及び備品18百万円、土地１百万及び無形固定資産その他19百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額について、遊休土地については、固定資産税評価額等に基づく正味売却

価額により測定し、電話加入権については、市場価格等に基づく正味売却価額により測定しております。また、

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22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

 建物及び構築物 百万円 － 百万円 0

 工具、器具及び備品  3  1

計  3  1

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

 建物及び構築物 百万円 66 百万円 146

 工具、器具及び備品  19  29

 その他  0  0

計  85  176

場所 用途 種類 

神水店（熊本県熊本市）他  店舗設備 建物、構築物及び器具備品 

東京都他  遊休資産 
無形固定資産その他（電話加入

権） 



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

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（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  4,559  8  0  4,568

合計  4,559  8  0  4,568

  
（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22年５月14日 

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

平成22年11月11日 

取締役会 
普通株式  463  9.00 平成22年９月30日 平成22年12月８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23年５月13日 

取締役会 
普通株式  463 利益剰余金  9.00 平成23年３月31日 平成23年６月７日



当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24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 

※ 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 

  
当連結会計年度期
首株式数（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  4,568  3  0  4,571

合計  4,568  3  0  4,571

  
（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23年５月13日 

取締役会 
普通株式  463  9.00 平成23年３月31日 平成23年６月７日 

平成23年11月11日 

取締役会 
普通株式  463  9.00 平成23年９月30日 平成23年12月８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24年５月15日 

取締役会 
普通株式  463 利益剰余金  9.00 平成24年３月31日 平成24年６月12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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 20,037百万円 18,751百万円 

有価証券 610  811  

預入期間が３か月を超える定期預金等 △10,277  △9,313  

現金及び現金同等物 10,371  10,249  



  

１．報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 

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。  

当社グループは、主に眼鏡等を販売しており、国内においては㈱三城及び㈱金鳳堂が、海外においては各国

の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品につ

いて各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及 

び「海外」の２つを報告セグメントとしております。 

  

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 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。  

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。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．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に関する情報 

前連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日) 

（単位：百万円） 

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間の消去であります。 

（２）セグメント資産の調整額 百万円は、セグメント間の消去であります。 

２. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損益と一致しております。 

（セグメント情報）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1  

連結 
財務諸表 
計上額  
（注）２ 

  日本  海外 計 

売上高  

外部顧客への売上高  54,045  6,094  60,140  －  60,140

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 302  154  456  △456  －

計  54,348  6,248  60,596  △456  60,140

セグメント利益又は損失（△）  1,426  △319  1,106  △44  1,062

セグメント資産  52,319  4,412  56,732  △2,011  54,720

その他の項目  

減価償却費  1,260  141  1,401  －  1,401

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

 1,483  118  1,601  －  1,601

△44

△2,011



 当連結会計年度(自平成23年４月１日  至平成24年３月31日) 

（単位：百万円） 

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間の消去であります。 

（２）セグメント資産の調整額 百万円は、セグメント間の消去であります。 

２. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損益と一致しております。  

  

  報告セグメント 
調整額 
（注）1  

連結 
財務諸表 
計上額  
（注）２ 

  日本  海外 計 

売上高  

外部顧客への売上高  53,613  5,934  59,547  －  59,547

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 210  174  385  △385  －

計  53,823  6,108  59,932  △385  59,547

セグメント利益又は損失（△）  181  △345  △164  49  △114

セグメント資産  50,625  4,592  55,217  △2,362  52,854

その他の項目  

減価償却費  1,213  137  1,351  －  1,351

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

 1,792  128  1,921  －  1,921

49

△2,362



 （注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失金額であるため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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。  

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

該当事項はありません。  

  

   連結包括利益計算書関係、リース取引、有価証券、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、資産除去債務、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。    

   

役員の異動 

役員の異動につきましては開示内容が決まり次第、別途開示いたします。 

  

（１株当たり情報）

  
  
  

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

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 822.70 円 780.94

１株当たり当期純利益金額 円 9.20 円 △22.87

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額

（△）        
    

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  473  △1,177

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 473  △1,177

期中平均株式数（千株）  51,495  51,488

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 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） 

6,503

650

13,936

1,393

781

78

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） 

6,471

647

13,805

1,380

764

76

（重要な後発事象）

（開示の省略）

５．その他
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