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1.  平成25年4月期第3四半期の業績（平成24年5月1日～平成25年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年4月期第3四半期 12,139 △19.1 △1,046 ― △1,057 ― △1,593 ―
24年4月期第3四半期 15,003 △13.6 △662 ― △781 ― △850 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

25年4月期第3四半期 △117.36 ―
24年4月期第3四半期 △62.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第3四半期 11,769 △1,418 △12.1
24年4月期 12,941 172 1.3
（参考） 自己資本   25年4月期第3四半期  △1,418百万円 24年4月期  172百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る配当の状況は、３ページに記載しております。 

年間配当金
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

24年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年4月期 ― 0.00 ―
25年4月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 16,064 △16.2 △1,539 ― △1,569 ― △2,300 ― △168.03



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期3Q 13,790,880 株 24年4月期 13,790,880 株
② 期末自己株式数 25年4月期3Q 102,979 株 24年4月期 102,959 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期3Q 13,687,919 株 24年4月期3Q 13,687,945 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  
Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る１株当

たり配当金の内訳及び配当金額総額は以下のとおりであります。 

  

Ａ種優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種優先株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおり

であります。 

 
  

Ｂ種優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＢ種優先株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおり

であります。 

 
  

Ａ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種劣後株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおり

であります。 

 
  

Ｂ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＢ種劣後株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおり

であります。 

年間配当金

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

24年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00 ―

25年４月期(予想) 0 00 0 00

年間配当金

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00 ―

25年４月期(予想) 0 00 0 00

年間配当金

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00 ―

25年４月期(予想) 0 00 0 00

年間配当金

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00 ―

25年４月期(予想) 0 00 0 00



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………３ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………４ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………４ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………５ 

４．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………９ 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………９ 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………12 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………13 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………13 

（５）重要な後発事象 ………………………………………………………………………13 

  

○添付資料の目次

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　第３四半期決算短信

1



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな景気回復がみ

られたものの、長期化する電力供給問題、雇用・所得環境の低迷、円高情勢や近隣諸国との国交不安な

どによって依然として先行き不透明な状況が続いております。  

しかしながら12月の政権交代を機に為替動向および株価に変化がみられるようになり、決して楽観視

はできないものの景気回復への足掛かりとして新政権への期待が高まっている状況であります。  

  

眼鏡等小売業界におきましても、個人消費は依然として節約志向・選別志向の傾向は根強く、企業間

の販売競争の激化などで厳しい経営環境が続いております。  

  

このような経済環境及び経営環境のもと、当第３四半期累計期間につきましては、下記の施策を推進

してまいりました。  

  

〈店舗〉 

当第３四半期累計期間までに新生メガネスーパーとして14店舗をリニューアルオープンし、ロゴを含

めた外見の判りやすさ・近代化、よりお客様が選びやすく、居心地の良い陳列・内装、気軽さの中に革

新性・本格さを感じられる新しいフローの接客など、多岐に亘っての改善を行いました。また、前事業

年度より取り組んでおります事業構造改革を更に加速すべく、10店舗の閉鎖を実施いたしました。  

  

〈営業〉 

当第３四半期累計期間において、それぞれのシーズンに合わせた各種セールを展開、年末にかけて

は、店頭通常価格から 大50％ＯＦＦの「ウィンターハッピーセール」を展開し、お客様へ超特価と豊

富な品揃えをアピールしてまいりました。年始からは、「新春・初売りセール」を展開し、特別セール

ならではの圧倒的な安さと品揃えにより買上率の向上を図ってまいりました。また、当第３四半期会計

期間より広告キャラクターに俳優の筧利夫氏を起用し、「軽くて・丈夫で・ズレにくい」機能性メガネ

として好評のオリジナルフレーム「ベータプラシリーズ」他、国内・海外のブランドフレームをはじめ

充実した商品構成をテレビＣＭ・チラシ等により力強くＰＲしてまいりました。 

  

〈商品〉 

高機能自社企画商品「ベータプラ」シリーズを拡大させ、当第３四半期会計期間においては、機能性

を追求した「ベータプラ」シリーズの上級モデル「ベータプラプレミアム」及びメンズファッション誌

『ＯＣＥＡＮＳ』とのコラボレーションモデルを販売いたしました。また、お手頃な価格なのに高い質

感と軽くてしなやかな掛け心地、大人の雰囲気を兼ね備えた機能性メガネ「アジーレプラスベーシッ

ク」、「アジーレプラススポーツ」を投入し、日常にもスポーツにも使用したい方など、幅広いお客様

のニーズに応えるとともに、豊富なカラーバリエーションと玉型の形状で女性層へ訴求し、更なるお客

様満足度の向上を図ってまいりました。 

  

経費面におきましては、徹底したコスト削減を図り販売管理費の圧縮に努め、効果が出てきておりま

す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高12,139百万円（前年同四半期累計期間比19.1％

減）、営業損失1,046百万円（前年同四半期累計期間は営業損失662百万円）、経常損失1,057百万円

（前年同四半期累計期間は経常損失781百万円）、四半期純損失1,593百万円（前年同四半期累計期間は

四半期純損失850百万円）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

流動資産は、前事業年度末に比べて517百万円減少し3,772百万円となりました。これは、商品が新

商品への入れ替え投資によって507百万円増加しましたが、現金及び預金が870百万円減少及び売掛金

が138百万円減少したこと等によるものであります。 

  

固定資産は、前事業年度末に比べて654百万円減少し7,996百万円となりました。これは、敷金及び

保証金が333百万円減少、長期預金が200百万円減少及び有形固定資産が125百万円減少したこと等に

よるものであります。 

  

この結果、総資産は、1,172百万円減少し11,769百万円となりました。 

  

流動負債は、前事業年度末に比べて338百万円増加し3,831百万円となりました。これは、未払金が

445百万円減少及び前受金が62百万円減少しましたが、関係会社短期借入金が607百万円増加及び支払

手形が273百万円増加したこと等によるものであります。 

  

固定負債は、前事業年度末に比べて79百万円増加し9,357百万円となりました。これは、退職給付

引当金が83百万円増加したこと等によるものであります。 

  

この結果、負債は、前事業年度末に比べて418百万円増加し13,188百万円となりました。 

  

純資産は、前事業年度末に比べて1,590百万円減少し1,418百万円の債務超過となりました。これ

は、上記事業構造改革等の影響により、四半期純損失1,593百万円を計上したこと等によるものであ

ります。 

  

平成25年４月期の通期業績予想につきましては、平成24年12月13日に発表いたしました業績予想数

値を修正しております。詳細につきましては、平成25年３月15日付「平成25年４月期第３四半期累計

期間における特別損失の発生及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年５月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は、前事業年度末決算において、前々期末に発生した債務超過を解消いたしましたが、当第３四

半期累計期間におきまして、営業損失1,046百万円、経常損失1,057百万円を計上し、事業構造改革の加

速により、四半期純損失1,593百万円を計上した結果、1,418百万円の債務超過となっております。当該

状況により、当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

  

当該状況を解消すべく、当社は、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、及び、同組合がサ

ービスを提供するファンドからの経営支援を受け、引き続き事業再生を推し進めております。 

  

主要な成果としては、以下のとおりです。 

  

・構造改革により10億円以上の固定費削減を行って、コスト構造を改善 

・店舗全体の収益構造については、マス広告でカバー出来ない孤立エリアの赤字店の抜本的閉鎖によ

り店舗ポートフォリオを改善し、売上の大きい関東エリアに集中 

・売上拡大に関しては、商品面において、低価格帯の取り扱いを止め、12,600円からの品揃えを一新

した結果、店舗内での買上率が向上し、価格競争とは一線を画した顧客満足につながる効率的な店

舗施策が進捗。また、上期の先行リニューアルの結果を踏まえて、下期22店のリニューアルを実行

中。二段階に分けた事で、下期のリニューアルの成功確度が向上し、平均で30％程度の眼鏡売上拡

大を達成。さらに、2012年12月から、売上が集中する関東を中心にマス広告を再開し、実施エリア

では15％以上の売上拡大を創出、リニューアルと併せ、当社が不得意としていた女性層の再獲得効

果を確認 

  

また、残された課題としては、マス広告を展開する以前は、店舗の改善に注力していたことで、店舗

での買上率・単価の向上以上に来店客数が減少し、既存店の売上は低迷いたしました。なお、足元で

は、マス広告効果に加え、個店ごとの立地・商圏特性を踏まえたきめ細かな施策展開により、足元の売

上は昨対ベースで回復傾向になります。また、リニューアルの量的拡大と、商品・マーケティング・サ

ービスとの統合による質的拡充も今後の課題となります。 

  

かかる状況を踏まえ、今期の様々な取り組みの過程で見えてきた事業機会は大きい事から、当社では

眼鏡ビジネスの抜本的な革新を期した中期経営計画を今般策定し、推進していく事といたしました。本

中期経営計画は、ミドル・シニア世代を中心ターゲットとし、差別性のある商品・サービスを、外装リ

ニューアルやマーケティングにより統合した上で、当該統合新モデルの認知拡大することによる売上拡

大と、出店再開による規模の利益の享受を主たる狙いとして策定しております。 

  

事業計画の骨子は以下のとおりです。 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　第３四半期決算短信

5



  
１．ターゲット顧客層の再定義と当社の強みの活用 

当社は、市場として拡大しているミドル・シニア世代を改めて主要ターゲットとして再定義しており

ます。中でも、この層の約半分を占める「ファッション性」よりも検眼やフィッティングを初めとする

「アイケア」を重視する顧客層は、すでに当社の主要な顧客基盤であります。これまで、リニューアル

店での検証結果から「アイケア」を中心とした商品・サービス展開（新しい検眼・フィッティングプロ

セスやメンテナンスに関わるサービスメニュー）により競合にない顧客満足が実現可能であることや当

社の有する数百万人の既存顧客のデータベースの再整備・分析や市場調査を実施した結果から、当社の

「アイケア」を中心とした商品・サービスの訴求に反応する顧客群が確実に存在することを確認してお

ります。こうした顧客層に対して、当社の強みをより一層生かすことでさらなる顧客基盤の拡大を十分

見込めると考えております。 

  

２．マーケティングと店舗サービスの 適化ビジネス（店舗）モデルの構築 

こうした当社の強みを生かしたビジネスモデルも基本設計が完了しており、展開準備に入っておりま

す。 

① 集客のためのマーケティング 

(ア)当社が支持を受けている主要な顧客基盤たるミドル・シニア世代は、加齢や生活習慣による視機

能の衰えなど幅広くかつ変化するアイケアニーズを潜在的に有しております。 近の眼鏡業界の

動向を見ても、ＰＣメガネの拡大に見られるように適切な訴求を行えばこうした潜在ニーズの顕

在化は十分可能であると考えられ、45歳以上の世代をより明確にターゲットとすることで、個々

の顧客の潜在ニーズを顕在化させ、新規数及び再来数をさらに一段拡大させていく予定です。 

  

(イ)顧客への訴求という観点からは、既存店舗の質の向上が図れてきたことを踏まえ、現在、改装と

連動したＴＶ広告の再開、タレントを新広告キャラクターに起用した新しいクリエイティブによ

る広告を展開しております。今後はこれにとどまらず、地域・商圏毎の広告宣伝媒体の多様化と

相乗効果の 適化など、より一層対外訴求を重視してまいります。新規獲得に向けてはアクティ

ブシニア層に適した「アイケア」を中心とした商品・サービスのマス向けの打ち出し、再来確保

に向けてはウエブを中心とした展開を重視し、有用な顧客データをもとにした情報配信、商品・

サービスやソリューション提案を直接顧客とやりとりすることにより、実質的な商圏の拡大およ

び広告宣伝効果の効率向上を図る予定です。 

  

② 顧客化のための店舗サービスの 適化 

(ウ)集客のあり方の進化に伴い、店舗のあり方も従来の小売りの物販型モデルにとらわれず、付加価

値のあるサービスを重視し、コストを抑制しながら売上が向上する収益モデルへの変更を図って

いく予定です。 

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　第３四半期決算短信

6



  
(エ)ＩＴの活用と人材の専門化が主な高収益化のポイントになります。 

 ◇ＩＴなどの手段の活用を積極的に図ることが、スタッフのスキルのばらつきを解消し、顧客の情

報収集、診断、提案の精度向上につながると考えております。さらには、顧客情報管理、店舗へ

の施策伝達など店舗スタッフの負担軽減と人時生産性の向上にも資すると想定しております。 

 ◇一方で、接客などの顧客対応力に適性の高い女性やシニアなどの人材の積極的登用による人時生

産性の向上および接客、検査、加工など各店舗機能において人材の専門化を積極的に図ること

で、店舗全体として信頼性の高い商品・サービスの提案をおこなっていくことができると考えて

おります。 

  

(オ)顧客への付加価値の提供という観点からは、集客施策により顕在化する顧客のニーズに対して、

「アイケア」ニーズに対応した競合と差別化可能なレンズ製品の品揃えやミドル・シニア層に適

した企画開発型のオリジナルフレーム商品の拡大を推進いたします。商品ラインの変更と平仄を

合わせ、ＩＴの活用や人材の専門化を推進することで、商品・サービスの価値を積極的に上げ、

一部競合よりも絶対水準として高い価格あたりの価値を相対的に高くし、買上げ率を一段と拡大

させてまいります。結果として、坪効率も向上させ、より面積の小さい店舗における店舗展開も

可能となると考えております。 

  

３．リニューアル 

第４四半期中に従来のフルリニューアルに加え、看板変更を主体としたミニリニューアルを含め関東

中心に累計62店のリニューアルが完了する予定です。今後は前述の新しい店舗モデルの展開に先行し

て、関東におけるリニューアルを進め、さらには全店拡大に向けて量的拡大を図っていく予定です。 

  

４．赤字店舗の閉店 

一定の売上改善や人員の効率化を実行しても黒字化が困難な赤字店舗を特定し、当第３四半期累計期

間では10店舗の閉鎖を実行いたしました。来期にかけては、累計70店におよぶ店舗の閉鎖を計画し着手

しております。 

  

５．コスト削減施策 

販管費削減については、本社や店舗での共通コストを対象に、個別費目ごとの削減の取り組みの継続

徹底を図ってまいります。さらに本社人員の店舗へのシフト支援を進め、売上拡大に直接貢献する人員

を増加させることで売上高人件費比率を抑制してまいります。原価削減については、バイイング商品か

ら企画商品への移行を進め、仕入れから販売までの一連のプロセスを対象に、商品価格帯ごとの粗利の

適化を図ってまいります。 

  

６．出店 

出店については、閉鎖や改装による既存店の構造改革および既存店の新モデルへの転換による売上げ

拡大に一定の目処がつき次第、本格的な投資対効果の高い新規出店を再開する予定にしております。 
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７．財務再構築 

前期に行った資金調達と既存借入の条件変更又は借換えに加え、退店店舗からの敷金回収・追加の借

入の実行など、追加的なキャッシュフロー創出策を実行し、また外部からの資本・資金調達など追加策

の検討・推進を行っております。 

  

当社は、上記の各施策を確実に実行することにより、構造改革が概ね終了する来期以降において、業

界トッププレイヤーの水準を目指した高収益体質への転換を図る予定であり、資本増強施策を早期に検

討及び実行することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断してお

ります。 
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４.【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,265,431 394,917 

売掛金 494,163 355,429 

商品 1,974,747 2,482,047 

貯蔵品 17,787 19,939 

前渡金 785 484 

前払費用 404,487 423,317 

未収入金 122,450 74,769 

その他 17,657 23,770 

貸倒引当金 △6,997 △1,933 

流動資産合計 4,290,514 3,772,741 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,837,603 5,809,780 

減価償却累計額 △4,642,707 △4,737,219 

建物（純額） 1,194,895 1,072,560 

構築物 787,553 789,740 

減価償却累計額 △648,944 △653,717 

構築物（純額） 138,609 136,022 

車両運搬具 29,188 28,082 

減価償却累計額 △28,157 △27,141 

車両運搬具（純額） 1,030 941 

工具、器具及び備品 2,838,202 2,756,926 

減価償却累計額 △2,677,221 △2,601,097 

工具、器具及び備品（純額） 160,981 155,828 

土地 1,189,114 1,189,114 

建設仮勘定 － 4,541 

有形固定資産合計 2,684,632 2,559,009 

無形固定資産   

商標権 1,458 2,922 

ソフトウエア 88,737 127,635 

電話加入権 35,475 35,475 

その他 5,227 5,227 

無形固定資産合計 130,899 171,260 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年１月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 29,136 33,817 

関係会社株式 － 354 

出資金 944 944 

従業員に対する長期貸付金 2,492 955 

長期前払費用 118,162 92,102 

長期未収入金 149,806 136,779 

敷金及び保証金 5,393,626 5,059,648 

長期預金 200,000 － 

その他 31,400 31,390 

貸倒引当金 △89,806 △89,362 

投資その他の資産合計 5,835,761 5,266,629 

固定資産合計 8,651,293 7,996,899 

資産合計 12,941,807 11,769,641 

負債の部   

流動負債   

支払手形 668,688 941,960 

営業外支払手形 68,950 64,618 

買掛金 831,520 900,581 

関係会社短期借入金 － 607,838 

未払金 727,458 281,928 

未払費用 711,434 694,479 

未払法人税等 158,141 99,309 

前受金 197,167 134,465 

預り金 71,618 100,588 

前受収益 1,939 1,767 

預金解約損失引当金 51,579 － 

その他 4,241 3,531 

流動負債合計 3,492,740 3,831,068 

固定負債   

長期借入金 7,896,443 7,896,443 

株主、役員に対する長期借入金 266,400 266,400 

退職給付引当金 1,014,411 1,098,007 

長期預り保証金 50,057 50,057 

その他 49,704 46,097 

固定負債合計 9,277,017 9,357,006 

負債合計 12,769,757 13,188,075 

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　第３四半期決算短信

10



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,924,159 50,000 

資本剰余金   

資本準備金 2,859,679 － 

その他資本剰余金 － 188,306 

資本剰余金合計 2,859,679 188,306 

利益剰余金   

利益準備金 19,350 － 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,092,710 － 

繰越利益剰余金 △10,657,594 △1,593,261 

利益剰余金合計 △5,545,533 △1,593,261 

自己株式 △66,804 △66,807 

株主資本合計 171,501 △1,421,762 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 548 3,329 

評価・換算差額等合計 548 3,329 

純資産合計 172,050 △1,418,433 

負債純資産合計 12,941,807 11,769,641 
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 15,003,924 12,139,133 

売上原価 5,030,070 3,967,607 

売上総利益 9,973,854 8,171,525 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,170,993 2,533,027 

退職給付費用 92,552 132,524 

地代家賃 3,086,032 2,829,771 

その他 4,286,884 3,722,444 

販売費及び一般管理費合計 10,636,462 9,217,768 

営業損失（△） △662,608 △1,046,242 

営業外収益   

受取利息 3,049 2,613 

受取配当金 545 378 

集中加工室管理収入 44,890 45,028 

その他 13,315 25,318 

営業外収益合計 61,801 73,339 

営業外費用   

支払利息 141,252 69,501 

その他 39,681 14,676 

営業外費用合計 180,934 84,178 

経常損失（△） △781,740 △1,057,081 

特別利益   

固定資産売却益 46,626 － 

株主、役員に対する長期債務戻入益 278,784 － 

受取補償金 1,089 － 

特別利益合計 326,499 － 

特別損失   

固定資産売却損 82 － 

固定資産除却損 11,250 19,147 

店舗構造改革費用 354 182,116 

事業構造改革費用 113,514 196,207 

解約違約金 － 2,895 

ゴルフ会員権評価損 4,560 － 

店舗閉鎖損失 108,740 5,121 

固定資産契約解除損 25,565 － 

その他 41,983 38,221 

特別損失合計 306,051 443,708 

税引前四半期純損失（△） △761,291 △1,500,790 

法人税、住民税及び事業税 92,545 92,471 

過年度法人税等戻入額 △3,248 － 

法人税等合計 89,296 92,471 

四半期純損失（△） △850,588 △1,593,261 

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　第３四半期決算短信

12



該当事項はありません。  

  

当社は、平成24年７月27日開催の第36期定時株主総会の決議により、会社法第447条第１項及び第448

条第１項の規定に基づき、平成24年８月17日付にて資本金2,924,159千円のうち、2,874,159千円を減少

及び資本準備金2,859,679千円減少し、その他資本剰余金を増加させ、また、利益準備金19,350千円減

少し、繰越利益剰余金を増加させ繰越利益剰余金の損失の填補を図っております。更に、会社法第452

条の規定に基づき、増加したその他資本剰余金5,733,839千円のうち、5,545,533千円を減少し、繰越利

益剰余金を増加させ繰越利益剰余金の損失の填補を図っております。  

これにより第２四半期会計期間末において資本金50,000千円、その他資本剰余金188,306千円となっ

ております。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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