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１．平成26年４月期第２四半期の業績（平成25年５月１日～平成25年10月31日）

（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 ％

26年４月期第２四半期 7,340 △12.0 △1,130 ― △1,273 ― △1,371 ―

25年４月期第２四半期 8,343 △20.2 △332 ― △330 ― △741 ―

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

26年４月期第２四半期 △56.65 ―

25年４月期第２四半期 △54.80 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年４月期第２四半期 11,472 △2,582 △22.5

25年４月期 11,702 △2,115 △18.1

(参考) 自己資本 26年４月期第２四半期△2,582 百万円 25年４月期△2,115 百万円

２．配当の状況

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

25年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年４月期 ― 0.00

26年４月期(予想) ― 0.00 0.00

３．平成26年４月期の業績予想（平成25年５月１日～平成26年４月30日）

(％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
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 16,700 4.6 △1,000 ― △1,270 ― △1,500 ― △62.26
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・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、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。

・平成25年６月14日発表の業績予想を平成25年12月13日に修正しております。

・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なく、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８ページ「1.当四半期決算に関する定性的情

報（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動画、主な

Ｑ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。

・平成25年12月25日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会

※ 注記事項

（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

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

（３）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) 26年４月期２Ｑ 30,281,363 25年４月期 13,790,880

② 期末自己株式数 26年４月期２Ｑ 103,099 25年４月期 102,979

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年４月期２Ｑ 24,373,532 25年４月期２Ｑ 13,687,921

※ 四半期レビュー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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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

25年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年４月期 ― 0.00

26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

25年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年４月期 ― 0.00

26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

25年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年４月期 ― 0.00

26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

25年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年４月期 ― 0.00

26年４月期(予想) ― 0.00 0.00
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、金融政策及び一連の各種経済政策の効果と期待から円

安・株高が進み、緩やかな景気回復が見られました。

眼鏡等小売業界におきましては、個人消費は依然として節約志向の傾向が根強く、価格を軸とした企業

間の販売競争の激化が続き全体としては厳しいものの、前事業年度と比較して高機能商品や付加価値商品

への選別志向が高まり、販売単価はやや上昇傾向にあります。競争環境にも変化が見られ、よりプレミア

ム志向のチェーンの売上拡大が見られました。

このような経営環境・経済環境のもと、当社は「中期経営計画」に則って、事業再生を推し進めており

ます。「中期経営計画」の根幹は、ミドル・シニア層を主たるターゲットとした「アイケア重視のサービ

ス型店舗モデル」への転換であり、具体的には「目から元気に！」をコンセプトとして、他社との差別化

を図り、お客様からの信頼の獲得に努めております。これは、高齢化社会の進展により、老視（いわゆる

老眼）を有する消費者が増加し、また、いわゆるスマートフォンやＰＣなどビジュアルディスプレイター

ミナル（ＶＤＴ）に依存した生活時間が増え、人類史上おそらく最も眼に負担のかかる視環境になってい

る現状において、眼の健康寿命によりいっそう留意して眼鏡やコンタクトレンズを使用すべきという考え

方に基づくものであります。加齢による老視人口の増加や眼を酷使せざるを得ない環境の強まりにより、

45歳以上の人口は、眼の機能の衰えに対する潜在的な怖れ、及び日常生活における顕在的な支障を感じて

おります。また、予備軍としての35歳以上の人口は、日常生活において眼の負担を感じております。こう

したニーズに的確に対応し、眼の疾患領域において眼科と明確な線引きをした上で、単なる視力矯正を超

え、眼の負担軽減と加齢対応を図り、継続して健康的に眼鏡やコンタクトを使用していくことを提案する

アイケア重視のサービス提供は顧客の反応もよく、十分な手ごたえを感じております。

当第２四半期累計期間の営業利益は、赤字幅は当初業績予想より拡大いたしました。しかし、既存店売

上前年比で100％を超える店舗数が拡大し、上下動はありながらも、８月の100.7%（直近11月は108.1％）

と売上の改善は着実に進捗いたしました。「中期経営計画」で想定しているアイケアを重視するという考

え方は、顧客の支持を着実に獲得し、結果として、店舗への新規顧客の誘引や再来促進による入店数の拡

大、買上数及び入店数に対する眼鏡買上率の増加、単価や一人当たり粗利額の向上が実現してきておりま

す。

当該期間の具体的な取り組みとして、以下の「中期経営計画」の項目のすべてに取り組んでまいりまし

た。

１. ターゲット顧客層の再定義と当社の強みの活用

２. マーケティングと店舗サービスの最適化ビジネス（店舗）モデルの構築

① 集客のためのマーケティング

② 顧客化のための店舗サービスの最適化

３. リニューアル

４. 赤字店の閉鎖

５. コスト削減施策

６. 出店

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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この中でも、前事業年度までに一定の目途がついたコスト削減や店舗閉鎖、リニューアル施策の効果を

除くと、第２四半期累計期間中は、特に既存店での売上拡大に関して、有効性や実行度が不十分だったた

め、トライアル＆エラーが継続しておりました。しかし、10月末時点では、「中期経営計画」策定時には

不足していた（Ａ）高収益な「アイケア重視のサービス型店舗モデル」や収益向上に効果的な施策の作り

こみがほぼ完了し、また、７月に着任した新社長の強力なリーダーシップを通じ、（Ｂ）組織全体の施策

実行力の大幅な向上、が図られたため、今後業績の収益黒字化が実現する確度は大幅に高まったと考えて

おります。以下、当該２点につき詳述いたします。

（Ａ）高収益な「アイケア重視のサービス型店舗モデル」や収益向上に効果的な施策の作りこみ

１） 「アイケア重視のサービス型店舗モデル」への転換

第１四半期会計期間（５～７月）においては、アイケア重視のサービス型店舗モデルの基盤となる店

舗内での検査を拡充し、眼の負担軽減を図るレンズの新商品を投入いたしました。さらに、第２四半期

会計期間（８～10月）において、レンズ商品の強化を図るべく、加齢に伴うコントラスト感度低下に対

応したレンズの新商品を投入いたしました。

① アイケアの中心となる検査を拡充（買上件数と単価向上をねらい）

Ä 眼の負担軽減の観点から、「疲れ眼鏡」の診断を取り入れた問診を導入：入店客への検査のお勧

めをしやすくし、ニーズに沿った使い分け・複数使用などのコンサルティング提案を実施すること

で買上げ率を向上

Ä 新しい検査を、「トータルアイ検査」と称し、通常の視力測定だけでなく、眼年齢や眼環境、コ

ントラスト感度など多面的な検査を実施：検査の拡充により有料レンズの価値を訴求しやすくな

り、結果として単価向上

② 検査の拡充と合わせて３割を占める有料レンズ商品の品揃えを強化（買上件数と単価向上をねらい）

Ä 新商品「ＭＥＫＡＲＡ」の投入：眼の負担軽減レンズの投入

Ä 新商品くっきりコートの投入：加齢に伴い低下するコントラスト感度に対応したくっきり見える

レンズの投入

２） 集客施策の精度を向上（入店数増加をねらい）

第１四半期会計期間（５～７月）においては、アイケアの価値を集客につなげるための各種媒体を多

面的に活用した対外的訴求に注力してまいりました。さらに、第２四半期会計期間（８～10月）は、第

１四半期での、メールマガジンやＬＩＮＥ、ＤＭやチラシの効果分析を踏まえ、内容や送付先を見直し

たり、店前訴求の効果を高めるための媒体訴求の精度向上に努めました。合わせて、通常の消費者向け

訴求に加え、眼科による患者紹介などの顧客獲得チャネルの拡大に努めております。

① ＴＶＣＭなどのマス媒体からチラシなどの地域媒体に至るまで一貫して「目から元気する」眼鏡チェ

ーンとして「疲れメガネ」の撲滅を謳い訴求を展開

② メールマガジン、ＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＬＩＮＥなど顧客と直接つながるインフラを整備し、登録数が

増加

③ 店舗や顧客の反応を分析した上での、ＤＭ、チラシの内容や送付先改善（眼鏡だけでなく、コンタク

トレンズへの展開、折込媒体の変更や効果の出る店舗への数量シフトなど）
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④ 直近では、店舗のリニューアルを訴求するセールを中心に、店前訴求における賑やか感を大幅強化

（例：のぼり本数の倍増、訴求用の懸垂幕の向きの変更など店舗ごとのきめ細かい改善）

⑤ 眼科との提携を進め、眼科からの紹介ができる仕組みを構築（69眼科と提携済み）

３） ７割を占めるレンズ・フレームセット一式価格システムを大幅に改変（単価の向上をねらい）

第１四半期会計期間（５～７月）においては、アイケア重視のサービス型店舗モデルの導入に力点を

置きました。第２四半期会計期間（８～10月）は、アイケア重視のサービス型店舗モデルの付加価値を

テコに件数を落とさず単価を向上させるために、レンズ０円が訴求ポイントである一式価格（当社呼称

「薄込みプライス」）の価格体系の見直しを行いました。また、保証制度を大幅に強化し、購入時の顧

客の安心感を高め、買上率の向上も図ってきております。

① 従来、53種類あった、レンズ・フレームのセット一式価格を13種類に絞込み

② また、フレーム・レンズの一式価格については、「薄込みプライス」と称し、フレーム価格の表示

に遠近レンズも含め薄型レンズが無料で付くという訴求を行っていましたが、これに傷防止を標準装

備して付加価値を強化

③ さらに、業界最高レベルの保証（見え方保証１年、品質保証Ｘ年、破損保証Ｙ年）と眼鏡をすべて

分解洗浄する定期点検サービスを導入し、付加価値を強化

４） 商品の売り逃しの解消と買上げ率の強化

３）の価格の見直しと同様の趣旨で、アイケア重視のサービス型店舗モデルをより生かすために、第

２四半期会計期間（８～10月）は、小売業の基本の充実として、品揃えを拡充し、売り逃し解消を図っ

てきております。

① フレーム商品の配荷オペレーションの最適化（売り逃しの解消と買上率の向上をねらい）

Ä 在庫水準と販売本数に基づき売れ筋商品を全社として再定義し、仕入れと配荷を最適化

Ä 店舗発注システムを整備し、店舗の意思を反映した発注を実現

Ä 物流プロセスを見直し発注リードタイムを18日から７日に短縮

② ＰＢフレーム商品24ブランドを当社オリジナル商品として打ち出し

Ä オリジナル新商品の、続投入（11月に雑誌ＶＥＲＹとのコラボレーションによるセルフレームの

「ルセラ」を投入。足下の12月はメタルフレームの「ＥＹＥＬＩＧＨＴ」を投入）

Ä オリジナル商品全体の打ち出しを12月実施予定

③ コンタクトのデータ販売（箱売りによるスピード販売）の強化

Ä 顧客が持ち込みやすくする「タバコ販売型」の店外訴求

Ä 眼鏡検査でのコンタクト度数確認と「初めて割り」を併用した競合からのスイッチ

５） リニューアル

第１四半期会計期間（５～７月）において、前事業年度からの継続的な取り組みとして、商品ライン

アップも一新し、新生メガネスーパーとしてオープンしております。第２四半期会計期間（８～10月）

も継続的なリニューアルを実施いたしました。

Ä 当第2四半期累計期間において、41店舗のリニューアル及び143店舗のサイン交換を実施
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Ä 前事業年度から累計において、店舗数で既存店313店のうち、計242店（売上ベースで約80％に相

当）の改装が完了。内訳は、67店の改装（売上ベース約35％に相当）及び175店の簡易改装・看板変

更（売上ベースで約50％に相当）

Ä リニューアル店舗は、リニューアルが未済の店舗を、既存店売上前年比平均で６～８％上回り、有

意な売上向上

６） 新規出店

第１四半期会計期間（５～7月）から第２四半期会計期間（８～10月）の店内買上率や単価や対外訴

求による入店数の対前年での改善に鑑みて、当初想定どおり、新規出店を５年ぶりに再開できる見込み

となりました。

① 中期経営計画どおり、期中の新規出店10店を目指し、４店舗を12月にオープンすることが決定

② 新店のモデルとして、中規模商業地の十条銀座店、門前仲町店、ショッピングセンター向けのブラ

ンチ神戸学園都市店、リロケーションとしての名古屋大須店を検証

７） 通販

通販事業につきましては、小規模であり、「中期経営計画」上は、通販事業に依存しないモデルを想

定しておりました。しかしながら、第２四半期（８月～10月）以降、リアル店舗との連携も視野に入

れ、エキスパート人材の投入により組織強化を図りましたところ、結果として、通販単体の売上げは、

11月までの累計で前年比119％、足下の11月は前年比181%と想定を上回るペースで売上が拡大しつつあ

ります。今後は、コーポレートサイトとの連携、店舗との連携を一層強め、顧客への利便性を向上さ

せ、収益源として磐石な基盤を確立する予定です。

① 通販事業をウエブ系マーケティング上の取り組み（メルマガ、ＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＬＩＮＥ）など

と統合し、人材強化

② 従来からの自社サイト及び楽天サイトを基盤に業務提携先を拡大

 自社通販サイトとコーポレートサイトのユーザビリティを向上し、スマホ対応を実現するリニュー

アルを12月６日に完了

（Ｂ）実行力を上げるための仕組みの導入

第１四半期会計期間（５～７月）は、アイケア重視のサービス型店舗モデルへの抜本的な変更とい

う、新しい取り組みを行ったこともあり、施策の実行スピードに課題がありましたが、７月以降の代表

取締役社長の交代を受けて、第２四半期会計期間（８～10月）は、店舗スタッフのモチベーションを大

幅に向上させ、施策取り組みの実行スピードを大幅に改善することができました。

① 従来からの、売上・利益に加え、入店、買上げ、単価、再来促進などのＫＰＩ（業績評価指標）に

基づいた、本社戦略・施策の個店別展開を具体的にモニター管理

② 社長直轄の店舗を「天領店舗」と称し、顧客に接するスタッフ全員との直接対話を通じて、店舗改

善施策を打ち出し、本社がこれをサポートする体制を確立（社長直轄店舗での売上水準は他店舗に比

べ、10％増）。地域ごとに「天領店舗」を中心に周辺店舗への成功事例を波及

③ スタッフ主導の施策展開を加速するため、メールやｉＰａｄ、ＬＩＮＥなどのＩＴツールをフル活

用し、情報や動画配信など、全店を対象に店長ではなくスタッフの直接の施策提案を促し、成功事例

の抽出・横展開と個店のＰＤＣＡを迅速に回す仕組みを導入
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④ 店舗における人材スキルの向上を図るために、全店長スキル評価テストを実施し、店長のスキル課

題を明確化

⑤ 全国店舗におけるレンズ商品知識、検査プロセスの変更のための勉強会の実施、ｉＰａｄ等情報機

材をフルに活用した効果的な教育を実施

⑥ アパレルなど他業界出身の顧客対応力の高い販売スタッフの拡大により既存スタッフ（検査、加

工）との分業を図るとともに、既存スタッフの専門スキルを向上

利益水準については、当初発表の業績予想よりは、第２四半期累計期間の営業赤字幅が拡大しており

ますが、コスト面では、抜本的差別化戦略発動の助走段階として、広告宣伝費等の販売費を先行的に拡

大した結果によるものであり、想定内と捉えております。本社及び店舗運営費を合わせた全社費用は、

前事業年度中に、人件費や地代家賃を中心として、16％の大幅な削減を行っており、損益分岐点を大幅

に低下させております。当第２四半期累計期間は、先行投資をした販売管理費についても、前年比で約

３％程度低い水準でコントロールしながら投資を行いました。

一方、売上面に関しては、第２四半期累計期間において、既存店売上前年比で95.3％ですが、前述の

とおり後半に向けてトレンドは尻上がりに改善してきております。また、当第２四半期累計期間の全店

売上前年比86.7％と、上記既存店売上前年比95.3％との差は、主に閉店によるものであります。

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高7,340百万円（前年同四半期累計期間比12.0％

減）、営業損失1,130百万円（前年同四半期累計期間は営業損失332百万円）、経常損失1,273百万円

（前年同四半期累計期間は経常損失330百万円）、四半期純損失1,371百万円（前年同四半期累計期間は

四半期純損失741百万円）となりました。
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（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103百万円減少し4,035百万円となりました。これは、主に店舗閉鎖

に伴う敷金保証金が精算されたことにより未収入金が268百万円、売掛金が103百万円、商品が25百万円減

少しましたが現金及び預金が296百万円増加したこと等によるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べて127百万円減少し、7,437百万円となりました。これは、不採算店舗

の閉鎖に伴い敷金及び保証金が361百万円減少しましたが、店舗のリニューアル工事等に伴い有形固定資

産が198百万円及び店舗契約更新に伴い長期前払費用が12百万円並びに長期未収入金が23百万円増加した

こと等によるものであります。

この結果総資産は、前事業年度に比べて230百万円減少し、11,472百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べて196百万円増加し、4,637百万円となりました。これは資金調達に伴

い関係会社短期借入金が424百万円及び店舗のリニューアルに伴い営業外支払手形が69百万円増加しまし

たが、未払法人税が56百万円、買掛金が125百万円、支払手形が53百万円、店舗受注未渡品が減少したこ

とにより前受金が72百万円減少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40百万円増加し、9,417百万円となりました。これは退職給付引当

金が43百万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237百万円増加し14,055百万円となりました。

純資産は、前事業年度末に比べて467百万円減少しました。これは、ライツ・オファリングによる新株

予約権の行使による増資905百万円と四半期純損失1,371百万円を計上したこと等によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期累計期間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296百万円増加し、788百万円となりました。

当第２四半期累計期間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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、1,187百万円（前年同四半期は1,102百万円の使用）となりました。こ

れは、税引前四半期純損失を計上したこと、仕入債務の減少、前事業年度に計上した構造改革費用等の支

払い等に伴うその他の流動負債の減少、法人税等の支払額等によるものであります。

（２）財政状態に関する説明
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、286百万円（前年同四半期比113.5％増）となりました。これは既存店

舗のリニューアルや新ロゴ看板の架け替え等から有形固定資産の取得による支出により減少しましたが、

店舗の退店に伴い敷金及び保証金の回収による収入等により増加したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、1,197百万円（前年同四半期は26百万円の収入）となりました。これ

は、ライツ・オファリングによる新株予約権の行使により株式の発行による収入及び関係会社からの資金

調達に伴う短期借入による収入等によるものであります。

平成26年４月期通期業績予想につきましては、平成25年６月14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12月13日付で発表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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、事業構造改革及び事業再生の加速等により、当期純損失2,292百

万円を計上した結果、2,115百万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当社の長期連帯株

主である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。

（１）中期経営計画の推進による収益構造基盤の安定化、及び（２）財務の再構築と外部資本調達等、

継続的な資本の増強策の検討及び推進により、早期の債務超過解消を目指しております。

（１） 中期経営計画の推進による収益構造基盤の安定化

第２四半期累計期間は想定より赤字幅が拡大し、通期決算は下方修正ながら、既存店売上前年比は、11

月に108.1％に到達いたしました。当該前年比は、2004年２月の105.3％をピークに2012年８月の80.6％ま

で低下し続けてまいりましたが、その後反転傾向となり、直近９年９ヶ月ぶりにピークの水準を超過した

ことになります。これは上場小売企業の中でも、最高レベルの水準と認識しております。11月は粗利額で

は全店ベースでも前年比を超えることができ、収益構造基盤の改善は着実に進んできております。

「アイケア重視のサービス型店舗モデル」への転換は、サービス付加価値の信頼性に支えられ、件数を落

とさない単価の維持・向上と一件当たりの粗利向上をもたらしております。施策効果は、店周にミドルシ

ニア世代の住民が多く、地域密着型での顧客維持がしやすい住宅立地、商業立地に強く出ており、これを

元にした地域密着型のサービス利便性モデルの可能性を確信し、12月から新規出店を５年ぶりに再開いた

します。これは、低回転でも回る中高単価・低家賃というモデルであり、低単価で高回転志向を主軸とし

た大規模商業立地での競合の展開に対して、完全に異なった市場をターゲットとしたものです。

今後、前年比100％超えの既存店に、新規出店による売上増分を上乗せすることで、売上拡大を目指し、

下半期の経常黒字化、来期の高収益な企業への転換を実現する見通しであります。本来、眼鏡小売業は、

一件あたりの粗利率が高く、売上が下げ基調にあるときは、赤字幅が大きく拡大しがちな収益構造であり

ますが、逆もまた真であり、売上獲得が順回転に入った今、黒字化を実現することは、十分可能と考えて

おります。実際に、当第２四半期累計期間の既存店売上前年比は、月による上下動は見られるものの上昇

トレンドにあり、11月の既存店売上前年比は108％を超えました。これは当事業年度半ばから後半にかけ

ての売上増加を想定して開示した業績予想と整合したトレンドと認識しており、損益分岐点に早期に達す

ることを見込んでおります。

また、こうした業績改善や取り組みの展開は、すでに他社で再生の実績のある社長が７月以降就任して

以来、進捗のスピードが実現しているものであり、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合からも

執行に係る人的支援を受けております。

これまでの主要な「中期経営計画」の進捗及び数値的成果は、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
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１. ターゲット顧客層の再定義と当社の強みの活用

当第１四半期に本格展開を開始した「アイケア重視のサービス型店舗モデル」の展開は、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

に確実に訴求しつつあります。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た成果は、35

歳以上の顧客の入店数、買上件数の増加に表れております。

２. マーケティングと店舗サービスの最適化ビジネス（店舗）モデルの構築

① 集客のためのマーケティング

Ä 入店数は、想定どおり、メインターゲットのミドルシニア層を中心に、増加しており、足下の11

月に入り前年超が継続しております。

Ä 店内における買上げ率の増加と単価の向上が図られた今、ＤＢマーケティング（ＣＲＭ）インフ

ラの活用を徹底し、より費用対効果の高い店前訴求やＤＭ、ＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＬＩＮＥ、メー

ルマガジンなどの施策により入店数増加のペースを一層速め目途がついてきたと認識しておりま

す。

② 顧客化のための店舗サービスの最適化

Ä 第２四半期以降、想定どおり、買上げ件数、買上げ率が前年超を継続しております。

Ä 単価も、ほぼ前年並みの20,000円を超える水準になり、件数向上と単価向上の両立が図られてお

ります。

Ä 新しいアイケア重視のサービスに対する顧客満足度調査の結果を見ても、着実に評点が高くなっ

ており、信頼に基づく顧客の支持を裏付ける結果となっております。

Ä 結果として、１件粗利額が、増加しつつあり、粗利額が前年を超える状況が続いております。

３. リニューアル

Ä リニューアルについては、ほぼ８割の店舗（売上げベースで約８割）で実施済みであります。

Ä リニューアル店舗は、リニューアルが未済の店舗と比べ、既存店前年度ベースで６～８％優位な

売上向上が実現できております。

Ä 今後は、資金の投資対効果を見ながら、新規出店との最適なバランスを図っていく予定です。

４．赤字店の閉鎖

Ä 赤字店の閉鎖については、第１四半期会計期間に、課題を抱える店舗はすべて閉鎖が完了しまし

た。

Ä 結果として、損失額を縮小するだけでなく、累計２億円程度に及ぶ敷金・保証金をリニューアル

や新規出店などの成長のための投資に活用することができるようになりました。

Ä 今後は、個々の店舗の売上げ及び店舗貢献利益の改善状況をにらみながら、必要に応じてリロケ

ーションなどの対応を図っていく予定です。
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５．コスト削減策 

Ä 前事業年度からコスト削減は継続的に実施しており、主要なコスト項目たる広告宣伝などを除く

本部経費は３％、店舗運営費は26%低下いたしました。こうした削減費用約30％の３分の１程度

は、売上を上げるために重要な広告宣伝など販売費にシフトしつつ四半期単位でのコントロール

を図っております。

Ä 結果として全社費用は２年前に比べて、第２四半期累計期間全体で、約20％低下いたしました。

６．新規出店

Ä 第２四半期において、既存店の業績改善に注力した結果、新しい「アイケア重視のサービス型店

舗モデル」による売上、粗利額の改善の見通しがついてきたため、中期経営計画で想定した新規

出店を実施する見通しが立ちました。新規出店は、当社にとって５年ぶりの再開となります。

Ä 新規店は、12月13日までにすでに４店がオープンしております。継続的な営業利益の寄与につい

ての判断は時期尚早ですが、立ち上がり直後は、所期の売上は確保できております。本社費用に

対する既存店の業績伸長による営業利益規模に、新規出店による店舗利益が追加していくこと

で、利益成長の目途が立つことになります。また、低回転でも回るサービス付加価値をもとにし

た中高単価・低家賃というモデルであり、競合とは完全に市場が異なるため、低価格・高回転モ

デルを中心とした競合との正面からの競争も回避できることになります。

（２）財務の再構築と外部資本調達等、継続的な資本の増強策の検討及び推進

財務の再構築と資本の増強策

１. 第３四半期以降の経常利益確保

① 売上推移状況において、平成25年８月に既存店前年比は100％超えを達成し、足下平成25年11月の既

存店前年比は108.1％と、売上の拡大は着実に進捗し売上の上昇トレンドに転じております。

② 経常黒字化確保による営業活動によるキャッシュ・フローの創出に努めることにより、財務基盤の

強化が図られます。

２. 閉店による敷金保証金回収

① 閉鎖店舗からの敷金保証金回収は、想定どおり着実に実施しております。さらには、既存店の敷金

保証金の返還交渉により同資金を再投資することにより、投資効率の向上を図り、同様に財務基盤の

強化が図られます。

② 上記以外にも遊休資産のさらなる売却を検討しております。

３. ライツ・オファリングによる増資

平成25年５月30日を株主確定日とし、「ライツ・オファリングとしての株主割当て（無償）による上場

型新株予約権」の発行による増資を実行し、905百万円の資本の増強を行いました。これにより増強され

た資本は、店舗のリニューアルや新規出店などの成長のための投資に配分しております。
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４. その他の外部資本調達の取り組み

上記ライツ・オファリング以外にも、平成25年11月11日に第６回新株予約権（第三者割当）の発行を実

施、新株予約権の行使により資本の増強を行なうなど、継続的に資本増強策を検討・推進中であり、債務

超過解消不足分への対応を図ってまいります。

平成23年４月期決算に続いて２回目の債務超過でありますが、前回同様に解消を図るべく、全力を傾注

しております。上記に示した計画の進捗及び成果が示すとおり、当社は、「中期経営計画」に基づき、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確実に図っているところであり、また、上記

資本増強策等を早期に実現することにより、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25年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 491,934 788,790

売掛金 462,404 359,097

商品 2,423,850 2,398,727

貯蔵品 18,961 29,144

前渡金 9,653 1,652

前払費用 337,882 332,526

未収入金 378,011 109,063

その他 19,786 17,061

貸倒引当金 △3,883 △518

流動資産合計 4,138,600 4,035,545

固定資産

有形固定資産

建物 5,606,995 5,513,407

減価償却累計額 △4,507,498 △4,269,825

建物（純額） 1,099,497 1,243,582

構築物 771,012 773,049

減価償却累計額 △635,770 △585,597

構築物（純額） 135,242 187,452

車両運搬具 18,915 18,915

減価償却累計額 △18,283 △18,362

車両運搬具（純額） 631 553

工具、器具及び備品 2,649,280 2,296,807

減価償却累計額 △2,505,231 △2,166,731

工具、器具及び備品（純額） 144,048 130,075

土地 1,189,114 1,185,114

建設仮勘定 － 19,845

有形固定資産合計 2,568,533 2,766,623

無形固定資産

商標権 5,806 12,321

ソフトウエア 126,241 124,240

電話加入権 35,475 35,475

その他 5,227 5,227

無形固定資産合計 172,751 177,265
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年10月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 37,516 36,430

関係会社株式 354 354

出資金 924 924

従業員に対する長期貸付金 732 360

長期前払費用 82,164 94,553

長期未収入金 127,943 151,135

敷金及び保証金 4,631,415 4,269,634

その他 31,390 29,030

貸倒引当金 △89,330 △89,135

投資その他の資産合計 4,823,109 4,493,287

固定資産合計 7,564,394 7,437,176

資産合計 11,702,995 11,472,722

負債の部

流動負債

支払手形 886,198 832,903

営業外支払手形 127,376 196,785

買掛金 952,306 826,539

関係会社短期借入金 1,325,059 1,749,644

未払金 329,320 346,962

未払費用 430,057 458,441

未払法人税等 129,769 73,298

前受金 199,177 126,992

預り金 56,563 18,111

前受収益 1,686 1,809

その他 3,247 5,939

流動負債合計 4,440,761 4,637,428

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 1,119,719 1,162,779

長期預り保証金 50,057 50,057

その他 44,831 42,139

固定負債合計 9,377,452 9,417,820

負債合計 13,818,213 14,055,248
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 50,000 502,679

資本剰余金

資本準備金 － 452,679

その他資本剰余金 188,306 188,306

資本剰余金合計 188,306 640,986

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,292,702 △3,664,650

利益剰余金合計 △2,292,702 △3,664,650

自己株式 △66,807 △66,819

株主資本合計 △2,121,204 △2,587,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,986 5,277

評価・換算差額等合計 5,986 5,277

純資産合計 △2,115,218 △2,582,526

負債純資産合計 11,702,995 11,472,722
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

売上高 8,343,774 7,340,035

売上原価 2,666,572 2,622,781

売上総利益 5,677,201 4,717,253

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,693,967 1,639,751

退職給付費用 88,849 90,793

地代家賃 1,904,183 1,504,003

その他 2,322,410 2,613,270

販売費及び一般管理費合計 6,009,410 5,847,819

営業損失（△） △332,208 △1,130,566

営業外収益

受取利息 1,860 1,381

受取配当金 189 212

集中加工室管理収入 30,799 29,716

その他 11,234 10,410

営業外収益合計 44,083 41,721

営業外費用

支払利息 38,698 113,340

新株予約権発行費 － 55,563

その他 3,433 15,882

営業外費用合計 42,132 184,786

経常損失（△） △330,257 △1,273,631

特別利益

固定資産売却益 － 1,941

店舗構造改革費用戻入益 － 12,185

特別利益合計 － 14,126

特別損失

固定資産除却損 15,480 40,777

店舗構造改革費用 115,116 －

事業構造改革費用 183,773 7,115

解約違約金 2,895 －

店舗閉鎖損失 3,119 6,479

その他 29,312 2,360

特別損失合計 349,698 56,732

税引前四半期純損失（△） △679,955 △1,316,237

法人税、住民税及び事業税 61,392 55,710

法人税等合計 61,392 55,710

四半期純損失（△） △741,347 △1,371,947

㈱メガネスーパー（3318） 平成26年4月期 第2四半期決算短信



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △679,955 △1,316,237

減価償却費 107,434 125,110

長期前払費用償却額 23,061 19,737

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,249 43,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,844 △3,561

受取利息及び受取配当金 △2,049 △1,594

支払利息 38,698 113,340

新株予約権発行費 － 55,563

固定資産売却損益（△は益） － △1,941

店舗構造改革費用戻入益 － △12,185

固定資産除却損 15,480 40,777

店舗構造改革費用 115,116 －

事業構造改革費用 183,773 7,115

解約違約金 2,895 －

店舗閉鎖損失 3,119 6,479

売上債権の増減額（△は増加） 99,120 103,306

たな卸資産の増減額（△は増加） △440,480 14,939

仕入債務の増減額（△は減少） 385,696 △179,061

その他の流動資産の増減額（△は増加） 79,941 57,027

その他の流動負債の増減額（△は減少） △869,770 △96,399

その他 100,979 △5,572

小計 △796,532 △1,030,094

利息及び配当金の受取額 420 305

利息の支払額 △38,239 △34,890

法人税等の支払額 △123,359 △122,959

法人税等の還付額 124 103

その他 △145,173 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,102,760 △1,187,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 148,060 －

有形固定資産の取得による支出 △47,211 △252,350

有形固定資産の売却による収入 30,445 11,235

無形固定資産の取得による支出 △56,194 △22,893

無形固定資産の売却による収入 2,285 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,052 △5,864

敷金及び保証金の回収による収入 68,920 588,404

長期前払費用の取得による支出 △12,692 △32,114

関係会社株式の取得による支出 △354 －

その他 2,011 187

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,218 286,604
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年５月１日
至 平成24年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
至 平成25年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 30,000 350,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,960 △4,117

株式の発行による収入 － 851,916

その他 － △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,039 1,197,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △942,502 296,856

現金及び現金同等物の期首残高 1,265,431 491,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,929 788,790
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該当事項はありません。

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）
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当社は、平成25年５月20日開催の取締役会において、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/

上場型新株予約権の無償割当て）を行うことを決議し、平成25年５月30日を株主確定日として新株予約権

の発行をいたしました。

そして平成25年７月８日から平成25年７月29日までの行使期間中に、本新株予約権が行使されておりま

す。

この結果、当第１四半期会計期間において、資本金が452,679千円、資本準備金が452,679千円増加し、

当第２四半期会計期間末において、資本金が502,679千円、資本準備金が452,679千円となっております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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１.新株予約権の発行

当社は、平成25年10月25日開催の取締役会において、第三者割当により行使価額修正条項付き第６回新

株予約権を発行することについて決議し、平成25年11月11日に払込が完了しております。

なお、募集の概要は以下のとおりとなります。

（1）割当日

平成25年11月11日

（2）新株予約権の総数

60,354個

（3）発行価額

総額6,035,400円（本新株予約権１個につき100円）

（4）当該発行による潜在株式数（普通株式）

6,035,400株

（5）資金調達の額

525,079,800円（当初行使価額86円で全て行使された場合）

（6）募集又は割当て方法

マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当の方法

（7）行使価額及び行使価額の修正条項

行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日の直前の取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当

する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。ただし、かかる修正後の金額が下限行使価

額（60円）を下回る場合、行使価額は下限行使価額（60円）に修正されます。

（8）行使ができる期間

平成25年11月11日から平成27年11月10日

２.新株予約権の権利行使

平成25年11月11日から平成25年12月13日までの間に行使価額修正条項付き第６回新株予約権の一部につ

いて権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。

発行された株式の種類及び株式数 普通株式 1,990,000株

発行総額 150,165千円

発行総額のうち資本金へ組み入れた額 76,077千円

これにより、平成25年12月13日現在、発行済株式総数（普通株式）は 32,271,363株となり、資本金は

578,757千円、資本準備金は528,757千円となっております。

（重要な後発事象）
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