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各   位 

 平成19年12月12日

  

会 社 名 株式会社ビジョンメガネ 

代 表 者 名 代表取締役社長 永池善夫 

ＪＡＳＤＡＱコード№ ７６４２

問い合わせ先   

役職・氏名 経営企画室長 渡辺 隆 

ＴＥＬ ０６－６７８３－３２８８ 

 

（修正）修正後発事象の発生に伴う平成20年３月期中間決算短信の修正について 

 

 平成19年11月14日に発表いたしました当社「平成20年３月期中間決算短信」及び添付資料について、修正後発事

象が発生いたしましたので、下記の通り修正いたします。 

 

記 

 

 

【修正事由】 

 平成19年11月2日に取締役会におきまして、冬季賞与支給額の削減を決議いたしましたが、これによる費用の

削減を12月支給後の平成20年3月期第3四半期に反映させるつもりでおりました。 

しかし、今般の監査法人の指導において賞与引当金繰入額及びその賞与引当金に対する法定福利費減少を、

取締役会決議後の平成19年11月14日に公表した平成20年3月期中間決算短信にも反映させるべきという指摘を受

け、修正を実施することに致しました。 

これにより、連結中間決算は賞与引当金繰入額が46百万円、法定福利費が6百万円減少し、販売管理費が合計

で52百万円減少することとなりました。その為、営業損失が53百万円（修正前105百万円）、経常損失が87百万

円（修正前139百万円）、中間（当期）純損失が771百万円（修正前823百万円）となりました。 

また個別中間決算は、賞与引当金繰入額が46百万円、法定福利費が6百万円減少し、販売管理費が合計で52百

万円減少することとなりました。その為、営業損失が49百万円（修正前101百万円）、経常損失が72百万円 

（修正前124百万円）、中間（当期）純損失が757百万円（修正前809百万円）となりました。 

また、通期の業績予想につきましては、平成19年11月14日付中間決算短信の発表に変更はございません。 

 

 

【修正内容】 

（１）１頁  「１．平成19年９月中間期の連結業績 (1)連結経営成績」の19年９月中間期 

   （修正前）   （修正後）  

  「営業利益」の金額 △105 百万円  △53 百万円

  「経常利益」の金額 △139 百万円  △87 百万円

  「中間（当期）純利益」の金額 △823 百万円  △771 百万円

  １株当たり中間（当期）純利益 △137 円 33 銭  △128 円 67 銭

 

  「(2)連結財政状態」の19年９月中間期 

   （修正前）   （修正後）  

  「純資産」の金額 1,672 百万円  1,724 百万円

  自己資本比率 17.2 ％   17.8 ％  

  １株当たり純資産 278 円 71 銭  287 円 37 銭

  （参考）自己資本の19年９月中間期 1,672 百万円  1,724 百万円
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（２）２頁  「（参考）個別業績の概要 １．平成19年９月中間期の個別業績」の19年９月中間期 

   （修正前）   （修正後）  

  「営業利益」の金額 △101 百万円  △49 百万円

  「経常利益」の金額 △124 百万円  △72 百万円

  「中間（当期）純利益」の金額 △809 百万円  △757 百万円

  １株当たり中間（当期）純利益 △134 円 89 銭  △126 円 22 銭

 

  「(2)個別財政状態」の19年９月中間期 

   （修正前）   （修正後）  

  「純資産」の金額 1,655 百万円  1,707 百万円

  自己資本比率 17.2 ％   17.7 ％  

  １株当たり純資産 275 円 92 銭  284 円 59 銭

  （参考）自己資本の19年９月中間期 1,655 百万円  1,707 百万円

 

（３）３頁  「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」の文中 

  （修正前） （修正後） 

  

（前略）・・・この結果、当中間連結会計期

間の業績は、売上高6,837百万円（前年同期比

6.2％減）、営業損失105百万円（前年同期は

営業利益171百万円），経常損失139百万円

（前年同期は経常利益152百万円）、中間純損

失823百万円（前年同期は中間純利益26百万

円）と設立以来最悪の業績に終わりまし

た。・・・（後略） 

（前略）・・・この結果、当中間連結会計期

間の業績は、売上高6,837百万円（前年同期比

6.2％減）、営業損失53百万円（前年同期は営

業利益171百万円），経常損失87百万円（前年

同期は経常利益152百万円）、中間純損失771

百万円（前年同期は中間純利益26百万円）と

設立以来最悪の業績に終わりました。・・・

（後略） 

 

  「(2)財政状態に関する分析」の文中 

  （修正前） （修正後） 

  

（前略）・・・負債につきましては、8,024百

万円（前年期末比116.6％）と1,141百万円増

加致しました。 

流動負債は、3,981百万円（前年期末比

106.0％）と226百万円増加致しました。この

増加は、新規借入金調達による一年以内返済

予定の長期借入金の増加によるものです。 

固定負債は、4,042百万円（前年期末比

129.3％）と914百万円増加致しました。この

増加は、新規借入金調達による長期借入金の

増加と、役員退職慰労金を引当金として計上

したためです。 

 純資産につきましては、1,672百万円（前年

期末比65.1％）と897百万円減少致しました。

この減少の主な要因は中間純損失823百万円に

至ったためです。・・・（後略） 

（前略）・・・負債につきましては、7,972百

万円（前年期末比115.8％）と1,089百万円増

加致しました。 

流動負債は、3,929百万円（前年期末比

104.6％）と174百万円増加致しました。この

増加は、新規借入金調達による一年以内返済

予定の長期借入金の増加によるものです。 

固定負債は、4,042百万円（前年期末比

129.3％）と914百万円増加致しました。この

増加は、新規借入金調達による長期借入金の

増加と、役員退職慰労金を引当金として計上

したためです。 

 純資産につきましては、1,724百万円（前年

期末比67.1％）と845百万円減少致しました。

この減少の主な要因は中間純損失771百万円に

至ったためです。・・・（後略） 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 3

 

  「(2)財政状態に関する分析 （当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況）」の文中 

  （修正前） （修正後） 

  

当中間連結会計期間における現金及び現金

同等物（以下「資金」という。）は、売上債

権の減少、有形固定資産の取得による支出等

の要因により一部相殺されたものの、税金等

調整前中間純損失が632百万円（前年同期は税

金等調整前中間純利益１百万円）を計上しま

したが、・・・（後略） 

当中間連結会計期間における現金及び現金

同等物（以下「資金」という。）は、売上債

権の減少、有形固定資産の取得による支出等

の要因により一部相殺されたものの、税金等

調整前中間純損失が580百万円（前年同期は税

金等調整前中間純利益１百万円）を計上しま

したが、・・・（後略） 

 

４頁 

 
 

「(2)財政状態に関する分析 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移」の平成20年３月

期中間 

   （修正前）   （修正後）  

  自己資本比率 17.3 ％   17.8 ％  

 

（４）７頁  「４．中間連結財務諸表 (1)中間連結貸借対照表」の当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  ６．賞与引当金 117,000 千円  71,000 千円 

  ７．その他 413,445 千円  407,445 千円 

  流動負債合計 3,981,795 千円  3,929,795 千円 

  負債合計 8,024,057 千円  7,972,057 千円 

  ３．利益剰余金 142,259 千円  194,259 千円 

  株主資本計 1,666,759 千円  1,718,759 千円 

  純資産合計 1,672,240 千円  1,724,240 千円 

  「流動負債合計」の構成比 41.1 ％   40.5 ％  

  「負債合計」の構成比 82.8 ％   82.2 ％  

  「３．利益剰余金」の構成比 1.4 ％   1.9 ％  

  「株主資本計」の構成比 17.2 ％   17.7 ％  

  「純資産合計」の構成比 17.3 ％   17.8 ％  

 

８頁  「４．中間連結財務諸表 (2)中間連結損益計算書」の当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,789,631 千円  4,737,631 千円 

  営業利益（又は損失△） △105,423 千円  △53,423 千円 

  経常利益（又は損失△） △139,408 千円  △87,408 千円 

  
税金等調整前中間（当期）純利益（又

は純損失△） 
△632,392 千円 

 
△580,392 千円 

  中間（当期）純利益（又は純損失△） △823,999 千円  △771,999 千円 

  
「Ⅲ 販売費及び一般管理費」の百分

比 
70.0 ％   69.3 ％  

  「営業利益（又は損失△）」の百分比 △1.5 ％   △0.8 ％  

  「経常利益（又は損失△）」の百分比 △2.0 ％   △1.3 ％  

  
「税金等調整前中間（当期）純利益

（又は純損失△）」の百分比 
△9.2 ％  

 
△8.5 ％  

  
「中間（当期）純利益（又は純損失

△）」の百分比 
△12.1 ％   △11.3 ％  
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10頁  「４．中間連結財務諸表 (3)中間連結株主資本等変動計算書」の当中間連結会計期間欄 

   （修正前）   （修正後）  

  利益剰余金欄の中間純損失 △823,999 千円  △771,999 千円 

  
利益剰余金欄の中間連結会計期間中の

変動額合計 
△895,999 千円 

 
△843,999 千円 

  
利益剰余金欄の平成19年９月30日 残

高 
142,259 千円  194,259 千円 

  株主資本合計欄の中間純損失 △823,999 千円  △771,999 千円 

  
株主資本合計欄の中間連結会計期間中

の変動額合計 
△895,999 千円 

 
△843,999 千円 

  
株主資本合計欄の平成19年９月30日 

残高 
1,666,759 千円  1,718,759 千円 

  純資産合計欄の中間純損失 △823,999 千円  △771,999 千円 

  
純資産合計欄の中間連結会計期間中の

変動額合計 
△897,217 千円 

 
△845,217 千円 

  
純資産合計欄の平成19年９月30日 残

高 
1,672,240 千円  1,724,240 千円 

 

12頁  
「４．中間連結財務諸表 (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 Ⅰ 営業活動による

キャッシュ・フロー」の当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  
税金等調整前中間（当期）純利益（又

は純損失△） 
△632,392 千円  △580,392 千円 

  賞与引当金の増減額 13,000 千円  △33,000 千円 

  その他負債の増減額 △143,202 千円  △149,202 千円 

 

（５）21頁  
「注記事項 （中間連結損益計算書関係） ※１ 販売費及び一般管理費のうち主なもの」の

当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  賞与引当金繰入額 117,000 千円  71,000 千円 

 

（６）30頁  「（１株当たり情報）」の当中間連結会計期間欄 

   （修正前）   （修正後）  

  １株当たり純資産額 278.71 円   287.37 円  

  １株当たり中間純損失金額 137.33 円   128.67 円  

 

30頁  「（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎」の当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  中間（当期）純利益（又は純損失△） △823,999 千円  △771,999 千円 

  
普通株式に係る中間（当期）純利益

（又は純損失△） 
△823,999 千円  △771,999 千円 

 

（７）32頁  「５．中間個別財務諸表 (1) 中間貸借対照表」の当中間会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  ６．賞与引当金 117,000 千円  71,000 千円 

  ７．その他 411,235 千円  405,235 千円 

  流動負債合計 3,940,108 千円  3,888,108 千円 

  負債合計 7,982,371 千円  7,930,371 千円 

  繰越利益剰余金 △709,904 千円  △657,904 千円 

  利益剰余金計 125,565 千円  177,565 千円 

  株主資本計 1,650,065 千円  1,702,065 千円 

  純資産合計 1,655,546 千円  1,707,546 千円 
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  流動負債合計の構成比 40.9 ％   40.3 ％  

  固定負債合計の構成比 41.9 ％   42.0 ％  

  負債合計の構成比 82.8 ％   82.3 ％  

  利益剰余金計の構成比 1.3 ％   1.8 ％  

  株主資本計の構成比 17.1 ％   17.6 ％  

  純資産合計の構成比 17.2 ％   17.7 ％  

 

33頁  「５．中間個別財務諸表 (2)中間損益計算書」の当中間会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,790,139 千円  4,738,139 千円 

  営業利益（又は損失△） △101,806 千円  △49,806 千円 

  経常利益（又は損失△） △124,848 千円  △72,848 千円 

  
税引前中間（当期）純利益（又は純損

失△） 
△617,833 千円 

 
△565,833 千円 

  中間（当期）純利益（又は純損失△） △809,337 千円  △757,337 千円 

  Ⅲ 販売費及び一般管理費の百分比 70.8 ％   70.0 ％  

  営業利益（又は損失△）の百分比 △1.5 ％   △0.7 ％  

  経常利益（又は損失△）の百分比 △1.8 ％   △1.1 ％  

  
税引前中間（当期）純利益（又は純損

失△）の百分比 
△9.1 ％  

 
△8.4 ％  

  
中間（当期）純利益（又は純損失△）

の百分比 
△12.0 ％   △11.2 ％  

 

35頁  「５．中間個別財務諸表 (3)中間株主資本等変動計算書」の当中間会計期間欄 

   （修正前）   （修正後）  

  繰越利益剰余金欄の中間純損失 △809,337 千円  △757,337 千円 

  
繰越利益剰余金欄の中間会計期間中の

変動額合計 
△881,337 千円 

 
△829,337 千円 

  
繰越利益剰余金欄の平成19年９月30日 

残高 
△709,904 千円  △657,904 千円 

  利益剰余金合計欄の中間純損失 △809,337 千円  △757,337 千円 

  
利益剰余金合計欄の中間会計期間中の

変動額合計 
△881,337 千円 

 
△829,337 千円 

  
利益剰余金合計欄の平成19年９月30日 

残高 
125,565 千円  177,565 千円 

  株主資本合計欄の中間純損失 △809,337 千円  △757,337 千円 

  
株主資本合計欄の中間会計期間中の変

動額合計 
△881,337 千円 

 
△829,337 千円 

  
株主資本合計欄の平成19年９月30日 

残高 
1,650,065 千円  1,702,065 千円 

  純資産合計欄の中間純損失 △809,337 千円  △757,337 千円 

  
純資産合計欄の中間会計期間中の変動

額合計 
△882,555 千円 

 
△830,555 千円 

  
純資産合計欄の平成19年９月30日 残

高 
1,655,546 千円  1,707,546 千円 

 

（８）46頁  「（１株当たり情報）」の当中間会計期間欄 

   （修正前）   （修正後）  

  １株当たり純資産額 275.92 円   284.59 円  

  １株当たり中間純損失金額 134.89 円   126.22 円  
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46頁  「（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎」の当中間連結会計期間末欄 

   （修正前）   （修正後）  

  中間（当期）純利益（又は純損失△） △809,337 千円  △757,337 千円 

  
普通株式に係る中間（当期）純利益

（又は純損失△） 
△809,337 千円  △757,337 千円 

 

 

【その他ご参考事項】 

ステークホルダーの皆様の利便に供するため、修正前（平成19 年11月14日発表）及び修正後の平成20年３月 

期中間決算短信の全文につきましては当社ホームページ http://vision-megane.co.jp/ の「IR情報」に掲載し 

ております。 

 

 

以上 

 


