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平成２０年９月１２日

各  位 

 

 
特別損失の発生及び業績予想 

並びに配当予想の修正に関するお知らせ 

 

このたび、当社において、下記のとおり特別損失が発生いたしますので、その概要をお知らせするととも

に、平成 21 年４月期第２四半期（平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 31 日）及び平成 21 年４月期通期（平

成 20 年５月１日～平成 21 年 4月 30 日）の業績予想について、平成 20 年６月 13 日付当社「平成 20 年４月

期決算短信」にて発表しました業績予想並びに配当予想を下記のとおり修正いたします。 

 

１．特別損失の発生及びその概要 

 

（1）連結 

原油価格や原材料価格の高騰から石油製品や食料品への価格転嫁により、個人消費の動きが鈍くなってい

るのに加えて、眼鏡等小売市場におきましては、価格表示が均一な低価格専門業態である「ワンプライスシ

ョップ」の台頭から、一式販売単価の大幅な下落が続いており、急激に眼鏡小売市場が縮小しており、眼鏡

等小売市場を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況となっております。 

当社は、低価格帯から高価格帯までのフル価格帯を取り扱い「良いものをより安く」をモットーに一時的

な「価格競争」にこだわることなく「メガネスーパーらしさ」を前面に取り組んでまいりました。「全国チ

ェーン」として各都道府県に営業店舗を保有し「メガネスーパー」、「ハッチ」等の看板を掲げ認知していた

だくこと、また全店舗均一したサービスを提供することが、当社の最大の広告宣伝として位置づけて営んで

まいりました。同効果により、高収益計上店舗が不採算店舗のマイナス幅を補いながら過去において安定し

た利益を計上してまいりました。 

しかしながら、前述状況下、前期から高収益計上店舗の利益幅（前々期比３％減少）が大きく減少し、不

採算店舗のマイナス幅を補えず大きな損失を計上するに至り、前期比回復基調と見込んだこの第１四半期も

同様（前期比 3.9％減少）に推移しております。今後におきましても、当社を取り巻く経営環境は非常に厳

しい状況が続くものと考えており、火急的な黒字化を図るためには不採算店舗の閉鎖を行い大幅な店舗体制

の見直しを図ることが速攻性のある施策として、当初計画していたスクラップ＆ビルド 30 店舗とは別に地

方店を中心とした不採算店舗 114 店舗（うちハッチ 21 店舗）の閉鎖を決定し、既に賃貸主にも通知してお

ります。以上より、当第１四半期に同不採算店舗の店舗構造改革費用として 2,000 百万円の特別損失を計上

しました。 

 

（2）個別 

 連結概要と同内容となりますが、不採算店舗の 93 店舗の閉鎖を決定し、既に賃貸主にも通知しておりま

す。以上より、当第１四半期会計期間に同不採算店舗の店舗構造改革費用として 1,543 百万円の特別損失を

計上しました。 

また、平成 20 年８月１日付にて 100％連結子会社である株式会社ハッチを吸収合併したことによる合併

差損 563 百万円を見込んでおります。 

会 社 名 株式会社メガネスーパー

代表者名 代表取締役社長 田中由子
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２．業績予想の修正のお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年８月１日付にて 100％連結子会社である株式会社ハッチを吸収合併しております。今

期予想におきましては、連結子会社が第１四半期連結会計期間末まで存在していたため、連結と個別の損益

計算書を作成します。 

 以上より、業績予想の修正につきましても連結と個別それぞれ作成しております。 

 

（1）連結業績予想 

 

眼鏡等小売市場におきましては、価格表示が均一な低価格専門業態である「ワンプライスショップ」の台

頭から、一式販売単価の大幅な下落が続いており、急激に眼鏡小売市場が縮小しており、眼鏡等小売市場を

取り巻く経営環境は非常に厳しい状況となっております。 

 

＜第２四半期連結業績予想＞ 

第１四半期において、売上高予想におきましては、既存店の底上げやコンタクトレンズ販売の強化等によ

り、既存前期比 98％を見込でおりましたが、前述状況下、販売客数は前期と比べ増加いたしましたが、低

価格化による販売単価の大幅な下落により売上高は既存前期比 88.3％で推移した結果、当初予想を下回り

第２四半期も同様に推移するものと思われます。また、売上総利益率におきましては、レンズ 50％ＯＦＦ

セール等の販売施策により原価率が 1.7％上昇する等、眼鏡等小売市場の動向を鑑み第２四半期におきまし

ても、売上と同様当初計画した売上総利益の確保は難しいとの判断に至りました。なお、販売経費は大幅な

経費進捗の抑制をするものの、第２四半期までの売上高の減少分を補うことが出来ない状況となっており、

営業利益、経常利益におきましても大きな損失を計上する見込みであります。 

このような状況下、前１項（1）連結の特別損失の発生及びその概要にて説明しましたとおり、既に決定

した不採算店舗 114 店舗の閉鎖損失を特別損失に計上したことにより、当初予想を大きく下回り大幅な当期

純損失の見込みとなりました。 

 

＜通期連結業績予想＞ 

第３四半期からの売上高におきましては、大幅な店舗の閉鎖により減収となるものの、経費面においては

不採算店舗 125 店舗（注）（うち、11 店舗は第１四半期におけるスクラップ＆ビルド）の閉鎖効果、特に固

定経費である賃料の大幅な減少（第３四半期以降 640 百万円の減少）やセールスチラシや新聞広告等の広告

媒体の効果的な投下による販売費の見直効果（第３四半期以降 820 百万円の減少）、役員報酬の減額等の人

件費や一般管理費の削減（第３四半期以降 1,100 百万円の減少）により、営業利益の黒字化が図られます。 

しかしながら、第２四半期までの大幅な営業損失を補うことができず営業利益において若干の黒字化を見

込むのみとなりました。さらには、第１四半期に計上した特別損失が大きく影響し、通期におきましても大

幅な当期純損失の見込みとなりました。 

 

（注）不採算店舗は、年間売上高の少ない、多額の営業経費を費やす営業損失の店舗となりますので、閉鎖

店舗数に比べて売上高の減少は少なく、経費の削減につながります。 

 

以上より、第２四半期（平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 31 日）及び平成 21 年４月期連結通期（平

成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日）の業績予想を修正いたします。 
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平成 21 年４月期第２四半期連結業績予想の修正（平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 31 日） 

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） 

前回発表予想（A） 18,388 496 390 134

今回修正予想（B） 15,800 △720 △800 △3,020

増減額（B―A） △2,588 △1,216 △1,190 △3,154

増減率（％） △14.1 ― ― ―

（ご参考） 

前年同期実績（平成 19 年 10 月中間期） 17,872 166

 

66 △249

 

平成 21 年４月期通期連結業績予想の修正（平成 20 年５月 1 日～平成 21 年４月 30 日） 

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） 

前回発表予想（A） 37,033 1,051 833 397

今回修正予想（B） 30,900 50 △120 △2,420

増減額（B―A） △6,133 △1,001 △953 △2,817

増減率（％） △16.6 △95.2 ― ―

（ご参考） 

前年同期実績（平成 20 年４月期末） 35,313 △549

 

△717 △2,949

 

（2）個別業績予想 

 前１項（2）個別及び（1）連結業績予想と同内容となります。 

 

平成 21 年４月期第２四半期業績予想の修正（平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 31 日） 

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） 

前回発表予想（A） 16,801 396 335 113

今回修正予想（B） 15,160 △700 △760 △3,120

増減額（B―A） △1,641 △1,096 △1,095 △3,233

増減率（％） △9.8 ― ― ―

（ご参考） 

前年同期実績（平成 19 年 10 月中間期） 16,409 287

 

228 78

 

平成 21 年４月期通期業績予想の修正（平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日） 

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 

前回発表予想（A） 33,998 900 774 378

今回修正予想（B） 30,270 70 △80 △2,510

増減額（B―A） △3,728 △830 △854 △2,888

増減率（％） △11.0 △92.2 ― ―

（ご参考） 

前年同期実績（平成 20 年４月期末） 32,442 △347

 

△428 △2,605
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３．配当予想の修正 

 

（1）配当予想の修正の理由 

当社は、株主各位に安定的な配当を継続するとともに、機動的な利益還元を実施することを利益配分の基

本方針としております。 

当期におきましては、第２四半期まで多額の特別損失の計上等により大幅な当期純損失を見込むことから、

経営及び財務体質の強化を勘案し内部留保の重要性から、誠に遺憾ながら第２四半期配当につきましては見

送らせていただきます。なお、第３四半期以降につきましては、店舗の閉鎖効果により営業利益の黒字化が

見込まれるため、株主各位に安定的な配当を継続するという利益配分の基本方針から期末配当を６円（年間

配当）と前回の発表予想を修正することを本日開催の取締役会にて承認いたしました。 

 

（2）修正の内容 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 期末 年間 

 

前回予想 

（平成 20 年６月 13 日発表） 

円 銭

－

円 銭

12.50

円 銭

－

円 銭 

12.50 

円 銭

25.00

今回修正予想 － 0.00 － 6.00 6.00

当期実績 － － － － －

前期（平成 20 年４月期） － 12.50 － 12.50 25.00

（注） 当社は、定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めております。 

 

 

４．経営責任の明確化 

 平成 21 年４月期第２四半期（平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 31 日）及び平成 21 年４月期通期（平

成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日）の業績予想の修正を直摯に受け止め、経営責任を明確化するため

に、以下のとおり役員報酬の減額を実施いたします。 

 

（1）役員報酬減額の内容 

 

   代表取締役社長   月額報酬の 40％を減額 

   代表取締役副社長  月額報酬の 20％を減額 

   常務取締役     月額報酬の 10％を減額 

 

（2）対象期間 

 

   平成 20 年９月より平成 21 年４月まで 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

  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、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。 

 

 

以  上 

 


