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1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10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 ％

22年4月期第2四半期 13,474 △14.0 248 ― 163 ― 47 ―

21年4月期第2四半期 15,667 △4.5 △347 ― △398 ― △2,849 ―

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

22年4月期第2四半期 3.50 ―

21年4月期第2四半期 △208.16 ―

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

22年4月期第2四半期 25,376 5,471 21.6 399.75
21年4月期 26,476 5,424 20.5 396.28

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  5,471百万円 21年4月期  5,424百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年4月期 ― 0.00

22年4月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 26,570 △10.0 440 ― 260 ― △90 ― △6.59

株式会社メガネスーパー（3318）　平成22年４月期　第２四半期決算短信（非連結）

1



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期第2四半期 13,790,880株 21年4月期  13,790,880株

② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  102,799株 21年4月期  102,739株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第2四半期 13,688,098株 21年4月期第2四半期 13,688,307株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 

株式会社メガネスーパー（3318）　平成22年４月期　第２四半期決算短信（非連結）

2



当第２四半期累計期間における我が国の経済は、昨年秋以降の世界同時不況の影響から企業業績・雇用

情勢等極めて厳しい状態が続く中、一部では政府の景気刺激策などにより景気持ち直しの兆しが見られた

ものの景気は全般的に厳しい状況で推移しました。また、雇用・所得環境の悪化を背景とした将来に対す

る不透明感を拭いきれず生活防衛意識は高まるとともにデフレ傾向は顕著となり、個人消費は依然として

低調に推移しております。 

 眼鏡等小売業界におきましても、価格表示が均一な低価格専門店（ワンプライスショップ）の伸張や競

合企業間の低価格競争の影響で眼鏡等小売市場の縮小が進み、一段と厳しい商況が続いております。 

 このような経済環境及び経営環境のもと当社は、「良いものをより安く」という企業コンセプトの原点

に回帰し、「メガネスーパー」、「眼鏡専科」、「ハッチ」それぞれのブランドの再構築を図り、当社の

眼鏡販売の基本コンセプトである提案・コンサルティング販売等に注力するとともに売上向上実現のた

め、全社員一丸となって活発な営業活動に取り組んでまいりました。 

 当第２四半期累計期間の販売施策としましては、Ｗｅｂ販促の強化等、折り込みチラシではカバーでき

ない客層に向けて販促活動を行いました。また、セールにおきましては、「ジャストプライス4,000円、

8,000円、10,000円セット」、「超薄型レンズも選べる15,800円セット」、「善意のメガネ下取りセー

ル」を当第１四半期会計期間に引き続き実施し、地域限定の「在庫一掃売り尽くしセール」、「お買得ア

ウトレットコーナー」の新設や「一流ブランドレンズ全品さらに50％ＯＦＦ」等、当社の強みを最大限に

活かした各種セールを展開しました。 

 商品施策につきましては、フレーム、レンズ、コンタクトレンズ及び補聴器の「敬老の日特集超お買得

商品」を打ち出し、販売強化に努めました。 

 しかしながら、仕入れコストを抑制し、ナショナルブランド品や高機能・高品質のプライベートブラン

ド品を充実させ、前述の各種セールを実施した結果、既存店の購買客数は伸張したものの低価格競争を意

識した販売施策や台風等の天候の影響で目論んだ売上増及び売上総利益率を改善するまでには至りません

でした。 

 当第２四半期累計期間における店舗の出退店につきましては、３店舗を出店し、４店舗を閉鎖しまし

た。 

 経費面につきましては、新規出店の抑制、全社的な経費の節減等により前第２四半期累計期間と比べ減

少しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は13,474百万円、営業利益は248百万円、経常利

益は163百万円、四半期純利益47百万円となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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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304百万円増加し、7,258百万円となりました。これは、商品が608

百万円減少しましたが、現金及び預金が979百万円増加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1,390百万円減少し、18,061百万円となりました。これは、有形固

定資産が435百万円減少したこと、並びに、敷金及び保証金が1,071百万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、前事業年度末に比べて1,100百万円減少し、25,376百万円となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べて186百万円減少し、9,594百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が631百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債が415百万円減少したこと、並びに、短期借

入金が120百万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962百万円減少し、10,309百万円となりました。これは、社債が845

百万円減少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1,148百万円減少し、19,904百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末に比べて47百万円増加し、5,471百万円となりました。これは、四半期純利益

47百万円の計上等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末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

べて979百万円増加し、当第２四半期会計期間末には、2,289百万円となりました。 

 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） 

営業活動の結果得られた資金は、1,305百万円（前年同四半期累計期間は1,019百万円の使用）となりま

した。これは、たな卸資産の減少、仕入債務の増加等によるものであります。  

（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、1,048百万円（前年同四半期累計期間は483百万円の使用）となりまし

た。これは、敷金及び保証金の回収による収入等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、1,373百万円（前年同四半期累計期間は910百万円の取得）となりまし

た。これは、長期借入れによる収入が増加しましたが、社債の償還による支出及び長期借入金の返済によ

る支出等によるものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報
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平成22年４月期の通期業績予想につきましては、引き続き眼鏡等小売各社の競争激化、価格表示が均一

な低価格専門業態の台頭から、一式販売単価の下落が続いており、急激に眼鏡等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。 

 当社におきましては、引き続き再生計画を推進していくとともに顧客の動向や購買心理を踏まえた新販

売戦略を打ち出し、売上高及び利益の確保に注力してまいります。 

 なお、通期業績予想は、本日発表の「平成22年４月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,289,160 1,309,365 

売掛金 738,744 737,944 

商品 3,192,353 3,801,156 

原材料及び貯蔵品 22,676 51,117 

その他 1,015,914 1,054,956 

貸倒引当金 △371 △531 

流動資産合計 7,258,477 6,954,009 

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,046,247 6,236,140 

その他（純額） 3,952,945 4,198,957 

有形固定資産合計 9,999,193 10,435,098 

無形固定資産 221,453 234,817 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,123,028 8,194,988 

その他 767,417 637,083 

貸倒引当金 △49,664 △49,649 

投資その他の資産合計 7,840,781 8,782,423 

固定資産合計 18,061,429 19,452,339 

繰延資産   

社債発行費 56,190 70,603 

繰延資産合計 56,190 70,603 

資産合計 25,376,097 26,476,952 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,860,902 3,229,850 

短期借入金 1,198,000 1,530,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,766,357 1,554,986 

1年内償還予定の社債 1,291,200 1,706,200 

未払法人税等 94,005 209,090 

その他 1,383,934 1,550,385 

流動負債合計 9,594,399 9,780,512 

固定負債   

社債 2,850,700 3,696,300 

長期借入金 3,332,322 3,318,848 

退職給付引当金 1,171,728 1,126,189 

長期預り保証金 2,539,137 2,567,287 

その他 416,055 563,480 

固定負債合計 10,309,943 11,272,105 

負債合計 19,904,343 21,052,617 
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,532,360 1,532,360 

資本剰余金 1,467,880 1,467,880 

利益剰余金 2,543,626 2,495,758 

自己株式 △66,783 △66,777 

株主資本合計 5,477,082 5,429,221 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,328 △4,886 

評価・換算差額等合計 △5,328 △4,886 

純資産合計 5,471,754 5,424,334 

負債純資産合計 25,376,097 26,476,952 
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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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 15,667,361 13,474,770 

売上原価 5,063,134 4,659,528 

売上総利益 10,604,227 8,815,242 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,990,318 2,563,484 

退職給付費用 － 81,493 

地代家賃 3,035,779 2,448,711 

その他 4,925,592 3,472,594 

販売費及び一般管理費合計 10,951,690 8,566,283 

営業利益又は営業損失（△） △347,463 248,958 

営業外収益   

受取利息 9,164 2,891 

受取配当金 580 578 

集中加工室管理収入 － 14,816 

その他 59,786 22,248 

営業外収益合計 69,531 40,534 

営業外費用   

支払利息 85,414 85,114 

その他 35,124 41,065 

営業外費用合計 120,539 126,180 

経常利益又は経常損失（△） △398,471 163,313 

特別利益   

固定資産売却益 13,905 － 

受取補償金 49,057 － 

会員権買取益 17,850 16,950 

その他 15,323 145 

特別利益合計 96,136 17,095 

特別損失   

固定資産売却損 － 18,338 

固定資産除却損 50,383 2,128 

減損損失 － 28,191 

店舗構造改革費用 1,530,822 47,756 

店舗閉鎖損失 46,985 7,413 

たな卸資産評価損 36,356 － 

過年度人件費 99,999 － 

抱合せ株式消滅差損 563,411 － 

その他 21,770 7,631 

特別損失合計 2,349,729 111,460 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △2,652,064 68,948 

法人税、住民税及び事業税 71,018 61,338 

過年度法人税等戻入額 － △51,932 

法人税等調整額 126,284 11,675 

法人税等合計 197,302 21,080 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,849,366 47,867 
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 7,978,540 6,664,830 

売上原価 2,581,165 2,338,061 

売上総利益 5,397,375 4,326,769 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,511,337 1,269,885 

退職給付費用 － 42,197 

地代家賃 1,586,524 1,206,041 

その他 2,390,600 1,718,840 

販売費及び一般管理費合計 5,488,462 4,236,964 

営業利益又は営業損失（△） △91,087 89,804 

営業外収益   

受取利息 4,700 1,563 

集中加工室管理収入 － 7,588 

その他 23,782 9,986 

営業外収益合計 28,482 19,138 

営業外費用   

支払利息 48,085 41,954 

その他 19,268 20,896 

営業外費用合計 67,353 62,850 

経常利益又は経常損失（△） △129,958 46,093 

特別利益   

受取補償金 3,510 － 

店舗構造改革費用戻入益 12,370 － 

会員権買取益 9,400 10,200 

その他 11,530 70 

特別利益合計 36,810 10,270 

特別損失   

固定資産売却損 － 12,398 

固定資産除却損 7,553 1,667 

店舗構造改革費用 － 24,226 

店舗閉鎖損失 22,069 2,888 

過年度人件費 99,999 － 

抱合せ株式消滅差損 563,411 － 

その他 21,716 5,626 

特別損失合計 714,750 46,808 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △807,899 9,555 

法人税、住民税及び事業税 35,023 30,668 

法人税等調整額 － 30,229 

法人税等合計 35,023 60,897 

四半期純損失（△） △842,922 △51,341 
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(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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△2,652,064 68,948 

減価償却費 347,914 287,521 

減損損失 － 28,191 

長期前払費用償却額 38,440 36,757 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,846 45,539 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,987 △145 

受取利息及び受取配当金 △9,744 △3,469 

支払利息 85,414 85,114 

社債発行費償却 6,991 9,432 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △5,900 － 

固定資産売却損益（△は益） △13,905 18,338 

会員権買取益 △17,850 △16,950 

固定資産除却損 50,383 2,128 

店舗構造改革費用 1,530,822 47,756 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 563,411 － 

店舗閉鎖損失 46,985 7,413 

過年度人件費 99,999 － 

売上債権の増減額（△は増加） 190,468 △800 

たな卸資産の増減額（△は増加） 399,009 637,244 

仕入債務の増減額（△は減少） △648,298 631,051 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 38,261 6,426 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,403,872 △427,469 

その他 143,244 109,797 

小計 △1,195,427 1,572,827 

利息及び配当金の受取額 11,428 911 

利息の支払額 △79,375 △98,081 

法人税等の支払額 △38,205 △134,146 

法人税等の還付額 287,297 2,061 

その他 △4,899 △37,874 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,019,181 1,305,698 
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △327,770 △37,331 

有形固定資産の売却による収入 51,400 251,710 

無形固定資産の取得による支出 △1,591 △19,653 

敷金及び保証金の差入による支出 △209,438 △98,025 

敷金及び保証金の回収による収入 96,257 968,276 

長期前払費用の取得による支出 △15,186 △18,683 

営業譲受による支出 △98,266 － 

その他 21,137 1,723 

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,457 1,048,017 

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） 1,300,000 △332,000 

長期借入れによる収入 500,000 1,050,000 

長期借入金の返済による支出 △697,579 △825,155 

社債の発行による収入 490,210 － 

社債の償還による支出 △509,000 △1,260,600 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,451 △5,790 

配当金の支払額 △170,741 △368 

その他 △91 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー 910,346 △1,373,920 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △592,293 979,794 

現金及び現金同等物の期首残高 2,318,703 1,309,365 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 143,522 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,869,933 2,289,160 
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当社は、前事業年度まで２期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計上しており、また、営業キャ

ッシュ・フローにおいても２期連続のマイナスを計上しております。現在「事業再生計画」を推し進め

伸張は認められるものの、まだ「同計画」の進行途中であり完全な正常化までは、もう少し時間を要す

るものと思われます。 

 なお、当第２四半期会計期間において、当社が締結しているシンジケート・ローン契約の期限の利益

喪失事由に該当するものにつきましては、財務制限条項の条項変更により解消しております。 

 以上から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社は、当該事象又は状況を解消すべく、前事業年度に「事業再生計画」を策定し、粛々と実行して

おり、当第２四半期累計期間において、営業利益248百万円、経常利益163百万円、四半期純利益47百万

円と黒字を確保し経営改善の兆しが現れ始めております。 

 しかしながら、当社は「同計画」を実行しておりますが、経営環境の悪化及び収益体質への転換が進

まない場合もあり、また、財務面においても金融機関等からの資金支援については協調を頂きながら進

めているなど、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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