
                              
 

平成２２年４月３０日 

各      位 

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 齋 藤 正 和 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３１８） 

問合せ先   

役職・氏名 取締役執行役員
管理本部長 秋 葉 德 和 

電話番号 ０４６５－２４－３６１１ 

 

（訂正）「平成１９年４月期 決算短信」の一部訂正について 
  

平成 19 年６月 14 日に発表しました「平成 19 年４月期 決算短信」につきまして、記載内容

の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には

下線を付しております。 
  
 【 訂正箇所 】 
１．３０ページ 

４ 連結財務諸表 
 (８)連結財務諸表に関する注記事項 
   （連結貸借対照表関係） 

（訂正前） 
前連結会計年度 

(平成 18 年４月 30 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物及び構築物 1,433,405 千円

 土地 3,424,615 千円

 敷金及び保証金 547,500 千円

  計 5,405,520 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
524,200 千円

 長期借入金 1,092,300 千円

  計 1,616,500 千円

    また、上記担保のほか、有価証券 23,069 千円

及び投資その他の資産「その他」10,000 千円

を商品券(41,618 千円、流動負債「その他」に

含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局

小田原支局に供託しております。 

※２ （省略） 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物及び構築物 1,349,245 千円

 土地 2,769,015 千円

 敷金及び保証金 547,500 千円

  計 4,665,760 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
683,295 千円

 長期借入金 1,903,882 千円

  計 2,587,177 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 28,767

千円を商品券(46,938 千円、流動負債「その他」

に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務

局小田原支局に供託しております。 

 

※２ （省略） 
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（訂正後） 
前連結会計年度 

(平成 18 年４月 30 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物及び構築物 1,433,405 千円

 土地 3,424,615 千円

 敷金及び保証金 847,500 千円

  計 5,705,520 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
524,200 千円

 長期借入金 1,092,300 千円

  計 1,616,500 千円

    また、上記担保のほか、有価証券 23,069 千円

及び投資その他の資産「その他」10,000 千円

を商品券(41,618 千円、流動負債「その他」に

含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局

小田原支局に供託しております。 

※２ （省略） 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物及び構築物 1,349,245 千円

 土地 2,769,015 千円

 敷金及び保証金 847,500 千円

  計 4,965,760 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
683,295 千円

 長期借入金 1,903,882 千円

  計 2,587,177 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 28,767

千円を商品券(46,938 千円、流動負債「その他」

に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務

局小田原支局に供託しております。 

 

※２ （省略） 

 

 
 
２．４９－５０ページ 

５ 個別財務諸表 
 (１) 貸借対照表 

（訂正前） 
  前事業年度 

 (平成 18 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

（資産の部）    

    

（省略）    

    

３ 投資その他の資産    

 (1) 投資有価証券 ※１  236,099 258,138  22,039

 (2) 関係会社株式   316,820 288,320  △28,500

 (3) 出資金   4,062 4,145  82

 (4) 破産債権、再生債権、

更正債権その他これ

らに準ずる債権 

  24,420 18,750  △5,670

 (5) 長期前払費用   276,612 229,219  △47,392

 (6) 繰延税金資産   1,592,102 1,457,297  △134,804

 (7) 長期未収入金   19,998 21,238  1,240

 (8) 敷金及び保証金      9,950,698 10,235,968  285,269

 (9) その他 ※１  374,886 364,886  △10,000

  貸倒引当金   △82,835 △87,800  △4,964

  投資その他の資産合計   12,712,865 36.6 12,790,164 36.6  77,299

  固定資産合計   25,713,141 74.0 24,950,355 71.4  △762,786

（省略）    
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（訂正後） 
  前事業年度 

 (平成 18 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

（資産の部）    

    

（省略）    

    

３ 投資その他の資産    

 (1) 投資有価証券 ※１  236,099 258,138  22,039

 (2) 関係会社株式   316,820 288,320  △28,500

 (3) 出資金   4,062 4,145  82

 (4) 破産債権、再生債権、

更正債権その他これ

らに準ずる債権 

  24,420 18,750  △5,670

 (5) 長期前払費用   276,612 229,219  △47,392

 (6) 繰延税金資産   1,592,102 1,457,297  △134,804

 (7) 長期未収入金   19,998 21,238  1,240

 (8) 敷金及び保証金 ※１  9,950,698 10,235,968  285,269

 (9) その他 ※１  374,886 364,886  △10,000

  貸倒引当金   △82,835 △87,800  △4,964

  投資その他の資産合計   12,712,865 36.6 12,790,164 36.6  77,299

  固定資産合計   25,713,141 74.0 24,950,355 71.4  △762,786

（省略）    

    

 
 
３．６２ページ 

５ 個別財務諸表 
 (７)個別財務諸表に関する注記事項 
   （貸借対照表関係） 

（訂正前） 
前事業年度 

(平成 18 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,433,405 千円

 土地 3,424,615 千円

  計 4,858,020 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
424,200 千円

 長期借入金 1,092,300 千円

  計 1,516,500 千円

    また、上記担保のほか、有価証券 23,069 千円

及び投資その他の資産「その他」10,000 千円

を商品券(41,618 千円、流動負債「その他」に

含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局

小田原支局に供託しております。 

※２ （省略） 

※３ （省略） 

 ４ （省略） 

 ５ （省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,349,245 千円

 土地 2,769,015 千円

  計 4,118,260 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
683,295 千円

 長期借入金 1,903,882 千円

  計 2,587,177 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 28,767

千円を商品券(46,938 千円、流動負債「その他」

に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務

局小田原支局に供託しております。 

 

※２ （省略） 

※３ （省略） 

 ４ （省略） 

 ５ （省略） 
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（訂正後） 
前事業年度 

(平成 18 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,433,405 千円

 土地 3,424,615 千円

 敷金及び保証金 180,000 千円

  計 5,038,020 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
424,200 千円

 長期借入金 1,092,300 千円

  計 1,516,500 千円

    また、上記担保のほか、有価証券 23,069 千円

及び投資その他の資産「その他」10,000 千円

を商品券(41,618 千円、流動負債「その他」に

含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局

小田原支局に供託しております。 

※２ （省略） 

※３ （省略） 

 ４ （省略） 

 ５ （省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,349,245 千円

 土地 2,769,015 千円

 敷金及び保証金 180,000 千円

  計 4,298,260 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年以内返済予定の 

 長期借入金 
683,295 千円

 長期借入金 1,903,882 千円

  計 2,587,177 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 28,767

千円を商品券(46,938 千円、流動負債「その他」

に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務

局小田原支局に供託しております。 

 

※２ （省略） 

※３ （省略） 

 ４ （省略） 

 ５ （省略） 
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