
                              
 

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･数値データ訂正あり）「平成２１年４月期 決算短信（非連結）」 

の一部訂正について 
  

平成 21 年６月 12 日に発表しました「平成２１年４月期 決算短信（非連結）」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 】 
１．１７ページ 

４．【財務諸表】 
(１)【貸借対照表】 

 （訂正前） 
(単位：千円) 

  
前事業年度 

(平成 20 年 4 月 30 日) 

 
当事業年度 

(平成 21 年 4 月 30 日) 

資産の部 

 

（省略） 

 

  投資その他の資産 

   投資有価証券  ※1 71,221 ※1 50,792

   関係会社株式 0 ―

   出資金 4,197 4,392

   長期前払費用 258,517 213,358

   繰延税金資産 ― 27,313

   長期未収入金 31,063 52,480

   敷金及び保証金  ＿ 10,251,733 ＿ 8,194,988

   長期預金 400,000 200,000

   その他 163,716 88,746

   貸倒引当金 △91,516 △49,649

   投資その他の資産合計 11,088,932 8,782,423

  固定資産合計 22,775,491 19,452,339

  （省略） 
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 （訂正後） 
(単位：千円) 

  
前事業年度 

(平成 20 年 4 月 30 日) 

 
当事業年度 

(平成 21 年 4 月 30 日) 

資産の部 

 

（省略） 

 

  投資その他の資産 

   投資有価証券  ※1 71,221 ※1 50,792

   関係会社株式 0 ―

   出資金 4,197 4,392

   長期前払費用 258,517 213,358

   繰延税金資産 ― 27,313

   長期未収入金 31,063 52,480

   敷金及び保証金  ※1 10,251,733 ※1 8,194,988

   長期預金 400,000 200,000

   その他 163,716 88,746

   貸倒引当金 △91,516 △49,649

   投資その他の資産合計 11,088,932 8,782,423

  固定資産合計 22,775,491 19,452,339

  （省略） 

 

 
 
２．３４ページ 

４．【財務諸表】 
(８)【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 20 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 21 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 1,256,788 千円

 土地 2,639,015 千円

  計 3,895,804 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年内返済予定の 

 長期借入金 
614,266 千円

 長期借入金 1,668,933 千円

  計 2,283,199 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 29,061

千円を商品券(39,203 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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,144,067 千円

 土地 2,759,822 千円

  計 3,903,889 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 短期借入金 730,000 千円

 一年内返済予定の 

 長期借入金 
643,870 千円

 長期借入金 1,436,855 千円

  計 2,810,726 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 29,356

千円を商品券(22,719 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） 

 

   （省略） 

 

 ４ （省略） 
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 （訂正後） 
前事業年度 

(平成 20 年４月 30 日現在) 

当事業年度 

(平成 21 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 1,256,788 千円

 土地 2,639,015 千円

 敷金及び保証金 180,000 千円

  計 4,075,804 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 一年内返済予定の 

 長期借入金 
614,266 千円

 長期借入金 1,668,933 千円

  計 2,283,199 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 29,061

千円を商品券(39,203 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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  イ 担保提供資産 

 建物 1,144,067 千円

 土地 2,759,822 千円

 敷金及び保証金 300,000 千円

  計 4,203,889 千円

  ロ 上記担保資産に対する債務 

 短期借入金 730,000 千円

 一年内返済予定の 

 長期借入金 
643,870 千円

 長期借入金 1,436,855 千円

  計 2,810,726 千円

    また、上記担保のほか、投資有価証券 29,356

千円を商品券(22,719 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） 

 

   （省略） 

 

 ４ （省略） 

 

3


