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1.  平成23年4月期第2四半期の業績（平成22年5月1日～平成22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 ％

23年4月期第2四半期 11,990 △11.0 6 △97.5 △63 ― △296 ―

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

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

23年4月期第2四半期 △21.66 ―

22年4月期第2四半期 3.50 ―

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

23年4月期第2四半期 18,604 880 4.7 64.29
22年4月期 19,254 1,171 6.1 85.57

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  880百万円 22年4月期  1,171百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年4月期 ― 0.00

23年4月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 25,424 1.4 182 ― 22 ― △647 ― △47.29



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期2Q 13,790,880株 22年4月期  13,790,880株

② 期末自己株式数 23年4月期2Q  102,859株 22年4月期  102,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 13,688,021株 22年4月期2Q 13,688,098株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における我が国の経済は、政府の経済政策等により一時的な需要増の傾向があ

るものの、依然として穏やかなデフレ傾向にあり、また、円高の進行など先行き不透明な状況で推移し

ました。 

   

 眼鏡等小売業界におきましても、依然として低価格専門店による価格低減の進行や一層激しくなった

競合企業間の価格戦争による影響で眼鏡等小売市場の縮小に拍車をかけ、一段と厳しい状況で推移して

おります。 

   

 このような経済環境及び経営環境のもと、当社は平成22年１月１日より業界初となる新販売戦略であ

る店内全品フレーム価格だけ、レンズの追加料金０円でメガネが作れる「フレームオンリープライス」

を展開いたしました。価格に応じ22種類以上の一流ブランドレンズから自由に選べる画期的なシステム

であり、メガネ客数はアップしたものの売上高に反映させるまでには至りませんでした。 

     

 当第２四半期累計期間の営業施策としましては、当社の強みである高機能フレーム「スーパーメタル

シリーズ」の訴求や生活シーンや用途に合わせた遠近・中近両用などを提案する「シニアレンズフェ

ア」を展開し、主力顧客層であるミドル・シニア層の強化を行いました。 

 また、第２四半期後半より「レディースデイ」や「親子割」など女性、ファミリー層を意識した新し

い施策を導入するとともに一部地域では全国とは異なるセールを展開するなど、機動的に顧客獲得に取

り組みました。 

 今後も客数アップ及び売上高に反映できるよう広告媒体を活用し「フレームオンリープライス」の認

知度の向上を図ってまいります。 

    

 経費面におきましては、新規出店の抑制や人員構成の見直し等により前第２四半期累計期間と比べ減

少いたしました。 

   

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は11,990百万円（前年同四半期累計期間比

11.0％減）、営業利益６百万円（前年同四半期累計期間比97.5％減）、経常損失63百万円（前年同四半

期累計期間は経常利益163百万円）、四半期純損失296百万円（前年同四半期累計期間は四半期純利益47

百万円）となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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307百万円増加し5,489百万円となりました。これは、商品が106

百万円減少しましたが、現金及び預金が81百万円増加、売掛金が57百万円増加及びその他が280百万円

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927百万円減少し13,097百万円となりました。これは、有形固定

資産が486百万円減少したこと、また、敷金及び保証金が398百万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649百万円減少し18,604百万円となりました。 

   

流動負債は、前事業年度末に比べて620百万円増加し9,651百万円となりました。これは、１年内返済

予定の長期借入金が241百万円減少及び１年内償還予定の社債が788百万円減少しましたが、短期借入金

が1,590百万円増加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979百万円減少し8,073百万円となりました。これは、社債が

1,037百万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358百万円減少し17,724百万円となりました。 

   

純資産は、前事業年度末に比べて291百万円減少し880百万円となりました。これは、四半期純損失

296百万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81百万円増加し、当第２四半期会計期間末には1,304百万円となりました。 

  

 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、次の通りでありま

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、239百万円となりました。これは、仕入債務の増加、たな卸資産の

減少及びその他流動負債の減少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、309百万円となりました。これは、有形固定資産の売却による収入

等であります。 

（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、466百万円となりました。これは、短期借入金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

株式会社メガネスーパー（3318）　平成23年４月期　第２四半期決算短信

3



  

平成23年４月期の通期業績予想につきましては、平成22年６月11日に発表いたしました業績予想に変

更はありません。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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(固定資産の減価償却の算定方法） 

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。 

  

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益は21百万円減少し、経常損失は21百万円、税引前

四半期純損失は52百万円増加しております。 

 また、当会計基準等の適用により投資その他の資産「敷金及び保証金」より控除された金額は52

百万円であります。 

  

２ 表示方法の変更 

     該当事項はありません。 

        

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

   

当社は、前事業年度まで３期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、当第

２四半期累計期間においては６百万円の営業利益を計上したものの、経常損失63百万円及び四半期純損

失296百万円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、新「事業計画」を推し進めております。また、当第２四半期累計期

間において、全取引先金融機関から、平成23年６月末までの全借入契約の元本返済猶予について同意を

得ております。 

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点で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。  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3．四半期財務諸表 
(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22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,304,570 1,222,881

売掛金 665,161 607,513

商品 2,644,791 2,751,056

貯蔵品 52,398 52,137

その他 829,999 549,032

貸倒引当金 △7,596 △334

流動資産合計 5,489,326 5,182,286

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,460,574 3,662,174

その他（純額） 2,704,094 2,989,279

有形固定資産合計 6,164,669 6,651,453

無形固定資産 189,513 201,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,151,134 6,549,202

その他 686,606 716,242

貸倒引当金 △94,895 △94,056

投資その他の資産合計 6,742,846 7,171,389

固定資産合計 13,097,028 14,024,348

繰延資産   

社債発行費 18,207 47,636

繰延資産合計 18,207 47,636

資産合計 18,604,562 19,254,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,427,068 3,110,686

短期借入金 3,031,165 1,440,900

1年内返済予定の長期借入金 1,649,925 1,891,861

1年内償還予定の社債 143,000 931,200

未払法人税等 90,194 150,898

その他 1,309,983 1,505,257

流動負債合計 9,651,336 9,030,804

固定負債   

社債 1,428,000 2,465,100

長期借入金 2,542,209 2,527,729

退職給付引当金 1,243,859 1,212,304

長期預り保証金 2,494,937 2,516,587

その他 364,155 330,464

固定負債合計 8,073,161 9,052,185

負債合計 17,724,498 18,082,989
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 △2,053,466 △1,756,985

自己株式 △66,790 △66,790

株主資本合計 879,983 1,176,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 △5,182

評価・換算差額等合計 80 △5,182

純資産合計 880,064 1,171,281

負債純資産合計 18,604,562 19,254,271
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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21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 13,474,770 11,990,374

売上原価 4,659,528 4,085,694

売上総利益 8,815,242 7,904,679

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,563,484 2,339,144

退職給付費用 81,493 72,629

地代家賃 2,448,711 2,232,583

引当金繰入額 － 8,100

その他 3,472,594 3,245,888

販売費及び一般管理費合計 8,566,283 7,898,346

営業利益 248,958 6,333

営業外収益   

受取利息 2,891 2,625

受取配当金 578 467

集中加工室管理収入 14,816 21,346

その他 22,248 16,345

営業外収益合計 40,534 40,784

営業外費用   

支払利息 85,114 84,964

その他 41,065 25,548

営業外費用合計 126,180 110,513

経常利益又は経常損失（△） 163,313 △63,395

特別利益   

固定資産売却益 － 24,873

会員権買取益 16,950 16,982

受取補償金 － 18,672

その他 145 2,200

特別利益合計 17,095 62,728

特別損失   

固定資産売却損 18,338 －

固定資産除却損 2,128 5,713

減損損失 28,191 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,845

店舗構造改革費用 47,756 87,597

事業構造改革費用 － 23,872

投資有価証券評価損 － 9,704

ゴルフ会員権評価損 － 4,700

社債償還損 － 44,642

店舗閉鎖損失 7,413 17,581

その他 7,631 11,031

特別損失合計 111,460 235,688
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 68,948 △236,355

法人税、住民税及び事業税 61,338 60,125

過年度法人税等戻入額 △51,932 －

法人税等調整額 11,675 －

法人税等合計 21,080 60,125

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,867 △296,480
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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21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 6,664,830 5,984,131

売上原価 2,338,061 2,043,047

売上総利益 4,326,769 3,941,083

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,269,885 1,160,748

退職給付費用 42,197 36,314

地代家賃 1,206,041 1,108,606

引当金繰入額 － 700

その他 1,718,840 1,596,396

販売費及び一般管理費合計 4,236,964 3,902,766

営業利益 89,804 38,316

営業外収益   

受取利息 1,563 1,362

集中加工室管理収入 7,588 10,538

その他 9,986 8,560

営業外収益合計 19,138 20,461

営業外費用   

支払利息 41,954 42,318

その他 20,896 9,745

営業外費用合計 62,850 52,064

経常利益 46,093 6,713

特別利益   

固定資産売却益 － 7,667

賞与引当金戻入額 － 59,086

会員権買取益 10,200 8,832

受取補償金 － 17,863

その他 70 －

特別利益合計 10,270 93,450

特別損失   

固定資産売却損 12,398 －

固定資産除却損 1,667 1,753

店舗構造改革費用 24,226 80,953

事業構造改革費用 － 10,450

店舗閉鎖損失 2,888 2,668

その他 5,626 7,587

特別損失合計 46,808 103,412

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,555 △3,248

法人税、住民税及び事業税 30,668 29,882

法人税等調整額 30,229 －

法人税等合計 60,897 29,882

四半期純損失（△） △51,341 △33,130
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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21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22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
（△）

68,948 △236,355

減価償却費 287,521 221,905

減損損失 28,191 －

長期前払費用償却額 36,757 33,265

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,539 31,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 8,100

受取利息及び受取配当金 △3,469 △3,092

支払利息 85,114 84,964

社債発行費償却 9,432 －

固定資産売却損益（△は益） 18,338 △24,873

受取補償金 － △18,672

会員権買取益 △16,950 △16,982

固定資産除却損 2,128 5,713

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,845

店舗構造改革費用 47,756 87,597

事業構造改革費用 － 23,872

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,704

ゴルフ会員権評価損 － 4,700

社債償還損 － 44,642

店舗閉鎖損失 7,413 17,581

売上債権の増減額（△は増加） △800 △57,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 637,244 106,003

仕入債務の増減額（△は減少） 631,051 316,382

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,426 △74,773

その他の流動負債の増減額（△は減少） △427,469 △167,012

その他 109,797 95,599

小計 1,572,827 523,022

利息及び配当金の受取額 911 798

利息の支払額 △98,081 △108,922

法人税等の支払額 △134,146 △121,613

法人税等の還付額 2,061 235

その他 △37,874 △54,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,305,698 239,505
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22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 △37,331 △31,077

有形固定資産の売却による収入 251,710 308,870

無形固定資産の取得による支出 △19,653 △16,128

敷金及び保証金の差入による支出 △98,025 △30,346

敷金及び保証金の回収による収入 968,276 109,994

長期前払費用の取得による支出 △18,683 △32,699

その他 1,723 502

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,048,017 309,115

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） △332,000 2,390,265

長期借入れによる収入 1,050,000 99,800

長期借入金の返済による支出 △825,155 △1,127,256

社債の償還による支出 △1,260,600 △1,825,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,790 △4,329

配当金の支払額 △368 △111

その他 △6 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,373,920 △466,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 979,794 81,688

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,365 1,222,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,289,160 1,304,570
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当社は、前事業年度まで３期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、当第

２四半期累計期間においては6,333千円の営業利益を計上したものの、経常損失63,395千円及び四半期

純損失296,480千円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、新「事業計画」を推し進めております。また、当第２四半期累計期

間において、全取引先金融機関から、平成23年６月末までの全借入契約の元本返済猶予について同意を

得ております。 

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点で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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