
平成23年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年3月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社メガネスーパー 上場取引所 大 

コード番号 3318 URL http://www.meganesuper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 齋藤 正和

問合せ先責任者 （役職名） 取締役ＩＲ・ＰＲ担当 （氏名） 佐藤   進 TEL 0465-24-3611
四半期報告書提出予定日 平成23年3月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年5月1日～平成23年1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3四半期 17,368 △10.4 △219 ― △314 ― △624 ―

22年4月期第3四半期 19,381 △14.1 △105 ― △227 ― △493 ―

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3四半期 △45.66 ―

22年4月期第3四半期 △36.07 ―

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3四半期 15,346 552 3.6 40.40
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3四半期  552百万円 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3Q 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3Q  102,919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3Q 13,688,003株 22年4月期3Q 13,688,087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３四半期累計期間における我が国の経済は、中国を中心とする新興国の経済成長や国内外の景気

施策等の影響により、輸出や生産の一部持ち直しの動きが見られるものの、円高の進行やデフレ基調の

継続及びエコポイント終了などの景気対策効果の縮小により、企業収益の減少による雇用・所得環境の

悪化は未だ続いており、本格的な景気回復には至らず、依然として厳しい状況下で推移しました。 

  

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、一段と激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「お客様満足度」の醸成を第一に考え、店舗力の強

化に資する人材教育に注力し、他企業との差別化を考えた商品開発などに重点的に取り組む「重点商品

開発プロジェクト」を組成し、企業力強化に努めてまいりました。 

 さらに、平成22年６月よりイメージキャラクターに関根勤氏を起用し、「フレーム代だけでメガネが

作れる」という当社独自の画期的なシステム「フレームオンリープライス」の周知徹底を図ってまいり

ました。 

  

当第３四半期累計期間の営業施策としましては、「レディースデイ」や「親子割」など女性、ジュニ

ア世代及びファミリー層を意識した施策を展開しました。 

 また、当社の重要顧客であるシニア層をターゲットとして、チラシ面では高付加価値フレームと「シ

ニアレンズフェア」を継続してＰＲしてまいりました。 

   

当第３四半期累計期間の商品施策としましては、「フレームオンリープライス」導入一周年記念セー

ルに併せ、軽さとフィット感を売りとした超軽量・ＴＲ90フレーム「エアフィット」を平成23年１月よ

り投入し、価格も22種類のレンズが選べてジャスト10,000円に設定し、価格面でも優位性を持たせまし

た。 

 今後も効果的な広告宣伝、新素材の商品開発及び投入等により、さらなる客数の向上及び業績の向上

を図ってまいります。 

   

経費面におきましては、徹底したコスト削減の推進を図り、前第３四半期累計期間と比べて減少いた

しました。 

   

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高17,368百万円（前年同四半期累計期間比10.4％

減）、営業損失219百万円（前年同四半期累計期間は営業損失105百万円）、経常損失314百万円（前年

同四半期累計期間は経常損失227百万円）、四半期純損失624百万円（前年同四半期累計期間は四半期純

損失493百万円）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267百万円減少し4,914百万円となりました。これは、現金及び預

金が191百万円減少及び商品が168百万円減少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3,608百万円減少し10,415百万円となりました。これは、有形固

定資産が3,034百万円減少及び敷金及び保証金が492百万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3,907百万円減少し15,346百万円となりました。 

   

流動負債は、前事業年度に比べて544百万円増加し9,575百万円となりました。これは、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1,661百万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3,834百万円減少し5,218百万円となりました。これは、社債が

1,108百万円減少及び長期預り保証金が2,469百万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3,289百万円減少し14,793百万円となりました。 

   

純資産は、前事業年度末に比べて618百万円減少し552百万円となりました。これは、四半期純損失

624百万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３四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191百万円減少し、当第３四半期会計期間末には1,031百万円となりました。 

  

当第３四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） 

営業活動の結果使用した資金は、157百万円となりました。これは、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、434百万円となりました。これは、有形固定資産の売却による収入

及び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、468百万円となりました。これは、短期借入金の純増減額が増加し

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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①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」等の適用  

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３四半期累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ35百万円、税引前四半期純損

失は66百万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60百万

円であります。 

  

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第３四半期会計期間より、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

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

３四半期累計期間においても営業損失219百万円、経常損失314百万円及び四半期純損失624百万円を計

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３四半期累計期

間までにおいて、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３四半期会計期間末 
(平成23年１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 1,031,414 1,222,881

売掛金 542,030 607,513

商品 2,582,345 2,751,056

貯蔵品 49,688 52,137

その他 715,331 549,032

貸倒引当金 △6,208 △334

流動資産合計 4,914,601 5,182,286

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,362,897 3,662,174

その他（純額） 2,253,991 2,989,279

有形固定資産合計 3,616,889 6,651,453

無形固定資産 178,667 201,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,056,682 6,549,202

その他 658,101 716,242

貸倒引当金 △94,769 △94,056

投資その他の資産合計 6,620,014 7,171,389

固定資産合計 10,415,570 14,024,348

繰延資産   

社債発行費 16,527 47,636

繰延資産合計 16,527 47,636

資産合計 15,346,699 19,254,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,173,648 3,110,686

短期借入金 3,102,665 1,440,900

1年内返済予定の長期借入金 1,988,834 1,891,861

1年内償還予定の社債 143,000 931,200

未払法人税等 96,839 150,898

その他 1,070,668 1,505,257

流動負債合計 9,575,655 9,030,804

固定負債   

社債 1,356,500 2,465,100

長期借入金 2,203,300 2,527,729

退職給付引当金 1,234,898 1,212,304

長期預り保証金 47,537 2,516,587

その他 375,846 330,464

固定負債合計 5,218,082 9,052,185

負債合計 14,793,738 18,082,989
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１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 △2,381,976 △1,756,985

自己株式 △66,799 △66,790

株主資本合計 551,463 1,176,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,497 △5,182

評価・換算差額等合計 1,497 △5,182

純資産合計 552,961 1,171,281

負債純資産合計 15,346,699 19,254,271
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(2)四半期損益計算書 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 19,381,391 17,368,065

売上原価 6,691,443 5,939,199

売上総利益 12,689,947 11,428,866

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,853,981 3,475,002

退職給付費用 123,303 108,944

地代家賃 3,633,574 3,305,133

引当金繰入額 － 6,586

その他 5,184,238 4,752,390

販売費及び一般管理費合計 12,795,098 11,648,055

営業損失（△） △105,150 △219,189

営業外収益   

受取利息 4,171 3,772

受取配当金 601 489

集中加工室管理収入 24,622 30,600

その他 33,671 31,293

営業外収益合計 63,066 66,156

営業外費用   

支払利息 130,263 127,105

その他 55,120 34,548

営業外費用合計 185,384 161,654

経常損失（△） △227,469 △314,687

特別利益   

固定資産売却益 － 33,462

受取補償金 － 18,839

会員権買取益 21,950 16,982

その他 180 2,200

特別利益合計 22,130 71,484

特別損失   

固定資産売却損 24,711 －

固定資産除却損 48,398 10,551

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

事業譲渡損 － 42,836

店舗構造改革費用 61,912 77,931

事業構造改革費用 － 27,883

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

貸倒引当金繰入額 1,546 －

貸倒損失 30,334 －

店舗閉鎖損失 26,097 29,090

その他 12,981 14,939

特別損失合計 234,173 293,123
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

税引前四半期純損失（△） △439,513 △536,326

法人税、住民税及び事業税 91,162 88,665

過年度法人税等戻入額 △51,932 －

法人税等調整額 14,931 －

法人税等合計 54,160 88,665

四半期純損失（△） △493,673 △624,991
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 【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 5,906,620 5,377,691

売上原価 2,031,915 1,853,504

売上総利益 3,874,705 3,524,186

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,290,496 1,135,857

退職給付費用 41,810 36,314

地代家賃 1,184,863 1,072,549

その他 1,711,644 1,506,501

販売費及び一般管理費合計 4,228,815 3,751,223

営業損失（△） △354,109 △227,036

営業外収益   

受取利息 1,280 1,147

受取配当金 22 22

集中加工室管理収入 9,805 9,253

その他 11,422 14,948

営業外収益合計 22,531 25,371

営業外費用   

支払利息 45,148 42,141

その他 14,055 8,999

営業外費用合計 59,204 51,140

経常損失（△） △390,782 △252,806

特別利益   

固定資産売却益 － 8,589

会員権買取益 5,000 －

受取補償金 － 167

貸倒引当金戻入額 － 1,514

店舗構造改革費用戻入益 － 9,666

その他 35 －

特別利益合計 5,035 19,936

特別損失   

固定資産売却損 6,372 －

固定資産除却損 46,269 4,837

事業譲渡損 － 42,836

店舗構造改革費用 14,156 －

事業構造改革費用 － 4,010

貸倒引当金繰入額 1,546 －

貸倒損失 30,334 －

店舗閉鎖損失 18,684 11,508

その他 5,350 3,908

特別損失合計 122,713 67,101
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(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

税引前四半期純損失（△） △508,461 △299,970

法人税、住民税及び事業税 29,824 28,540

法人税等調整額 3,256 －

法人税等合計 33,080 28,540

四半期純損失（△） △541,541 △328,510
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △439,513 △536,326

減価償却費 432,297 323,849

減損損失 28,191 －

長期前払費用償却額 53,577 49,513

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69,395 45,037

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,366 6,586

受取利息及び受取配当金 △4,772 △4,262

支払利息 130,263 127,105

社債発行費償却 13,709 6,993

固定資産売却損益（△は益） 24,711 △33,462

受取補償金 － △18,839

会員権買取益 △21,950 △16,982

固定資産除却損 48,398 10,551

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,845

事業譲渡損益（△は益） － 42,836

店舗構造改革費用 61,912 77,931

事業構造改革費用 － 27,883

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 26,097 29,090

貸倒損失 30,334 －

売上債権の増減額（△は増加） 59,825 65,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 834,868 171,160

仕入債務の増減額（△は減少） 338,481 62,961

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,918 △34,312

その他の流動負債の増減額（△は減少） △254,568 △343,187

その他 157,642 72,386

小計 1,583,350 221,886

利息及び配当金の受取額 985 870

利息の支払額 △127,150 △153,377

法人税等の支払額 △134,161 △121,615

法人税等の還付額 2,061 235

その他 △59,978 △105,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,265,107 △157,041
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１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 △164,474 △49,786

有形固定資産の売却による収入 264,815 324,381

無形固定資産の取得による支出 △25,037 △20,723

敷金及び保証金の差入による支出 △110,622 △30,770

敷金及び保証金の回収による収入 1,473,918 242,690

長期前払費用の取得による支出 △21,614 △34,249

その他 △1,281 2,949

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,415,704 434,493

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 2,461,765

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 △1,368,944 △1,127,256

社債の償還による支出 △1,576,200 △1,896,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,458 △6,299

配当金の支払額 △691 △120

その他 △9 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,236,303 △468,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 444,509 △191,467

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 1,753,875 1,031,414
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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

３四半期累計期間においても営業損失219,189千円、経常損失314,687千円及び四半期純損失624,991千

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３四半期累計期

間までにおいて、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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