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平成２４年１月１３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 取締役ＩＲ・ＰＲ担当 佐藤 進 

（TEL．０４６５－２４－３６１１） 

 

（訂正）「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行、

定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主 

の異動並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 

  

本日付「有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等の一部修正のお知らせ」

で公表いたしましたとおり有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出したことに伴

い、平成 23 年 11 月 18 日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予

約権の発行、定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動並びに代

表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」（以下「本プレス」といいます。）及び平成 23 年

12 月 27 日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行日等

の変更等に関するお知らせ」（以下「本変更プレス」といいます。）にて公表した内容につきまし

て、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所

には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【本プレス２ページ】 

（訂正前） 

Ⅰ．本件の目的 

（中略） 

以上から、当社は、平成 22 年４月期まで３期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計

上しており、平成 23 年４月期におきましても、営業損失 514,320 千円、経常損失 636,912

千円、当期純損失 1,554,535 千円を計上いたしました。また、平成 24 年４月期第１四半期

累計期間においては、23,137 千円の営業利益を計上したものの、経常損失 14,349 千円及び

四半期純損失 47,961 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。 

このような中、当社は、平成 23 年４月期末日において 377,716 千円の債務超過の状況に

陥りましたが、上場継続のためかかる債務超過の状況を解消することを目的として、当社

は、本年７月 26 日開催の当社定時株主総会の特別決議により承認を得て、当社の代表取締
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役会長である田中邦興が株主及び代表取締役となっている有限会社ビック商事を割当先と

し、当該割当先が当社に対して有する金銭債権８億円を現物出資財産として社債型優先株

式を発行するデット・エクイティ・スワップによって、払込金額総額８億円の増資を実行

いたしました。この結果、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日において、純資産は

374,232 千円となり、上記債務超過は解消されました。 

（後略） 

 

（訂正後） 

Ⅰ．本件の目的 

（中略） 

以上から、当社は、平成 22 年４月期まで３期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計

上しており、平成 23 年４月期におきましても、営業損失 538,418 千円、経常損失 661,011

千円、当期純損失 1,578,633 千円を計上いたしました。また、平成 24 年４月期第１四半期

累計期間においては、23,782 千円の営業利益を計上したものの、経常損失 13,703 千円及び

四半期純損失 47,316 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。 

このような中、当社は、平成 23 年４月期末日において 633,054 千円の債務超過の状況に

陥りましたが、上場継続のためかかる債務超過の状況を解消することを目的として、当社

は、本年７月 26 日開催の当社定時株主総会の特別決議により承認を得て、当社の代表取締

役会長である田中邦興が株主及び代表取締役となっている有限会社ビック商事を割当先と

し、当該割当先が当社に対して有する金銭債権８億円を現物出資財産として社債型優先株

式を発行するデット・エクイティ・スワップによって、払込金額総額８億円の増資を実行

いたしました。この結果、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日において、純資産は

119,540 千円となり、上記債務超過は解消されました。 

（後略） 

 

【本プレス４ページ】 

（訂正前） 

 （２）直近の財務状況 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期

純損失を計上している等、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、また、当社の平成 24 年４月期における経営成績及び財政状態の見込みに鑑

み、当面の資金繰りの安定化を図る目的で、当社は全取引金融機関に対して、平成 23

年６月末日から同年 12 月末日までに返済期日が到来する借入契約等について同年 12

月末日までの期間延長と元本の返済猶予を要請し、同意を得ております。また、当社は、

直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、純資産額が 374,232 千円、自己資

本比率が 2.6％、有利子負債依存度が 56.1％、さらに、当社の売上高に対する支払利息

の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間 0.8％となっており、早急に財務基盤の

強化を図ることが必要と考えております。 
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（訂正後） 

 （２）直近の財務状況 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期

純損失を計上している等、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、また、当社の平成 24 年４月期における経営成績及び財政状態の見込みに鑑

み、当面の資金繰りの安定化を図る目的で、当社は全取引金融機関に対して、平成 23

年６月末日から同年 12 月末日までに返済期日が到来する借入契約等について同年 12

月末日までの期間延長と元本の返済猶予を要請し、同意を得ております。また、当社は、

直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、純資産額が 119,540 千円、自己資

本比率が 0.9％、有利子負債依存度が 57.1％、さらに、当社の売上高に対する支払利息

の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間 0.8％となっており、早急に財務基盤の

強化を図ることが必要と考えております。 

 

【本プレス 11 ページ】 

（訂正前） 

（４） 財務再構築による当社財務への影響 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期

純損失を計上している等、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、また、当社は、直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、純資

産額が 374,232 千円、自己資本比率が 2.6％、有利子負債依存度が 56.1％、さらに、

当社の売上高に対する支払利息の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間 0.8％と

なっておりますが、上記の本第三者割当増資及び新株予約権付ローンの実行によって、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消することができる見込み

であり、さらに、本新株予約権が全て未行使の状態で、純資産額は 13 億 3399 万 9964

円増加し、また、自己資本比率及び有利子負債依存度はそれぞれ 11.0％及び 51.3％に

向上することが見込まれます。 

 

（訂正後） 

（４） 財務再構築による当社財務への影響 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期

純損失を計上している等、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、また、当社は、直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、純資産

額が 119,540 千円、自己資本比率が 0.9％、有利子負債依存度が 57.1％、さらに、当社

の売上高に対する支払利息の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間 0.8％となっ

ておりますが、上記の本第三者割当増資及び新株予約権付ローンの実行によって、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消することができる見込みであ

り、さらに、本新株予約権が全て未行使の状態で、純資産額は 13 億 3399 万 9964 円増

加し、また、自己資本比率及び有利子負債依存度はそれぞれ 9.5％及び 52.2％に向上す
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ることが見込まれます 

 

【本プレス 20 ページ】 

（訂正前） 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

Ａ種劣後株式の発行価額は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

における当社の本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前取引日（平成 23 年 11

月 17 日）の当社普通株式の普通取引の終値や過去６ヶ月、３ヶ月又は１ヶ月における

当社普通株式の普通取引の終値平均と比較して一定規模の乖離がありますが、当社と

しては、上記算定結果を参考にしながら、①平成23年４月期まで４期連続の営業損失、

経常損失及び純損失を計上しており、平成 23 年４月期末日において一旦は 377,716 千

円の債務超過の状況に陥っていること、②当社の代表取締役会長である田中邦興が株

主及び代表取締役となっている有限会社ビック商事が当社に対して有する金銭債権を

現物出資財産とする優先株式の発行により、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日

において当該債務超過は解消されたものの、純資産は 374,232 千円に過ぎないこと、

当社の平成 24 年４月期における経営成績及び財政状態の見込みに鑑み、当面の資金繰

りの安定化を図る目的で、当社は全取引金融機関に対して、平成 23 年６月末日から同

年 12 月末日までに返済期日が到来する借入契約等について同年 12 月末日までの期間

延長と元本の返済猶予を要請し、同意を得ている状態であること、③平成 24 年４月期

第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期純損失を計上しており、今後も経

営環境がさらに悪化することや当社の収益体質が改善されない場合もあり得る等、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いること、④Ａ種劣後

株式の発行による資金調達が、当社が掲げる事業再生計画の実現に必要不可欠なもの

であり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消し、強固な収益

基盤を確立し、財務体質の抜本的な改善を行うことが、当社の事業再生及び持続的成

長に繫がり、短期的及び中期的に当社の企業価値向上に資するものであること、⑤Ａ

種劣後株式は残余財産分配につき普通株式に劣後する内容であること、Ａ種劣後株式

には剰余金を受け取る権利が付されていないこと、Ａ種劣後株式の発行日から約１年

９ヶ月後の日までは普通株式を対価とした取得請求権を行使することができないとさ

れていること等のＡ種劣後株式の条件等、あらゆる要素を総合的かつ慎重に判断した

結果、Ａ種劣後株式の発行価格を１株 44 円といたしました。 

（後略） 

  

（訂正後） 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

Ａ種劣後株式の発行価額は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

における当社の本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前取引日（平成 23 年 11
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月 17 日）の当社普通株式の普通取引の終値や過去６ヶ月、３ヶ月又は１ヶ月における

当社普通株式の普通取引の終値平均と比較して一定規模の乖離がありますが、当社と

しては、上記算定結果を参考にしながら、①平成23年４月期まで４期連続の営業損失、

経常損失及び純損失を計上しており、平成 23 年４月期末日において一旦は 633,054 千

円の債務超過の状況に陥っていること、②当社の代表取締役会長である田中邦興が株

主及び代表取締役となっている有限会社ビック商事が当社に対して有する金銭債権を

現物出資財産とする優先株式の発行により、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日

において当該債務超過は解消されたものの、純資産は 119,540 千円に過ぎないこと、

当社の平成 24 年４月期における経営成績及び財政状態の見込みに鑑み、当面の資金繰

りの安定化を図る目的で、当社は全取引金融機関に対して、平成 23 年６月末日から同

年 12 月末日までに返済期日が到来する借入契約等について同年 12 月末日までの期間

延長と元本の返済猶予を要請し、同意を得ている状態であること、③平成 24 年４月期

第１四半期累計期間においても経常損失及び四半期純損失を計上しており、今後も経

営環境がさらに悪化することや当社の収益体質が改善されない場合もあり得る等、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いること、④Ａ種劣後

株式の発行による資金調達が、当社が掲げる事業再生計画の実現に必要不可欠なもの

であり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消し、強固な収益

基盤を確立し、財務体質の抜本的な改善を行うことが、当社の事業再生及び持続的成

長に繫がり、短期的及び中期的に当社の企業価値向上に資するものであること、⑤Ａ

種劣後株式は残余財産分配につき普通株式に劣後する内容であること、Ａ種劣後株式

には剰余金を受け取る権利が付されていないこと、Ａ種劣後株式の発行日から約１年

９ヶ月後の日までは普通株式を対価とした取得請求権を行使することができないとさ

れていること等のＡ種劣後株式の条件等、あらゆる要素を総合的かつ慎重に判断した

結果、Ａ種劣後株式の発行価格を１株 44 円といたしました。 

（後略） 

 

【本プレス 21 ページ以下】 

（訂正前） 

②本新株予約権の発行 

（中略） 

なお、本新株予約権の行使価額は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン

ダード）における当社の本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前取引日（平成

23 年 11 月 17 日）の当社普通株式の普通取引の終値や過去６ヶ月、３ヶ月又は１ヶ月

における当社普通株式の普通取引の終値平均と比較して一定規模の乖離がありますが、

当社としては、平成 23 年４月期まで４期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計上

しており、平成 23 年４月期末日において一旦は 377,716 千円の債務超過の状況に陥っ

ていること、当社の代表取締役会長である田中邦興が株主及び代表取締役となってい

る有限会社ビック商事が当社に対して有する金銭債権を現物出資財産とする優先株式

の発行により、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日において当該債務超過は解消
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されたものの、純資産は 374,232 千円に過ぎないこと、当社の平成 24 年４月期におけ

る経営成績及び財政状態の見込みに鑑み、当面の資金繰りの安定化を図る目的で、当

社は全取引金融機関に対して、平成 23 年６月末日から同年 12 月末日までに返済期日

が到来する借入契約等について同年12月末日までの期間延長と元本の返済猶予を要請

し、同意を得ている状態であること、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても

経常損失及び四半期純損失を計上しており、今後も経営環境がさらに悪化することや

当社の収益体質が改善されない場合もあり得る等、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いること等の点も勘案し、本新株予約権の行使価額を

決定いたしました。 

（後略） 

 

（訂正後） 

②本新株予約権の発行 

（中略） 

なお、本新株予約権の行使価額は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン

ダード）における当社の本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前取引日（平成

23 年 11 月 17 日）の当社普通株式の普通取引の終値や過去６ヶ月、３ヶ月又は１ヶ月

における当社普通株式の普通取引の終値平均と比較して一定規模の乖離がありますが、

当社としては、平成 23 年４月期まで４期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計上

しており、平成 23 年４月期末日において一旦は 633,054 千円の債務超過の状況に陥っ

ていること、当社の代表取締役会長である田中邦興が株主及び代表取締役となってい

る有限会社ビック商事が当社に対して有する金銭債権を現物出資財産とする優先株式

の発行により、平成 24 年４月期第１四半期会計期間末日において当該債務超過は解消

されたものの、純資産は 119,540 千円に過ぎないこと、当社の平成 24 年４月期におけ

る経営成績及び財政状態の見込みに鑑み、当面の資金繰りの安定化を図る目的で、当

社は全取引金融機関に対して、平成 23 年６月末日から同年 12 月末日までに返済期日

が到来する借入契約等について同年12月末日までの期間延長と元本の返済猶予を要請

し、同意を得ている状態であること、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても

経常損失及び四半期純損失を計上しており、今後も経営環境がさらに悪化することや

当社の収益体質が改善されない場合もあり得る等、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いること等の点も勘案し、本新株予約権の行使価額を

決定いたしました。 

（後略） 

 

【本プレス 33 ページ】 

（訂正前） 

８．今後の見通し 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半

期純損失を計上している等、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況
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が存在しており、また、当社は、直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、

純資産額が 374,232 千円、自己資本比率が 2.6％、有利子負債依存度が 56.1％、さ

らに、当社の売上高に対する支払利息の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間

0.8％ となっておりますが、上記の本第三者割当増資及び新株予約権付ローンの実

行によって、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消すること

ができる見込みであり、さらに、本新株予約権が全て未行使の状態で、純資産額は

13 億 3399 万 9964 円増加し、また、自己資本比率及び有利子負債依存度はそれぞれ

11.0％及び 51.3％に向上することが見込まれます。 

 

（訂正後） 

８．今後の見通し 

上記のとおり、平成 24 年４月期第１四半期累計期間においても経常損失及び四半

期純損失を計上している等、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、また、当社は、直近四半期末である平成 23 年７月末時点において、

純資産額が 119,540 千円、自己資本比率が 0.9％、有利子負債依存度が 57.1％、さ

らに、当社の売上高に対する支払利息の比率は平成 24 年４月期第１四半期累計期間

0.8％ となっておりますが、上記の本第三者割当増資及び新株予約権付ローンの実

行によって、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消すること

ができる見込みであり、さらに、本新株予約権が全て未行使の状態で、純資産額は

13 億 3399 万 9964 円増加し、また、自己資本比率及び有利子負債依存度はそれぞれ

9.5％及び 52.2％に向上することが見込まれます。 

 

【本プレス 33 ページ】 

（訂正前）（本変更プレスによる変更を反映しております。） 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行は、希釈化率が 25％を超えるものであるこ

とから、株式会社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条の

定めに従い、株主の意思確認手続として、平成 23年 12 月 27 日に開催された臨時株

主総会において特別決議による承認を得ております。 

 

（訂正後） 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行は、希釈化率が 25％を超えるものであるこ

とから、株式会社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条の

定めに従い、株主の意思確認手続として、平成 23年 12 月 27 日に開催された臨時株

主総会において特別決議による承認を得ております。 

しかし、当該内容は、平成 23 年 11 月 18 日に取締役会決議を行った、本第三者割

当増資の発行要領と異なることから、改めて当社は、以下のとおり、独立役員を含

む社外監査役である２名から、本第三者割当増資等の必要性及び相当性に関する意
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見を、平成 23 年 12 月 26 日付で入手しております。 

監査役において審議した結果、当社は平成 24 年 4 月期第 2四半期累計期間におい

ても経常損失及び四半期純損失を計上している等、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、本第三者割当増資及び新株予約権付ローン

の実行によって、継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況を解消する事がで

きる見込みであり、更に本新株予約権が全て未行使の状態で、純資産額が 13億 3399

万 9964 円増加すること、加えて足元の資金が逼迫していること等も踏まえ、本第三

者割当増資及び本新株予約権の必要性を認める。 

 

また、本第三者割当増資及び本新株予約権が全て行使された場合は約 298％の希

薄化率となる。しかしながら、今回の資金調達は、①当社が掲げる事業再生計画の

実現に必要不可欠なものであり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況を解消し、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本的な改善を行うことが、

当社の事業再生及び持続的成長に繫がり、短期的及び中期的に当社の企業価値向上

に資するものであり、②当社を取り巻く経営環境及び当社の財務状況に鑑みると、

単独での経営努力により、継続的に黒字経営を行う体質への再生を図ることや、当

社の全取引金融機関からの借入元本の返済猶予期限である平成24年1月末日までに

抜本的な財務再構築につき当該全取引金融機関から合意を取得することは極めて困

難であると考え、事業再生の専門家であるアドバンテッジパートナーズ有限責任事

業組合がサービスを提供する割当予定先に当社の議決権総数の３分の２超を保有す

る株主として上記再生計画に関与してもらうことが、当社再生計画を最も効果的に

実現させることができ、既存株主にとっても、最善の方法であると判断し、また、

③Ａ種劣後株式については、Ａ種劣後株式の発行日から約１年９ヶ月後の日までは

普通株式を対価とした取得請求権を行使することができないとされていること、ま

た、本新株予約権については、割当日以降約３年４ヶ月間の行使期間中に行使可能

とされ、かつ、本新株予約権の目的であるＢ種劣後株式は、本新株予約権の行使に

より初めてＢ種劣後株式が発行された日の１年後の日の前日までは普通株式を対価

とした取得請求権を行使することができないとされており、議決権を除く普通株式

の経済的価値については、いずれも発行日又は割当日において直ちに希薄化が生じ

るものではなく、急激な希薄化に一定の配慮がなされていることから、合理的な規

模での発行であるとその相当性を認める。 
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【本プレス 33 ページ】 

（訂正前） 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 最近３年間の業績（単体）（単位：百万円） 

 平成 21 年４月期 平成 22 年４月期 平成 23 年４月期 

売 上 高 29,422 25,061 22,472

営 業 利 益 △257 △412 △514

経 常 利 益 △433 △556 △636

当 期 純 利 益 △3,770 △4,252 △1,554

１株当たり当期純利益（円） △275.44 △310.69 △113.57

１株当たり配当金（円） - - -

１株当たり純資産（円） 396.28 85.57 △27.59

 

（訂正後） 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１） 最近３年間の業績（単体）（単位：百万円） 

 平成 21 年４月期 平成 22 年４月期 平成 23 年４月期 

売 上 高 29,422 25,061 22,472

営 業 利 益 △297 △429 △538

経 常 利 益 △473 △572 △661

当 期 純 利 益 △3,985 △4,269 △1,578

１株当たり当期純利益（円） △291.13 △311.89 △115.33

１株当たり配当金（円） - - -

１株当たり純資産（円） 380.59 68.68 △46.25

 

 

以 上 
 


