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1.  平成25年4月期第2四半期の業績（平成24年5月1日～平成24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 ％

25年4月期第2四半期 8,343 △20.2 △332 ― △330 ― △741 ―

24年4月期第2四半期 10,454 △12.8 △130 ― △218 ― △309 ―

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

25年4月期第2四半期 △54.80 ―

24年4月期第2四半期 △22.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第2四半期 11,704 △569 △4.9

24年4月期 12,941 172 1.3

（参考） 自己資本   25年4月期第2四半期  △569百万円 24年4月期  172百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る配当の状況は、３ページに記載しております。 

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

24年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年4月期 ― 0.00

25年4月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 18,017 △6.0 △280 ― △304 ― △839 ― △61.33



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期2Q 13,790,880 株 24年4月期 13,790,880 株

② 期末自己株式数 25年4月期2Q 102,959 株 24年4月期 102,959 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期2Q 13,687,921 株 24年4月期2Q 13,688,412 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料４ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  
Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る１株当

たり配当金の内訳及び配当金額総額は以下のとおりであります。 

  

Ａ種優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種優先株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとお

りであります。 

 
  

Ｂ種優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＢ種優先株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとお

りであります。 

 
  

Ａ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＡ種劣後株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとお

りであります。 

 
  

Ｂ種劣後株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なるＢ種劣後株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとお

りであります。 

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

24年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00

25年４月期(予想) ― 0 00 0 00

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00

25年４月期(予想) ― 0 00 0 00

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00

25年４月期(予想) ― 0 00 0 00

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

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年４月期 ― 0 00

25年４月期(予想) ― 0 00 0 00
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要により緩やかな景気回復は

みられたものの、欧州政府債務危機の長期化による海外経済の減速、円相場の高止まりによる輸出停滞

の影響、日中関係の悪化や電力供給の節約等により、景気の先行きは依然として懸念される状況が続い

ております。  

また、消費税増税法案等を巡る国内政治の動向から、消費者の生活防衛意識がさらに高まり、経済環

境は今後も厳しさを増していくものと想定されます。  

  

眼鏡等小売業界におきましても、個人消費は依然として節約志向・選別志向の傾向は根強く、販売単

価の低迷により縮小した眼鏡等小売市場において企業間競争の激化が続いておりますが、当社顧客につ

いては比較的高品質を求める傾向があり、全体としては他業態同様に価格帯別の住み分けが進んでいる

と考えられます。 

  

このような経済環境及び経営環境のもと、当第２四半期累計期間につきましては、下記の施策を推進

いたしました。  

  

＜店舗＞ 

４店舗を新生メガネスーパーのパイロット店舗としてリニューアルオープンし、ロゴを含めた外見の

判りやすさ・近代化、よりお客様が選びやすく、居心地の良い陳列・内装、気軽さの中に革新性・本格

さを感じられる新しいフローの接客など、多岐に亘っての改善を行いました。また、前事業年度より取

り組んでおります事業構造改革を更に加速すべく、９店舗の閉鎖を実施いたしました。 

  

＜営業＞ 

「クリアランスセール」、「決算セール」等、また、遠近両用レンズ、薄型レンズなど22種類のレン

ズから選んでも追加料金０円というコンセプトの「フレームオンリープライス」を推し進め、加えてそ

れぞれのシーズンに合わせた各種セールを展開、比較的時間の経過した在庫を中心として、カジュアル

フレーム・有名ブランドサングラスなど特価にてご提供し、全体としての商品在庫ポートフォリオの改

善を図ってまいりました。補聴器におきましては、「秋の補聴器大相談会」を開催し、「２週間無料貸

し出し」等により補聴器本体及び補聴器付属品等の拡販に努めるなど、営業活動に注力してまいりまし

た。 

  

＜商品＞ 

高機能自社企画商品「ベータプラ」シリーズの新商品「ベータプラレディース」、「ベータプラキッ

ズ」等の定番商品に加え、季節・シーンに特化した商品である、軽さとフィット感にこだわった「ベー

タプラスポーツ」、ゴルフ用メガネ「エイチスペックス」等の拡販に注力いたしました。また、レンズ

につきましては、フレームオンリープライス対応レンズのほか、「ブルーライトカットレンズ」等、特

殊加工の高機能レンズをご提供してまいりました。  

  

経費面におきましては、徹底したコスト削減を図り販売管理費の圧縮に努めてまいりました。 

  

全体として経費面での施策は所期以上の効果が出ているものの、売上面での施策効果は想定よりも半

年程度遅れ、下期からの月次黒字転換を見込んでおります。 

  

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業損益では期初見込みを上回るものの、事業構造改

革により当事業年度末までの閉鎖決定店舗の損失相当額を計上した事により純損益では期初見込みを下

回る結果となりました。売上高8,343百万円（前年同四半期累計期間比20.2％減）、営業損失332百万円

（前年同四半期累計期間は営業損失130百万円）、経常損失330百万円（前年同四半期累計期間は経常損

失218百万円）、四半期純損失741百万円（前年同四半期累計期間は四半期純損失309百万円）となりま

した。 

１．当四半期決算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699百万円減少し3,591百万円となりました。これは、商品が新

商品への入れ替え投資によって440百万円増加しましたが、現金及び預金が942百万円減少、売掛金が

99百万円減少及び未収入金が81百万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537百万円減少し8,113百万円となりました。これは、敷金及び

保証金が250百万円減少、長期預金が200百万円減少及び有形固定資産が102百万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1,237百万円減少し11,704百万円となりました。 

  

流動負債は、前事業年度末に比べて538百万円減少し2,954百万円となりました。これは、支払手形

が250百万円増加しましたが、未払金が543百万円減少及び未払費用が229百万円減少したこと等によ

るものであります。 

  

固定負債は、前事業年度末に比べて42百万円増加し9,319百万円となりました。これは、退職給付

引当金が46百万円増加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496百万円減少し12,273百万円となりました。 

  

純資産は、前事業年度末に比べて741百万円減少し569百万円の債務超過となりました。これは、上

記事業構造改革等の影響により、四半期純損失741百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期累計期間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942百万円減少し、322百万円となりました。 

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、1,102百万円（前年同四半期は444百万円の使用）となりました。

これは、たな卸資産の増減額の増加及びその他の流動負債の増減額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、134百万円（前年同四半期比42.4％増）となりました。これは、

定期預金の払戻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） 

財務活動の結果得られた資金は、26百万円（前年同四半期比94.3％減）となりました。これは、短

期借入金の純増減額の増加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25年４月期の通期業績予想につきましては、平成24年６月14日に発表いたしました業績予想数値

を修正しております。詳細につきましては、平成24年12月13日付「平成25年４月期第２四半期累計期間

における特別損失の発生及び業績予想との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年５月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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、前期末決算において、前々期末に発生した債務超過を解消いたしましたが、当第２四半期累

計期間におきまして、期初開示の業績予想にて当期間に見込んだ営業損失の範囲内であるものの、営業

損失322百万円、経常損失330百万円を計上し、事業構造改革の加速により、四半期純損失は業績予想を

下回る741百万円計上した結果、569百万円の債務超過となっております。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、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、及び、同組合がサ

ービスを提供するファンドからの経営支援を受け、事業再生を推し進めております。当社の平成29年４

月期までの事業再生計画では、当社の主力事業である眼鏡等小売業界の近年の動向や当社における当事

業の収益構造を前提として、抜本的なコスト削減のための施策とともに、様々な売上拡大策を図ること

を当社の事業再生の基本方針としております。 

なお、基本方針を実現させるための事業再生計画における事業計画の骨子は以下のとおりです。 

  

１．コスト削減のための施策 

抜本的なコスト削減のために、「赤字店舗の閉店」、「原価削減」、「販管費削減」を主要な施策

として計画しております。 

①「赤字店舗の閉店」については、一定の売上改善や人員の効率化を実行しても黒字化が困難な赤字

店舗の閉鎖を行う予定であり、当第２四半期累計期間では９店舗の閉鎖を実行いたしました。 

②「原価削減」については、仕入れから販売までの一連のプロセスを対象に、一層の 適化を図り、

継続的な原価改善を行ってまいります。 

③「販管費削減」については、現状の販売量に見合った人員と販管費の 適化により、収益性改善に

資する構造改革を進め、当第２四半期累計期間中に110人の人員が減少しております。 

  

２．売上拡大策 

お客様に心からご納得いただける商品販売・サービスにより、 終的には、リピーター数を 大化

させることが 重要課題であるという認識の下、「出店」、「集客」、「顧客化」の３つの領域を売

上向上の重点領域として、「小売業の基本」施策を確実に実行してまいります。 

①「出店」については、構造改革に一定の目処がつき次第、本格的な新規出店を再開します。 

②「集客」については、地域・商圏毎の広告宣伝手段の 適化や、お客様名簿に基づく有用な商品・

サービス情報の送付（ダイレクトメール、電子メール等）により、広告宣伝効果の効率向上を通じ

て、新規数及び再来数の拡大を目指します。 

③「顧客化」については、ご来店頂いたお客様にご満足頂ける眼鏡の 適解を提案するための仕組み

を接客・品揃えを通じて構築してまいります。目標としている、結果としての買上率や単価の向上

は、徐々に結果に顕れてきておりますが、今後も継続的な改善を目指してまいります。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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上記のうち、集客と顧客化については、先行的に実施したリニューアルオープンが、施策として特に

効果を上げており、11月29日ニュースリリース「新生メガネスーパー・リニューアル第二弾 リニュー

アルオープン全国22店舗で実施～新広告キャラクターに筧利夫さんを起用～」の通り、当期通期におい

て22店舗の更なるリニューアルオープンを予定し、今後も成果を見つつ継続拡大してまいります。ま

た、新しいクリエイティブによる広告を軸とした集客施策も併せて実行していきます。これらによっ

て、期初見込みより半年程度の遅れにはなりましたが、売上反転を見込んでおります。 

また、財務再構築として、当社は、業績不振店の閉鎖、販管費削減等の更なるコスト削減策、新規出

店・店舗改装及び広告宣伝等の売上拡大策のための経営改善資金を確保すべく、①第三者割当増資及び

新株予約権付ローンによる割当先からの資金調達、②全取引金融機関からの既存の借入等の条件変更又

は借換え、③Ａ種優先株式の内容の変更を行い、更に追加的なキャッシュフロー創出策を実行しており

ます。 

  

当社は、上記の各施策を確実に実行することによって、下期からの黒字転換を見込んでおります。ま

た、構造改革が概ね終了する来期以降においては、業界トッププレイヤーの水準を目指した高収益体質

への転換を進め、債務超過を解消してまいります。これら取り組みによって、今後の必要資金・キャッ

シュフローは確保できていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと

判断しております。 
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４.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,265,431 322,929 

売掛金 494,163 395,043 

商品 1,974,747 2,415,447 

貯蔵品 17,787 17,567 

前渡金 785 1,252 

前払費用 404,487 379,063 

未収入金 122,450 41,352 

その他 17,657 20,185 

貸倒引当金 △6,997 △1,623 

流動資産合計 4,290,514 3,591,219 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,837,603 5,796,726 

減価償却累計額 △4,642,707 △4,686,962 

建物（純額） 1,194,895 1,109,763 

構築物 787,553 782,876 

減価償却累計額 △648,944 △655,446 

構築物（純額） 138,609 127,430 

車両運搬具 29,188 28,864 

減価償却累計額 △28,157 △27,893 

車両運搬具（純額） 1,030 971 

工具、器具及び備品 2,838,202 2,785,803 

減価償却累計額 △2,677,221 △2,630,747 

工具、器具及び備品（純額） 160,981 155,055 

土地 1,189,114 1,189,114 

有形固定資産合計 2,684,632 2,582,335 

無形固定資産   

商標権 1,458 1,627 

ソフトウエア 88,737 122,283 

電話加入権 35,475 35,475 

その他 5,227 5,227 

無形固定資産合計 130,899 164,613 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 29,136 29,576 

関係会社株式 － 354 

出資金 944 944 

従業員に対する長期貸付金 2,492 1,176 

長期前払費用 118,162 101,339 

長期未収入金 149,806 147,736 

敷金及び保証金 5,393,626 5,143,369 

長期預金 200,000 － 

その他 31,400 31,390 

貸倒引当金 △89,806 △89,337 

投資その他の資産合計 5,835,761 5,366,549 

固定資産合計 8,651,293 8,113,499 

資産合計 12,941,807 11,704,718 

負債の部   

流動負債   

支払手形 668,688 919,599 

営業外支払手形 68,950 74,196 

買掛金 831,520 966,305 

関係会社短期借入金 － 30,240 

未払金 727,458 183,503 

未払費用 711,434 481,824 

未払法人税等 158,141 68,230 

前受金 197,167 148,136 

預り金 71,618 59,079 

前受収益 1,939 1,725 

預金解約損失引当金 51,579 － 

その他 4,241 21,584 

流動負債合計 3,492,740 2,954,425 

固定負債   

長期借入金 7,896,443 7,896,443 

株主、役員に対する長期借入金 266,400 266,400 

退職給付引当金 1,014,411 1,060,661 

長期預り保証金 50,057 50,057 

その他 49,704 45,765 

固定負債合計 9,277,017 9,319,328 

負債合計 12,769,757 12,273,753 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,924,159 50,000 

資本剰余金   

資本準備金 2,859,679 － 

その他資本剰余金 － 188,306 

資本剰余金合計 2,859,679 188,306 

利益剰余金   

利益準備金 19,350 － 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,092,710 － 

繰越利益剰余金 △10,657,594 △741,347 

利益剰余金合計 △5,545,533 △741,347 

自己株式 △66,804 △66,804 

株主資本合計 171,501 △569,845 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 548 810 

評価・換算差額等合計 548 810 

純資産合計 172,050 △569,035 

負債純資産合計 12,941,807 11,704,718 
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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23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 10,454,676 8,343,774 

売上原価 3,431,350 2,666,572 

売上総利益 7,023,326 5,677,201 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,131,715 1,693,967 

退職給付費用 61,701 88,849 

地代家賃 2,065,404 1,904,183 

引当金繰入額 2,528 － 

その他 2,892,726 2,322,410 

販売費及び一般管理費合計 7,154,075 6,009,410 

営業損失（△） △130,749 △332,208 

営業外収益   

受取利息 2,103 1,860 

受取配当金 356 189 

集中加工室管理収入 23,813 30,799 

その他 9,127 11,234 

営業外収益合計 35,401 44,083 

営業外費用   

支払利息 92,576 38,698 

その他 30,104 3,433 

営業外費用合計 122,680 42,132 

経常損失（△） △218,028 △330,257 

特別利益   

固定資産売却益 46,609 － 

受取補償金 1,089 － 

特別利益合計 47,698 － 

特別損失   

固定資産除却損 384 15,480 

店舗構造改革費用 354 115,116 

事業構造改革費用 54,019 183,773 

解約違約金 － 2,895 

店舗閉鎖損失 － 3,119 

ゴルフ会員権評価損 360 － 

固定資産契約解除損 25,565 － 

その他 4,480 29,312 

特別損失合計 85,163 349,698 

税引前四半期純損失（△） △255,494 △679,955 

法人税、住民税及び事業税 57,422 61,392 

過年度法人税等戻入額 △3,248 － 

法人税等合計 54,173 61,392 

四半期純損失（△） △309,667 △741,347 
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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23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △255,494 △679,955 

減価償却費 144,623 107,434 

長期前払費用償却額 29,119 23,061 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,460 46,249 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,528 △5,844 

受取利息及び受取配当金 △2,459 △2,049 

支払利息 92,576 38,698 

固定資産売却損益（△は益） △46,609 － 

受取補償金 △1,089 － 

固定資産除却損 384 15,480 

店舗構造改革費用 354 115,116 

事業構造改革費用 54,019 183,773 

解約違約金 － 2,895 

店舗閉鎖損失 － 3,119 

ゴルフ会員権評価損 360 － 

固定資産契約解除損 25,565 － 

売上債権の増減額（△は増加） 128,750 99,120 

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,937 △440,480 

仕入債務の増減額（△は減少） △354,591 385,696 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △48,750 79,941 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △226,617 △869,770 

その他 89,261 100,979 

小計 △177,670 △796,532 

利息及び配当金の受取額 541 420 

利息の支払額 △98,874 △38,239 

法人税等の支払額 △117,944 △123,359 

法人税等の還付額 3,710 124 

その他 △54,096 △145,173 

営業活動によるキャッシュ・フロー △444,334 △1,102,760 
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 148,060 

有形固定資産の取得による支出 △13,012 △47,211 

有形固定資産の売却による収入 28,319 30,445 

無形固定資産の取得による支出 △19,154 △56,194 

無形固定資産の売却による収入 － 2,285 

敷金及び保証金の差入による支出 △1,230 △1,052 

敷金及び保証金の回収による収入 76,131 68,920 

長期前払費用の取得による支出 △10,349 △12,692 

関係会社株式の取得による支出 － △354 

その他 33,559 2,011 

投資活動によるキャッシュ・フロー 94,262 134,218 

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） 542,422 30,000 

長期借入金の返済による支出 △11,237 － 

社債の償還による支出 △71,500 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,809 △3,960 

配当金の支払額 △38 － 

その他 △5 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 455,832 26,039 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,761 △942,502 

現金及び現金同等物の期首残高 921,090 1,265,431 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,026,852 322,929 
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該当事項はありません。  

  

当社は、平成24年７月27日開催の第36期定時株主総会の決議により、会社法第447条第１項及び第448

条第１項の規定に基づき、平成24年８月17日付にて資本金2,924,159千円のうち、2,874,159千円を減少

及び資本準備金2,859,679千円減少し、その他資本剰余金を増加させ、また、利益準備金19,350千円減

少し、繰越利益剰余金を増加させ繰越利益剰余金の損失の填補を図っております。更に、会社法第452

条の規定に基づき、増加したその他資本剰余金5,733,839千円のうち、5,545,533千円を減少し、繰越利

益剰余金を増加させ繰越利益剰余金の損失の填補を図っております。 

 これにより、当第２四半期会計期間末において資本金50,000千円、その他資本剰余金188,306千円と

なっております。  

  

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

（６）重要な後発事象
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