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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年4月期 15,969 △16.7 △1,607 ― △1,654 ― △2,292 ―
24年4月期 19,174 △14.7 △1,289 ― △1,480 ― △1,978 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年4月期 △168.79 ― ― △13.4 △10.1
24年4月期 △144.57 ― ― △11.0 △6.7

（参考） 持分法投資損益 25年4月期  ―百万円 24年4月期  ―百万円

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

25年4月期 11,702 △2,115 △18.1 △232.54
24年4月期 12,941 172 1.3 △64.16

（参考） 自己資本   25年4月期  △2,115百万円 24年4月期  172百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年4月期 △2,228 166 1,287 491
24年4月期 △1,905 401 1,848 1,265

2.  配当の状況 

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 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

24年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年4月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 4月期の業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 8,055 △3.5 △200 ― △300 ― △390 ― △30.43
通期 18,000 12.7 900 ― 900 ― 700 ― 48.57



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第８条の３の６（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該当
するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.32「４．財務諸表（５）財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 102,979 株 24年4月期 102,959 株
③ 期中平均株式数 25年4月期 13,687,915 株 24年4月期 13,687,939 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」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 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産 
配当率第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 百万円 ％ ％

24年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

25年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年４月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産 
配当率第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 百万円 ％ ％

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

25年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年４月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産 
配当率第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 百万円 ％ ％

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

25年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年４月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産 
配当率第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 百万円 ％ ％

24年４月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

25年４月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年４月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―
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当事業年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復傾向を示しつつも全体として低調に推移しまし

たが、12月の政権交代を機に為替レートが円安傾向に振れたことにより、輸出産業各社の業績回復への

期待が膨らみ、金融市場が非常に活気づきました。しかしながら、長期化する電力供給問題、雇用・所

得環境の低迷、近隣諸国との国交不安などにより依然として中小企業や一般消費者にとって景気回復の

実感は、限定的で先行き不透明な状況が続いております。  

  

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、継続的

な眼鏡等小売市場規模の低迷や企業間の販売競争の激化などで厳しい経営環境が続いております。 

  

このような経済環境及び経営環境のもと、下記各事業の営業活動の結果、当事業年度の業績は、売上

高は15,969百万円（前事業年度比16.7％減）、営業損失は1,607百万円（前事業年度は営業損失1,289百

万円）、経常損失は1,654百万円（前事業年度は経常損失1,480百万円）、当期純損失は2,292百万円

（前事業年度は当期純損失1,978百万円）となりました。 

  

当事業年度における事業の種類別セグメント業績を示すと次のとおりであります。 

  

①眼鏡等小売事業 

〈店舗〉 

当事業年度において、新生メガネスーパーとして26店舗を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、38店舗の閉鎖を実施いたしました。 

  

〈営業〉 

当事業年度におきましては、「クリアランスセール」、「ウィンターハッピーセール」、「新春・初

売セール」及び「決算セール」等、それぞれのシーズンに合わせた各種セールを展開し、店頭通常価格

から 大50％ＯＦＦなど、お客様へ超特価と豊富な品揃えをアピールしてまいりました。 

また、第３四半期会計期間より広告キャラクターに俳優の筧利夫氏を起用し、「軽くて・丈夫で・ズ

レにくい」機能性メガネとして好評のオリジナルフレーム「ベータプラシリーズ」をはじめとする充実

した商品構成をテレビＣＭ・チラシ等により力強くＰＲしてまいりました。 

さらに、当事業年度において、新生メガネスーパーとして店装、商品構成、顧客サービスを大幅に刷

新し、リニューアルオープンを継続的に実施してまいりました。リニューアルオープンにあたっては、

商品を分かり易くお選びいただけるグリッド型什器や、お客様にあった商品を簡単に検索し、装着した

イメージが一目でわかるタブレット型ＰＣ端末等を導入するなど、お客様にストレスなく商品をお選び

いただける接客サービスを実現し、営業活動に注力してまいりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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〈商品〉 

当事業年度におきましては、高機能自社企画商品「ベータプラ」シリーズを中心に拡大させ、また、

ゴルフ用メガネ「エイチスペックス」、お手ごろな価格なのに高い質感と軽くてしなやかな掛け心地、

大人の雰囲気を兼ね備えた機能性メガネ「アジーレプラスベーシック」、「アジーレプラススポーツ」

などを投入するほか、ミドル・シニア向け商材の拡充を図るなど、幅広いお客様のニーズに応えるべく

新商品の投入を継続的に実施し、更なるお客様満足度の向上を図ってまいりました。 

  

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、効果が出てきておりま

す。 

  

この結果、売上高は15,858百万円（前事業年度比15.2％減）、営業損失は、1,573百万円（前事業年

度は営業損失1,176百万円）となりました。 

  

②通販事業 

通販事業におきましては、通販ならではの「お気軽・お手軽」をコンセプトに、お買得商品の打ち出

しや代引き手数料無料、楽天ポイント10倍キャンペーン等、通信販売競合店との差別化を図ってまいり

ました。 

この結果、売上高は110百万円（前事業年度77.1％減）、営業利益２百万円（前事業年度は営業損失

14百万円）となりました。 

  

〈次期業績見通し〉 

当社は、これまで、メガネスーパーとしてのビジョンである「お客様に 適な「アイケア」・「アイ

ウェア」をご提供する会社」の実現に向けた取り組みを実行してまいりました。店舗起点の重要性か

ら、ここまでに、商品の入れ替え、26店舗の改装及び東京32店舗の看板変更や、マーケティングによる

対外訴求の開始、本社社員の店舗支援など、顧客接点を強化を行っております。  

今後は、過去１年間の改革から効果が検証されているリニューアルや看板変更の効率的な展開を引き

続き拡大してまいります。 

また、これまで赤字店の退店を進めてまいりましたが、競合チェーン店の新規出店への対抗と、リニ

ューアルフォーマットの確立と拡大を企画して、下期より資金の目処が付き次第、新規出店を再開して

まいります。 

さらには、資源を成長領域へ配分し、これまで確立し得なかった「アイケア新サービスモデル」の構

築を推し進め、特に、シニアを中心とした目の健康「眼の負担軽減と加齢対応の視力矯正」における強

みを増幅・構築することが、結果として「メガネ業界の中での差別化」を確立することとなります。 

  

１．45歳以上のシニア層をターゲットとし、「眼の健康」を中心とするレンズ中心（コンタクト含む）

の商品・サービス提供を重視してまいります。 
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２．入店前は、「眼の健康」を中心にした広告による打ち出しによる新規客の獲得、携帯との連動によ

る再来客の確保といった潜在ニーズを顕在化させる積極的なマーケティングによる集客を実行し、入

店後は、店舗スタッフの負荷を上げずに顧客満足度を高めるべくタブレットなどのＩＴを活用し、45

歳以上の世代の幅広いニーズに 適なお客様への提案や情報提供を行い買上率を向上してまいりま

す。 

・「眼の健康」の技術専門性（検査・加工・フィッティング）向上と顧客に 適なレンズの提供。 

・競合と差別化できるオリジナルフレーム商品の拡大と「修理工房」等による、顧客に 適なフレー

ムの提供。 

  

３．顧客対応力と目標達成に向けた課題解決力、指導力を発揮できる人材を現在の勤務形態、性別、年

齢を問わず、積極的に教育・登用・採用し、評価してまいります。 

  

第一弾としまして、目の疲れやトラブルを感じ始める30代後半から40代のメガネユーザーに応じて

「目からお客様を元気にしたい」をコンセプトに、トータルアイ検査（眼体力検査、眼年齢検査、眼環

境検査）を導入、視力だけでなく、生活スタイルにレンズを合わせることで、目の負担を軽減すること

ができる眼精疲労軽減型レンズ「ＭＥＫＡＲＡ」の販売を開始いたしました。 

  

アイケア新サービスモデルを展開することにより、抜本的な差別化を目指し計画の実現を目指してま

いります。 

  

上記施策を推し進めることにより、平成26年４月期の業績につきましては、売上高は18,000百万円

（当事業年度比12.7％増）、営業利益は900百万円、経常利益は900百万円、当期純利益は700百万円を

見込んでおります。 
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①資産・負債及び純資産の状況 

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて151百万円（前事業年度末比3.5％減）減少し、4,138百万円とな

りました。これは、店頭商品の充実を図るため商品が449百万円増加及び店舗の退店に伴い返還される

敷金及び保証金を科目振替したため等により未収入金が255百万円増加しましたが、現金及び預金が773

百万円及び店舗の退店等に伴い前払費用が66百万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1,086百万円（前事業年度末比12.6％減）減少し、7,564百万円と

なりました。これは、店舗の退店に伴い敷金及び保証金が762百万円減少、長期預金の取り崩しにより

200百万円減少、並びに、有形固定資産が116百万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1,238百万円（前事業年度末比9.6％減）減少し、11,702

百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて948百万円（前事業年度末比27.1％増）増加し、4,440百万円とな

りました。これは、前事業年度に計上した構造改革費用等の支払いに伴い未払金が398百万円減少しま

したが、関係会社からの資金調達により関係会社短期借入金が1,325百万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100百万円（前事業年度末比1.1％増）増加し、9,377百万円とな

りました。これは、退職給付引当金が105百万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1,048百万円（前事業年度末比8.2％増）増加し、13,818百

万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて2,287百万円減少し2,115百万円（前事業年度末は172百万円）の債

務超過となりました。これは、当期純損失2,292百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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773百

万円減少し、当事業年度末には491百万円となりました。 

  

当事業年度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、2,228百万円（前事業年度は1,905百万円の使用）となりました。こ

れは、前事業年度に計上した構造改革費用等の支払い等に伴いその他流動負債の増減額の減少、店頭商

品の充実を図るためたな卸資産の増減額の増加による支出及び法人税等の支払額等によるものでありま

す。 

  

（２）財政状態に関する分析
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（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、166百万円（前事業年度比58.4％減）となりました。これは、既存

店舗のリニューアルや新ロゴ看板の架け替え等から有形固定資産の取得による支出により減少しました

が、店舗の退店に伴い敷金及び保証金の回収による収入及び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、1,287百万円（前事業年度比30.3％減）となりました。これは、関

係会社からの資金調達に伴う短期借入れによる収入等によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 (注)   自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しておりま

す。 

※ 平成21年４月期、平成23年４月期、平成24年４月期及び平成25年４月期は、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しており

ません。 

平成21年４月期 平成22年４月期 平成23年４月期 平成24年４月期 平成25年４月期

自己資本比率 19.8 4.9 △4.5 1.3 △18.1

時価ベースの自己資本比率 5.9 8.2 17.7 13.2 16.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

― 10.7 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

 ― 5.1 ― ― ―

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　決算短信

6



  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。安定的な配当の

維持継続に留意しておりますが、売上高の減少及び多額の特別損失の計上等により大幅な当期純損失を

連続して計上いたしましたこと、また、中長期的な経済状況や経営環境などを勘案し、財務体質の強化

の充実の重要性から、誠に遺憾ながら当事業年度は株主の皆様のご支援にお応えすることが出来ず、中

間及び期末配当金を無配とさせていただきました。また、次期配当につきましても事業再生の道半ばで

あり平成26年４月期は全社一丸となって売上高の確保及び経常黒字の死守に努めてまいりますが、当期

同様中間及び期末を無配とさせていただきます。今後は、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組

合のリーダーシップのもと、収益力の回復に努めてまいり将来にわたる安定した配当原資の確保を行っ

てまいります。  

  

以下に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の投資判断上、重要であると

考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当

社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

であります。   

１．眼鏡等小売事業について 

（1）出店政策について 

当社では、主に賃借店舗によって眼鏡用品、コンタクトレンズ用品等の小売業を行っております。店

舗数は平成25年４月30日現在、341店舗となっております。 

 当社の出店方針の特徴は、「すべて直営店である」という点にあります。このため、フランチャイズ

展開した場合に比べ、 

・会社の方針、施策等を迅速かつ適切に実施できる。 

・店舗管理が容易かつ機動的に実施できる。 

・出退店、改装等が臨機応変に実施できる。 

等のメリットがある反面、出店費用、人件費等のコスト負担が大きくなるというリスクを負うこととな

ります。今後も多様化する顧客ニーズを的確に把握し、業界を取り巻く環境の変化に迅速に対処するた

め直営店展開を基本とする方針であります。 

 店舗に係る設備投資につきましては、自己資金の範囲内で行うことを基本方針としております。物件

ごとに商圏、競合状況、投資効果等を総合的に勘案し、新規出店に加え移転・出退店によるスクラップ

アンドビルド並びに既存店の改装等を並行して進めていく方針であります。 

 以上の出店方針を当面継続する予定でありますが、物件確保の状況等により出店政策上、出店時期や

出店予定数の変更等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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（2）敷金及び保証金について 

当社では、賃借による出店を基本としております。このため、店舗用物件の契約時に賃貸人に対して

敷金及び保証金を差し入れております。敷金及び保証金の残高は、平成25年４月末現在4,631,415千円

（総資産に対する割合39.6％）であります。 

 当該敷金及び保証金は、期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなってお

ります。また、当社では賃貸人に預託している当該敷金及び保証金等について、原則として、賃貸人が

賃料差押・競売になった際の保全として債権保全条項（支払賃料と敷金及び保証金との相殺等）を契約

書・覚書に明示しております。しかしながら、賃貸側の経済的破綻等不測事態の発生によりその一部ま

たは全額が回収出来なくなる可能性があります。また、契約に定められた期間満了日前に中途解約をし

た場合は、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となる場合があります。 

  

（3）法的規制等について 

①コンタクトレンズ販売等に関する規制等 

 眼鏡等小売事業における販売品目のうち、コンタクトレンズ及び補聴器は、平成17年４月１日施行の

薬事法の改正に伴い改正前の「医療器具」から改正後は「高度管理医療機器」に該当することとなりま

した。これに伴い、当該品目の販売については、従前の届出制から、許可制となりました。このため当

社では、薬事法第39条の規程に基づき、店舗ごとに所在地の都道府県知事に対し、厚生労働省令に定め

る「高度管理医療機器等販売業許可申請書」等を提出し、許可を得たうえで販売を行っております。 

 また、販売を行う店舗においては、薬事法第２条の規程に基づき、「高度管理医療機器等営業管理

者」の配置が義務付けられております。なお、上記許可の有効期限は６年間となっており、更新時には

その都度申請が必要となります。さらに、同法に定める遵守事項に違反する等、一定の事由に該当した

場合、当該許可が取消されることもあります。 

 また、コンタクトレンズを使用するための検眼、処方箋の発行、装用指導等は医業（医療行為）とみ

なされ、医師法第17条の規定により当該行為は医師でなければできないこととされております。さらに

医療法第７条の規定により、医療の提供と営利事業であるコンタクトレンズ販売店は、分離独立してい

ることが求められております。このため当社では、医師の処方箋に基づきコンタクトレンズを販売する

等、自ら医療の提供は行わず、専ら販売行為のみを行っております。 

 なお、眼鏡販売の際に店舗従業員が行う度数検査が医療行為であるか否かについて、法的に明確な定

めはありませんが、眼鏡小売業界では慣行的に「医療行為ではなく、顧客が自分に合った度数のレンズ

を選ぶためのサポート行為」と位置付けられております。ただし、当社では十分な技術的な裏付けが必

要であると認識しており、安全かつ確実な度数検査を実施できる技術者の育成に注力しております。 

②眼鏡に係る製造物責任 

 眼鏡は「フレーム」、「レンズ」という部品を組み合わせて完成させるため、出来上がった眼鏡は

「製造物」とみなされ、製造物責任法（ＰＬ法）の適用を受けます。 
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（4）競合について 

眼鏡小売市場は、バブル崩壊後の景気低迷に伴う消費の冷え込みに加え、低価格専門店（いわゆる

「スリープライスショップ」や「ワンプライスショップ」）の台頭に代表される販売単価の下落もあ

り、規模が縮小傾向にあります。今後も少子化の進展、コンタクトレンズの普及促進等のマイナス要因

が懸念される一方、高齢化の進展による老眼鏡市場の拡大、マルチメディアの普及に伴う近視用眼鏡需

要の増加等、市場拡大要因も見込まれます。業界各社にとっては、これらの需要を着実に取り込むため

のタイムリーな店舗展開、消費者ニーズを的確に捉えた店舗コンセプト及び商品戦略が、業績拡大のた

めの大きな課題となっております。 

 このような環境の中、業界各社による市場シェア拡大のための出店競争は熾烈を極めております。当

社は、スクラップアンドビルドによる効率的な出店政策及び顧客ニーズに合った店舗展開により競争に

対応していく方針でありますが、今後の市場動向、競合の進展状況によっては、当社の財政状態及び経

営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（5）人材の育成について 

当社は、直営店方式による眼鏡等小売チェーンの全国展開をしており、店舗従業員の育成は重要な経

営課題であります。 

 このため、当社においては、積極的な本部研修及びセミナー等、研修制度の充実化に努める等、人材

の育成に注力しております。 

 しかしながら、充実した育成がなされなかった場合、顧客に対するサービスの低下等により、当社の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（6）特定の取引先への依存度について 

主要仕入品目である眼鏡レンズ及びコンタクトレンズに関し、当社では多数の仕入先と取引を行って

おりますが、眼鏡レンズの主要仕入先であるＨＯＬＴジャパン株式会社からの仕入高は、平成25年４月

期742,720千円（眼鏡レンズ仕入高全体に占める割合56.1％）となっております。また、同様にコンタ

クトレンズに関し、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社からの仕入高は、平成25年４月期

1,037,460千円（コンタクトレンズ仕入高全体に占める割合51.1％）となっております。 

 なお、両社とは取引基本契約を締結し、取引関係は安定的に推移しております。 

  

２．遊休資産の売却について 

  

当社は、既に事業を撤退しているホテル２物件（静岡県伊東市 他）及び売却予定資産へ用途変更し

た自社保有の物件の売却を進めておりますが、厳しい経営環境が続いており、売却先の選定等なお期間

を要するものと考えております。 
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３．有利子負債依存度について 

  

当社は、過去における出店及び改装資金、有形固定資産取得資金等を、主として金融機関からの借入

金により調達していたため、総資産に対する有利子負債の比率（有利子負債依存度）が高い水準にあり

ました。このため、近年は店舗に係る設備投資を自己資金の範囲内で行うことを基本方針とし、余剰資

金による借入金の圧縮を進めてまいりました。なお、当社の有利子負債依存度は、平成24年４月期末

63.1％、平成25年４月期末81.1％となっております。また、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0.8％、平成25年４月期0.7％となっております。 

 当社は、今後も上記基本方針を継続し、引き続き財務体質の強化に努める方針でありますが、今後の

金利動向等金融情勢の変化により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

４．個人プライバシー情報の管理について 

  

平成17年４月１日に個人情報保護法が全面施行されました。これに伴い当社では、社内において個人

情報保護管理委員会を設置し、個人情報に関する諸規程並びにシステム等の構築を図り、全役職員に安

全管理対策の周知徹底、さらに定期的に内部監査を実施するなど、個人情報に関する安全管理対策を構

築しております。但し、万が一にも個人情報の漏洩や不正利用などの事態が生じた場合には、当社の財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。  
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当社は、前事業年度末決算において、前々期末に発生した債務超過を解消いたしましたが、当事業年

度におきまして、営業損失1,607百万円、経常損失1,654百万円を計上し、事業構造改革の加速により、

当期純損失2,292百万円を計上した結果、2,115百万円の債務超過となっております。当該状況により、

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。 

  

当該状況を解消すべく、当社は、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、引き続き事業再生を推し進めております。 

  

主要な成果としては、以下のとおりです。 

  

・構造改革により10億円以上の固定費削減を行って、コスト構造を改善 

・店舗全体の収益構造については、マス広告でカバー出来ない孤立エリアの赤字店の抜本的閉鎖によ

り店舗ポートフォリオを改善し、売上の大きい関東エリアに集中 

・売上拡大に関しては、商品面において、低価格帯の取り扱いを止め、12,600円からの品揃えを一新

した結果、店舗内での買上率が向上し、価格競争とは一線を画した顧客満足につながる効率的な店

舗施策が進捗。また、上期の先行リニューアルの結果を踏まえて、下期22店のリニューアルを実行

し、二段階に分けた事で、下期のリニューアルの成功確度が向上し、平均で30％程度の眼鏡売上拡

大を達成。さらに、2012年12月から、売上が集中する関東を中心にマス広告を再開し、実施エリア

では15％以上の売上拡大を創出、リニューアルと併せ、当社が不得意としていた女性層の再獲得効

果を確認。 

  

また、残された課題としては、マス広告を展開する以前は、店舗の改善に注力していたことで、店舗

での買上率・単価の向上以上に来店客数が減少し、既存店の売上は低迷いたしました。なお、足元で

は、マス広告効果に加え、個店ごとの立地・商圏特性を踏まえたきめ細かな施策展開により、足元の売

上は昨対ベースで回復傾向になります。また、リニューアルの量的拡大と、商品・マーケティング・サ

ービスとの統合による質的拡充も今後の課題となります。 

  

かかる状況を踏まえ、今期の様々な取り組みの過程で見えてきた事業機会は大きい事から、当社では

眼鏡ビジネスの抜本的な革新を期した中期経営計画を今般策定し、推進していく事といたしました。本

中期経営計画は、ミドル・シニア世代を中心ターゲットとし、差別性のある商品・サービスを、外装リ

ニューアルやマーケティングにより統合した上で、当該統合新モデルの認知拡大することによる売上拡

大と、出店再開による規模の利益の享受を主たる狙いとして策定しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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事業計画の骨子は以下のとおりです。 

１．ターゲット顧客層の再定義と当社の強みの活用 

当社は、市場として拡大しているミドル・シニア世代を改めて主要ターゲットとして再定義しており

ます。中でも、この層の約半分を占める「ファッション性」よりも検眼やフィッティングを初めとする

「アイケア」を重視する顧客層は、すでに当社の主要な顧客基盤であります。これまで、リニューアル

店での検証結果から「アイケア」を中心とした商品・サービス展開（新しい検眼・フィッティングプロ

セスやメンテナンスに関わるサービスメニュー）により競合にない顧客満足が実現可能であることや当

社の有する数百万人の既存顧客のデータベースの再整備・分析や市場調査を実施した結果から、当社の

「アイケア」を中心とした商品・サービスの訴求に反応する顧客群が確実に存在することを確認してお

ります。こうした顧客層に対して、当社の強みをより一層生かすことでさらなる顧客基盤の拡大を十分

見込めると考えております。 

  

２．マーケティングと店舗サービスの 適化ビジネス（店舗）モデルの構築 

こうした当社の強みを生かしたビジネスモデルも基本設計が完了しており、展開準備に入っておりま

す。 

① 集客のためのマーケティング 

(ア)当社が支持を受けている主要な顧客基盤たるミドル・シニア世代は、加齢や生活習慣による視機

能の衰えなど幅広くかつ変化するアイケアニーズを潜在的に有しております。 近の眼鏡業界の

動向を見ても、ＰＣメガネの拡大に見られるように適切な訴求を行えばこうした潜在ニーズの顕

在化は十分可能であると考えられ、45歳以上の世代をより明確にターゲットとすることで、個々

の顧客の潜在ニーズを顕在化させ、新規数及び再来数をさらに一段拡大させていく予定です。 

  

(イ)顧客への訴求という観点からは、既存店舗の質の向上が図れてきたことを踏まえ、現在、改装と

連動したＴＶ広告の再開、タレントを新広告キャラクターに起用した新しいクリエイティブによ

る広告を展開しております。今後はこれにとどまらず、地域・商圏毎の広告宣伝媒体の多様化と

相乗効果の 適化など、より一層対外訴求を重視してまいります。新規獲得に向けてはアクティ

ブシニア層に適した「アイケア」を中心とした商品・サービスのマス向けの打ち出し、再来確保

に向けてはウエブを中心とした展開を重視し、有用な顧客データをもとにした情報配信、商品・

サービスやソリューション提案を直接顧客とやりとりすることにより、実質的な商圏の拡大およ

び広告宣伝効果の効率向上を図る予定です。 
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② 顧客化のための店舗サービスの 適化 

(ウ)集客のあり方の進化に伴い、店舗のあり方も従来の小売りの物販型モデルにとらわれず、付加価

値のあるサービスを重視し、コストを抑制しながら売上が向上する収益モデルへの変更を図って

いく予定です。 

(エ)ＩＴの活用と人材の専門化が主な高収益化のポイントになります。 

 ◇ＩＴなどの手段の活用を積極的に図ることが、スタッフのスキルのばらつきを解消し、顧客の情

報収集、診断、提案の精度向上につながると考えております。さらには、顧客情報管理、店舗へ

の施策伝達など店舗スタッフの負担軽減と人時生産性の向上にも資すると想定しております。 

 ◇一方で、接客などの顧客対応力に適性の高い女性やシニアなどの人材の積極的登用による人時生

産性の向上および接客、検査、加工など各店舗機能において人材の専門化を積極的に図ること

で、店舗全体として信頼性の高い商品・サービスの提案をおこなっていくことができると考えて

おります。 

  

(オ)顧客への付加価値の提供という観点からは、集客施策により顕在化する顧客のニーズに対して、

「アイケア」ニーズに対応した競合と差別化可能なレンズ製品の品揃えやミドル・シニア層に適

した企画開発型のオリジナルフレーム商品の拡大を推進いたします。商品ラインの変更と平仄を

合わせ、ＩＴの活用や人材の専門化を推進することで、商品・サービスの価値を積極的に上げ、

一部競合よりも絶対水準として高い価格あたりの価値を相対的に高くし、買上げ率を一段と拡大

させてまいります。結果として、坪効率も向上させ、より面積の小さい店舗における店舗展開も

可能となると考えております。 

  

３．リニューアル 

今後は新しい店舗モデルの展開に先行して、関東におけるリニューアルを進め、さらには全店拡大に

向けて量的拡大を図っていく予定です。 

  

４．赤字店舗の閉店 

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を特定し、当事業年度では38店

舗の閉鎖を実行いたしました。来期にかけては、累計70店におよぶ店舗の閉鎖を計画し着手しておりま

す。 

  

５．コスト削減施策 

販管費削減については、本社や店舗での共通コストを対象に、個別費目ごとの削減の取り組みの継続

徹底を図ってまいります。さらに本社人員の店舗へのシフト支援を進め、売上拡大に直接貢献する人員

を増加させることで売上高人件費比率を抑制してまいります。原価削減については、バイイング商品か

ら企画商品への移行を進め、仕入れから販売までの一連のプロセスを対象に、商品価格帯ごとの粗利の

適化を図ってまいります。 
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６．出店 

出店については、閉鎖や改装による既存店の構造改革および既存店の新モデルへの転換による売上げ

拡大に一定の目処がつき次第、本格的な投資対効果の高い新規出店を再開する予定にしております。 

  

７．財務再構築 

前期に行った資金調達と既存借入の条件変更又は借換えに加え、退店店舗からの敷金回収・追加の借

入の実行など、追加的なキャッシュフロー創出策を実行し、また外部からの資本・資金調達など追加策

の検討・推進を行っております。 

  

当社は、上記の各施策を確実に実行することにより、構造改革が概ね終了する来期以降において、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図る予定であり、資本増強施策を早期に実

行することにより、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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当社は、眼鏡等小売業を主な事業としております。 

  

当社の事業内容は次のとおりであります。 

 
  

 

２．企業集団の状況

事業部門別 事業の内容

眼鏡等小売事業
フレーム・レンズ・メガネ備品・コンタクトレンズ・コンタクトレンズ備品・サングラス・補
聴器・補聴器付属品・化粧品・健康食品等の店舗における販売事業 

通販事業 インターネット上の眼鏡等の販売サイト
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当社は、前期の経営目標であった「個々のお客様に も適したアイケア・アイウエアをご提供する会

社へ」を、一歩推し進め、今期はアイケアにおける差別化を中心に「人々を目から元気にする」という

経営目標を掲げました。人間の虹彩が一人ひとり全く異なる瞳の模様と色をもつように、お客様一人ひ

とりがもつ全く異なるニーズに対応し、オンリーワンの眼鏡を提供することにＳＵＰＥＲな（優れた）

会社をめざします。 

従来より、眼鏡チェーンが重視してきたお客様の「見え方」に対する解決策を提供するにとどまら

ず、眼鏡に起因する眼の負担軽減や加齢対応に伴うニーズの充足などお客様に心からご納得いただける

付加価値のある商品・サービスを展開することにより、短期的な収益改善にとどまることなく、中長期

的に満足度の高いリピーターが継続的に増えていくような自律的拡大サイクルを実現させて参ります。

  

市場・業界全体としてはシニアが過半数以上でかつ成長市場となっております。また、近年３プライ

ス業態の動きと若年・中年層中心のヒット商品が顕著である一方、ローカルチェーンや個人店などが依

然として過半数以上を占める構造は変わっておりません。当社は、「シニア・ミドル層の深耕」と、

「アイケアを軸にした重視した戦略」により、ローカルチェーン・個人店が抱えるサービス重視の顧客

層への認知強化を図りつつ、低中価格３プライス業態と明確に差別化されたポジショニングを確立しま

す。結果として、一点商品単価ではなく、一客購入単価の向上を図ります。 

 

こうしたポジショニング確立に向けては、本社を中心とする徹底的なコスト削減策の継続実施、累計

70店におよぶ黒字化が困難な赤字店舗の閉鎖、全店リニューアルをめざした量的拡大などにより改善す

る収益構造を基盤に、「アイケア」ニーズを顕在化させる積極的なマーケティングと店舗においてこれ

らのニーズをみたすソリューション提供体制を構築し、店舗の収益率を向上させて参ります。 

  

３．経営方針（当社の方向性）

（１）当社の経営目標

（２）中長期的な当社の経営戦略
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当社の経営基盤の更なる強化に向けて取り込むべき課題は、次のとおりであります。  

  

１．ターゲット顧客層を獲得する上での当社の強みの活用 

・ミドル・シニア世代は、すでに当社の主要な顧客基盤であり、その約半分は「ファッション性」よ

りも検眼やフィッティングを初めとする「アイケア」を重視する顧客層。 

・このような顧客層に対しての検査や過去蓄積してきた顧客データベースなど当社の強みをより一層

生かすことでさらなる顧客基盤を拡大。 

  

２．オペレーションの改善とリニューアル 

・本社サポートによる既存の個店毎に特定された店頭訴求、商品、接客などの課題解決、施策展開に

よる単価・件数の増加。 

・今後は、新しい店舗モデルの展開に先行して、関東におけるリニューアルを進め、さらには、全店

拡大に向け量的に拡大。 

  

３．マーケティングと店舗サービスの 適化ビジネス（店舗）モデルの構築 

 ①集客のためのマーケティング 

・主要な顧客基盤たるミドル・シニア世代をより明確にターゲットとすることで、アイケアに関する

個々の顧客の潜在ニーズを顕在化させ、新規数及び再来数をさらに一段拡大。 

・既存店舗の質の向上が図れてきたことを踏まえ、顧客への訴求という観点から、改装と連動したＴ

Ｖ広告の再開、タレントをキャラクターに起用した新しいクリエイティブによる広告を展開。 

・これにとどまらず、地域・商圏毎の広告宣伝媒体の多様化と相乗効果の 適化など、より一層対外

訴求効果を改善。 

・特に、新規獲得に向けては、ミドル・シニア層に適した「アイケア」を中心とした商品・サービス

のマス向けの打ち出し、再来確保に向けてはウェブを中心とした展開を重視、有用な顧客データを

もとにした情報配信、商品・サービスやソリューション提案を直接顧客とやりとりすることによ

り、実質的な商圏の拡大及び広告宣伝効果の効率向上を図る。 

 ②顧客化のための店舗サービスの 適化 

・集客のあり方の進化に伴い、店舗のあり方も従来の小売りの物販型モデルにとらわれず、付加価値

のあるサービスを重視。 

・タブレットＰＣなどのＩＴの活用と人材の役割専門化を通じてコストを抑制しながら売上が向上す

る収益モデルへ変更。 

・顧客への付加価値の提供という観点からは、集客施策により顕在化する顧客のニーズに対して、

「アイケア」ニーズに対応した競合と差別化可能なレンズ製品の品揃えや、ミドル・シニア層に適

した企画開発型のオリジナルフレーム商品の拡大を推進。 

・商品ラインの変更と平仄を合わせ、商品・サービスの付加価値を積極的に上げ、一部競合よりも絶

対水準として高い価格あたりの価値を高くし、買上率を一段と拡大させる。 

・結果として、坪効率も向上させ、より面積の小さい店舗における店舗展開を可能に。 

  

（３）当社が取り組んでいる中期経営計画上の課題
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４．出店 

・閉鎖や改装による既存店の構造改革及び既存店の新モデルへの転換による売上拡大に一定の目処が

つき次第、投資対効果の高い新モデルでの出店を再開。 

・また、Ｍ＆Ａによる店舗の獲得も機会に応じて検討。 

  

上記の戦略にのっとり、５月からアイケア重視のサービスモデルの展開を開始いたしました。 

  

１．ねらい 

・眼の負担軽減ニーズを捕捉するためのレンズの対外訴求と検査体制の拡充。 

・負担軽減を図るレンズの訴求は、検査へ誘導しやすく、かつ目的買いの入店が見込め、従来のオペ

レーションでも買上げ率の向上を期待。 

・さらに「顧客ごとに異なる眼鏡の負担度合いを診断する検査」により、顧客の信頼性が向上し、一

客単価の向上とリピート率の拡大にもつながるものと想定。 

  

２．展開施策 

・５月17日以降「トータルアイ検査」を店舗で開始。従来の検査プロセスを情報収集、診断、提案な

どの観点から大幅に見直し、単なる視機能検査を超えた眼環境、眼年齢などの検査も拡充。 

・６月１日より、眼の負担軽減を図る新時代のレンズ「ＭＥＫＡＲＡ」の販売強化キャンペーンを開

始。 

・ネットを活用した新規獲得策を始め、新聞、ラジオ、ちらし、ＤＭ、店頭・店内などの各種媒体を

活用したマーケティング施策を、５月17日以降段階的に拡大中。 

  

ＭＥＫＡＲＡの販売は、発売後数週間で、大幅に拡大し、同時にＭＥＫＡＲＡを含むプレミアムレンズ

の件数も着実に拡大しております。コーポレートサイトのページビューなども順調に拡大し、各種キャ

ンペーンの効果は着実に現れております。今後については、お客様や店舗のフィードバックを踏まえ、

サービスモデルの一層の改善を図っていくとともに、ＴＶＣＭやウェブなど各種媒体を活用した対外訴

求を一層強め、入店の増加を図っていく所存です。 

  

特記すべき事項はありません。  

（４）事業計画の進捗

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当事業年度 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１  1,265,431 ※１  491,934 

売掛金 494,163 462,404 

商品 1,974,747 ※１  2,423,850 

貯蔵品 17,787 18,961 

前渡金 785 9,653 

前払費用 404,487 337,882 

未収入金 122,450 378,011 

その他 17,657 19,786 

貸倒引当金 △6,997 △3,883 

流動資産合計 4,290,514 4,138,600 

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  5,837,603 ※１  5,606,995 

減価償却累計額 △4,642,707 △4,507,498 

建物（純額） ※１  1,194,895 ※１  1,099,497 

構築物 787,553 771,012 

減価償却累計額 △648,944 △635,770 

構築物（純額） 138,609 135,242 

車両運搬具 29,188 18,915 

減価償却累計額 △28,157 △18,283 

車両運搬具（純額） 1,030 631 

工具、器具及び備品 2,838,202 2,649,280 

減価償却累計額 △2,677,221 △2,505,231 

工具、器具及び備品（純額） 160,981 144,048 

土地 ※１  1,189,114 ※１  1,189,114 

有形固定資産合計 2,684,632 2,568,533 

無形固定資産   

商標権 1,458 5,806 

ソフトウエア 88,737 126,241 

電話加入権 35,475 35,475 

その他 5,227 5,227 

無形固定資産合計 130,899 172,751 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当事業年度 
(平成25年４月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  29,136 ※１  37,516 

関係会社株式 － 354 

出資金 944 924 

従業員に対する長期貸付金 2,492 732 

長期前払費用 118,162 82,164 

長期未収入金 149,806 127,943 

敷金及び保証金 ※１  5,393,626 ※１  4,631,415 

長期預金 200,000 － 

その他 31,400 31,390 

貸倒引当金 △89,806 △89,330 

投資その他の資産合計 5,835,761 4,823,109 

固定資産合計 8,651,293 7,564,394 

資産合計 12,941,807 11,702,995 

負債の部   

流動負債   

支払手形 668,688 886,198 

営業外支払手形 68,950 127,376 

買掛金 831,520 952,306 

関係会社短期借入金 － ※１  1,325,059 

未払金 727,458 329,320 

未払費用 711,434 430,057 

未払法人税等 158,141 129,769 

前受金 197,167 199,177 

預り金 71,618 56,563 

前受収益 1,939 1,686 

預金解約損失引当金 51,579 － 

その他 ※１  4,241 ※１  3,247 

流動負債合計 3,492,740 4,440,761 

固定負債   

長期借入金 ※１  7,896,443 ※１  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 1,119,719 

長期預り保証金 50,057 50,057 

その他 49,704 44,831 

固定負債合計 9,277,017 9,377,452 

負債合計 12,769,757 13,818,213 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当事業年度 
(平成25年４月30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 △2,292,702 

利益剰余金合計 △5,545,533 △2,292,702 

自己株式 △66,804 △66,807 

株主資本合計 171,501 △2,121,204 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 548 5,986 

評価・換算差額等合計 548 5,986 

純資産合計 172,050 △2,115,218 

負債純資産合計 12,941,807 11,702,995 
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(2)【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高   

商品売上高 19,174,288 15,969,260 

売上高合計 19,174,288 15,969,260 

売上原価   

商品期首たな卸高 2,225,841 1,974,747 

当期商品仕入高 6,154,763 5,798,442 

合計 8,380,604 7,773,189 

商品期末たな卸高 1,974,747 2,423,850 

売上原価合計 ※１  6,405,857 ※１  5,349,339 

売上総利益 12,768,431 10,619,920 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,031,472 804,413 

役員報酬 98,460 35,492 

給料及び手当 4,206,522 3,375,991 

退職給付費用 123,402 176,698 

法定福利費 731,765 542,678 

地代家賃 4,087,354 3,710,771 

リース料 2,783 207 

減価償却費 280,302 224,624 

支払報酬 872,778 774,592 

水道光熱費 383,845 400,026 

その他 2,238,946 2,181,459 

販売費及び一般管理費合計 14,057,634 12,226,956 

営業損失（△） △1,289,203 △1,607,035 

営業外収益   

受取利息 4,011 3,369 

受取配当金 795 636 

受取家賃 324 624 

集中加工室管理収入 64,227 61,992 

協賛金収入 500 540 

事務受託収入 738 559 

その他 25,949 39,371 

営業外収益合計 96,547 107,093 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

営業外費用   

支払利息 155,221 113,233 

社債利息 4,857 － 

社債発行費償却 4,715 － 

シンジケートローン手数料 1,077 － 

社債保証料 5,997 － 

株式交付費償却 84,036 － 

新株予約権発行費 － 10,000 

その他 32,111 31,715 

営業外費用合計 288,017 154,948 

経常損失（△） △1,480,673 △1,654,891 

特別利益   

固定資産売却益 ※２  47,072 － 

株主、役員に対する長期債務戻入益 278,784 － 

店舗構造改革費用戻入益 10,025 － 

受取補償金 1,089 － 

その他 23,947 － 

特別利益合計 360,918 － 

特別損失   

固定資産売却損 ※３  82 － 

固定資産除却損 ※４  11,756 ※４  31,773 

減損損失 ※５  21,537 － 

店舗構造改革費用 － ※６  205,015 

事業構造改革費用 ※７  467,974 ※７  217,226 

解約違約金 － 2,895 

ゴルフ会員権評価損 4,560 － 

社債償還損 10,131 － 

店舗閉鎖損失 ※８  108,740 ※８  18,030 

固定資産契約解除損 25,565 － 

預金解約損失引当金繰入 51,579 － 

その他 36,848 39,939 

特別損失合計 738,776 514,880 

税引前当期純損失（△） △1,858,531 △2,169,771 

法人税、住民税及び事業税 123,392 122,931 

過年度法人税等戻入額 △3,248 － 

法人税等合計 120,143 122,931 

当期純損失（△） △1,978,674 △2,292,702 
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(3)【株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,532,360 2,924,159 

当期変動額   

新株の発行 1,391,799 － 

資本金から剰余金への振替 － △2,874,159 

当期変動額合計 1,391,799 △2,874,159 

当期末残高 2,924,159 50,000 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,467,880 2,859,679 

当期変動額   

新株の発行 1,391,799 － 

準備金から剰余金への振替 － △2,859,679 

当期変動額合計 1,391,799 △2,859,679 

当期末残高 2,859,679 － 

その他資本剰余金   

当期首残高 － － 

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 2,874,159 

準備金から剰余金への振替 － 2,859,679 

欠損填補 － △5,545,533 

当期変動額合計 － 188,306 

当期末残高 － 188,306 

資本剰余金合計   

当期首残高 1,467,880 2,859,679 

当期変動額   

新株の発行 1,391,799 － 

資本金から剰余金への振替 － 2,874,159 

欠損填補 － △5,545,533 

当期変動額合計 1,391,799 △2,671,373 

当期末残高 2,859,679 188,306 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 19,350 19,350 

当期変動額   

欠損填補 － △19,350 

当期変動額合計 － △19,350 

当期末残高 19,350 － 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 5,092,710 5,092,710 

当期変動額   

欠損填補 － △5,092,710 

当期変動額合計 － △5,092,710 

当期末残高 5,092,710 － 

繰越利益剰余金   

当期首残高 △8,678,919 △10,657,594 

当期変動額   

欠損填補 － 10,657,594 

当期純損失（△） △1,978,674 △2,292,702 

当期変動額合計 △1,978,674 8,364,891 

当期末残高 △10,657,594 △2,292,702 

利益剰余金合計   

当期首残高 △3,566,858 △5,545,533 

当期変動額   

欠損填補 － 5,545,533 

当期純損失（△） △1,978,674 △2,292,702 

当期変動額合計 △1,978,674 3,252,830 

当期末残高 △5,545,533 △2,292,702 

自己株式   

当期首残高 △66,799 △66,804 

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2 

当期変動額合計 △5 △2 

当期末残高 △66,804 △66,807 

株主資本合計   

当期首残高 △633,418 171,501 

当期変動額   

新株の発行 2,783,599 － 

当期純損失（△） △1,978,674 △2,292,702 

自己株式の取得 △5 △2 

当期変動額合計 804,919 △2,292,705 

当期末残高 171,501 △2,121,204 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 363 548 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 185 5,437 

当期変動額合計 185 5,437 

当期末残高 548 5,986 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 363 548 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 185 5,437 

当期変動額合計 185 5,437 

当期末残高 548 5,986 

純資産合計   

当期首残高 △633,054 172,050 

当期変動額   

新株の発行 2,783,599 － 

当期純損失（△） △1,978,674 △2,292,702 

自己株式の取得 △5 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 185 5,437 

当期変動額合計 805,104 △2,287,268 

当期末残高 172,050 △2,115,218 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △1,858,531 △2,169,771 

減価償却費 282,498 226,722 

減損損失 21,537 － 

長期前払費用償却額 55,460 48,546 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △216,628 105,308 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 193 △3,590 

受取利息 △4,011 △3,369 

受取配当金 △795 △636 

支払利息 155,221 113,233 

社債利息 4,857 － 

社債発行費償却 4,715 － 

株式交付費 84,036 － 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △5,702 － 

固定資産売却益 △47,072 － 

株主、役員に対する長期債務戻入益 △278,784 － 

店舗構造改革費用戻入益 △10,025 － 

受取補償金 △1,089 － 

固定資産売却損 82 － 

固定資産除却損 11,756 31,773 

店舗構造改革費用 － 205,015 

ゴルフ会員権評価損 4,560 － 

社債償還損 10,131 － 

固定資産契約解除損 25,565 － 

店舗閉鎖損失 108,740 18,030 

事業構造改革費用 467,974 217,226 

解約違約金 － 2,895 

売上債権の増減額（△は増加） 156,654 31,759 

たな卸資産の増減額（△は増加） 277,265 △450,277 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,168,137 338,294 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30,603 67,526 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 308,750 △761,409 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △20,916 △2,300 

その他 141,669 △45,862 

小計 △1,520,626 △2,030,885 

利息及び配当金の受取額 1,185 952 

利息の支払額 △170,075 △75,047 

法人税等の支払額 △118,028 △123,433 

法人税等の還付額 3,710 124 

その他 △101,602 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,905,436 △2,228,289 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30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 △24,128 △140,507 

有形固定資産の売却による収入 59,315 30,445 

無形固定資産の取得による支出 △31,414 △81,368 

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 △8,250 △6,865 

敷金及び保証金の回収による収入 393,791 234,972 

長期前払費用の取得による支出 △16,400 △22,449 

関係会社株式の取得による支出 － △354 

その他 28,246 2,574 

投資活動によるキャッシュ・フロー 401,159 166,793 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,057,483 1,296,000 

短期借入金の返済による支出 △609,704 － 

長期借入れによる収入 666,000 － 

長期借入金の返済による支出 △19,988 － 

社債の償還による支出 △1,499,500 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,693 △7,998 

配当金の支払額 △38 － 

第三者割当増資による収入 1,262,065 － 

その他 △5 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,848,618 1,287,998 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,340 △773,497 

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期末残高 ※１  1,265,431 ※１  491,934 
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（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

（５）財務諸表に関する注記事項
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(利息法) 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(1) 商品 

総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。ただし、平成10年４月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 
  

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

  

(重要な会計方針)

建物 15～45年

構築物 15年

機械及び装置 ６～15年

車両運搬具 ４年

工具、器具及び備品 ８年

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　決算短信

30



  
４．繰延資産の処理方法 

(1) 社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり、定額法により償却しております。 

(2) 株式交付費及び新株予約権発行費 

発生時に全額費用処理しております。 

  

５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額

法により翌会計年度から費用処理しております。 

(3) 預金解約損失引当金 

長期契約の定期預金の解約に係る損失に備えるため、損失負担見込額を計上しております。 

  

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（減価償却方法の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響は軽微であり

ます。 

(会計方針の変更)
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※１  担保資産及び担保付債務 

担保に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

担保に供されている資産 

  

 
  

担保付債務 

  

 
上記担保のほか、前事業年度は、投資有価証券12,863千円を商品券（4,241千円、流動負債「その

他」に含め表示。）発行保全のため、また、当事業年度は、投資有価証券12,894千円を商品券

（3,247千円、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 財務制限 

前事業年度（平成24年４月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（平成25年４月30日） 

該当事項はありません。 

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年４月30日)

当事業年度 
(平成25年４月30日)

現金及び預金（定期預金） 666,021千円 12,996千円

商品 ― 千円 2,423,850千円

建物 417,062千円 396,679千円

土地 1,188,476千円 1,188,476千円

敷金及び保証金 1,097,021千円 1,370,669千円

計 3,368,581千円 5,392,672千円

前事業年度
(平成24年４月30日)

当事業年度 
(平成25年４月30日)

関係会社短期借入金 ― 千円 1,325,059千円

長期借入金 7,896,443千円 7,896,443千円

計 7,896,443千円 9,221,502千円
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※１  通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。 

  

 
  

※２  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

※３  固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

※４  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

※５ 減損損失 

前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

当社は、当事業年度において通販事業の一部（アークスコンタクト）の譲渡が決定したことに伴

い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。 

 
通販事業については、個々の通販部門単位にグルーピングを行っております。 

 当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により算定しております。 

  

当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日） 

該当事項はありません。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

売上原価 100,192千円 67,159千円

前事業年度
(自  平成23年５月１日

至  平成24年４月30)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

建物及び土地 47,072千円 ― 千円

計 47,072千円 ― 千円

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

車両運搬具 82千円 ― 千円

計 82千円 ― 千円

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

建物 10,844千円 19,101千円

構築物 35千円 4,634千円

車両運搬具 ― 千円 279千円

工具、器具及び備品 876千円 6,478千円

ソフトウェア ― 千円 1,279千円

計 11,756千円 31,773千円

用途 場所 種類 金額

通販事業 東京都渋谷区 ソフトウェア 21,537千円

計 21,537千円 
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※６ 店舗構造改革費用の内容は、店舗のリストラに伴い、当社の取締役会において決議した閉鎖決定店舗

の減損損失相当額であります。 

  

※７ 事業構造改革費用の内容は、新「事業計画」の立案及び遂行のための、プロジェクト費用でありま

す。 

  

※８ 店舗閉鎖損失の内容は、店舗閉鎖に伴う原状復帰費用等であります。 
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 １ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

  

 
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取請求による増加   40株 

  

 ３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ４ 配当に関する事項 

  （1）配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  （2）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

      該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 13,790,880 ― ― 13,790,880

Ａ種優先株式（株） ― 800 ― 800

Ｂ種優先株式（株） ― 1 ― 1

Ａ種劣後株式（株） ― 30,318,181 ― 30,318,181

Ｂ種劣後株式（株） ― 4,419,022 ― 4,419,022

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 102,919 40 ― 102,959
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 １ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

  

 
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取請求による増加   20株 

  

 ３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ４ 配当に関する事項 

  （1）配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  （2）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

      該当事項はありません。 

  

当事業年度(自  平成24年５月１日  至  平成25年４月30日)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 13,790,880 ― ― 13,790,880

Ａ種優先株式（株） 800 ― ― 800

Ｂ種優先株式（株） 1 ― ― 1

Ａ種劣後株式（株） 30,318,181 ― ― 30,318,181

Ｂ種劣後株式（株） 4,419,022 ― ― 4,419,022

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 102,959 20 ― 102,979
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※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。 

  

 
  

 ２. 重要な非資金取引の内容 

  前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

当事業年度において、債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）を実施しております。 

支払手形減少額    △250,000千円 

長期借入金減少額   △800,000千円 

資本金増加額      525,000千円 

資本準備金増加額    525,000千円 

  

また、当事業年度において、新株予約権付ローン（長期借入金）に付された新株予約権の権利行使が

実施されております。 

長期借入金減少額   △399,600千円 

資本金増加額      199,800千円  

資本準備金増加額    199,800千円 

  

  当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日） 

該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

現金及び預金 1,265,431千円 491,934千円

現金及び現金同等物 1,265,431千円 491,934千円
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リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  

当事業年度（平成25年４月30日） 

該当事項はありません。  

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

該当事項はありません。 

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 
  

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

（減損損失について） 

・リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は省略しております。 

(リース取引関係)

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年４月30日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 16,009 16,009 ―

合計 16,009 16,009 ―

(単位：千円)

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

支払リース料 2,134 ―

減価償却費相当額 2,134 ―
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(金融商品関係)
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   前事業年度（平成24年４月30日現在） 

 
  

 
  

 
  

(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
決算日における 
貸借対照表計上額 

(千円)

決算日における時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が貸借対照表計上額を 
超えないもの

12,863 12,863 ―

合計 12,863 12,863 ―

 当事業年度（平成25年４月30日現在）

区分
決算日における 
貸借対照表計上額 

(千円)

決算日における時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が貸借対照表計上額を 
超えないもの

12,894 12,894 ―

合計 12,894 12,894 ―

２．その他有価証券で時価のあるもの

 前事業年度（平成24年４月30日現在）

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 5,642 2,378 3,264

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 5,642 2,378 3,264

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 4,191 6,399 △2,208

債券 ― ― ―

その他 939 1,169 △229

小計 5,130 7,568 △2,438

合計 10,772 9,947 825
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 該当事項はありません。 

     

 該当事項はありません。 

     

    その他有価証券      
    非上場株式     5,500千円 
   

    その他有価証券      
    非上場株式     5,500千円 
  

   

 当事業年度（平成25年４月30日現在）

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 17,920 8,778 9,142

債券 ― ― ―

その他 1,200 1,169 31

小計 19,121 9,947 9,174

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 ― ―

合計 19,121 9,947 9,174

３．当事業年度中に売却したその他有価証券

 前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日）

 当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日）

４．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

 前事業年度（平成24年４月30日）

 当事業年度（平成25年４月30日）

５．その他有価証券のうち、満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日以後における償還予定額

 前事業年度（平成24年４月30日）

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

１ 債権   

 (1) 国債・地方債等 ― 12,863 ― ― 

 (2) 社債 ― ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― ― 

２ その他 ― ― ― ― 

 当事業年度（平成25年４月30日）

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

１ 債権   

 (1) 国債・地方債等 ― 12,894 ― ― 

 (2) 社債 ― ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― ― 

２ その他 ― ― ― ― 
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 該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(退職給付関係)
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(税効果会計関係)
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当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

(持分法損益等)
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 該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

 前事業年度（自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日）

 当事業年度（自  平成24年５月１日  至  平成25年４月30日）
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(資産除去債務関係)
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(賃貸等不動産関係)
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１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、事業部門別セグメントから構成されており、「眼鏡等小売事業」及び「通販事業」の２つを

報告セグメントとしております。 

「眼鏡等小売事業」は、フレーム・レンズ・メガネ備品・コンタクトレンズ・コンタクトレンズ備品・

サングラス・補聴器・補聴器付属品・化粧品・健康食品等の店舗における販売事業であります。 

「通販事業」は、インターネット上の眼鏡等の販売サイトであります。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  

報告されている事業部門別セグメントの会計処理は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一で

あります。  

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日）  

(単位：千円) 

 
（注）１． セグメント損失の調整額△98,460千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

内容は役員報酬であります。 

   ２． セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ３． 報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、経営資源の配分の決定及び業績を評価す

るための対象とはしていないため、記載しておりません。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

報告セグメント
調整額
(注１)

損益計算書 
計上額 
(注２)

眼鏡等 
小売事業

通販事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 18,692,256 482,031 19,174,288 ― 19,174,288

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 18,692,256 482,031 19,174,288 ― 19,174,288

セグメント損失(△) △1,176,144 △14,599 △1,190,743 △98,460 △1,289,203
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当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日）  

(単位：千円) 

 
（注）１． セグメント利益及び損失の調整額△35,492千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は役員報酬であります。 

   ２． セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ３． 報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、経営資源の配分の決定及び業績を評価す

るための対象とはしていないため、記載しておりません。 

  

  

  

報告セグメント
調整額
(注１)

損益計算書 
計上額 
(注２)

眼鏡等 
小売事業

通販事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 15,858,828 110,431 15,969,260 ― 15,969,260

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,858,828 110,431 15,969,260 ― 15,969,260

セグメント利益又は損失(△) △1,573,840 2,296 △1,571,543 △35,492 △1,607,035

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　決算短信

51



  

  

                                     （単位：千円） 

 
  

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外の有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。  

  

  

                                     （単位：千円） 

 
  

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外の有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。  

(関連情報)

前事業年度(自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

フレーム レンズ
コンタクト
レンズ

コンタクト
備品

その他 合計

外部顧客への売上高 4,860,745 6,878,903 5,177,433 120,605 2,136,601 19,174,288

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

当事業年度(自  平成24年５月１日  至  平成25年４月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

フレーム レンズ
コンタクト
レンズ

コンタクト
備品

その他 合計

外部顧客への売上高 4,363,857 5,521,828 4,529,305 92,345 1,461,923 15,969,260

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報
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                                        （単位：千円） 

 
  

  

  該当事項はありません。                                    

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

前事業年度(自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日)

 報告セグメント

調整額
損益計算書 
計上額 眼鏡等 

小売事業
通販事業 計

減損損失 ― 21,537 21,537 ― 21,537

当事業年度(自  平成24年５月１日  至  平成25年４月30日)
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該当事項はありません。 

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
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該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(1) 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア)役員及び個人主要株主等 

前事業年度(自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日) 

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

1.借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

２ 取引金額には消費税を含めておりません。 

  

当事業年度(自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日) 

        該当事項はありません。 

  

(イ)親会社及び法人主要株主等 

前事業年度(自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日) 

 
 （注１） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

       金銭消費貸借契約書に基づく資金の借入であります。 

 （注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。   

  

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目
期末残高 
(千円) 

主要株主
(個人) 

及び役員
近親者 

田中 邦興  ―  ―
前当社 

代表取締役 
会長

所有直接 
8.5％ 

㈲ビック商事
代表取締役 
金銭貸借 

利息の支払
（注１）

3,193 ― ― 

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

主要株主
（法人）

投資事業有
限責任組合
アドバンテ
ッジパート
ナーズIV
号・適格機
関投資家間
転売制限付
分除外少人
数投資家向

け

東京都港区虎
ノ門四丁目１
番28号

74,275,000 投資事業
(被所有)
直接30.27

資金の
借入

資金の借入
（注１）

280,897

株主、
役員に
対する
長期借
入金

112,359

AP Cayman 
 Partners 
II,L.P.

Walkers 
Corporate 
Service 
Limited,Walker
House,87 Mary 
Street, 
George Town, 
Grand Cayman 
KYI-9002, 
Cayman 
Islands

51,830,425 投資事業
(被所有)
直接21.12

資金の
借入

資金の借入
（注１）

196,015

株主、
役員に
対する
長期借
入金

78,406

Japan 
Ireland 

Investment 
Partners

33 Sir John 
Rogerson's 
Quay, Dublin 
2, Ireland

10 投資事業
(被所有)
直接18.36

資金の
借入

資金の借入
（注１）

170,353

株主、
役員に
対する
長期借
入金

68,141

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　決算短信

56



  
当事業年度(自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日) 

 
 （注１） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

       金銭消費貸借契約書に基づく資金の借入であります。 

 （注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。   

  

(ウ)子会社 

前事業年度(自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日) 

        該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日) 

 
（注１） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     １．金銭消費貸借基本契約に基づく資金の借入であります。 

     ２．借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。   

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

主要株主
（法人）

投資事業有
限責任組合
アドバンテ
ッジパート
ナーズIV
号・適格機
関投資家間
転売制限付
分除外少人
数投資家向

け

東京都港区虎
ノ門四丁目１
番28号

74,275,000 投資事業
(被所有)
直接30.27

資金の
借入

資金の借入
（注１）

―

株主、
役員に
対する
長期借
入金

112,359

AP Cayman 
 Partners 
II,L.P.

Walkers 
Corporate 
Service 
Limited,Walker
House,87 Mary 
Street, 
George Town, 
Grand Cayman 
KYI-9002, 
Cayman 
Islands

51,830,425 投資事業
(被所有)
直接21.12

資金の
借入

資金の借入
（注１）

―

株主、
役員に
対する
長期借
入金

78,406

Japan 
Ireland 

Investment 
Partners

33 Sir John 
Rogerson's 
Quay, Dublin 
2, Ireland

10 投資事業
(被所有)
直接18.36

資金の
借入

資金の借入
（注１）

―

株主、
役員に
対する
長期借
入金

68,141

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

子会社

アイウエ
ア・ディベ
ロップメン
ト株式会社

東京都 
港区

300
経営コンサル
ティング業

(所有) 
直接60.00

― ―

資金の借入
（注１）

1,325,059
関係会社
短期借入

金
1,325,059

利息の支払
（注１）

38,246 未払費用 9,187
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  前事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

   該当事項はありません。 

  

  当事業年度（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日） 

   該当事項はありません。 
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 
      ２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

１株当たり純資産額 △64.16円 △232.54円

１株当たり当期純損失金額（△） △144.57円 △168.79円

項目
前事業年度

(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当事業年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

  当期純損失（△）(千円) △1,978,674 △2,292,702

 普通株主に帰属しない金額（千円） 239 17,739

 （うち優先配当金）（千円） （239） （17,739）

 普通株主に係る当期純損失（△）（千円） △1,978,914 △2,310,442

 普通株式の期中平均株式数（株） 13,687,939 13,687,915

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純損失金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

項目
前事業年度

(平成24年４月30日)
当事業年度 

(平成25年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 172,050 △2,115,218

純資産の部の合計額から控除する金額
（純資産合計から控除する金額）（千円）

1,050,239 1,067,739

（うち優先株式払込金額）（千円） （1,050,000） (1,050,000)

（うち優先配当金）（千円） （239） （17,739）

普通株式に係る期末純資産額（千円） △878,188 △3,182,957

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

13,687,921 13,687,901
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当社は、平成25年５月20日の取締役会において、ライツ・オファリングとして、当社普通株式を所有

する当社以外の全株主を対象とし、上場型新株予約権の無償割当てを行うことを決議いたしました。 

  

１．ライツ・オファリングの内容 

(1) 無償割当の方法 

平成25年５月30日（木）を株主確定日とし、当社普通株式に係る当該株主確定日における 終の株

主名簿に記載又は記録された普通株主に対して、その有する当社普通株式１株につき１個の割合で株

式会社メガネスーパー第５回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法第277条）の方法により割

り当てます。なお、当社が発行する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

ついては、当社定款の定めに基づき新株予約権の無償割当ては行いません。 

  

(2) 新株予約権の内容等 

 
  (注）上記新株予約権の総数は、5月20日現在の総数であり5月22日付けにて当社発行済みＢ種劣後株式転換請求に

基づき普通株式を交付したこと等により5月30日付け新株予約権発行総数は18,106,883個となっておりま

す。 

(重要な後発事象)

①新株予約権の名称 株式会社メガネスーパー第５回新株予約権

②新株予約権の目的となる株式の種類及
び数 本新株予約権１個当たり、当社普通株式１株

③新株予約権の総数 13,687,980個

④新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額(行使価額) １株（１個）につき75円

⑤新株予約権の行使によって株式を発行
する場合における資本組入額 １株（１個）につき38円

⑥新株予約権の権利行使期間 平成25年７月８日(月)から平成25年７月29(月)まで(予
定)

⑦新株予約権の行使条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
米国居住株主は、本新株予約権を行使することができな
い。

⑧新株予約権の当社の取得事由 本新株予約権の取得事由は定めない。

⑨新株予約権の行使請求の方法

(1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、
直近上位機関（当該本新株予約権者が本新株予約権の
振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口
座管理機関をいう。）に対して、本新株予約権の行使
を行う旨の申し出及び払込金の支払いを行う。

(2)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を
申し出た者は、その後これを撤回することができな
い。

⑩その他投資判断上重要又は必要な事項
当社は、本新株予約権の権利行使を受けた場合、その目
的たる普通株式を新規に発行した上で交付する（自己株
式による交付予定はなし）。
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２．本件の目的 

当社は、今後の取組みを具体化させていくための中期経営計画を策定しており、本計画を実現する

上で必要となる資金を確保し、かつ債務超過を解消するために必要となる資本を増強するとの目的の

もと、既存株主の皆様への影響等も勘案しつつ、様々な施策について検討を重ねてまいりました。そ

の結果、本資金調達方法こそが、当社、ひいては株主の皆様にとって 適な資金調達方法であるとの

結論に至り、本件の実行を決議いたしました。なお、当社は、本計画の実現による当期純利益の黒字

化と、資本調達によって、平成26年４月期中に債務超過を解消することを計画しておりますが、本件

に基づく資本の増強はその計画の一環であり、今後も、継続的に債務超過解消策を検討・推進してま

いります。 
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平成25年６月14日開催の取締役会において、下記のとおり第37期定時株主総会における取締役選任議

案の候補者、並びに、当該取締役候補者が第37期定時株主総会において選任されることを条件とする新

任代表取締役の候補者の選定を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役及び代表取締役は、平成25年７月下旬開催予定の第37期定時株主総会及びその後の取締

役会において正式に決定される予定であります。 

１．代表取締役および取締役候補者 

 
  

２．代表取締役の異動 

 異動の理由 

嘉野敬介が第37期定時株主総会をもって任期満了となり、中期経営計画の実現に向けた経営基盤の構築

は進捗した事で、より一層の実行加速を実現すべく経営体制の強化を図るため。 

  

３．退任取締役 

 
  

４．代表取締役及び取締役の異動予定日 

  平成25年７月下旬 

  

  

  

５．その他

（１）役員の異動

氏名 新役職名 旧役職名

星﨑 尚彦
代表取締役 
執行役員社長

執行役員副社長

齋藤 正和
取締役 

執行役員管理本部長
取締役

執行役員管理本部長

束原 俊哉
取締役 
執行役員

取締役
執行役員経営戦略室室長

小坂 雄介
取締役 
執行役員

取締役
執行役員事業推進室室長

永露 英郎 社外取締役 社外取締役

氏名 現役位 役職名

嘉野 敬介 代表取締役 執行役員店舗運営本部長

㈱メガネスーパー（3318）　平成25年４月期　決算短信

62




