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平成 28 年７月 27 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 星﨑 尚彦 

                         （ＪＡＳＤＡＱ・コード３３１８） 

問合せ先 

役職・氏名 執行役員ＣＦＯ 三井 規彰 

電  話  ０４６５－２４－３６１１（代表） 

 

（訂正）「平成 25 年４月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年９月 12 日付「平成 25 年４月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）」の一部を

訂正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．訂正の理由及び経緯 

  訂正の理由及び経緯につきましては、平成 28 年６月 14 日付「過年度有価証券報告書及び決算短信等の

訂正に関するお知らせ」、並びに平成 28 年７月 27 日付「（経過報告）過年度有価証券報告書等の提出及び

決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．訂正箇所 

  訂正箇所には下線を付しております。 

 

以 上 
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３．訂正の内容 

【訂正前】 

（サマリー情報） 

 (百万円未満切捨て)

１．平成 25 年４月期第１四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 24 年７月 31 日） 

（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１四半期 4,259 △21.1 △159 ― △157 ― △353 ―
24年４月期第１四半期 5,397 △10.1 23 ― △13 ― △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

25年４月期第１四半期 △26 16 ―
24年４月期第１四半期 △3 46 ―

 
（２）財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年４月期第１四半期 12,063 △181 △1.5 
24年４月期 12,941 172 1.3  
(参考) 自己資本 25年４月期第１四半期 △181百万円 24年４月期 172百万円 

 

２．配当の状況 
 

 
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 ―    

25年４月期(予想)   0 00 ― 0 00 0 00 

(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種劣後株式に関わる配当の状況は、３ページ 

に記載しております。   
      

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、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) 9,952 △4.8 △447 ― △459 ― △636 ― △46 46
通期 20,789 8.4 121 ― 97 ― △158 ― △11 54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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【訂正後】 

（サマリー情報） 

 (百万円未満切捨て)

１．平成 25 年４月期第１四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 24 年７月 31 日） 

（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１四半期 4,259 △22.0 △159 ― △157 ― △353 ―
24年４月期第１四半期 5,463 △9.0 69 ― 32 ― △1 ―

 

 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１四半期 △26 16 ―
24年４月期第１四半期 △0 11 ―

 
（２）財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年４月期第１四半期 12,063 △181 △1.5 
24年４月期 12,941 172 1.3  
(参考) 自己資本 25年４月期第１四半期△181百万円 24年４月期 172百万円 

 

２．配当の状況 
 

 
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 ―    

25年４月期(予想)   0 00 ― 0 00 0 00 

(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種劣後株式に関わる配当の状況は、３ページ 

に記載しております。  
  

      

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、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) 9,952 △5.4 △447 ― △459 ― △636 ― △46 46
通期 20,789 8.1 121 ― 97 ― △158 ― △11 54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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【訂正前】 

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 

  （省略） 

 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 4,259 百万円（前年同四半期累計期間比 21.1％

減）、予算の範囲内ではありますが、営業損失 159 百万円（前年同四半期累計期間は営業利益 23 百万

円）、経常損失 157 百万円（前年同四半期累計期間は経常損失 13 百万円）、四半期純損失 353 百万円

（前年同四半期累計期間は四半期純損失 47 百万円）となりました。  

 

なお、当第１四半期累計期間において新規出店はなく、リニューアル店舗４店舗、閉鎖店舗は１店舗とな

っております。 

 

【訂正後】 

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 

  （省略） 

 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 4,259 百万円（前年同四半期累計期間比 22.0％

減）、予算の範囲内ではありますが、営業損失 159 百万円（前年同四半期累計期間は営業利益 69 百万

円）、経常損失 157 百万円（前年同四半期累計期間は経常利益 32 百万円）、四半期純損失 353 百万円

（前年同四半期累計期間は四半期純損失 1 百万円）となりました。  

 

なお、当第１四半期累計期間において新規出店はなく、リニューアル店舗４店舗、閉鎖店舗は１店舗とな

っております。 
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【訂正前】 

４．四半期財務諸表 

（２）【四半期損益計算書】 

【第１四半期累計期間】 
           (単位：千円)
          前第１四半期累計期間 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 23 年７月 31 日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成 24 年５月１日 

 至 平成 24 年７月 31 日) 

売上高 5,397,708 4,259,027

売上原価 1,777,364 1,319,454

売上総利益 3,620,344 2,939,572

販売費及び一般管理費 
 給料及び手当 1,075,594 856,988

 退職給付費用 30,850 44,424

 地代家賃 1,033,567 961,469

 引当金繰入額 4,454 ―

 その他 1,452,095 1,235,902

 販売費及び一般管理費合計 3,596,561 3,098,785

営業利益又は営業損失（△） 23,782 △159,212

営業外収益 
 受取利息 1,010 963

 受取配当金 356 189

 集中加工室管理収入 11,800 15,580

 その他 5,616 6,377

 営業外収益合計 18,783 23,111

営業外費用 
 支払利息 43,461 19,221

 その他 12,808 1,800

 営業外費用合計 56,270 21,022

経常損失（△） △13,703 △157,124

特別利益 
 固定資産売却益 9,666 ―

 その他 1,209 ―

 特別利益合計 10,876 ―

特別損失 
 固定資産除却損 254 10,019

 事業構造改革費用 17,450 140,981

 解約違約金 ― 2,895

 店舗閉鎖損失 ― 1,029

 その他 1,322 10,512

 特別損失合計 19,026 165,437

税引前四半期純損失（△） △21,854 △322,561

法人税、住民税及び事業税 28,711 31,079

過年度法人税等戻入額 △3,248 ―

法人税等合計 25,462 31,079

四半期純損失（△） △47,316 △353,640
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【訂正後】 

４．四半期財務諸表 

（２）【四半期損益計算書】 

【第１四半期累計期間】 
           (単位：千円)
          前第１四半期累計期間 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 23 年７月 31 日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成 24 年５月１日 

 至 平成 24 年７月 31 日) 

売上高 5,463,337 4,259,027

売上原価 1,796,997 1,319,454

売上総利益 3,666,340 2,939,572

販売費及び一般管理費 
 給料及び手当 1,075,594 856,988

 退職給付費用 30,850 44,424

 地代家賃 1,033,567 961,469

 引当金繰入額 4,454 ―

 その他 1,452,326 1,235,902

 販売費及び一般管理費合計 3,596,792 3,098,785

営業利益又は営業損失（△） 69,547 △159,212

営業外収益 
 受取利息 1,010 963

 受取配当金 356 189

 集中加工室管理収入 11,800 15,580

 その他 5,616 6,377

 営業外収益合計 18,783 23,111

営業外費用 
 支払利息 43,461 19,221

 その他 12,808 1,800

 営業外費用合計 56,270 21,022

経常利益又は経常損失（△） 32,061 △157,124

特別利益 
 固定資産売却益 9,666 ―

 その他 1,209 ―

 特別利益合計 10,876 ―

特別損失 
 固定資産除却損 254 10,019

 事業構造改革費用 17,450 140,981

 解約違約金 ― 2,895

 店舗閉鎖損失 ― 1,029

 その他 1,322 10,512

 特別損失合計 19,026 165,437

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,910 △322,561

法人税、住民税及び事業税 28,711 31,079

過年度法人税等戻入額 △3,248 ―

法人税等合計 25,462 31,079

四半期純損失（△） △1,551 △353,640 


