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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２四半期決算短信［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 12 月 13 日付「平成 25 年４月期 第２四半期決算短信［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２四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 24 年 10 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 ―

 
（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 
 

 
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 

(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。 

 
  

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) 
 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

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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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２四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 24 年 10 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２四半期 8,343 △20.7 △332 ― △330 ― △741 ―
24年４月期第２四半期 10,520 △12.3 △84 ― △172 ― △263 ―

 

 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 △19 28 ―

 
（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 
 

 
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 

(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。 

  

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) 
 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 △6.4 △280 ― △304 ― △839 ― △61 33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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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。 

 
 

【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 20.7％減）、営業損失 332 百万円

（前年同四半期累計期間は営業損失 84 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 172 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 263 百万円）とな

りました。 
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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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【訂正後】 
４．【四半期財務諸表】 

（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 10,520,305 8,343,774

売上原価 3,450,983 2,666,572

売上総利益 7,069,322 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 2,892,957 2,322,410

 販売費及び一般管理費合計 7,154,306 6,009,410

営業損失（△） △84,984 △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（△） △172,263 △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（△） △209,728 △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（△） △263,902 △741,347
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【訂正前】 

（３）【四半期キャッシュ・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 23 年 10 月 31 日) 

当事業年度 
(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)
          前事業年度 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 23 年 10 月 31 日) 

当事業年度 
(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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【訂正後】 

（３）【四半期キャッシュ・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 23 年 10 月 31 日) 

当事業年度 
(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（△） △209,728 △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） 165,305 △440,480

 仕入債務の増減額（△は減少） △340,743 385,696

 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） △295,138 △869,770

 その他 91,801 100,979

 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)
          前事業年度 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 23 年 10 月 31 日) 

当事業年度 
(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

 


