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(百万円未満切捨て)

１．平成29年４月期第２四半期の業績（平成28年５月１日～平成28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 ％

29年４月期第２四半期 8,645 11.2 211 △40.6 171 △44.0 △10 ―

28年４月期第２四半期 7,777 8.0 356 ― 305 ― 172 ―
　

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

29年４月期第２四半期 △0.58 ―

28年４月期第２四半期 1.96 0.64

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年４月期第２四半期 12,260 214 1.0

28年４月期 12,335 196 1.1

(参考) 自己資本 29年４月期第２四半期 122 百万円 28年４月期 133 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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00

(注)1.直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2.A種優先株式、B種優先株式、C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、４ページに

記載しております。

３．平成29年４月期の業績予想（平成28年５月１日～平成29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 18,000 14.6 800 52.9 700 66.1 400 53.3 4.38

(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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※ 注記事項

（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

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年４月期２Ｑ 81,637,025株 28年４月期 81,637,025株

② 期末自己株式数 29年４月期２Ｑ 103,515株 28年４月期 103,495株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年４月期２Ｑ 81,533,527株 28年４月期２Ｑ 69,525,220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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

　

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものでなく、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「１.当四半期決算に関する定性情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動画、主なＱ＆Ａ等に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。

　・平成28年12月15日（木）・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会

決算短信（宝印刷） 2016年12月15日 10時47分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



　Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ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、Ｃ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。

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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00

　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。

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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00

　

　Ｃ種優先株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なるＣ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。

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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00
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　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。

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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00

　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

28年４月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年４月期 ― 0.00

29年４月期(予想) ― 0.00 0.00
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業業績や雇用情勢に改善の動きがみられるなど、緩やかな回復

傾向にありましたが、個人消費につきましては節約志向の高まりから弱い動きとなっております。一方で、中国をは

じめとした新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題による株式市場の伸び悩み、円高の進行などの影響もあり、依然

として先行き不透明な状況で推移しました。

当社が属しております眼鏡小売市場におきましては、消費税増税の影響から脱し、眼鏡一式市場規模は緩やかな回

復傾向にあります。依然として低価格均一店に伸びがみられるものの、高齢化の進展による老視マーケットの拡大、

ＶＤＴ高頻度使用による若年層における視力低下、疲れ目やスマホ老眼解消の需要高まりを背景として、老視レンズ、

遠近両用レンズ等の累進型レンズへの需要が拡大していることから、低価格均一眼鏡と視環境の改善、いわゆる付加

価値を求める需要層に二極化する傾向がみられます。また、供給面においては、既存量販店、専門店、中小店を中心

に価格競争の激化、労働需要の逼迫や経営者の高齢化による事業承継問題等により減少傾向がみられるなど、需要層

の二極化と相まって業界再編の機運が高まっているものと予想されます。

このような経済・経営環境のもと、当社は中期経営計画（平成29年４月期～平成32年４月期）に基づき、平成29年

４月期以降を「再成長期」と位置づけ、「アイケア」重視のサービス型店舗モデルの一層の強化による持続的に発展

できる成長基盤の構築、並びに事業基盤の強化と経営効率の向上に取り組んでおります。

当第２四半期累計期間における経営成績は、眼鏡等小売事業におけるコンタクトレンズや通販事業の販売が好調に

推移した結果、売上高は8,645百万円（前年同期比11.2％増）と前年同期を大きく上回る結果となりました。一方で、

コンタクトレンズ販売の伸長により、眼鏡等小売事業における売上高構成比が変化したことに伴う売上総利益率の低

下（前年同期比1.6％減）及び13店舗の新規出店等、事業基盤の強化に伴い、広告宣伝、販売促進や人件費などが増加

した結果、販売費及び一般管理費比率は前年同期比で0.5％増の64.6%となりました。これらにより、営業利益は211百

万円（前年同期比40.6％減）、経常利益171百万円（前年同期比44.0％減）となりました。また、店舗収益力の一層の

強化を図るため、厳密な採算管理に基づき、近隣立地への移転、店舗面積の最適化、改装や業態転換や収益改善に時

間を要する店舗の早期退店等、既存店活性化を推進した結果、固定資産除去損19百万円、店舗閉鎖損失50百万円、訴

訟関連費用として４百万円を特別損失として74百万円を計上し、税引前四半期純利益は96百万円（前年同期比67.1％

減）、四半期純損失は10百万円（前年同期は四半期純利益172百万円）となりました。

当第２四半期累計期間における事業の種類別セグメント業績の状況は次のとおりであります。

１. 眼鏡等小売事業

当社の中核事業である眼鏡等小売事業は、「目から元気に！」を基本コンセプトとする「アイケア」重視のサービ

ス型店舗モデルにより、主たるターゲットとするミドル・シニア層のお客様に対して、単に眼鏡・コンタクトレンズ

を販売するにとどまらない「眼の健康寿命」に配慮した商品・サービスやアドバイスといった付加価値の提供を強化

しております。

当第２四半期累計期間においては、「アイケア」の商品・サービスレベルの強化を継続していることに伴い、お客

様あたりの眼鏡一式単価が前年同期比で上昇傾向にあり、コンタクトレンズの販売が好調に推移いたしました。また、

既存店活性化の推進により、同期間における売上高前年同月比は各月100％超となったほか（５月 106.7％、６月

106.5％、７月 108.7％、８月 104.4％、９月 104.8％、10月 107.8％）、売上総利益は前年同期比8.4％増となりま

した。

一方、事業基盤を強化するべく当第２四半期累計期間においては13店舗の新規出店、13店舗の退店（うち近隣への

移転2店舗、業態転換2店舗）を行い、前年同四半期末から4店舗の純増となる325店舗となりました。

　この結果、眼鏡等小売事業における売上高は8,467百万円（前年同期比10.8％増）、ゼグメント利益は206百万円

（前年同期比42.5％減）となりました。
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２. 通販事業

通販事業につきましては、オムニチャネル戦略の推進として、お客様に実店舗とＥＣサイトそれぞれの特徴や利便

性を活かした商品・サービスの提供を行うため、実店舗とＥＣサイト「メガネスーパー公式通販サイト」における顧

客データを統合し連携を開始しました。これにより、実店舗におけるＥＣサイトの顧客情報・購入履歴の照会が可能

となり、利用者が増加するＥＣサイトのお客様に対してもよりスムーズかつ最適な商品のご案内を行うことが実現さ

れるほか、実店舗のポイントカード会員がＥＣサイトで会員登録する際の入力の手間を省き簡単に会員登録ができる

ようになるなど、利便性の向上を追及しながらお客様の眼の健康寿命に貢献する取り組みを強化しました。販売チャ

ネルの多様化により、ＥＣ事業の強化やオムニチャネルの推進が注目されている一方で、日本国内の小売業界で実店

舗とＥＣサイトの顧客データ統合・連携を実施している企業はわずかな中、当社における通販事業は先進的な取り組

みを通じて将来に向けた成長基盤の強化を図っております。

この結果、通販事業における売上高は178百万円（前年同期比29.8％増）、セグメント利益は30百万円（前年同期比

34.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（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19百万円増加し、6,480百万円となりました。これは、営業収入の増加等により

現金及び預金が117百万円、閉鎖店舗の敷金保証金を未収入金に振り替えたことにより17百万円増加しましたが、商品

仕入れを定性的・定量的情報による、消化率100％を前提とした必要最小限での商品展開を実施したことにより商品が

151百万円減少したこと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94百万円減少し、5,779百万円となりました。これは、有形固定資産が新規出店

に伴い建物及び工具器具備品を取得したこと等により増加しましたが、減価償却および店舗閉鎖に伴い内装設備等を

除却したことにより有形固定資産が13百万円、敷金及び保証金が84百万円減少したこと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75百万円減少し、12,260百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末と比べて19百万円減少し、3,109百万円となりました。これは、プレミアム保証制度の導

入等により前受金が166百万円、賞与引当金を92百万円計上したことより増加しましたが、仕入債務の決済により支払

手形が187百万円、前事業年度に係る消費税及び地方消費税を納税したことによりその他流動負債の未払消費税等が

118百万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74百万円減少し、8,936百万円となりました。これは、一年以内に弁済期日の到

来する長期借入金93百万円を一年内返済予定長期借入金に振り替え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93百万円減少し、12,045百万円となりました。

純資産は、前事業年度末に比べて17百万円増加し、214百万円となりました。これは、ストックオプションにより新

株予約権が28百万円増加したこと等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成28年６月14日付にて公表している通期業績予想から修正はありません。
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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

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成28年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,790,694 2,907,920

売掛金 685,600 692,688

商品 2,606,911 2,455,394

貯蔵品 33,987 45,460

前渡金 277 277

前払費用 268,768 281,381

未収入金 66,992 84,267

その他 8,604 13,500

貸倒引当金 △366 △210

流動資産合計 6,461,471 6,480,679

固定資産

有形固定資産

建物 4,954,578 4,943,575

減価償却累計額 △3,825,900 △3,841,465

建物（純額） 1,128,677 1,102,110

構築物 709,752 709,530

減価償却累計額 △595,863 △604,962

構築物（純額） 113,889 104,568

工具、器具及び備品 1,983,757 2,034,730

減価償却累計額 △1,765,228 △1,779,851

工具、器具及び備品（純額） 218,528 254,879

土地 1,073,390 1,073,390

建設仮勘定 24,287 10,377

有形固定資産合計 2,558,773 2,545,325

無形固定資産

商標権 16,582 15,743

ソフトウエア 153,302 153,704

電話加入権 35,475 35,475

その他 2,283 2,283

無形固定資産合計 207,643 207,206

投資その他の資産

投資有価証券 23,569 24,017

関係会社株式 354 854

出資金 814 814

長期前払費用 105,951 105,522

長期未収入金 98,362 98,362

敷金及び保証金 2,940,988 2,856,452

その他 27,079 30,191

貸倒引当金 △89,095 △89,091

投資その他の資産合計 3,108,023 3,027,123

固定資産合計 5,874,440 5,779,656

資産合計 12,335,912 12,260,336
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成28年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 274,709 87,424

買掛金 1,094,790 1,138,777

1年内返済予定の長期借入金 98,246 142,411

未払金 207,378 137,845

未払費用 423,961 491,221

未払法人税等 230,642 172,059

前受金 528,075 694,256

預り金 21,482 20,539

前受収益 1,734 1,185

営業外支払手形 35,715 36,907

賞与引当金 ― 92,970

その他 211,878 93,607

流動負債合計 3,128,616 3,109,206

固定負債

長期借入金 7,561,458 7,468,170

退職給付引当金 1,397,774 1,420,880

長期預り保証金 11,500 9,520

その他 39,741 37,874

固定負債合計 9,010,474 8,936,445

負債合計 12,139,090 12,045,652

純資産の部

株主資本

資本金 659,690 659,690

資本剰余金

資本準備金 794,698 794,698

資本剰余金合計 794,698 794,698

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,255,710 △1,266,532

利益剰余金合計 △1,255,710 △1,266,532

自己株式 △66,841 △66,842

株主資本合計 131,836 121,013

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,175 1,477

評価・換算差額等合計 1,175 1,477

新株予約権 63,809 92,192

純資産合計 196,821 214,683

負債純資産合計 12,335,912 12,260,336
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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27年５月１日
　至 平成27年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年５月１日
　至 平成28年10月31日)

売上高 7,777,853 8,645,148

売上原価 2,439,999 2,849,077

売上総利益 5,337,854 5,796,070

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,543,538 1,681,176

賞与引当金繰入額 － 92,970

退職給付費用 57,288 63,621

地代家賃 1,203,679 1,270,317

その他 2,176,925 2,476,220

販売費及び一般管理費合計 4,981,432 5,584,305

営業利益 356,422 211,764

営業外収益

受取利息 932 680

受取配当金 241 216

集中加工室管理収入 20,986 16,688

その他 7,517 8,228

営業外収益合計 29,678 25,814

営業外費用

支払利息 59,509 56,981

地代家賃 3,825 －

株式交付費 3,460 －

新株予約権発行費 3,273 639

その他 10,541 8,873

営業外費用合計 80,608 66,494

経常利益 305,491 171,084

特別利益

立退料収入 3,000 －

特別利益合計 3,000 －

特別損失

固定資産除却損 1,777 19,220

店舗構造改革費用 5,519 －

事業構造改革費用 2,768 －

店舗閉鎖損失 － 50,812

訴訟関連費用 6,337 4,898

特別損失合計 16,402 74,931

税引前四半期純利益 292,088 96,153

法人税、住民税及び事業税 119,264 106,975

法人税等合計 119,264 106,975

四半期純利益又は四半期純損失（△） 172,824 △10,821

決算短信（宝印刷） 2016年12月15日 10時47分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社メガネスーパー(3318) 平成29年４月期 第２四半期決算短信

8

（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27年５月１日
　至 平成27年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年５月１日
　至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 292,088 96,153

減価償却費 132,762 146,059

長期前払費用償却額 24,787 25,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,938 23,106

賞与引当金の増減額（△は減少） ― 92,970

貸倒引当金の増減額（△は減少） △619 △160

受取利息及び受取配当金 △1,174 △897

支払利息 59,509 56,981

新株予約権発行費 3,273 639

株式交付費 3,460 ―

固定資産除却損 1,777 19,220

店舗構造改革費用 5,519 ―

店舗閉鎖損失 ― 50,812

事業構造改革費用 2,768 ―

売上債権の増減額（△は増加） △79,138 △7,088

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,033 140,045

仕入債務の増減額（△は減少） △48,416 △143,297

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,530 8,086

その他の流動負債の増減額（△は減少） 204,835 213,817

その他 △271 △57,728

小計 644,604 664,661

利息及び配当金の受取額 383 315

利息の支払額 △58,837 △56,527

法人税等の支払額 △110,505 △176,154

法人税等の還付額 165 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,811 432,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △817 △115,000

定期預金の払戻による収入 ― 135,000

有形固定資産の取得による支出 △172,070 △188,331

無形固定資産の取得による支出 △27,151 △25,437

敷金及び保証金の差入による支出 △75,570 △65,643

敷金及び保証金の回収による収入 82,060 44,525

長期前払費用の取得による支出 △25,563 △24,207

その他 △70 △6,849

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,182 △245,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △50,000 △49,123

株式の発行による収入 597,002 ―

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,999 △49,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 803,628 137,226

現金及び現金同等物の期首残高 1,333,906 2,668,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,137,534 2,806,193
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

１.ストックオプション（新株予約権）の発行

当社は、平成28年12月15日開催の取締役会において、当社従業員に対して、ストックオプションとして第13回新株

予約権の発行を行うことを決議いたしました。

新株予約権の内容

①新株予約権の総数 33,000個

②新株予約権の発行価額 金銭を払込むことを要しない

③新株予約権の行使により発行する株式の発行価額
の総額

未定

④新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 3,300,000株（新株予約権１個当たり100株）

⑤新株予約権の割当日 平成29年１月10日

⑥付与対象者人数及び内訳 当社従業員400名

⑦新株予約権の行使期間 平成31年12月15日から平成38年12月14日

⑧新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の決議による承認を要する

⑨新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 未定

　

２.子会社の取得

当社は、平成28年12月15日付の取締役会において、当社並びに目の健康株式会社（以下、「目の健康社」）と共同

で株式会社メガネハウス（以下、「メガネハウス社」）の全株式を取得し、メガネハウス社及び目の健康社を連結子

会社化することを決定いたしました。

①株式会社メガネハウス株式の取得理由

当社は、平成28年７月19日公表の中期経営計画（平成29年４月期～平成32年４月期）において、持続的な成長基盤

の一層の強化を目的に、アイケア重視のサービス型店舗モデルのプラットフォーム化を通じた、パートナー企業との

「合従連衡による競争優位の確立」を掲げております。

　アイケア重視のサービス型店舗モデルの発展的活用として、当社は同業のメガネチェーン店向けに「目の健康プラ

ットフォーム」を構想しております。これは、当社が数年続いた赤字状態からの脱却の源泉となった、アイケア重視

のサービス型店舗モデルへの転換を、本プラットフォームに参画されるメガネチェーン店に対し、適合する部分を導

入するものです。当該メガネチェーン店は、当社再生のノウハウを活用して売上・利益拡大を図ると共に、屋号や店

舗網を維持したまま、事業承継・連携を行う事が可能になります。メガネ小売店は国内事業所数で２万を超えると言

われ、地域ごとに有力なチェーン店が存在する分散した市場構造を有しており、現在、業界を挙げて事業承継が大き

なテーマとなっています。「目の健康プラットフォーム」は、かかる状況への有力な解決策になると考えております。

　メガネハウス社は、富山県内において22店舗を有する地域最有力チェーンの１社であります。同社は、創業以来、

地域への密着と貢献を基本経営方針として、お客様の眼の環境にあった商品・サービス提供を強化しており、多くの

点で当社の事業方針と共通しております。今般、当社との協議を通じたアイケアのコンセプトへの共感に基づき、北

陸地域におけるアイケアサービス提供の担い手として「目の健康プラットフォーム」に参画すべく合意に至りました。

　本件により、メガネハウス社は更なる地域への密着と貢献を目的として、共同購買、物流、店舗運営、お客様への

付加価値提供等、様々な分野で当社との相乗効果を見込みます。また、メガネハウス社の店舗網が当社の眼鏡等小売

店舗網（富山県内１店舗のみ）と地理的補完関係にあるなど、当社の「目の健康プラットフォーム」を具現化してい

くうえで欠かすことができないパートナーと判断しております。

※目の健康プラットフォームの概要

目の健康プラットフォームは、メガネチェーン店の事業承継の選択肢となると共に、屋号・店舗を維持したまま、

売り方の変革によって売上・利益の成長を支援し、屋号の発展を実現していくものです。売り方の変革の要素は多

岐に亘りますが、代表的要素は下記の通りです。

・単に商品としてメガネを売るだけでなく、お客様の目の健康情報を合わせてお客様に提供し、これを消費して頂

くことにより、高付加価値型商品への理解・満足度を向上
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・単品売り切りから、継続・サービス売上比率の拡大

・住所データならびにお客様の継時的な健康情報を保有する稀有な小売業と言う特性を生かし、それぞれの顧客に

合った商品・サービスの提供や、膨大な顧客データを活用した商品・サービス開発等のデータベースマーケティ

ング

・メガネと抜本的に消費者購買行動が異なるコンタクトレンズを、商圏特性にきめ細かく合わせて導入・拡販

・多様な売り方の変革が、最終的に売上や利益だけでなく、顧客満足度に繋がっているかの継続的・包括的な評価

計測

これらの要素は、マス広告によるブランド認知から来店を促す売り方から一線を画した、アイケアやサービス、

あるいはデータに基づいたものである為、目の健康プラットフォームの中で屋号＝ブランドの統一を必要としませ

ん。この、地域に根付いた屋号の発展が可能な点を訴求し、目の健康プラットフォームへの参画企業を今後継続的

に増やしていきたいと考えております。
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②異動する子会社（株式会社メガネハウス）の概要

（１） 名称 株式会社メガネハウス

（２） 所在地 富山県富山市水橋立山町（辻ヶ堂）102

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡本 両平

（４） 事業内容 メガネ、サングラス、補聴器の販売・修理、時計の修理等

（５） 資本金 1,200万円

（６） 設立年月日 平成２年11月９日

（７） 大株主及び持株比率 個人３名 (100.0％）

（８）
上場会社と当該会社
との間の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者へ
の該当状況

該当事項はありません。

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成25年10月期 平成26年10月期 平成27年10月期

純資産 453百万円 468百万円 487百万円

総資産 518百万円 536百万円 562百万円

１株当たり純資産 1,890,500円 1,953,331円 2,029,527円

売上高 875百万円 884百万円 861百万円

営業利益 21百万円 22百万円 26百万円

経常利益 27百万円 26百万円 31百万円

当期純利益 15百万円 16百万円 19百万円

１株当たり当期純利益 63,129円 67,831円 81,196円

１株当たり配当金 －円 －円 －円

③目の健康株式会社の連結子会社化の理由

当社は、将来的な活用を見据えて平成28年７月22日付にて目の健康株式会社（以下、「目の健康社」といいます。）

の株式を取得し以後保有しております。同社の株式取得時点において、質的及び量的観点から重要性が乏しいことか

ら非連結子会社としております。

　なお、同社は当社が平成28年３月15日付で公表した第三者割当の株式割当候補先（代表取締役：宮川 雅樹、住

所：東京都港区虎ノ門四丁目１番28号）とは別法人であり、当該法人が解散し、新たに設立された会社が同社となり

ます。

メガネハウス社との協議を通じて、目の健康プラットフォームの具現化には、パートナー企業が主に当社と同業と

なる場合、同プラットフォームに参画しやすい環境を整えるため、当社単独による株式取得に加えて他の選択肢も構

築する必要があると判断いたしました。そこで、同プラットフォームに参画するパートナー企業にとって、柔軟性と

機動性を確保した資本関係のスキームとして、当社が株式を保有する目の健康社を同プラットフォーム構想に活用す

ることとし、今般、メガネハウス社の株式取得については当社と目の健康社と共同で行うことにいたしました。
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目の健康社によるメガネハウス社の株式取得は、全額当社の手元資金から同社に融資を行うことにより実行されま

すので、本件実行をもって、目の健康社は質的及び量的観点から重要性が増すことから当社の連結子会社となります。

なお、当社によるメガネハウス社の株式取得は全額手元資金から行います。

④目の健康株式会社の概要

（１） 名称 目の健康株式会社

（２） 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮川 雅樹

（４） 事業内容 経営コンサルティング業、有価証券の取得、保有、運用、管理等

（５） 資本金 25万円

（６） 設立年月日 平成28年７月14日

（７） 大株主及び持株比率 当社：100.0％

（８）
上場会社と当該会社
との間の関係

資本関係
当社は当該会社の発行済株式数の100.0％を保有してお
ります。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当
状況

該当事項はありません。

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 平成28年７月14日付設立のため該当事項はありません。

⑤契約締結日

平成28年12月15日

　

⑥株式譲渡実行日

平成29年１月31日（予定）

　

⑦取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

（１） 異動前の所有株式数
０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）

（２） 取得株式数
240株（議決権の数：240個）
■当社：160株（議決権の数：160個）
■目の健康株式会社：80株（議決権の数：80個）

（３） 取得価額
メガネハウス社の普通株式300百万円（注）
デューデリジェンス・アドバイザリー費用等（概算額）48百万円

（４） 異動後の所有株式数
240株（議決権の数：240個）（議決権所有割合：100.0％）
■当社：160株（議決権の数：160個）（議決権所有割合：66.7％）
■目の健康株式会社：80株（議決権の数：80個）（議決権所有割合：33.3％）

（注）取得価額については、第三者機関による会計・税務及び法務デューデリジェンス実施後、最終的な純資産等に

基づく第三者機関の会計・税務及び法務デューデリジェンス実施後、売主と協議のうえ決定しております。
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