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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３四半期決算短信［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 25 年３月 15 日付「平成 25 年４月期 第３四半期決算短信［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３四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 25 年１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３四半期 12,139 △19.1 △1,046 ― △1,057 ― △1,593 ―
24年４月期第３四半期 15,003 △13.6 △662 ― △781 ― △850 ―

 

 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３四半期 △117 36 ―
24年４月期第３四半期 △62 14 ―

  
（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３四半期 11,769 △1,418 △12.1 
24年４月期 12,941 172 1.3  
(参考) 自己資本 25年４月期第３四半期 △1,418百万円  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 16,064 △16.2 △1,539 ― △1,569 ― △2,300 ― △168 03

(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３四半期の業績（平成 24 年５月１日～平成 25 年１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３四半期 12,139 △19.4 △1,046 ― △1,057 ― △1,593 ―
24年４月期第３四半期 15,069 △13.2 △616 ― △735 ― △804 ―

 

 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３四半期 △117 36 ―
24年４月期第３四半期 △58 80 ―

  
（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３四半期 11,769 △1,418 △12.1 
24年４月期 12,941 172 1.3  
(参考) 自己資本 25年４月期第３四半期 △1,418百万円  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 16,064 △16.5 △1,539 ― △1,569 ― △2,300 ― △168 03

(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３四半期累計期間の業績は、売上高 12,139 百万円（前年同四半期累計期間比 19.1％

減）、営業損失 1,046 百万円（前年同四半期累計期間は営業損失 662 百万円）、経常損失 1,057 百万円（前

年同四半期累計期間は経常損失 781 百万円）、四半期純損失 1,593 百万円（前年同四半期累計期間は四

半期純損失 850 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３四半期累計期間の業績は、売上高 12,139 百万円（前年同四半期累計期間比 19.4％

減）、営業損失 1,046 百万円（前年同四半期累計期間は営業損失 616 百万円）、経常損失 1,057 百万円（前

年同四半期累計期間は経常損失 735 百万円）、四半期純損失 1,593 百万円（前年同四半期累計期間は四

半期純損失 804 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３四半期累計期間】 
           (単位：千円)
          前第３四半期累計期間 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 24 年１月 31 日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成 24 年５月１日 

 至 平成 25 年１月 31 日) 

売上高 15,003,924 12,139,133

売上原価 5,030,070 3,967,607

売上総利益 9,973,854 8,171,525

販売費及び一般管理費 

 給料及び手当 3,170,993 2,533,027

 退職給付費用 92,552 132,524

 地代家賃 3,086,032 2,829,771

 その他 4,286,884 3,722,444

 販売費及び一般管理費合計 10,636,462 9,217,768

営業損失（△） △662,608 △1,046,242

営業外収益 

 受取利息 3,049 2,613

 受取配当金 545 378

 集中加工室管理収入 44,890 45,028

 その他 13,315 25,318

 営業外収益合計 61,801 73,339

営業外費用 

 支払利息 141,252 69,501

 その他 39,681 14,676

 営業外費用合計 180,934 84,178

経常損失（△） △781,740 △1,057,081

特別利益 

 固定資産売却益 46,626 ―

 株主、役員に対する長期債務戻入益 278,784 ―

 受取補償金 1,089 ―

 特別利益合計 326,499 ―

特別損失 

 固定資産売却損 82 ―

 固定資産除却損 11,250 19,147

 店舗構造改革費用 354 182,116

 事業構造改革費用 113,514 196,207

 解約違約金 ― 2,895

 ゴルフ会員権評価損 4,560 ―

 店舗閉鎖損失 108,740 5,121

 固定資産契約解除損 25,565 ―

 その他 41,983 38,221

 特別損失合計 306,051 443,708

税引前四半期純損失（△） △761,291 △1,500,790

法人税、住民税及び事業税 92,545 92,471

過年度法人税等戻入額 △3,248 ―

法人税等合計 89,296 92,471

四半期純損失（△） △850,588 △1,593,261
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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３四半期累計期間】 
           (単位：千円)
          前第３四半期累計期間 

(自 平成 23 年５月１日 
 至 平成 24 年１月 31 日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成 24 年５月１日 

 至 平成 25 年１月 31 日) 

売上高 15,069,553 12,139,133

売上原価 5,049,703 3,967,607

売上総利益 10,019,850 8,171,525

販売費及び一般管理費 

 給料及び手当 3,170,993 2,533,027

 退職給付費用 92,552 132,524

 地代家賃 3,086,032 2,829,771

 その他 4,287,115 3,722,444

 販売費及び一般管理費合計 10,636,693 9,217,768

営業損失（△） △616,843 △1,046,242

営業外収益 

 受取利息 3,049 2,613

 受取配当金 545 378

 集中加工室管理収入 44,890 45,028

 その他 13,315 25,318

 営業外収益合計 61,801 73,339

営業外費用 

 支払利息 141,252 69,501

 その他 39,681 14,676

 営業外費用合計 180,934 84,178

経常損失（△） △735,975 △1,057,081

特別利益 

 固定資産売却益 46,626 ―

 株主、役員に対する長期債務戻入益 278,784 ―

 受取補償金 1,089 ―

 特別利益合計 326,499 ―

特別損失 

 固定資産売却損 82 ―

 固定資産除却損 11,250 19,147

 店舗構造改革費用 354 182,116

 事業構造改革費用 113,514 196,207

 解約違約金 ― 2,895

 ゴルフ会員権評価損 4,560 ―

 店舗閉鎖損失 108,740 5,121

 固定資産契約解除損 25,565 ―

 その他 41,983 38,221

 特別損失合計 306,051 443,708

税引前四半期純損失（△） △715,526 △1,500,790

法人税、住民税及び事業税 92,545 92,471

過年度法人税等戻入額 △3,248 ―

法人税等合計 89,296 92,471

四半期純損失（△） △804,823 △1,593,261
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