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（百万円未満切捨て） 
１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30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３月期第２四半期 34,043 6.0 5,152 △9.2 5,188 △8.9 3,044 △5.7
24年３月期第２四半期 32,122 21.4 5,672 131.8 5,695 137.7 3,227 192.6
 

 
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３月期第２四半期 67.38 －
24年３月期第２四半期 71.40 －
（注）1.当社は、平成23年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.5株の割合で株式分割を行って 
    おります。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を 
    算定しております。 
   2.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており 
    ません。 
 
(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３月期第２四半期 33,745 21,947 65.0 
24年３月期 34,376 20,083 58.4 
（参考）自己資本    25年３月期第２四半期  21,947百万円   24年３月期  20,083百万円 

 
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３月期 － 6.00 － 26.00 32.00
25年３月期 － 10.00  
25年３月期(予想)  10.00 20.00
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31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 68,600 8.1 9,680 9.6 9,890 10.4 5,530 19.2 122.38
（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 ：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 

 (注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会社上の見積りの変更と
   区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報(注
   記事項)に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧くださ
   い。 

 
(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） 25年３月期２Ｑ 45,492,477株 24年３月期 45,492,477株
②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 305,906株 24年３月期 303,743株
③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 45,187,103株 24年３月期２Ｑ 45,196,977株

 (注)当社は、平成23年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.5株の割合で株式分割を行ってお 
   ります。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 
 
※ 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のレビュー手続は終了して

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Ｐ.２「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、景気は緩やかに回

復傾向にあるものの、世界経済の減速懸念が高まるなど先行きについては依然として不透明な状況となっ

ております。 

眼鏡業界におきましては、企業間の価格競争による単価低下により、市場規模が縮小傾向にある一方

で、デザイン性や機能性の高い商品を志向する動きも出てきております。 

このような状況のもと、当社は①人材教育②商品開発③広告戦略④店舗開発に重点的に取り組み、顧客

の利便性・満足度の向上に努め、企業力強化を図ってまいりました。 

商品面につきましては、機能性の高いＰＢフレームとして①超軽量・超弾性ネオポリアミド樹脂フレー

ム「フリーフィット」、②国産のフレックスβチタンフレーム「ゼログラ」を更に軽量化した「ゼログラ

Ⅱ」、③軽さと装着感にこだわったスポーツ設計の「アイアスリート」の拡販に注力いたしました。ま

た、ゴルフ専用レンズやＰＣレンズ、熱に強いレンズなど特殊加工の高機能レンズを提供し、顧客の幅広

いニーズに対応しました。 

広告面につきましては、「ゼログラⅡ」のＴＶＣＭにベッキー氏を起用し商品の認知度向上を図るとと

もに、９月から超薄型の遠近両用レンズなど30種類のレンズから選んでも追加料金ゼロ円というコンセプ

トを訴求した新ＣＭに西田敏行氏を起用して「眼鏡市場」の認知度向上を図りました。 

 

店舗展開につきましては、直営での「眼鏡市場」の新規出店は35店舗、退店は１店舗、ＦＣでの新規出

店は「眼鏡市場」10店舗でした。 
 

これらの結果、売上高34,043百万円（前年同四半期比6.0％増）となりましたが、利益面につきまして

は、売上総利益率が前年同四半期比0.8ポイント低下したことや広告宣伝費、人件費などが増加したことに

より、営業利益5,152百万円（前年同四半期比9.2％減）、経常利益5,188百万円（前年同四半期比8.9％

減）、四半期純利益3,044百万円（前年同四半期比5.7％減）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

①流動資産 

流動資産の残高は13,109百万円（前事業年度末は14,508百万円）で、1,398百万円の減少となっておりま

す。現金及び預金の減少（2,242百万円）、商品及び製品の増加（787百万円）が主な要因であります。 

②固定資産 

固定資産の残高は20,635百万円（前事業年度末は19,867百万円）で、767百万円の増加となっておりま

す。建物の増加（379百万円）、敷金及び保証金の増加（271百万円）が主な要因であります。 

③流動負債 

流動負債の残高は10,027百万円（前事業年度末は10,987百万円）で、959百万円の減少となっておりま

す。一年内返済予定の長期借入金の減少（921百万円）、未払法人税等の減少（1,031百万円）、短期借入

金の増加（1,140百万円）が主な要因であります。 

④固定負債 

固定負債の残高は1,770百万円（前事業年度末は3,305百万円）で、1,535百万円の減少となっておりま

す。社債の減少（340百万円）、長期借入金の減少（1,192百万円）が主な要因であります。 

⑤純資産 

純資産の残高は21,947百万円（前事業年度末は20,083百万円）で、1,864百万円の増加となっておりま

す。利益剰余金の増加（1,869百万円）が主な要因であります。 

 

(3)  業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 
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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 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

 

(3)  追加情報 

役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」とし

て計上しておりましたが、平成24年６月27日開催の第33期定時株主総会において、社内取締役に対する退

職慰労金制度を廃止し、打切り支給することを決議し、退任時に支給することといたしました。 

 これに伴い、該当する「役員退職慰労引当金」を取り崩し、打切り支給額の未払い分978,922千円を固定

負債の「その他」に含めて計上しております。 

 

 

- 3 -

㈱メガネトップ（7541）　平成25年３月期　第２四半期決算短信



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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,388,778 4,146,050

受取手形及び売掛金 1,311,079 1,378,592

商品及び製品 4,485,147 5,272,217

仕掛品 177,171 165,861

原材料及び貯蔵品 69,322 87,664

その他 2,078,299 2,059,943

貸倒引当金 △1,332 △596

流動資産合計 14,508,466 13,109,733

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,548,900 6,928,124

その他（純額） 4,222,054 4,314,625

有形固定資産合計 10,770,954 11,242,749

無形固定資産 263,279 276,075

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,540,986 7,812,715

その他 1,299,166 1,306,808

貸倒引当金 △6,453 △2,453

投資その他の資産合計 8,833,699 9,117,070

固定資産合計 19,867,933 20,635,895

資産合計 34,376,399 33,745,629

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,380,663 1,737,652

短期借入金 － 1,140,000

1年内返済予定の長期借入金 941,596 20,000

未払法人税等 3,029,873 1,997,950

賞与引当金 1,101,292 1,086,785

役員賞与引当金 45,000 60,000

その他 4,488,884 3,984,953

流動負債合計 10,987,309 10,027,342

固定負債   

社債 340,000 －

長期借入金 1,272,794 80,000

役員退職慰労引当金 969,979 18,835

その他 723,184 1,671,807

固定負債合計 3,305,957 1,770,643

負債合計 14,293,267 11,797,986

純資産の部   
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

株主資本   

資本金 2,336,771 2,336,771

資本剰余金 2,667,521 2,667,521

利益剰余金 15,216,138 17,085,878

自己株式 △135,909 △138,014

株主資本合計 20,084,521 21,952,155

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,389 △4,512

評価・換算差額等合計 △1,389 △4,512

純資産合計 20,083,132 21,947,643

負債純資産合計 34,376,399 33,745,629
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 32,122,850 34,043,764

売上原価 10,032,191 10,900,969

売上総利益 22,090,659 23,142,794

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 5,706,021 6,266,637

賞与引当金繰入額 975,830 1,072,741

役員賞与引当金繰入額 22,500 60,000

役員退職慰労引当金繰入額 17,459 1,430

その他 9,696,483 10,589,106

販売費及び一般管理費合計 16,418,295 17,989,915

営業利益 5,672,364 5,152,878

営業外収益   

受取利息 23,074 25,345

受取配当金 524 524

受取賃貸料 222,711 233,646

その他 54,352 28,467

営業外収益合計 300,663 287,983

営業外費用   

支払利息 37,315 9,640

賃貸収入原価 134,323 153,101

為替差損 85,360 45,672

その他 20,676 43,547

営業外費用合計 277,675 251,961

経常利益 5,695,352 5,188,900

特別損失   

固定資産除却損 19,175 52,139

減損損失 62,840 18,910

特別損失合計 82,015 71,050

税引前四半期純利益 5,613,336 5,117,850

法人税、住民税及び事業税 2,558,369 1,964,069

法人税等調整額 △172,188 109,134

法人税等合計 2,386,180 2,073,203

四半期純利益 3,227,156 3,044,646
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(4) 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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