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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期 1,416 25.0 53 ― 35 ― 34 ―

23年3月期第1四半期 1,133 17.8 △12 ― △30 ― △32 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △32百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.29 ―

23年3月期第1四半期 △2.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,932 1,285 43.3
23年3月期 2,773 1,254 44.7

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  1,270百万円 23年3月期  1,239百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 2,713 11.6 76 ― 56 ― 55 ― 3.66
通期 5,629 8.7 211 2.4 172 10.8 170 △1.2 11.20



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
四半期連結財務諸表の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、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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,423,999 株 23年3月期 15,423,999 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 203,399 株 23年3月期 203,399 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,220,600 株 23年3月期1Q 15,222,250 株
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当第１四半期連結累計期間（以下、当第１四半期という）における我が国経済は、３月11日に発生し

た東日本大震災の影響による電力不足や放射能汚染問題等に加え、貿易収支の赤字転落、不安定な世界

経済と円相場の高止まりなど景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。  

 このような状況下、当社グループは、生産拠点をＡＳＥＡＮエリアに有するという、コスト競争力を

活かした営業活動のさらなる強化を推し進めてまいりました。その結果、当第１四半期の業績は、連結

売上高は1,416,778千円（前年同四半期は1,133,319千円）、売上総利益は393,592千円（前年同四半期

は286,537円）、営業利益は53,215千円（前年同四半期は営業損失12,716千円）、経常利益は35,828千

円（前年同四半期は経常損失30,404千円）、四半期純利益は34,820千円（前年同四半期は四半期純損失

32,144千円）と黒字に転換することができました。 

 なお、当社グループは生産活動のほとんどをベトナムや中国などの海外で行っており、東日本大震災

による製品供給面での影響はありません。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 時計バンド事業 

時計バンド事業の売上高は817,497千円となり、前年同四半期比165,465千円増加しました。このう

ち、国内大手メーカーからは、同社のさらなる事業拡大にともなう増産と当社グループの総合力が引き

続き評価されたことによる受注増加があり40,558千円の増加となりました。また、スイスの高級時計メ

ーカーへの売上は、高級品の需要は依然として低迷しているものの、前年の第４四半期から受注は回復

軌道に乗っており124,893千円の増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は21,721千円（前年同四半期はセグメント損失10,866千円）となりまし

た。 

② メガネフレーム事業 

メガネフレーム事業の売上高は511,466千円となり、前年同四半期比111,683千円増加しました。この

うち、㈱村井は、中規模チェーン店向の営業強化と大型チェーン店向ひも付き営業への注力等により

82,105千円の増加となりました。また、当社のメガネフレーム部門は、ヨーロッパの高級ブランド品の

受注増加等により29,577千円の増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は26,099千円（前年同四半期はセグメント損失15,689千円）となりまし

た。 

③ その他事業  

その他事業の売上高は87,814千円となり、前年同四半期比6,311千円増加しました。これは主に、静

電気除去器の売上増加によるものです。  

 これにより、セグメント利益は1,338千円（前年同四半期はセグメント損失3,206千円）となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,932,214千円となり、前連結会計年度末と比べ

158,250千円増加しました。このうち、流動資産は、2,041,877千円となり、145,006千円増加しまし

た。これは主に売上高の増加による受取手形及び売掛金の増加49,373千円、受注高の増加による原材料

及び貯蔵品の増加60,630千円などによるものです。固定資産は、890,337千円となり、13,244千円増加

しました。これは主に、有形固定資産の取得による増加33,760千円、固定資産の減価償却による減少

24,960千円などによるものです。 

 負債合計は1,646,403千円となり、127,079千円増加しました。流動負債は1,264,586千円となり、

146,593千円増加しました。これは主に受注高の増加による支払手形及び買掛金の増加95,828千円など

によるものです。固定負債は381,817千円となり、19,513千円減少しました。これは主に、長期借入金

の返済による減少17,687千円などによるものです。 

 純資産は1,285,810千円となり、31,171千円増加しました。これは主に、四半期純利益の計上による

利益剰余金の増加34,820千円などによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期の通期業績予想につきましては、概ね計画通りに推移したため平成23年５月13日付に

て公表致しました業績予想に変更ありません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、時計バンド事業の生産実績が著しく増加しております。 

 これは、スイスの高級時計メーカーからの受注増加にともない、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.における

生産が増加したためであります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（４）生産、受注及び販売の状況

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,775 546,252

受取手形及び売掛金 586,535 635,908

商品及び製品 230,164 211,956

仕掛品 331,897 348,600

原材料及び貯蔵品 196,706 257,337

その他 49,300 53,741

貸倒引当金 △5,509 △11,920

流動資産合計 1,896,870 2,041,877

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 201,757 199,081

機械装置及び運搬具（純額） 235,663 246,048

工具、器具及び備品（純額） 42,797 42,655

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 417 4,537

有形固定資産合計 604,251 615,936

無形固定資産

借地権 163,221 161,883

その他 11,622 11,253

無形固定資産合計 174,844 173,137

投資その他の資産

投資有価証券 55,563 51,085

敷金及び保証金 26,081 26,302

その他 50,593 43,485

貸倒引当金 △34,239 △19,610

投資その他の資産合計 97,997 101,263

固定資産合計 877,092 890,337

資産合計 2,773,963 2,932,214
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 529,456 625,285

短期借入金 198,610 182,018

1年内返済予定の長期借入金 76,618 99,620

賞与引当金 21,947 7,693

未払法人税等 6,557 3,469

前受金 168,035 169,191

その他 116,766 177,307

流動負債合計 1,117,993 1,264,586

固定負債

長期借入金 320,794 303,106

退職給付引当金 77,880 78,082

繰延税金負債 2,656 628

固定負債合計 401,331 381,817

負債合計 1,519,324 1,646,403

純資産の部

株主資本

資本金 1,565,875 1,565,875

資本剰余金 1,548,980 1,548,980

利益剰余金 △1,838,069 △1,803,249

自己株式 △40,280 △40,280

株主資本合計 1,236,505 1,271,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,985 336

為替換算調整勘定 △851 △851

その他の包括利益累計額合計 3,133 △515

新株予約権 15,000 15,000

純資産合計 1,254,639 1,285,810

負債純資産合計 2,773,963 2,932,214
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 1,133,319 1,416,778

売上原価 846,782 1,023,186

売上総利益 286,537 393,592

販売費及び一般管理費 299,253 340,377

営業利益又は営業損失（△） △12,716 53,215

営業外収益

受取利息 154 107

受取配当金 1,364 1,270

貸倒引当金戻入額 － 1,775

その他 4,757 1,978

営業外収益合計 6,275 5,131

営業外費用

支払利息 7,407 10,236

為替差損 12,043 11,545

その他 4,512 736

営業外費用合計 23,964 22,519

経常利益又は経常損失（△） △30,404 35,828

特別利益

貸倒引当金戻入額 145 －

その他 1 －

特別利益合計 147 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△30,257 35,828

法人税、住民税及び事業税 1,887 1,007

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,887 1,007

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△32,144 34,820

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,144 34,820

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△32,144 34,820

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △755 △3,648

為替換算調整勘定 42 －

その他の包括利益合計 △713 △3,648

四半期包括利益 △32,857 31,171

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,857 31,171

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                         (単位：千円) 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 
                                       (単位：千円) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

(単位：千円) 

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

時計バンド事業 メガネフレーム事業 その他事業 合計

 売上高

  外部顧客への売上高 652,032 399,783 81,503 1,133,319

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 652,032 399,783 81,503 1,133,319

 セグメント損失 △10,866 △15,689 △3,206 △29,762

利益 金額

 報告セグメント計 △29,762

 減損固定資産の減価償却費の調整 8,325

 その他の調整額 8,720

 四半期連結損益計算書の営業損失 △12,716

時計バンド事業 メガネフレーム事業 その他事業 合計

 売上高

  外部顧客への売上高 817,497 511,466 87,814 1,416,778

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 817,497 511,466 87,814 1,416,778

 セグメント利益 21,721 26,099 1,338 49,160

利益 金額

 報告セグメント計 49,160

 減損固定資産の減価償却費の調整 6,971

 その他の調整額 △2,916

 四半期連結損益計算書の営業利益 53,215
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引はありません。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引はありません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引はありません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

時計バンド事業 574,283 +56.6

メガネフレーム事業 78,430 △22.4

その他事業 74,501 △8.3

合計 727,216 +32.4

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

時計バンド事業 882,972 +28.4 1,098,994 +6.2

メガネフレーム事業 327,425 △27.8 644,253 +45.7

その他事業 104,917 △14.2 90,841 △4.6

合計 1,315,315 +4.1 1,834,088 +16.7

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

時計バンド事業 817,497 +25.4

メガネフレーム事業 511,466 +27.9

その他事業 87,814 +7.7

合計 1,416,778 +25.0

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

RADO WATCH CO.,LTD. 51,800 4.6 176,693 12.5

カシオ計算機株式会社 89,247 7.9 253,093 17.9

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 324,586 28.6 263,715 18.6

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

78,679 6.9 95,867 6.8

CASIO(THAILAND) CO.,LTD. 79,652 7.0 47 0.0
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