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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 2,930 20.5 181 ― 156 ― 152 ―

23年3月期第2四半期 2,431 22.1 △5 ― △36 ― △38 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 141百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △37百万円 （―％）

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2四半期 10.01 ―

23年3月期第2四半期 △2.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 2,870 1,395 48.1
23年3月期 2,773 1,254 44.7

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  1,380百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 203,589 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2Q 15,220,533 株 23年3月期2Q 15,221,954 株
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当第２四半期連結累計期間（以下、「当第２四半期」という。）における我が国経済は、東日本大震

災の影響、欧州の信用不安、急激な円高の進行などにより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とともに、生産体制の再構築による高品質な製品の安定供給の実現を

推し進めてまいりました。その結果、当第２四半期の業績は、連結売上高は2,930,637千円（前年同四

半期は2,431,632千円）、売上総利益は882,950千円（前年同四半期は601,245千円）、営業利益は

181,927千円（前年同四半期は営業損失5,530千円）、経常利益は156,055千円（前年同四半期は経常損

失36,153千円）、四半期純利益は152,328千円（前年同四半期は四半期純損失38,554千円）と黒字に転

換することができました。 

 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1,819,715千円となり、前年同四半期比362,870千円増加しました。このう

ち、国内大手メーカーへの売上は、同社の海外売上の増強計画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に加え、大型案件の売上高計上などにより169,444千円の増

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、本格的な受注回復と生産性向上による

受注拡大などにより180,104千円の著しい増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は138,029千円（前年同四半期はセグメント利益27,406千円）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929,934千円となり、前年同四半期比123,353千円増加しました。この

うち、㈱村井は、市場環境は厳しいものの、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94,651千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などにより28,702千円の増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は20,205千円（前年同四半期はセグメント損失55,775千円）となりまし

た。 

③ その他事業  

その他事業の売上高は180,987千円となり、前年同四半期比12,781千円増加しました。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6,146千円（前年同四半期はセグメント損失4,629千円）となりまし

た。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,870,454千円となり、前連結会計年度末と比べ

96,491千円増加しました。このうち、流動資産は、1,998,892千円となり、102,022千円増加しました。

これは主に売上増加による受取手形及び売掛金の増加19,727千円、受注増加による仕掛品の増加68,385

千円及び原材料及び貯蔵品の増加24,821千円などによるものです。固定資産は、871,561千円となり、

5,531千円減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による増加75,807千円、投資有価証券の売

却などによる減少39,451千円、固定資産の減価償却による減少50,896千円などによるものです。 

 負債合計は1,474,576千円となり、44,748千円減少しました。流動負債は1,122,861千円となり、

4,867千円増加しました。これは主に受注増加による支払手形及び買掛金の増加55,655千円、１年内返

済予定の長期借入金の増加40,882千円、大型案件の売上高計上による前受金の減少119,877千円などに

よるものです。固定負債は351,715千円となり、49,615千円減少しました。これは主に、長期借入金の

減少55,252千円などによるものです。 

 純資産は1,395,878千円となり、141,239千円増加しました。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152,328千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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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比較して、6,437千円増加し506,213千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は75,355千円となりました。税金等調整前四半期純利益162,167千円

（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失36,070千円）の計上、減価償却費50,896千円の計上、受注

増加による仕入債務の増加55,358千円などがありました。一方、受注増加によるたな卸資産の増加

76,434千円、大型案件の売上高計上による前受金の減少119,877千円などがありました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は41,888千円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入

34,467千円、有形及び無形固定資産の取得による支出75,807千円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により支出した資金は6,422千円となりました。これは主に長期借入れによる収入24,000千

円、長期借入金の返済による支出35,047千円などによるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間における連結業績は、計画を上回って推移いたしましたが、欧州の信用不

安など、世界経済の先行きは不透明な状況が続くと予想されます。 

 従いまして、平成23年５月13日付にて公表しました通期業績予想の修正は行っておりません。 

  

当第２四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、国内大手メーカー及び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 

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,775 512,413

受取手形及び売掛金 586,535 606,263

商品及び製品 230,164 213,392

仕掛品 331,897 400,282

原材料及び貯蔵品 196,706 221,527

その他 49,300 56,081

貸倒引当金 △5,509 △11,068

流動資産合計 1,896,870 1,998,892

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 201,757 200,807

機械装置及び運搬具（純額） 235,663 264,494

工具、器具及び備品（純額） 42,797 41,779

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 417 2,232

有形固定資産合計 604,251 632,928

無形固定資産

借地権 163,221 160,545

その他 11,622 10,828

無形固定資産合計 174,844 171,374

投資その他の資産

投資有価証券 55,563 16,111

敷金及び保証金 26,081 26,392

その他 50,593 43,577

貸倒引当金 △34,239 △18,822

投資その他の資産合計 97,997 67,259

固定資産合計 877,092 871,561

資産合計 2,773,963 2,870,454
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 529,456 585,112

短期借入金 198,610 207,896

1年内返済予定の長期借入金 76,618 117,500

賞与引当金 21,947 28,679

未払法人税等 6,557 11,993

前受金 168,035 48,157

その他 116,766 123,521

流動負債合計 1,117,993 1,122,861

固定負債

長期借入金 320,794 265,541

退職給付引当金 77,880 86,173

繰延税金負債 2,656 －

固定負債合計 401,331 351,715

負債合計 1,519,324 1,474,576

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 △1,685,741

自己株式 △40,280 △40,291

株主資本合計 1,236,505 1,388,823

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 △7,093

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 △7,944

新株予約権 15,000 15,000

純資産合計 1,254,639 1,395,878

負債純資産合計 2,773,963 2,870,454
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 2,431,632 2,930,637

売上原価 1,830,386 2,047,686

売上総利益 601,245 882,950

販売費及び一般管理費 606,775 701,022

営業利益又は営業損失（△） △5,530 181,927

営業外収益

受取利息 281 218

受取配当金 2,351 1,529

貸倒引当金戻入額 － 2,848

その他 6,800 3,724

営業外収益合計 9,433 8,321

営業外費用

支払利息 16,911 19,573

為替差損 15,841 13,227

その他 7,303 1,392

営業外費用合計 40,056 34,193

経常利益又は経常損失（△） △36,153 156,055

特別利益

貸倒引当金戻入額 80 －

投資有価証券売却益 － 6,111

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 82 6,111

特別損失

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

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（△）

△36,070 162,167

法人税等 2,484 9,838

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（△）

△38,554 152,328

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38,554 152,328

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（△）

△38,554 152,328

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,489 △11,078

為替換算調整勘定 △134 －

その他の包括利益合計 1,354 △11,078

四半期包括利益 △37,199 141,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,199 141,250

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△36,070 162,167

減価償却費 53,360 50,896

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △226 △9,857

退職給付引当金の増減額（△は減少） △893 8,293

受取利息及び受取配当金 △2,632 △1,748

支払利息 16,911 19,573

為替差損益（△は益） 286 17,283

売上債権の増減額（△は増加） △83,782 △19,727

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,248 △76,434

立替金の増減額（△は増加） 16,192 △3,536

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △2,906 △311

仕入債務の増減額（△は減少） 142,479 55,358

前受金の増減額（△は減少） － △119,877

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,925 6,731

その他 28,459 15,892

小計 98,855 98,590

利息及び配当金の受取額 3,077 1,712

利息の支払額 △26,222 △19,709

遅延損害金の支払額 △2,289 －

法人税等の支払額 △4,351 △5,238

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,069 75,355

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 △1,800 △1,800

定期預金の払戻による収入 3,600 3,600

有形及び無形固定資産の取得による支出 △46,947 △75,807

有形固定資産の売却による収入 2 －

投資有価証券の取得による支出 △2,565 △2,639

投資有価証券の売却による収入 － 34,467

貸付金の回収による収入 － 290

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,710 △41,888

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） △6,214 9,285

長期借入れによる収入 － 24,000

長期借入金の返済による支出 △29,233 △35,047

社債の償還による支出 △40,000 －

設備関係割賦債務の返済による支出 △4,586 △4,649

自己株式の取得による支出 △49 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,083 △6,422

現金及び現金同等物に係る換算差額 △988 △20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,713 6,437

現金及び現金同等物の期首残高 433,825 499,775

現金及び現金同等物の四半期末残高 374,111 506,213
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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) 

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 1,456,844 806,581 168,206 2,431,632

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 1,456,844 806,581 168,206 2,431,632

 セグメント利益又は損失(△) 27,406 △55,775 △4,629 △32,998

利益 金額

 報告セグメント計 △32,998

 減損固定資産の減価償却費の調整 16,565

 その他の調整額 10,902

 四半期連結損益計算書の営業損失 △5,530

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 1,819,715 929,934 180,987 2,930,637

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 1,819,715 929,934 180,987 2,930,637

 セグメント利益 138,029 20,205 6,146 164,382

利益 金額

 報告セグメント計 164,382

 減損固定資産の減価償却費の調整 12,477

 その他の調整額 5,068

 四半期連結損益計算書の営業利益 181,927

日本精密株式会社(7771) 平成24年3月期　第２四半期決算短信

8



該当事項はありません。 

  

当第２四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２四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２四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。 

  

（６）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 1,374,426 +65.4

メガネフレーム事業 172,514 △13.2

その他事業 171,574 +5.0

合計 1,718,515 +44.0

(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 1,707,596 +12.0 921,400 △13.6

メガネフレーム事業 805,358 +2.8 703,718 +92.5

その他事業 160,968 △16.9 53,719 △32.8

合計 2,673,923 +6.9 1,678,837 +11.0

(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 1,819,715 +24.9

メガネフレーム事業 929,934 +15.3

その他事業 180,987 +7.6

合計 2,930,637 +20.5

相手先
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

RADO WATCH CO.,LTD. 191,402 7.9 371,507 12.7

カシオ計算機株式会社 177,316 7.3 672,672 23.0

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 657,277 27.0 535,548 18.3

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

170,089 7.0 182,587 6.2
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