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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 4,689 20.9 326 310.8 285 729.0 283 586.6
23年3月期第3四半期 3,879 25.6 79 ― 34 ― 41 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 270百万円 （539.9％） 23年3月期第3四半期 42百万円 （―％）

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3四半期 18.60 ―
23年3月期第3四半期 2.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,205 1,525 47.1
23年3月期 2,773 1,254 44.7
（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  1,510百万円 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 5,900 13.9 350 69.8 295 89.6 290 68.1 19.05



(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3Q 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3Q 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3Q 15,220,492 株 23年3月期3Q 15,221,635 株
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当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期という）における我が国経済は、東日本大震災によ

る落ち込みから立ち直りつつあるものの、欧州信用不安の長期化と円相場の高止まり、世界的な景気の

減速懸念に加え、10月に発生したタイの洪水による影響など景気の先行きは極めて不透明な状況にあり

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、生産効率の向上及び生産能力の拡大、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３四半期の業績は、連

結売上高は4,689,977千円（前年同四半期は3,879,376千円）、売上総利益は1,395,217千円（前年同四

半期は1,009,999千円）、営業利益は326,366千円（前年同四半期は79,455千円）、経常利益は285,388

千円（前年同四半期は34,425千円）、四半期純利益は283,174千円（前年同四半期は41,245千円）とな

りました。 

 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2,883,192千円となり、前年同四半期比621,253千円増加しました。このう

ち、国内大手メーカーからは、同社の海外売上の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に加え、大型案件の売上高計上などにより336,600千円の増加となり

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能力向上による受注拡

大などにより285,674千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253,188千円（前年同四半期は47,904千円）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1,538,198千円となり、前年同四半期比185,313千円増加しました。こ

のうち、㈱村井は、新ブランドの投入、中規模チェーン店向の営業強化と大規模チェーン店向ひも付き

営業への注力などにより118,435千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、今期より採用したビジネスモデルが軌道に乗り始めたことなどに

より66,877千円の増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は45,013千円（前年同四半期は2,422千円）となりました。 

③ その他事業  

その他事業の売上高は268,586千円となり、前年同四半期比4,033千円増加しました。これは主に、静

電気除去器の売上増加などによるものです。  

 これにより、セグメント損失は2,414千円（前年同四半期はセグメント損失6,419千円）となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,205,043千円となり、前連結会計年度末と比べ

431,080千円増加しました。このうち、流動資産は、2,325,572千円となり、428,701千円増加しまし

た。これは主に現金及び預金の増加203,087千円、売上増加による受取手形及び売掛金の増加178,851千

円、受注増加による商品及び製品の増加35,295千円などによるものです。固定資産は、879,471千円と

なり、2,378千円増加しました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による増加111,799千円、固

定資産の減価償却による減少75,026千円などによるものです。 

 負債合計は1,679,538千円となり、160,214千円増加しました。流動負債は1,358,526千円となり、

240,533千円増加しました。これは主に受注増加による支払手形及び買掛金の増加238,357千円などによ

るものです。固定負債は321,012千円となり、80,319千円減少しました。これは主に、長期借入金の返

済による減少123,760千円などによるものです。 

 純資産は1,525,505千円となり、270,866千円増加しました。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283,174千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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最近の業績動向を踏まえ、平成23年５月13日公表の通期の業績予想数値を修正しております。 

 なお、予想に関する事項は、平成24年１月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

当第３四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 

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,775 710,863

受取手形及び売掛金 586,535 765,387

商品及び製品 230,164 265,459

仕掛品 331,897 290,397

原材料及び貯蔵品 196,706 220,079

その他 49,300 79,290

貸倒引当金 △5,509 △5,906

流動資産合計 1,896,870 2,325,572

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 201,757 203,720

機械装置及び運搬具（純額） 235,663 273,880

工具、器具及び備品（純額） 42,797 42,797

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 417 2,308

有形固定資産合計 604,251 646,321

無形固定資産

借地権 163,221 159,207

その他 11,622 10,462

無形固定資産合計 174,844 169,669

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 43,592

貸倒引当金 △34,239 △22,616

投資その他の資産合計 97,997 63,481

固定資産合計 877,092 879,471

資産合計 2,773,963 3,205,043
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 529,456 767,814

短期借入金 198,610 283,126

1年内返済予定の長期借入金 76,618 135,431

賞与引当金 21,947 10,074

未払法人税等 6,557 5,043

前受金 168,035 105

その他 116,766 156,930

流動負債合計 1,117,993 1,358,526

固定負債

長期借入金 320,794 230,061

退職給付引当金 77,880 90,950

繰延税金負債 2,656 －

固定負債合計 401,331 321,012

負債合計 1,519,324 1,679,538

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 △1,554,895

自己株式 △40,280 △40,291

株主資本合計 1,236,505 1,519,668

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 △8,311

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 △9,163

新株予約権 15,000 15,000

純資産合計 1,254,639 1,525,505

負債純資産合計 2,773,963 3,205,043
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 3,879,376 4,689,977

売上原価 2,869,376 3,294,759

売上総利益 1,009,999 1,395,217

販売費及び一般管理費 930,544 1,068,850

営業利益 79,455 326,366

営業外収益

受取利息 383 433

受取配当金 2,352 1,551

受取家賃 2,501 2,494

貸倒引当金戻入額 － 4,216

その他 5,948 2,757

営業外収益合計 11,185 11,453

営業外費用

支払利息 27,740 28,606

持分法による投資損失 6,056 －

為替差損 19,511 21,994

その他 2,907 1,831

営業外費用合計 56,214 52,431

経常利益 34,425 285,388

特別利益

受取和解金 10,000 －

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 10,001 6,111

特別損失

固定資産除却損 0 －

貸倒引当金繰入額 163 －

特別損失合計 163 －

税金等調整前四半期純利益 44,264 291,500

法人税等 3,019 8,326

少数株主損益調整前四半期純利益 41,245 283,174

四半期純利益 41,245 283,174

少数株主損益調整前四半期純利益 41,245 283,174

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,315 △12,296

為替換算調整勘定 △230 －

その他の包括利益合計 1,084 △12,296

四半期包括利益 42,330 270,877

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 42,330 270,877

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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 2,261,938 1,352,885 264,552 3,879,376

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 2,261,938 1,352,885 264,552 3,879,376

 セグメント利益又は損失(△) 47,904 2,422 △6,419 43,906

利益 金額

 報告セグメント計 43,906

 減損固定資産の減価償却費の調整 23,593

 その他の調整額 11,954

 四半期連結損益計算書の営業利益 79,455

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 2,883,192 1,538,198 268,586 4,689,977

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
─ ─ ─ ─

計 2,883,192 1,538,198 268,586 4,689,977

 セグメント利益又は損失(△) 253,188 45,013 △2,414 295,786

利益 金額

 報告セグメント計 295,786

 減損固定資産の減価償却費の調整 20,902

 その他の調整額 9,677

 四半期連結損益計算書の営業利益 326,366
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該当事項はありません。 

  

当第３四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３四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３四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 2,059,147 +57.4

メガネフレーム事業 225,897 △22.1

その他事業 250,840 △1.2

合計 2,535,885 +36.9

(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 2,627,781 +23.8 778,108 △9.4

メガネフレーム事業 1,335,967 △23.0 626,063 △18.8

その他事業 250,535 △13.2 55,687 △29.2

合計 4,214,284 +1.7 1,459,858 △14.5

(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 2,883,192 +27.5

メガネフレーム事業 1,538,198 +13.7

その他事業 268,586 +1.5

合計 4,689,977 +20.9

相手先
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

RADO WATCH CO.,LTD. 295,461 7.6 581,136 12.4

カシオ計算機株式会社 297,136 7.7 1,073,848 22.9

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 978,338 25.2 861,097 18.4

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

274,844 7.1 282,571 6.0
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