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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 1,397 △1.4 0 △99.3 △4 ― △7 ―
24年3月期第1四半期 1,416 25.0 53 ― 35 ― 34 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △10百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 31百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.51 ―
24年3月期第1四半期 2.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 3,064 1,530 49.5
24年3月期 3,162 1,540 48.2
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  1,515百万円 24年3月期  1,525百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,800 △4.5 96 △47.2 82 △47.5 80 △47.5 5.26
通期 5,990 △0.2 269 △19.5 244 △17.3 224 △24.4 14.72



(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 

（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計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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご参照ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 15,423,999 株 24年3月期 15,423,999 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 203,730 株 24年3月期 203,589 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,220,297 株 24年3月期1Q 15,220,600 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、欧州の信用不安、貿易収支の

悪化、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引き続き推し進めてま

いりましたが、メガネフレームの売上減少の影響が大きく、当第１四半期の連結売上高は1,397,352千円（前年同四

半期は1,416,778千円）となりました。 

 損益につきましては、売上総利益は製造子会社であるNISSEY VIETNAM CO.,LTD.の生産体制の再構築並びに生産増

強のための人員拡充、そしてベトナムの物価高騰にともなう給料手当及び賞与の増加など、人件費の増加をコスト

削減では吸収しきれない状況でもあり370,623千円（前年同四半期は393,592千円）となりました。営業利益は売上

総利益の減少に加え、技術継承を前提とした、本社の生産技術・開発部門などの人材若返りのための人員拡充にと

もなう人件費の増加などにより357千円（前年同四半期は営業利益53,215千円）となりました。経常損失は円高によ

る為替差損は縮小しましたが、営業利益の減少により4,511千円（前年同四半期は経常利益35,828千円）となりまし

た。四半期純損失は税負担の増加もあり7,713千円（前年同四半期は四半期純利益34,820千円）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 

時計バンドの売上高は838,351千円となり、前年同四半期比20,853千円増加しました。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、主

に高付加価値製品の受注増加があり、前年をやや上回る売上高となりました。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、昨年来、受注は回復軌道に乗っており17,725千円の増

加となりました。  

 しかしながら、セグメント利益は前述の人件費の増加もあり2,255千円（前年同四半期はセグメント利益21,721千

円）となりました。 

② メガネフレーム 

メガネフレームの売上高は474,100千円となり、前年同四半期比37,366千円減少しました。このうち、㈱村井は、

大規模チェーン店向の新素材製品の売上増加などにより32,371千円の増加となりました。しかしながら、当社のメ

ガネフレーム部門は、新規取引先の開拓は進んでいるものの、ドイツの高級ブランドメーカーからの大幅な受注の

減少、国内受注先のモデルチェンジによる一時的な受注の減少が重なったことなどにより69,738千円の著しい減少

となりました。  

 これにより、セグメント損失は7,562千円（前年同四半期はセグメント利益26,099千円）となりました。 

③ その他  

その他の売上高は84,900千円となり、前年同四半期比2,914千円減少しました。これは主に静電気除去器の売上減

少などによるものです。  

 これにより、セグメント利益は887千円（前年同四半期はセグメント利益1,338千円）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3,064,791千円となり、前連結会計年度末と比べ97,857千円減少し

ました。このうち、流動資産は2,166,087千円となり、117,708千円減少しました。これは主に借入金の返済などに

よる現金及び預金の減少81,142千円、受注の減少による商品及び製品の減少48,653千円、そのほか受取手形及び売

掛金の増加23,162千円などによるものです。固定資産は898,703千円となり、19,850千円増加しました。これは主

に、本社事務所の増床などによる敷金及び保証金の増加11,926千円、貸倒引当金の減少7,576千円などによるもので

す。 

 負債合計は1,534,049千円となり、87,683千円減少しました。流動負債は1,212,247千円となり、56,323千円減少

しました。これは主に短期借入金の純減少額75,784千円などによるものです。固定負債は321,802千円となり、

31,359千円減少しました。これは主に長期借入金の返済による減少30,466千円などによるものです。 

 純資産は1,530,741千円となり、10,174千円減少しました。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の

減少7,713千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25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日付にて公表致しました業績予想に変更ありませ

ん。 

 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数

値と異なる可能性があります。 

  

当第１四半期連結累計期間において、時計バンド及びその他の受注残高が著しく減少しております。 

 時計バンドの減少はスイスの高級時計メーカーからの大口受注のキャンセル、その他の減少は静電気除去器の取

引先からの発注による納品前倒しと新規受注の第２四半期へのずれ込みなどによるものであります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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(注記事項)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
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 880,805 799,662

受取手形及び売掛金 600,989 624,152

商品及び製品 249,734 201,080

仕掛品 303,441 285,338

原材料及び貯蔵品 184,057 184,150

その他 70,304 75,409

貸倒引当金 △5,536 △3,706

流動資産合計 2,283,796 2,166,087

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 200,823 201,323

機械装置及び運搬具（純額） 279,612 283,363

工具、器具及び備品（純額） 37,153 40,400

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 500 724

有形固定資産合計 641,703 649,425

無形固定資産

借地権 157,869 156,531

その他 9,826 9,316

無形固定資産合計 167,695 165,848

投資その他の資産

投資有価証券 19,787 18,546

敷金及び保証金 27,023 38,949

その他 43,683 39,397

貸倒引当金 △21,040 △13,464

投資その他の資産合計 69,453 83,430

固定資産合計 878,853 898,703

資産合計 3,162,649 3,064,791
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 561,757 555,466

短期借入金 383,371 307,587

1年内返済予定の長期借入金 160,611 131,231

賞与引当金 31,299 57,658

未払法人税等 7,503 4,553

その他 124,026 155,750

流動負債合計 1,268,571 1,212,247

固定負債

長期借入金 255,724 225,258

退職給付引当金 97,437 96,543

固定負債合計 353,162 321,802

負債合計 1,621,733 1,534,049

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 △1,541,960 △1,549,673

自己株式 △40,291 △40,312

株主資本合計 1,532,604 1,524,870

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5,836 △8,277

為替換算調整勘定 △851 △851

その他の包括利益累計額合計 △6,688 △9,128

新株予約権 15,000 15,000

純資産合計 1,540,915 1,530,741

負債純資産合計 3,162,649 3,064,791
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 1,416,778 1,397,352

売上原価 1,023,186 1,026,728

売上総利益 393,592 370,623

販売費及び一般管理費 340,377 370,266

営業利益 53,215 357

営業外収益

受取利息 107 99

受取配当金 1,270 56

貸倒引当金戻入額 1,775 5,306

その他 1,978 3,509

営業外収益合計 5,131 8,972

営業外費用

支払利息 10,236 6,903

為替差損 11,545 6,649

その他 736 287

営業外費用合計 22,519 13,841

経常利益又は経常損失（△） 35,828 △4,511

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（△）

35,828 △4,511

法人税等 1,007 3,201

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（△）

34,820 △7,713

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,820 △7,713

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（△）

34,820 △7,713

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,648 △2,440

その他の包括利益合計 △3,648 △2,440

四半期包括利益 31,171 △10,154

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,171 △10,154

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及び包括利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24年４月１日 至 平成24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及び包括利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) 

 
  

該当事項はありません。 

  

（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 メガネフレーム その他 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

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 53,215

時計バンド メガネフレーム その他 合計

 売上高

  外部顧客への売上高 838,351 474,100 84,900 1,397,352

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─

計 838,351 474,100 84,900 1,397,352

 セグメント利益又は損失(△) 2,255 △7,562 887 △4,419

利益 金額

 報告セグメント計 △4,419

 減損固定資産の減価償却費の調整 2,829

 その他の調整額 1,947

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 357

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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。 

  

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 566,833 △1.3

メガネフレーム 49,919 △36.4

その他 81,735 +9.7

合計 698,488 △4.0

(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 557,892 △36.8 500,032 △54.5

メガネフレーム 397,665 +21.5 406,103 △37.0

その他 73,070 △30.4 43,619 △52.0

合計 1,028,628 △21.8 949,754 △48.2

(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 838,351 +2.6

メガネフレーム 474,100 △7.3

その他 84,900 △3.3

合計 1,397,352 △1.4

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. 176,693 12.5 194,418 13.9

カシオ計算機株式会社 253,093 17.9 232,583 16.6

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 263,715 18.6 226,127 16.2

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

95,867 6.8 146,652 10.5
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