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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,660 △9.2 △47 ― △63 ― △53 ―
24年3月期第2四半期 2,930 20.5 181 ― 156 ― 152 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △55百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 141百万円 （―％）

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2四半期 △3.50 ―
24年3月期第2四半期 10.01 ―

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 3,094 1,470 47.5
24年3月期 3,162 1,540 48.2
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  1,470百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、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 5,990 △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2Q 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2Q 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2Q 15,220,283 株 24年3月期2Q 15,220,533 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、円相場の高止まり、長

期化する欧州の信用不安、世界経済の減速懸念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、主力製品の売上減少の影響が大きく、当第２四半期の連結売上高は2,660,695千円（前年同四半期は

2,930,637千円）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697,574千円（前年同四半期は882,950千円）となりました。営業損失は売上

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47,166千円（前年同四半期は営業利益181,927千円）となりました。経常損失は営業

利益の減少に円高による為替差損が重なり63,618千円（前年同四半期は経常利益156,055千円）となりました。四半

期純損失は新株予約権の消滅による戻入益があり53,344千円（前年同四半期は四半期純利益152,328千円）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1,660,950千円となり、前年同四半期比158,764千円減少しました。このうち、国内大手メ

ーカーからは、前年の大型スポット案件の売上部分は減少しましたが、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り、リピートオーダーはほぼ前年並みの売上高となりまし

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おり、欧州の景気低迷の影

響も予想以上に大きく32,071千円の減少となりました。  

 これにより、セグメント利益は前述の人件費の増加もあり13,871千円（前年同四半期はセグメント利益138,029千

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835,890千円となり、前年同四半期比94,043千円減少しました。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19,343千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順調に進んでいるものの、大口取引先であるドイツの高級ブランドメー

カーなどからの受注減少分を補うことができなかったため113,387千円の大幅な減少となりました。  

 これにより、セグメント損失は68,933千円（前年同四半期はセグメント利益20,205千円）となりました。 

③ その他  

その他の売上高は163,854千円となり、前年同四半期比17,133千円減少しました。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、セグメント損失は2,930千円（前年同四半期はセグメント利益6,146千円）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3,094,503千円となり、前連結会計年度末と比べ68,145千円減少し

ました。このうち、流動資産は2,154,857千円となり、128,938千円減少しました。これは主に長期借入金の返済な

どによる現金及び預金の減少63,613千円、売上減少による受取手形及び売掛金の減少30,882千円、そのほか受注減

少による商品及び製品の減少40,886千円などによるものです。固定資産は939,646千円となり、60,793千円増加しま

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89,189千円、減価償却費の計上による減少51,059千

円、本社事務所の増床などによる敷金及び保証金の増加11,983千円などによるものです。 

 負債合計は1,623,688千円となり、1,955千円増加しました。流動負債は1,340,041千円となり、71,470千円増加し

ました。これは主に短期借入金の増加39,022千円などによるものです。固定負債は283,646千円となり、69,515千円

減少しました。これは主に長期借入金の減少68,235千円などによるものです。 

 純資産は1,470,815千円となり、70,100千円減少しました。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53,344千円、新株予約権の消滅による減少15,000千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、79,513千円減少し618,291千円となりました。 

（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92,126千円となりました。減価償却費51,059千円の計上、売上減少による売上債

権の減少30,882千円などがありました。一方、税金等調整前四半期純損失48,618千円（前年同四半期は税金等調整

前四半期純利益162,167千円）の計上、新株予約権の消滅による戻入益15,000千円の計上などがありました。 

（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107,731千円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出

89,189千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50,933千円となりました。これは主に短期借入金の純増額39,022千円、長期借入

金の返済による支出89,936千円などによるものです。 

平成25年３月期通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、平成25年３月期第２四半期累計期間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

した業績予想の数値を修正しておりますので、平成24年10月26日付にて公表致しました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

 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。 

  

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、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

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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 880,805 817,191

受取手形及び売掛金 600,989 570,107

商品及び製品 249,734 208,848

仕掛品 303,441 334,250

原材料及び貯蔵品 184,057 170,407

その他 70,304 57,593

貸倒引当金 △5,536 △3,542

流動資産合計 2,283,796 2,154,857

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 200,823 198,417

機械装置及び運搬具（純額） 279,612 316,911

工具、器具及び備品（純額） 37,153 43,957

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 500 650

有形固定資産合計 641,703 683,552

無形固定資産

借地権 157,869 155,193

その他 9,826 8,784

無形固定資産合計 167,695 163,978

投資その他の資産

投資有価証券 19,787 20,770

敷金及び保証金 27,023 39,006

その他 43,683 45,795

貸倒引当金 △21,040 △13,455

投資その他の資産合計 69,453 92,116

固定資産合計 878,853 939,646

資産合計 3,162,649 3,094,503
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 561,757 579,782

短期借入金 383,371 422,394

1年内返済予定の長期借入金 160,611 135,885

賞与引当金 31,299 31,591

未払法人税等 7,503 5,035

その他 124,026 165,352

流動負債合計 1,268,571 1,340,041

固定負債

長期借入金 255,724 187,488

退職給付引当金 97,437 96,158

固定負債合計 353,162 283,646

負債合計 1,621,733 1,623,688

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 △1,595,305

自己株式 △40,291 △40,312

株主資本合計 1,532,604 1,479,239

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 △7,572

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 △8,423

新株予約権 15,000 －

純資産合計 1,540,915 1,470,815

負債純資産合計 3,162,649 3,094,503
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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

売上高 2,930,637 2,660,695

売上原価 2,047,686 1,963,121

売上総利益 882,950 697,574

販売費及び一般管理費 701,022 744,740

営業利益又は営業損失（△） 181,927 △47,166

営業外収益

受取利息 218 148

受取配当金 1,529 399

貸倒引当金戻入額 2,848 5,479

その他 3,724 5,620

営業外収益合計 8,321 11,647

営業外費用

支払利息 19,573 12,860

為替差損 13,227 14,481

その他 1,392 757

営業外費用合計 34,193 28,099

経常利益又は経常損失（△） 156,055 △63,618

特別利益

投資有価証券売却益 6,111 －

新株予約権戻入益 － 15,000

特別利益合計 6,111 15,000

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（△）

162,167 △48,618

法人税等 9,838 4,726

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（△）

152,328 △53,344

四半期純利益又は四半期純損失（△） 152,328 △53,344

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（△）

152,328 △53,344

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,078 △1,735

その他の包括利益合計 △11,078 △1,735

四半期包括利益 141,250 △55,080

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 141,250 △55,080

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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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（△）

162,167 △48,618

減価償却費 50,896 51,059

新株予約権戻入益 － △15,000

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） △9,857 △9,579

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,293 △1,279

受取利息及び受取配当金 △1,748 △547

支払利息 19,573 12,860

為替差損益（△は益） 17,283 9,948

売上債権の増減額（△は増加） △19,727 30,882

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,434 23,726

立替金の増減額（△は増加） △3,536 △3,098

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △311 △11,983

仕入債務の増減額（△は減少） 55,358 18,024

前受金の増減額（△は減少） △119,877 105

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,731 291

その他 15,892 53,306

小計 98,590 110,098

利息及び配当金の受取額 1,712 510

利息の支払額 △19,709 △12,699

法人税等の支払額 △5,238 △5,782

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,355 92,126

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 △15,900

定期預金の払戻による収入 3,600 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △75,807 △89,189

投資有価証券の取得による支出 △2,639 △2,718

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 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,888 △107,731

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） 9,285 39,022

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 △35,047 △89,936

設備関係割賦債務の返済による支出 △4,649 －

自己株式の取得による支出 △11 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,422 △50,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,606 △12,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,437 △79,513

現金及び現金同等物の期首残高 499,775 697,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 506,213 618,291
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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２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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。 

  

（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 メガネフレーム その他 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

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 181,927

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 1,660,950 835,890 163,854 2,660,695

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─

計 1,660,950 835,890 163,854 2,660,695

 セグメント利益又は損失(△) 13,871 △68,933 △2,930 △57,993

利益 金額

 報告セグメント計 △57,993

 減損固定資産の減価償却費の調整 5,678

 その他の調整額 5,148

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失 △47,166

（６）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。 

  

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 1,245,135 △9.4

メガネフレーム 113,673 △34.1

その他 163,568 △4.7

合計 1,522,377 △11.4

(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 1,345,644 △21.2 465,185 △49.5

メガネフレーム 1,148,314 +42.6 794,962 +13.0

その他 144,323 △10.3 35,918 △33.1

合計 2,638,282 △1.3 1,296,065 △22.8

(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 1,660,950 △8.7

メガネフレーム 835,890 △10.1

その他 163,854 △9.5

合計 2,660,695 △9.2

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. 371,507 12.7 339,436 12.8

カシオ計算機株式会社 672,672 23.0 540,887 20.3

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 535,548 18.3 468,827 17.6

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

182,587 6.2 260,031 9.8
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