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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 3,337 25.4 3 ― △9 ― △12 ―
25年3月期第2四半期 2,660 △9.2 △46 ― △63 ― △53 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △10百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △55百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △0.81 ―
25年3月期第2四半期 △3.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 4,075 1,609 39.5
25年3月期 3,578 1,619 45.3
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  1,609百万円 25年3月期  1,619百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 6,547 17.2 230 123.1 196 85.7 175 92.8 11.50



(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  
(注) 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 （１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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、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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 15,423,999 株 25年3月期 15,423,999 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 204,660 株 25年3月期 204,379 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 15,219,407 株 25年3月期2Q 15,220,283 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、新興国経済の減速懸念

は依然として残るものの、新政権の積極的な経済政策や金融政策により、景気回復の方向に向かっております。  

 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、生産設備の増強などによる高品質な製品の安定供給の継続、また円安効果によ

り、当第２四半期の連結売上高は3,337,000千円（前年同四半期は2,660,695千円）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.は、ベトナムの最低賃金法の改正

にともなう給料手当の増加及び生産増加に伴う残業時間の増加、そして円安ベトナムドン高による人件費の大幅な

増加の三重苦に直面し、これらが売上増加による利益の圧迫要因になっており795,521千円（前年同四半期は

688,350千円）にとどまりました。営業利益は売上総利益が増加したことにより黒字に転換しましたが、㈱村井の契

約更新に伴うロイヤルティの増加などにより3,043千円（前年同四半期は営業損失46,794千円）となりました。経常

損失は営業利益が黒字に転換したため、赤字幅が縮小し9,974千円（前年同四半期は経常損失63,618千円）となりま

した。四半期純損失は12,294千円（前年同四半期は四半期純損失53,344千円）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。 

 第１四半期連結会計期間より、従来の「時計バンド」から「時計関連」へとセグメント名称を変更しておりま

す。なお、セグメント名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。 

① 時計関連 

時計関連の売上高は2,147,311千円となり、前年同四半期比486,360千円増加しました。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新

規及びリピートオーダーの受注増加に円安効果が加わり、338,182千円の大幅増加となりました。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、提案型営業の強化による中級品の受

注増加により157,377千円の大幅増加となりました。  

 これにより、セグメント利益は74,297千円（前年同四半期はセグメント利益14,173千円）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1,034,726千円となり、前年同四半期比198,835千円増加しました。このうち、㈱村井

は、大型チェーン店からの受注増加により、26,718千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、昨年獲得した新規取引先からの受注増加、大型チェーン店向けの提案型営業の強化などにより172,116千円の増

加となり2.7倍増となりました。  

 しかしながら、㈱村井の粗利率の低い商品の売上割合の増加の影響が大きく、また前述したロイヤルティの増加

に加え円安による仕入コストの増加などもありセグメント損失は74,379千円（前年同四半期はセグメント損失

68,894千円）となりました。 

③ その他  

その他の売上高は154,963千円となり、前年同四半期比8,891千円減少しました。釣具用部品は増加しましたが、

静電気除去器が大幅に減少しました。  

 これにより、セグメント損失は6,775千円（前年同四半期はセグメント損失2,900千円）となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,075,150千円となり、前連結会計年度末と比べ496,455千円増加

しました。このうち、流動資産は2,522,328千円となり、258千円減少しました。これは主に受注の増加による商品

及び製品の増加45,818千円、および仕掛品の増加53,030千円、有形及び無形固定資産の取得などによる現金及び預

金の減少121,898千円などによるものです。固定資産は1,552,822千円となり、496,714千円増加しました。これは主

に、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.の工場増築のための建設仮勘定の計上などによる増加342,674千円、今期カンボジア

王国に設立したNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.の借地権の計上などによる増加251,213千円などによるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は2,466,112千円となり、506,900千円増加しました。流動負債は

1,804,179千円となり、490,037千円増加しました。これは主に受注の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加98,005

千円、短期借入金の増加364,469千円などによるものです。固定負債は661,932千円となり、16,862千円増加しまし

た。これは主に長期借入金の増加13,204千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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は1,609,038千円となり、10,444千円減少しました。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12,294千円などによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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、165,398千円減少し433,239千円となりました。 

（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64,401千円となりました。減価償却費63,490千円の計上、受注増加による仕入れ

債務の増加98,005千円などがありました。一方、税金等調整前四半期純損失9,800千円（前年同四半期は税金等調整

前四半期純損失48,618千円）の計上、受注の増加によるたな卸資産の増加115,755千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598,061千円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出

553,140千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） 

 財務活動により得られた資金は358,769千円となりました。これは主に短期借入金の純増額364,469千円などによ

るものです。 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日付にて公表致しました通期の連結業績予想に

変更ありません。 

  

当第２四半期連結累計期間において、時計関連の生産高、受注高及び受注残高、またメガネフレームの生産高が

著しく増加しております。 

 時計関連の増加は国内大手メーカー及びスイスの高級時計メーカーへの売上増加、スイスの高級時計メーカーか

らの受注増加、メガネフレームの増加は当社のメガネフレーム部門の国内取引先への売上増加などによるものであ

ります。 

  

該当事項はありません。 

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結累計期間において、NISSEY CAMBODIA 

CO.,LTD.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

連結子会社の数 ４社  （新規）１社 （除外）―社 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

（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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 799,338 677,439

受取手形及び売掛金 826,233 801,976

商品及び製品 270,613 316,431

仕掛品 382,470 435,500

原材料及び貯蔵品 189,463 206,369

その他 59,972 89,772

貸倒引当金 △5,504 △5,162

流動資産合計 2,522,587 2,522,328

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 192,607 188,723

機械装置及び運搬具（純額） 304,106 276,501

工具、器具及び備品（純額） 40,955 46,969

土地 123,614 123,614

建設仮勘定 － 342,674

有形固定資産合計 661,282 978,483

無形固定資産

借地権 152,518 403,731

借地権仮勘定 74,061 －

その他 76,041 71,337

無形固定資産合計 302,621 475,069

投資その他の資産

投資有価証券 26,757 31,778

敷金及び保証金 28,179 27,626

その他 50,706 53,325

貸倒引当金 △13,438 △13,462

投資その他の資産合計 92,204 99,268

固定資産合計 1,056,108 1,552,822

資産合計 3,578,695 4,075,150
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 598,277 696,282

短期借入金 335,000 699,469

1年内返済予定の長期借入金 227,465 214,333

未払法人税等 12,917 7,970

賞与引当金 25,516 33,086

その他 114,965 153,038

流動負債合計 1,314,142 1,804,179

固定負債

長期借入金 545,324 558,528

退職給付引当金 99,745 97,615

その他 － 5,788

固定負債合計 645,070 661,932

負債合計 1,959,212 2,466,112

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 △1,451,178 △1,463,473

自己株式 △40,356 △40,390

株主資本合計 1,623,320 1,610,992

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,986 △919

為替換算調整勘定 △851 △1,034

その他の包括利益累計額合計 △3,838 △1,954

純資産合計 1,619,482 1,609,038

負債純資産合計 3,578,695 4,075,150
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 2,660,695 3,337,000

売上原価 1,972,345 2,541,479

売上総利益 688,350 795,521

販売費及び一般管理費 735,145 792,478

営業利益又は営業損失（△） △46,794 3,043

営業外収益

受取利息 148 119

受取配当金 399 561

受取家賃 1,974 2,889

為替差益 － 1,678

貸倒引当金戻入額 5,479 318

その他 3,646 3,757

営業外収益合計 11,647 9,324

営業外費用

支払利息 12,860 17,416

支払保証料 904 4,654

為替差損 14,481 －

その他 224 270

営業外費用合計 28,471 22,341

経常損失（△） △63,618 △9,974

特別利益

投資有価証券売却益 － 173

新株予約権戻入益 15,000 －

特別利益合計 15,000 173

税金等調整前四半期純損失（△） △48,618 △9,800

法人税等 4,726 2,494

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,344 △12,294

四半期純損失（△） △53,344 △12,294

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,344 △12,294

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,735 2,067

為替換算調整勘定 － △183

その他の包括利益合計 △1,735 1,883

四半期包括利益 △55,080 △10,411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,080 △10,411

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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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損失（△） △48,618 △9,800

減価償却費 51,059 63,490

新株予約権戻入益 △15,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △173

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,579 △318

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,279 △2,129

賞与引当金の増減額（△は減少） 291 7,569

受取利息及び受取配当金 △547 △680

支払利息 12,860 17,416

為替差損益（△は益） 9,948 △3,936

売上債権の増減額（△は増加） 30,882 24,257

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,726 △115,755

立替金の増減額（△は増加） △3,098 △2,733

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △11,983 552

仕入債務の増減額（△は減少） 18,024 98,005

その他 53,411 16,846

小計 110,098 92,610

利息及び配当金の受取額 510 680

利息の支払額 △12,699 △18,772

法人税等の支払額 △5,782 △10,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,126 64,401

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 △15,900 △47,100

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 △89,189 △553,140

投資有価証券の取得による支出 △2,718 △1,658

投資有価証券の売却による収入 － 237

貸付金の回収による収入 77 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,731 △598,061

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） 39,022 364,469

長期借入れによる収入 － 127,775

長期借入金の返済による支出 △89,936 △133,441

自己株式の取得による支出 △20 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,933 358,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,974 9,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,513 △165,398

現金及び現金同等物の期首残高 697,805 598,638

現金及び現金同等物の四半期末残高 618,291 433,239
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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) 

 
  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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) 

 
(注) 第１四半期連結会計期間より、従来の「時計バンド」から「時計関連」へとセグメント名称を変更しておりま

す。なお、セグメント名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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) 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  セグメント情報

時計関連 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(△) 14,173 △68,894 △2,900 △57,621

利益 金額

 報告セグメント計 △57,621

 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(△) △46,794

時計関連 メガネフレーム その他 合計

 売上高

  外部顧客への売上高 2,147,311 1,034,726 154,963 3,337,000

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─

計 2,147,311 1,034,726 154,963 3,337,000

 セグメント利益又は損失(△) 74,297 △74,379 △6,775 △6,858

利益 金額

 報告セグメント計 △6,858

 減損固定資産の減価償却費の調整 6,743

 その他の調整額 3,158

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 3,043
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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。 

４ 従来の「時計バンド」から「時計関連」へとセグメント名称を変更しております。 

  

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。 

３ 従来の「時計バンド」から「時計関連」へとセグメント名称を変更しております。 

  

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 従来の「時計バンド」から「時計関連」へとセグメント名称を変更しております。 

  

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(％)

時計関連 1,926,862 +54.8

メガネフレーム 220,294 +93.8

その他 139,341 △14.8

合計 2,286,498 +50.2

(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
(％)

時計関連 2,269,493 +68.7 778,807 +67.4

メガネフレーム 1,190,191 +3.6 522,241 △34.3

その他 160,896 +11.5 47,207 +31.4

合計 3,620,580 +37.2 1,348,255 +4.0

(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(％)

時計関連 2,147,311 +29.3

メガネフレーム 1,034,726 +23.8

その他 154,963 △5.4

合計 3,337,000 +25.4

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. 339,436 12.8 496,814 14.9

カシオ計算機株式会社 540,887 20.3 763,090 22.9

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 468,827 17.6 499,754 15.0

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD.

260,031 9.8 345,083 10.3
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