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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 3,683 10.4 60 ― 96 ― 78 ―
26年3月期第2四半期 3,337 25.4 3 ― △9 ― △12 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 90百万円 （―％） 26年3月期第2四半期 △10百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 5.19 ―
26年3月期第2四半期 △0.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 4,981 1,831 36.8
26年3月期 4,484 1,740 38.8
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 1,831百万円 26年3月期 1,740百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 7,877 11.7 189 40.4 161 29.9 120 5.1 7.89



(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、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
②①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） 27年3月期2Q 15,423,999 株 26年3月期 15,423,999 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 205,549 株 26年3月期 205,549 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 15,218,450 株 26年3月期2Q 15,219,407 株
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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 

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、米国経済は堅調に回復

しているものの、欧州経済の停滞や新興国経済の減速懸念、中東やウクライナ情勢など地政学的リスクの高まり、

国内では消費税増税前の駆け込み需要の反動が見受けられるなど不透明感が増しております。 

このような状況下、当社グループは、平成30年３月期の利益計画「ＡＳＥＡＮプロジェクト」の２年目を迎え、

「生産能力の増強」「サプライチェーンの構築」「更なる付加価値製品の提供」をテーマに、計画の達成に向けて

取り組んでおります。カンボジア新工場（NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.）は７月から随時稼働を開始しており、

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.からの生産の移管も順調に進んでおります。また、これらの取り組みと並行して、受注促

進にも注力してまいりました。 

この結果、当第２四半期の連結売上高は3,683,756千円（前年同四半期は3,337,000千円）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、円安ドン高による人件費の増

加など引き続き厳しい状況にあるものの、受注の大幅な増加により工場稼働率が向上し、これに伴う売上高の増加

などにより900,358千円（前年同四半期は795,521千円）となりました。営業利益は売上総利益の増加により60,197

千円（前年同四半期は営業利益3,043千円）となりました。経常利益は営業利益の増加に加え、当第２四半期におけ

る急激な円安による為替差益の計上などにより96,166千円（前年同四半期は経常損失9,974千円）となり、前年同四

半期の赤字から黒字転換しました。四半期純利益は78,988千円（前年同四半期は四半期純損失12,294千円）とな

り、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.の法人税等の負担は増加しましたが、経常利益と同様に黒字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 時計関連 

時計関連の売上高は2,552,466千円となり、前年同四半期比405,155千円増加しました。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393,500千円の大幅な増加となりました。一方、スイ

スの高級時計メーカーへの売上は、高級品の需要低迷に加え、中級品の受注も減少傾向が続き、また取引先の在

庫調整の影響もあり40,181千円の減少となりました。 

これにより、セグメント利益は124,933千円（前年同四半期はセグメント利益74,297千円）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940,343千円となり、前年同四半期比94,382千円減少しました。このうち、㈱村井

は、消費税増税による買い控えの影響はあるものの、海外向け売上の増加及び主力ブランドの販路の見直しなど

により、71,280千円の増加となりました。一方、当社のメガネフレーム部門は、大型チェーン店からの受注減少

などにより165,663千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83,051千円（前年同四半期はセグメント損失74,379千円）となりました。 

③ その他 

その他の売上高は190,946千円となり、前年同四半期比35,983千円増加しました。静電気除去器は微減となりま

したが、釣具用部品の大幅な増加に加え、新製品の健康器具が増加に寄与しました。 

これにより、セグメント利益は15,829千円（前年同四半期はセグメント損失6,775千円）となり、前年同四半期

の赤字から黒字に転換しました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,981,305千円となり、前連結会計年度末と比べ497,094千円増加

しました。このうち、流動資産は2,921,080千円となり、302,753千円増加しました。これは主に、売上の増加によ

る受取手形及び売掛金の増加31,943千円、受注の増加による仕掛品の増加154,944千円及び原材料及び貯蔵品の増加

121,757千円などによるものです。固定資産は2,002,205千円となり、161,311千円増加しました。これは主に、

NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.関連の建物及び構築物の取得などによる増加252,313千円、同じく機械装置及び運搬具の

増加177,741千円、建設仮勘定の減少301,808千円などによるものです。繰延資産は58,019千円となり、33,029千円

増加しました。これは主に、NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.の開業費の増加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3,149,406千円となり、406,154千円増加しました。流動負債は

1,837,341千円となり、401,704千円増加しました。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177,139

千円、1年内返済予定の長期借入金の増加130,265千円などによるものです。固定負債は1,312,064千円となり、

4,450千円増加しました。これは主に繰延税金負債の増加6,188千円、退職給付に係る負債の増加5,990千円、長期借

入金の減少5,715千円などによるものです。  
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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1,831,899千円となり、90,939千円増加しました。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78,988千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、11,296千円減少し467,796千円となりました。  

（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45,404千円となりました。税金等調整前四半期純利益96,881千円（前年同四半期

は税金等調整前四半期純損失9,800千円）の計上、減価償却費76,518千円の計上、受注の増加による仕入債務の増加

176,871千円などがありました。一方、受注の増加によるたな卸資産の増加254,576千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195,588千円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出

191,722千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122,409千円となりました。これは主に長期借入れによる収入245,000千円、長期

借入金の返済による支出132,555千円などによるものです。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月12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。 

  

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 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  
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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26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 781,292 776,001 

    受取手形及び売掛金 861,388 893,331 

    商品及び製品 318,549 297,820 

    仕掛品 351,195 506,140 

    原材料及び貯蔵品 227,235 348,992 

    その他 84,124 104,544 

    貸倒引当金 △5,458 △5,750 

    流動資産合計 2,618,327 2,921,080 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 475,322 727,636 

      機械装置及び運搬具（純額） 250,922 428,663 

      工具、器具及び備品（純額） 42,348 61,575 

      土地 123,614 123,614 

      建設仮勘定 342,350 40,541 

      有形固定資産合計 1,234,558 1,382,031 

    無形固定資産     

      借地権 408,094 419,270 

      その他 63,974 55,785 

      無形固定資産合計 472,068 475,055 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 41,432 60,311 

      敷金及び保証金 27,299 27,723 

      その他 78,990 70,529 

      貸倒引当金 △13,454 △13,446 

      投資その他の資産合計 134,267 145,119 

    固定資産合計 1,840,894 2,002,205 

  繰延資産     

    開業費 24,989 58,019 

    繰延資産合計 24,989 58,019 

  資産合計 4,484,211 4,981,305 
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                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 568,333 745,473 

    短期借入金 461,002 470,967 

    1年内返済予定の長期借入金 239,268 369,533 

    未払法人税等 8,130 18,889 

    賞与引当金 33,136 33,558 

    その他 125,766 198,920 

    流動負債合計 1,435,637 1,837,341 

  固定負債     

    長期借入金 1,203,537 1,197,822 

    繰延税金負債 4,320 10,509 

    退職給付に係る負債 97,741 103,732 

    その他 2,013 ― 

    固定負債合計 1,307,613 1,312,064 

  負債合計 2,743,251 3,149,406 

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 △1,336,986 △1,257,997 

    自己株式 △40,493 △40,493 

    株主資本合計 1,737,375 1,816,364 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 4,321 15,459 

    為替換算調整勘定 △737 75 

    その他の包括利益累計額合計 3,584 15,534 

  純資産合計 1,740,960 1,831,899 

負債純資産合計 4,484,211 4,981,305 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 3,337,000 3,683,756 

売上原価 2,541,479 2,783,398 

売上総利益 795,521 900,358 

販売費及び一般管理費 792,478 840,161 

営業利益 3,043 60,197 

営業外収益     

  受取利息 119 84 

  受取配当金 561 483 

  受取家賃 2,889 2,870 

  為替差益 1,678 54,615 

  貸倒引当金戻入額 318 ― 

  その他 3,757 4,950 

  営業外収益合計 9,324 63,004 

営業外費用     

  支払利息 17,416 20,510 

  支払保証料 4,654 973 

  その他 270 5,551 

  営業外費用合計 22,341 27,035 

経常利益又は経常損失（△） △9,974 96,166 

特別利益     

  投資有価証券売却益 173 ― 

  その他 ― 756 

  特別利益合計 173 756 

特別損失     

  固定資産除却損 ― 41 

  特別損失合計 ― 41 

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（△） 

△9,800 96,881 

法人税等 2,494 17,892 

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（△） 

△12,294 78,988 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,294 78,988 

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（△） 

△12,294 78,988 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 2,067 11,137 

  為替換算調整勘定 △183 812 

  その他の包括利益合計 1,883 11,950 

四半期包括利益 △10,411 90,939 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △10,411 90,939 

  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25年4月 1日 
  至 平成25年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成26年4月 1日 
  至 平成26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（△） 

△9,800 96,881 

  減価償却費 63,490 76,518 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △318 283 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 7,569 422 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,129 ― 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ― 5,990 

  受取利息及び受取配当金 △680 △567 

  支払利息 17,416 20,510 

  為替差損益（△は益） △3,936 △31,438 

  投資有価証券売却損益（△は益） △173 ― 

  売上債権の増減額（△は増加） 24,257 △31,265 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △115,755 △254,576 

  仕入債務の増減額（△は減少） 98,005 176,871 

  立替金の増減額（△は増加） △2,733 4,586 

  その他 17,398 8,125 

  小計 92,610 72,343 

  利息及び配当金の受取額 680 567 

  利息の支払額 △18,772 △20,868 

  法人税等の支払額 △10,116 △6,638 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 64,401 45,404 

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 △47,100 △18,005 

  定期預金の払戻による収入 3,600 12,000 

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △553,140 △191,722 

  投資有価証券の取得による支出 △1,658 △1,553 

  投資有価証券の売却による収入 237 ― 

  その他 ― 3,692 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △598,061 △195,588 

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） 364,469 9,965 

  長期借入れによる収入 127,775 245,000 

  長期借入金の返済による支出 △133,441 △132,555 

  自己株式の取得による支出 △33 ― 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 358,769 122,409 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,491 16,478 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,398 △11,296 

現金及び現金同等物の期首残高 598,638 479,092 

現金及び現金同等物の四半期末残高 433,239 467,796 
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（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） 

該当事項はありません。  

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。  

  

（セグメント情報等） 

セグメント情報  

Ⅰ 前第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)

  
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26年４月１日 至 平成26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) 

  

 

  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 
 

  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 2,552,466 940,343 190,946 3,683,756 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ 

計 2,552,466 940,343 190,946 3,683,756 

 セグメント利益又は損失(△) 124,933 △83,051 15,829 57,712 
 

利益 金額 

 報告セグメント計 57,712 

 減損固定資産の減価償却費の調整 3,188 

 その他の調整額 △702 

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 60,197 
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４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績  

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。 

  

(2) 受注実績 

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) 販売実績 

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。 

  

 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

時計関連 2,680,962 +39.1 

メガネフレーム 119,227 △45.9 

その他 171,516 +23.1 

合計 2,971,706 +30.0 
 

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 2,495,126 +9.9 694,052 △10.9 

メガネフレーム 1,206,155 +1.3 598,318 +14.6 

その他 200,905 +24.9 69,553 +47.3 

合計 3,902,186 +7.8 1,361,923 +1.0 
 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

時計関連 2,552,466 +18.9 

メガネフレーム 940,343 △9.1 

その他 190,946 +23.2 

合計 3,683,756 +10.4 
 

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. 496,814 14.9 456,632 12.4 

カシオ計算機株式会社 763,090 22.9 1,152,269 31.3 

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 499,754 15.0 439,070 11.9 

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD. 

345,083 10.3 410,088 11.1 
 

日本精密株式会社(7771)  平成27年3月期　第２四半期決算短信

9




