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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 2,095 13.0 23 25.6 19 ― 9 ―
27年3月期第1四半期 1,854 16.7 18 ― △1 ― △3 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 12百万円 （717.1％） 27年3月期第1四半期 1百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 0.55 ―
27年3月期第1四半期 △0.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 5,815 2,263 38.9
27年3月期 5,493 2,251 41.0
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 2,263百万円 27年3月期 2,251百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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) 4,258 15.6 116 92.8 96 0.4 84 7.6 4.87
通期 8,800 11.7 301 215.4 253 14.8 223 19.1 12.80



(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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 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 ： 有
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） 28年3月期1Q 17,661,999 株 27年3月期 17,661,999 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 206,126 株 27年3月期 205,892 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 17,455,912 株 27年3月期1Q 15,218,450 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、ＥＵギリシャの債務問題の

再燃、中国や新興国経済の減速懸念など、国内景気は緩やかな回復傾向にあるものの、先行き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、平成30年３月期の利益計画「ＡＳＥＡＮプロジェクト」の３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

引き続き取り組んでおります。製造子会社であるNISSEY VIETNAM CO.,LTD.においては、設備投資による生産能力の

増強及び半自動化・オートメーション化を推進しております。最新の表面加工処理技術であるＤＬＣ（ダイヤモン

ドライクカーボン）装置の開発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、時計関連において

新規顧客との取引開始など受注促進にも注力してまいりました。その結果、当第１四半期の連結売上高は2,095,811

千円（前年同四半期は1,854,322千円）となりました。 

 損益につきましては、売上総利益はNISSEY VIETNAM CO.,LTD.において、円安ドン高による人件費の増加の影響が

引き続き残るものの、売上高の大幅な増加などにより486,560千円（前年同四半期は424,159千円）となりました。

営業利益は、売上総利益は増加しましたが販売管理費の全体的な増加により23,799千円（前年同四半期は営業利益

18,942千円）となりました。経常利益は円安による為替差益の計上などにより19,769千円（前年同四半期は経常損

失1,682千円）となり前年同四半期の赤字から黒字に転換しました。親会社株主に帰属する四半期純利益は法人税負

担は増加したものの9,595千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失3,336千円）となり経常利益と

同様黒字に転換しました。 

  

 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1,543,211千円となり、前年同四半期比293,761千円増加しました。このうち、時計バンド

は、高付加価値製品の受注増加などにより、NISSEY VIETNAM CO.,LTDの生産が大幅な増加となりました。また、

時計部品は、NISSEY VIETNAM CO.,LTD.と前期に稼働を開始したカンボジア工場（NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.）と

の相乗効果などにより、生産が大幅な増加となりました。これらの結果、円安効果も加わり売上の大幅な増加に

繋がりました。  

 これにより、セグメント利益は79,784千円（前年同四半期はセグメント利益38,666千円）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460,249千円となり、前年同四半期比43,620千円減少しました。このうち、㈱村井

は、依然として厳しい市場環境が続いており、大型チェーン店からの受注は増加したものの、それ以上に中小型

チェーン店などからの受注減少の影響が大きく51,757千円の減少となりました。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増加などにより、8,137千円の増加となりました。  

 これにより、セグメント損失は62,020千円（前年同四半期はセグメント損失30,636千円）となりました。 

③ その他 

その他の売上高は92,350千円となり、前年同四半期比8,653千円減少しました。釣具用部品は前年並み、静電気

除去器は増加しましたが、前年同四半期にスポット受注した健康器具の売上分が減少しました。 

 これにより、セグメント利益は6,289千円（前年同四半期はセグメント利益8,398千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は5,815,601千円となり、前連結会計年度末と比べ322,323千円増加

しました。このうち、流動資産は3,496,549千円となり、255,068千円増加しました。これは主に現金及び預金の増

加189,884千円、受注の増加による仕掛品の増加54,794千円などによるものです。固定資産は2,264,391千円とな

り、69,590千円増加しました。これは主に、生産設備等の機械装置及び運搬具の取得による増加49,042千円などに

よるものです。 

 負債合計は3,552,188千円となり、310,039千円増加しました。流動負債は2,313,860千円となり、337,182千円増

加しました。これは主に短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の増加291,614千円などによるものです。固定

負債は1,238,328千円となり、27,143千円減少しました。これは主に長期借入金の減少40,698千円などによるもので

す。 

 純資産は2,263,413千円となり、12,284千円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上

による利益剰余金の増加9,595千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28年３月期の連結業績予想につきましては、平成27年５月15日付にて公表致しました第２四半期累計期間及

び通期の連結業績予想に変更ありません。 
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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 

 （企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 741,582 931,466 

    受取手形及び売掛金 980,806 977,215 

    商品及び製品 343,121 361,755 

    仕掛品 667,978 722,772 

    原材料及び貯蔵品 324,248 307,482 

    その他 215,369 227,486 

    貸倒引当金 △31,624 △31,631 

    流動資産合計 3,241,480 3,496,549 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 764,089 765,398 

      機械装置及び運搬具（純額） 518,998 568,041 

      工具、器具及び備品（純額） 53,476 57,752 

      土地 123,614 123,614 

      建設仮勘定 86,068 74,505 

      有形固定資産合計 1,546,247 1,589,311 

    無形固定資産     

      借地権 440,581 443,368 

      その他 48,968 68,679 

      無形固定資産合計 489,550 512,047 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 74,741 79,645 

      敷金及び保証金 30,609 30,528 

      その他 67,100 66,305 

      貸倒引当金 △13,448 △13,447 

      投資その他の資産合計 159,002 163,032 

    固定資産合計 2,194,801 2,264,391 

  繰延資産     

    開業費 56,996 54,661 

    繰延資産合計 56,996 54,661 

  資産合計 5,493,278 5,815,601 
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                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 693,840 701,910 

    短期借入金 526,201 799,991 

    1年内返済予定の長期借入金 446,166 463,989 

    未払法人税等 14,002 6,283 

    賞与引当金 35,009 12,074 

    その他 261,458 329,609 

    流動負債合計 1,976,677 2,313,860 

  固定負債     

    長期借入金 1,140,433 1,099,735 

    繰延税金負債 15,289 16,752 

    退職給付に係る負債 109,748 121,840 

    固定負債合計 1,265,471 1,238,328 

  負債合計 3,242,148 3,552,188 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,715,821 1,715,821 

    資本剰余金 1,698,926 1,698,926 

    利益剰余金 △1,149,416 △1,139,821 

    自己株式 △40,548 △40,610 

    株主資本合計 2,224,783 2,234,316 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 23,604 26,443 

    為替換算調整勘定 2,741 2,653 

    その他の包括利益累計額合計 26,345 29,097 

  純資産合計 2,251,129 2,263,413 

負債純資産合計 5,493,278 5,815,601 
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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26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 1,854,322 2,095,811 

売上原価 1,430,163 1,609,251 

売上総利益 424,159 486,560 

販売費及び一般管理費 405,216 462,760 

営業利益 18,942 23,799 

営業外収益     

  受取利息 36 430 

  受取配当金 62 62 

  受取家賃 1,430 1,454 

  為替差益 ― 9,496 

  その他 2,687 2,500 

  営業外収益合計 4,217 13,944 

営業外費用     

  支払利息 9,150 13,071 

  為替差損 13,200 ― 

  その他 2,490 4,903 

  営業外費用合計 24,841 17,974 

経常利益又は経常損失（△） △1,682 19,769 

特別損失     

  固定資産除却損 ― 474 

  特別損失合計 ― 474 

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（△） 

△1,682 19,294 

法人税等 1,654 9,699 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,336 9,595 

親会社株主に帰属する四半期純利益 
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） 

△3,336 9,595 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 4,709 2,839 

  為替換算調整勘定 137 △88 

  その他の包括利益合計 4,847 2,751 

四半期包括利益 1,511 12,346 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 1,511 12,346 

  非支配株主に係る四半期包括利益 ― ― 
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（３）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１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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) 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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) 

  

 

  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 1,249,449 503,869 101,003 1,854,322 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ 

計 1,249,449 503,869 101,003 1,854,322 

 セグメント利益又は損失(△) 38,666 △30,636 8,398 16,428 
 

利益 金額 

 報告セグメント計 16,428 

 減損固定資産の減価償却費の調整 1,347 

 その他の調整額 1,166 

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 18,942 
 

  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 1,543,211 460,249 92,350 2,095,811 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ 

計 1,543,211 460,249 92,350 2,095,811 

 セグメント利益又は損失(△) 79,784 △62,020 6,289 24,053 
 

利益 金額 

 報告セグメント計 24,053 

 減損固定資産の減価償却費の調整 983 

 その他の調整額 △1,237 

 四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 23,799 
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（重要な後発事象） 

１．第三者割当による新株式の発行  

当社は、平成27年７月17日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議しております。そ

の概要は次のとおりです。 

  

２．第三者割当による第３回新株予約権の発行  

当社は、平成27年７月17日開催の当社取締役会において、第三者割当による第３回新株予約権の発行を決議してお

ります。その概要は次のとおりです。 

 

(1) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 730,000株 

(2) 発行価額 １株につき 274円 

(3) 発行価額の総額 200,020,000円 

(4) 資本組入額 １株につき 137円 

(5) 資本組入額の総額 100,010,000円 

(6) 払込期日 平成27年８月６日 

(7) 割当先 佐藤眞吾氏 

(8) 資金使途 ベトナム第４工場の建物建設及び附帯設備の敷設に充当いたします。 
 

(1) 発行期日 平成27年８月６日 

(2) 発行総数 730個 

(3) 当該発行による潜在株式の 
  種類及び数 

当社普通株式 730,000株 

(4) 発行価額の総額 2,993,000円（新株予約権１個につき 4,100円） 

(5) 調達資金の総額 203,013,000円（差引手取概算額 198,013,000円） 

(6) 行使価額 １株当たり 274円 

(7) 行使可能期間 平成27年８月７日から平成28年８月６日 

(8) 割当先 佐々治雄氏 

(9) 新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の資本
金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は
その端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

(10) 資金使途 ベトナム第４工場の建物建設及び附帯設備の敷設に充当いたします。 
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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。 

  

(2) 受注実績 

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。 

  

(3) 販売実績 

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。 

  

 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

時計関連 1,647,590 +32.9 

メガネフレーム 33,316 △38.4 

その他 87,108 +11.7 

合計 1,768,015 +28.9 
 

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 1,770,656 +38.6 947,220 +21.5 

メガネフレーム 475,031 △15.9 451,520 +14.7 

その他 100,001 △20.7 49,632 △41.4 

合計 2,345,688 +19.1 1,448,372 +15.1 
 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

時計関連 1,543,211 +23.5 

メガネフレーム 460,249 △8.7 

その他 92,350 △8.6 

合計 2,095,811 +13.0 
 

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. 249,612 13.5 185,621 8.9 

カシオ計算機株式会社 545,863 29.4 679,936 32.4 

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 209,417 11.3 271,979 13.0 

CASIO ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO.,LTD. 

193,930 10.5 296,281 14.1 
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