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1. 令和4年3月期第2四半期の連結業績（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

(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 ％

4年3月期第2四半期 2,759 28.6 19 ― 1 ― △171 ―

3年3月期第2四半期 2,145 △40.2 △236 ― △339 ― △397 ―

（注）包括利益 4年3月期第2四半期　　△181百万円 （―％） 3年3月期第2四半期　　△384百万円 （―％）

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

4年3月期第2四半期 △7.77 ―

3年3月期第2四半期 △18.99 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

4年3月期第2四半期 5,444 1,222 22.5

3年3月期 5,371 1,404 26.1

（参考）自己資本 4年3月期第2四半期 1,222百万円 3年3月期 1,404百万円

2. 配当の状況

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

3年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

4年3月期 ― 0.00

4年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 令和 4年 3月期の連結業績予想（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 5,575 16.9 44 ― 2 ― △37 ― △1.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 4年3月期2Q 22,238,299 株 3年3月期 22,238,299 株

② 期末自己株式数 4年3月期2Q 209,791 株 3年3月期 209,791 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年3月期2Q 22,028,508 株 3年3月期2Q 20,938,351 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「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。
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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、世界経済は新型コロナウイ

ルス感染症（以下、感染症という。）の影響により依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いてい

るものの、感染症の再拡大やサプライチェーンを通じた影響による下振れが懸念されております。国内におきまし

ても、景気は感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、設備投資などにおいて持ち直しの動きは見られるもの

の、そのテンポは弱まっております。

　このような状況下、当社グループは業績拡大のため、またグローバルに信頼される企業集団としてその地位を着

実に築いていくため、中期経営計画である「ＡＳＥＡＮプロジェクトⅡ期」（令和５年３月期を最終年度とする４

ヵ年計画）の３年目を迎え、「収益の拡大」「生産能力及び採算性の向上」「サプライチェーンの基盤強化」をテ

ーマに“手のひらロマンで世界を刻む”をコーポレートスローガンに掲げ、事業構造改革の推進とともに計画の達

成に向けて引き続き取り組んでおります。

　その結果、当第２四半期の連結売上高は2,759,755千円（前年同四半期は2,145,799千円）となりました。その他

（釣具用部品など）はベトナムの一時的な製造活動停止により減少しましたが、全てのセグメントにおきまして、

感染症の影響からは回復傾向にあり、大幅な増加となりました。

　損益につきましては、売上総利益は、ベトナムの製造活動停止の影響はあるものの、コロナ禍からの受注増加に

よる売上高の増加に加え、前々期から取り組んでおります事業構造改革にともなう製造部門の人件費などのコスト

削減はほぼ一巡しましたが、当期はＡＳＥＡＮ地域の製造子会社２社を中心に、サプライチェーンの基盤強化を目

的として、生産性の向上及び製造原価の改善を推し進めており、製造原価の低減にともなう利益計上などもあり

576,634千円（前年同四半期は341,930千円）となりました。営業利益は、事業構造改革にともなう人件費や諸経費

など販売管理費の削減はほぼ一巡しましたが、売上総利益の増加などにより19,458千円（前年同四半期は営業損失

236,284千円）となり黒字に転換しました。経常利益は、為替相場の変動による為替差損を計上しましたが、営業損

益の黒字化及び雇用調整助成金収入などにより1,185千円（前年同四半期は経常損失339,282千円）とわずかながら

黒字に転換しました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、事業構造改革にともなう費用を事業構造改善費用と

して、またベトナムの製造活動停止に係る費用を災害による損失としてそれぞれ特別損失に計上、そしてメガネフ

レームの販売子会社である㈱村井の黒字決算による法人税の計上などにより171,185千円（前年同四半期は397,592

千円）となりました。

　セグメントの経営成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1,910,148千円となり、前年同四半期比で555,260千円(41.0％)増加しました。このうち、

時計バンドの売上高は、海外の取引先は、ベトナムの製造活動停止の影響により約57％の減少となりました。一

方、国内の取引先は、ベトナムの製造活動停止の影響はあるものの、受注は感染症の影響から回復してきており

約43％の増加となりました。また、時計外装部品の売上高も同様に、国内の取引先からの受注が増加しており約

77％の増加となりました。今後は、コロナ禍前の水準への回復を図ります。

　これにより、セグメント損失は133,806千円（前年同四半期は335,642千円）となりました。今後は、製造部門

の事業構造改革の推進などにより、セグメント損益の黒字化を目指します。

② メガネフレーム

メガネフレームの売上高は546,226千円となり、前年同四半期比で91,450千円(20.1％)増加しました。㈱村井

は、国内眼鏡市場は、とくに中小チェーン店などからの受注は依然として厳しい状況ではありますが、一部には

展示会の再開など復調の兆しが見えており、大型チェーン店の在庫調整終了などにともなう受注の増加や海外の

新規取引先の開拓の実施などにより、売上高はほぼコロナ禍前の水準に回復しております。

　これにより、事業構造改革による販売管理費のコスト削減、訪問営業は徐々に再開しておりますが、利益率の

高いリモート営業やオンライン営業の継続などにより、セグメント利益は54,389千円（前年同四半期は14,897千

円）となりました。今後も、損益を重視した営業の強化などにより、更なる収益の拡大を目指します。

③ その他

その他の売上高は303,380千円となり、前年同四半期比で32,755千円(9.7％)減少しました。釣具用部品は、感

染症の影響もなく高級品向けを中心に好調を維持しておりましたが、ベトナムの製造活動停止の影響により

33,043千円(11.2％)の減少となりました。しかしながら、繰越受注残高は著しく増加しております。釣具用部品

以外の売上高も、同様に333千円(0.8％)減少しましたが、下期には増加することが見込まれます。

これにより、セグメント損失は21,429千円（前年同四半期はセグメント利益33,033千円）となりました。今後

は、工場の再稼働とともに製造部門の事業構造改革の推進などにより、損益の挽回を図ります。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,444,924千円となり、前連結会計年度末と比べ73,124千円増加し

ました。このうち、流動資産は2,899,430千円となり、150,520千円増加しました。これは主に売上高の増加による

現金及び預金、受注高の増加にともなう商品及び製品のそれぞれの増加などによるものです。固定資産は2,540,489

千円となり、75,165千円減少しました。これは主に、有形及び無形固定資産の減価償却による減少などによるもの

です。

負債合計は4,222,052千円となり、254,699千円増加しました。流動負債は3,417,468千円となり、386,376千円増

加しました。これは主に売上高の増加にともなう支払手形及び買掛金の増加などによるものです。固定負債は

804,583千円となり、131,676千円減少しました。これは主に長期借入金から１年内返済予定の長期借入金への非資

金取引などによるものです。

純資産は1,222,872千円となり、181,575千円減少しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計

上による利益剰余金の減少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

令和４年３月期の連結業績予想につきましては、令和３年５月14日付にて公表致しました連結業績予想に変更あ

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。

　

（４）生産、受注及び販売の状況

当第２四半期連結累計期間において、全てのセグメントの受注高及び受注残高がそれぞれ著しく増加しておりま

す。これらは、時計関連は時計バンド及び時計外装部品の売上高及び受注残高、メガネフレームは販売子会社であ

る㈱村井の売上高及び受注残高、その他は釣具用部品やウエアラブル関連などの受注残高のそれぞれの増加による

ものであります。

なお、ほとんどのセグメント及び項目において増加し、感染症の影響からは徐々に回復してきております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(令和３年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 683,667 806,307

受取手形及び売掛金 591,878 476,155

商品及び製品 378,835 578,807

仕掛品 727,347 631,336

原材料及び貯蔵品 180,496 236,237

その他 188,822 172,182

貸倒引当金 △2,137 △1,597

流動資産合計 2,748,909 2,899,430

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,529,095 1,507,132

機械装置及び運搬具（純額） 463,106 432,104

工具、器具及び備品（純額） 31,078 27,386

土地 81,781 81,781

建設仮勘定 41,563 33,500

有形固定資産合計 2,146,623 2,081,904

無形固定資産

借地権 350,661 347,755

その他 22,365 20,510

無形固定資産合計 373,027 368,265

投資その他の資産

投資有価証券 30,126 28,426

敷金及び保証金 30,207 30,390

その他 49,307 45,010

貸倒引当金 △13,637 △13,508

投資その他の資産合計 96,002 90,318

固定資産合計 2,615,654 2,540,489

繰延資産

開業費 7,236 5,005

繰延資産合計 7,236 5,005

資産合計 5,371,800 5,444,924

　

日本精密株式会社(7771)　令和4年3月期　第２四半期決算短信



5

(単位：千円)

前連結会計年度
(令和３年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 418,592 640,213

短期借入金 1,307,244 1,304,833

1年内返済予定の長期借入金 1,079,580 1,211,971

未払法人税等 20,008 27,340

賞与引当金 10,687 31,654

その他 194,979 201,455

流動負債合計 3,031,092 3,417,468

固定負債

長期借入金 833,138 700,747

繰延税金負債 1,071 744

退職給付に係る負債 96,232 97,853

その他 5,817 5,237

固定負債合計 936,260 804,583

負債合計 3,967,352 4,222,052

純資産の部

株主資本

資本金 2,018,287 2,018,287

資本剰余金 2,001,392 2,001,392

利益剰余金 △2,561,039 △2,732,224

自己株式 △41,563 △41,563

株主資本合計 1,417,077 1,245,891

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,447 1,695

為替換算調整勘定 △15,077 △24,714

その他の包括利益累計額合計 △12,629 △23,018

純資産合計 1,404,447 1,222,872

負債純資産合計 5,371,800 5,444,924
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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 令和２年４月１日
　至 令和２年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

売上高 2,145,799 2,759,755

売上原価 1,803,868 2,183,120

売上総利益 341,930 576,634

販売費及び一般管理費 578,215 557,176

営業利益又は営業損失（△） △236,284 19,458

営業外収益

受取利息 168 20

受取配当金 148 179

持分法による投資利益 4,650 1,138

受取家賃 4,461 4,896

雇用調整助成金 11,278 25,610

その他 13,625 9,183

営業外収益合計 34,332 41,028

営業外費用

支払利息 30,251 28,560

為替差損 98,758 25,556

その他 8,320 5,184

営業外費用合計 137,330 59,301

経常利益又は経常損失（△） △339,282 1,185

特別利益

固定資産売却益 868 ―

投資有価証券売却益 916 ―

特別利益合計 1,785 ―

特別損失

固定資産除却損 736 ―

事業構造改善費用 50,890 33,500

災害による損失 ― 122,320

特別損失合計 51,626 155,820

税金等調整前四半期純損失（△） △389,123 △154,634

法人税、住民税及び事業税 8,469 16,551

法人税等合計 8,469 16,551

四半期純損失（△） △397,592 △171,185

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △397,592 △171,185

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18 △751

為替換算調整勘定 12,830 △9,637

その他の包括利益合計 12,811 △10,389

四半期包括利益 △384,781 △181,575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △384,781 △181,575

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。

　

（会計方針の変更）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来は、製造又は仕入れた財の販売について、出荷時に収益を認識しておりましたが、納品時に収

益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期期首残高への

影響もありません。

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価会計算定基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。
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３．補足説明

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。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

時計関連 992,744 +12.2

その他 326,688 △4.1

合計 1,319,432 +7.7

　(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。

(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。

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 2,007,412 +67.4 493,399 +81.6

メガネフレーム 440,284 +112.3 247,959 +116.2

その他 561,668 +66.3 418,628 +164.1

合計 3,009,364 +72.5 1,159,986 +112.9

　(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。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

時計関連 1,910,148 +41.0

メガネフレーム 546,226 +20.1

その他 303,380 △9.7

合計 2,759,755 +28.6

　(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

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(％)

カシオ計算機株式会社 676,632 31.5 874,519 31.7

CASIO COMPUTER(HK) LTD. 366,612 17.1 783,913 28.4
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４．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、平成29年３月期以降、継続的な売上高の減少傾向にあります。前連結会計年度におきましては、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、売上高は4,767,963千円となり前年同期比1,921,635千円(28.7％)の

減少、営業損失481,212千円、経常損失529,040千円、親会社株主に帰属する当期純損失631,927千円をそれぞれ計

上、営業キャッシュ・フローも305,471千円のマイナスを計上しました。当第２四半期連結累計期間におきまして

は、売上高は2,759,755千円となり前年同四半期比613,955千円(28.6％)の増加、営業利益は19,458千円（前年同四

半期は営業損失236,284千円）、経常利益は1,185千円（前年同四半期は経常損失339,282千円）とそれぞれ黒字に転

換しましたが、親会社株主に帰属する四半期純損失は171,185千円（前年同四半期は397,592千円）と連続して赤字

を計上しております。営業キャッシュ・フローにつきましては、損益と同様に改善の傾向にあり、149,037千円のプ

ラス（前年同四半期は233,601千円のマイナス）を計上しました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響からは

徐々に回復しており、今後は、事業構造改革の継続などにより、更なる収益の拡大を見込んでおります。

　 なお、ベトナム国ホーチミン市におきまして、令和３年７月９日より新型コロナウイルス感染症拡大によるロッ

クダウン（都市封鎖）が施行されたため、主に時計関連及び釣具用部品（その他）の製造子会社であるNISSEY

VIETNAM CO.,LTD.は行動制限を受け製造活動を停止しておりましたが、令和３年10月４日から徐々に稼働を開始し

ております。

　しかしながら、当社グループは、設備及び運転資金につきまして、主に金融機関からの借入金に依存しており、

総資産額に占める有利子負債の割合は、当第２四半期連結会計期間末において59.1％（前連結会計年度末は60.2

％）と依然として高い水準が続いております。

　これらの状況から、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在しております。

　これに対し、当社グループは以下の施策を事業構造改革として引き続き実施しております。

　前連結会計年度は、ＡＳＥＡＮ地域における製造部門におきましては、主要な設備投資の凍結及びそれにともな

う減価償却費の削減、人員の適正化及び残業の抑制などによる労務費単価の圧縮、消耗品や電気料などの経費削減、

日本精密㈱グループ本社(当社)及び香港支店、メガネフレームの販売子会社である㈱村井の販売管理部門におきま

しては、役員報酬の減額、人員の適正化や再配置などによる労務費の削減、予算統制の厳格化による諸経費の削減

などを、前々連結会計年度より継続して推進してまいりました。これらの施策はほぼ一巡しておりますが、当連結

会計年度は、ＡＳＥＡＮ地域の製造部門であるNISSEY VIETNAM CO.,LTD.及びNISSEY CAMBODIA CO.,LTD.を中心に、

グループ各社が相互協力のもと、連携を密にしながら製造活動を行い、生産性の向上及び製造原価の改善を図り、

今後の受注増加への対応を進めるとともに、サプライチェーンの基盤強化を目指します。

　財務面におきましては、当連結会計年度も当社グループの取引金融機関に対し、長期借入金元本の返済条項の緩

和を要請し、要請しているすべての取引金融機関から同意を頂いており、今後も継続的な支援を受けられる見込み

であります。また、当社は令和２年６月において、第三者割当増資200,003千円を実施しております。

　これらの具体的な対応策を実施又は継続することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められな

いものと判断しております。
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