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平成 19 年 ３ 月期   個別中間財務諸表の概要 
 平成 18 年 11 月 22 日 

上 場 会 社 名         リズム時計工業株式会社                 上 場 取 引 所  東 

コ ー ド 番 号           7769                                   本社所在都道府県  埼玉県 

（ＵＲＬ  http://www.rhythm.co.jp/ ）                      

代  表  者 役職名 取 締 役 社 長  氏名 大 川  康 寬 

問合せ先責任者 役職名 経 理 部 長  氏名 井 上  徹       ＴＥＬ (048)643-7213 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 22 日 配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 

単元株制度採用の有無 有(１単元 1,000 株) 
 
１． 18 年９月中間期の業績(平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日) 
(1)経営成績                         （金額表示 百万円未満を切り捨て） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円      ％
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

12,129    △ 0.6
12,200    △ 4.4

△ 336        －
△ 121        －

47    △ 79.0
225    △ 66.9

18 年３月期 26,598        △ 176      400       
 
 

中間(当期)純利益 
1株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円     ％ 円  銭
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

161   △ 36.1
252   △ 58.6

1.19    
1.85    

18 年３月期 327       2.40    
(注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 136,076,246 株 17 年 9 月中間期 136,148,118 株 18 年 3 月期 136,127,404 株 
   ②会計処理の方法の変更   無 
    ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

40,975 
39,813 

33,785 
32,909 

82.5 
82.7 

248.32 
241.76 

18 年３月期 42,320 34,158 80.7 250.99
(注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 136,053,527 株 17 年 9 月中間期 136,121,875 株 18 年 3 月期 136,092,542 株 
    ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期   6,125,412 株 17 年 9 月中間期   6,057,064 株 18 年 3 月期   6,086,397 株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 
 

売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 25,400 300      680    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  5 円 00 銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年３月期 0.00 2.00 2.00 

19年３月期（実績） 0.00 ― 

19年３月期（予想） ― 2.00 
2.00 

 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ペー
ジをご参照下さい。 
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中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  7,862 5,656  6,674

２ 受取手形 ※4 3,480 3,491  4,184

３ 売掛金  4,307 4,482  5,023

４ 有価証券  50 ―  50

５ 商品  562 544  560

６ 製品  2,969 3,654  2,957

７ 原材料  26 26  20

８ 仕掛品  1,142 1,398  1,164

９ 貯蔵品  112 108  113

10 前払費用  90 138  102

11 繰延税金資産  120 132  103

12 短期貸付金  1,430 1,538  1,247

13 未収入金  389 426  414

14 その他 ※3 207 396  345

  貸倒引当金  △20 △73  △75

流動資産合計  22,732 57.1 21,922 53.5 22,887 54.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物及び構築物  1,794 1,616  1,679

(2) 機械及び装置  507 551  621

(3) 車両及びその他の陸上運搬具  6 4  4

(4) 工具・器具及び備品  757 804  766

(5) 土地  1,700 1,658  1,700

(6) 建設仮勘定  262 203  180

有形固定資産合計  5,028 4,840  4,954

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウエア  11 8  9

(2) 電話加入権  36 36  36

(3) 施設利用権  9 8  8

(4) その他  33 370  183

無形固定資産合計  90 423  238

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  8,777 10,287  10,542

(2) 関係会社株式  965 965  965

(3) 長期貸付金  114 ―  108

(4) 関係会社長期貸付金  523 687  729
(5) 破産債権・更生債権 
  その他これらに準ず 
  る債権 

 34 27  33

(6) 信託建物及び構築物 ※2 701 660  680

(7) 信託土地  33 33  33

(8) 信託無形固定資産  11 10  11

(9) 敷金  89 87  89

(10) 保証金  523 523  523

(11) 保険積立金  498 648  692

(12) 前払年金費用  10 95  74

(13) その他  14 38  26

   貸倒引当金  △35 △149  △151

   投資損失引当金  △302 △126  △119

投資その他の資産合計  11,960 13,789  14,241

固定資産合計  17,080 42.9 19,053 46.5 19,433 45.9

資産合計  39,813 100.0 40,975 100.0 42,320 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

 (負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  1,080 512  830

２ 買掛金  1,773 2,420  2,261

３ 未払金  831 896  1,133

４ 未払費用  2 28  39

５ 未払法人税等  97 53  155

６ 前受金  24 ―  13

７ 信託前受金  17 17  17

８ 預り金  211 261  253

９ 前受収益  2 2  1

10 賞与引当金  298 ―  261

11 設備購入支払手形  15 ―  2

12 その他 ※3 51 5  19

流動負債合計  4,407 11.1 4,197 10.2 4,990 11.8

Ⅱ 固定負債    

１ 信託預り金  734 686  710

２ 繰延税金負債  1,568 2,195  2,367

３ 退職給付引当金  131 18  33

４ その他  62 91  59

固定負債合計  2,496 6.2 2,992 7.3 3,171 7.5

負債合計  6,903 17.3 7,190 17.5 8,162 19.3
    

 (資本の部)    

Ⅰ 資本金  12,372 31.1 ― ― 12,372 29.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  13,419 ―   13,419

２ その他資本剰余金    

(1) 資本金及び資本準備金減少差益  4,416 ―   4,416

(2) 自己株式処分差益  1 ―   1

資本剰余金合計  17,837 44.8 ― ― 17,837 42.1

Ⅲ 利益剰余金    

中間（当期）未処分利益  1,392 ―   1,467

利益剰余金合計  1,392 3.5 ― ― 1,467 3.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,312 5.8 ― ― 3,493 8.3

Ⅴ 自己株式  △1,005 △2.5 ― ― △1,012 △2.4

資本合計  32,909 82.7 ― ― 34,158 80.7

負債・資本合計  39,813 100.0 ― ― 42,320 100.0
    
 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 12,372 30.2 ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 13,419   ―

(2) その他資本剰余金  ― 4,418   ―

資本剰余金合計  ― ― 17,837 43.6 ― ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 1,356   ―

利益剰余金合計  ― ― 1,356 3.3 ― ―

４ 自己株式  ― ― △1,021 △2.5 ― ―

株主資本合計  ― ― 30,545 74.6 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ― 3,239  ―

評価・換算差額等合計  ― ― 3,239 7.9 ― ―

純資産合計  ― ― 33,785 82.5 ― ―

負債純資産合計  ― ― 40,975 100.0 ― ―
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中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  12,200 100.0 12,129 100.0 26,598 100.0

Ⅱ 売上原価  9,490 77.8 9,680 79.8 20,987 78.9

売上総利益  2,710 22.2 2,449 20.2 5,611 21.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,831 23.2 2,785 23.0 5,788 21.8

営業損失  121 △1.0 336 △2.8 176 △0.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  17 28   41

２ 有価証券利息  1 7   5

３ 受取配当金  235 198   284

４ 賃貸収入  189 217   391

５ 信託収入  98 98   197

６ 為替差益  35 9   68

７ その他の営業外収益  10 588 4.8 41 601 5.0 42 1,031 3.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  3 4   8

２ 賃貸費用  102 96   198

３ 信託費用  43 38   83

４ 出向費用  57 67   103

５ その他の営業外費用  34 242 2.0 10 218 1.8 59 454 1.7

経常利益  225 1.8 47 0.4 400 1.5

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  ― 26   ―

２ 貸倒引当金戻入益  6 ―   ―

３ 投資有価証券売却益  ― 2   ―

４ 投資損失引当金戻入益  102 108 0.9 ― 29 0.2 116 116 0.4

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産処分損  32 9   74

２ 投資有価証券売却損  ― ―   14

３ 投資有価証券評価損  ― 10   22

４ 投資損失引当金繰入額  ― 7   ―

５ 減損損失 ※1 68 ―   68

６ 年金制度変更費用  80 181 1.5 ― 27 0.2 79 259 0.9

税引前中間(当期)純利益  151 1.2 49 0.4 257 1.0

法人税、住民税及び事業税  20 15   33

過年度法人税等戻入額  ― △98   ―

法人税等調整額  △120 △100 △0.9 △28 △112 △0.9 △103 △69 △0.2

中間(当期)純利益  252 2.1 161 1.3 327 1.2

前期繰越利益  1,140 ―  1,140

 中間(当期)未処分利益  1,392 ―  1,467
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中間株主資本等変動計算書 

 

 当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金
 

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金

利益剰余

金合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 12,372 13,419 4,418 17,837 1,467 1,467 △1,012 30,664

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 △272 △272  △272

 中間純利益 161 161  161

 自己株式の処分 0 0  0 0

 自己株式の取得  △8 △8

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
  

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― ― 0 0 △110 △110 △8 △119

平成18年９月30日残高(百万円) 12,372 13,419 4,418 17,837 1,356 1,356 △1,021 30,545

 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,493 3,493 34,158

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △272

 中間純利益 161

 自己株式の処分 0

 自己株式の取得 △8

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△253 △253 △253

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
△253 △253 △372

平成18年９月30日残高(百万円) 3,239 3,239 33,785
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連会

社株式 

   移動平均法による原価

法によっております。 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

(評価差額については、全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定)によって

おります。 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額について

は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

によっております。 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

については、全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定)によっております。

   時価のないもの 

   移動平均法による原価

法によっております。 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  先入先出法による低価法

によっております。 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及び残

存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の

基準によっております。た

だし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定

額法によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。ただし、ソフトウエア

(自社利用分)については、

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに

備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 賞与引当金 

―――――― 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに

備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(主に13

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

期より費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務について

は、その発生年度に一括費用

処理しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(主に13

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

期より費用処理しておりま

す。 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(主に13

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

期より費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務について

は、その発生年度に一括費

用処理しております。 

 

 (4) 投資損失引当金 

子会社への投資に対する

損失に備えるため、その資

産内容等を勘案して計上し

ております。 

 

(4) 投資損失引当金 

同左 

(4) 投資損失引当金 

同左 

４ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

 

同左  外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

５ リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引にかかる方法に準じた

会計処理によっております。

 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

 消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、税

抜処理方式によっておりま

す。 

 

 消費税等の会計処理方法 

同左 

 消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第6号）を適用してお

ります。これにより従来の方法によっ

た場合に比べ税引前中間純利益は68

百万円少なく計上されております。 

 

 

―――――― 

１ 固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第6号）を適用しており

ます。これにより従来の方法によった

場合に比べ税引前当期純利益は68百

万円少なく計上されております。 

 

２ 退職給付に係る会計基準 

当中間会計期間から「『退職給付に

係る会計基準』の一部改正」（企業会

計基準第3号 平成17年3月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第7号 平成17年3月16日）

を適用しております。これにより従来

の方法によった場合に比べ税引前中

間純利益は105百万円少なく計上され

ております。 

 

―――――― 

２ 退職給付に係る会計基準 

当事業年度から「『退職給付に係る

会計基準』の一部改正」（企業会計基

準第3号 平成17年3月16日）及び「『退

職給付に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第7号 平成17年3月16日）を適用

しております。これにより従来の方法

によった場合に比べ税引前当期純利

益は105百万円少なく計上されており

ます。 

 

―――――― 

１ 役員賞与に関する会計基準 

当中間会計期間から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第4

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

 

―――――― 

 

―――――― 

２ 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

9日 企業会計基準第5号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は33,785百万円です。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

―――――― 
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追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 退職金制度の変更 

当社は、平成17年4月1日より、退職

金制度を従来の勤続年数を基礎とす

る方法からポイント制に変更し、さら

に、平成17年7月1日に適格退職年金制

度の一部について確定拠出年金制度

へ移行しております。 

また、適格退職年金制度について

は、従来、国内連結子会社である東北

リズム株式会社との連合型でありま

したが、退職年金制度の変更に伴い、

平成17年4月1日に東北リズム株式会

社の年金資産を分離しております。 

これらの移行により、営業利益及び

経常利益は16百万円増加し、税引前中

間純利益は41百万円増加しておりま

す。 

 

―――――― 

１ 退職金制度の変更 

当社は、平成17年4月1日より、退職

金制度を従来の勤続年数を基礎とする

方法からポイント制に変更し、さらに、

平成17年7月1日に適格退職年金制度の

一部について確定拠出年金制度へ移行

しております。 

また、適格退職年金制度について

は、従来、国内連結子会社である東北

リズム株式会社との連合型でありまし

たが、退職年金制度の変更に伴い、平

成17年4月1日に東北リズム株式会社の

年金資産を分離しております。 

さらに、平成18年3月において、平

成18年4月1日より退職一時金制度を適

格退職年金制度に移行する決定をして

おります。 

これらの移行により、営業利益及び

経常利益は16百万円増加し、税引前当

期純利益は42百万円増加しておりま

す。 

 

―――――― 

１ 賞与支給対象期間の変更 

当社は、従来、毎年4月から9月まで

を支給対象期間とする賞与については

当該期間直後の12月中に支給し、毎年

10月から翌年3月までを支給対象期間

とする賞与については当該期間直後の

6月中に支給しておりましたが、平成18

年4月1日より、毎年4月から9月までを

支給対象期間とする賞与については当

該期間内の6月中、毎年10月から翌年3

月までを支給対象期間とする賞与につ

いては当該期間内の12月中に前払いす

る方法に変更しております。 

 

―――――― 
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注記事項 

 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,796百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,281百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,590百万円

※２ 信託有形固定資産の減価償却累

計額 

418百万円 

 

※２ 信託有形固定資産の減価償却累

計額 

459百万円

 

※２ 信託有形固定資産の減価償却累

計額 

440百万円

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺して、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺して、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 

 

―――――― 

 

―――――― 

※４ 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、満期日に決済

が行われたものとして処理してお

ります。 

なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間

会計期間末残高から除かれており

ます。 

受取手形      55百万円

―――――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減損損失 

当社は、事業区分を基本として、

時計事業については支店単位で、

賃貸資産については物件単位で資

産のグルーピングを実施しており

ます。なお、遊休資産については、

個別資産別に減損損失認識の判定

を行っております。 

当中間会計期間において、時価

が著しく下落している以下の資産

について帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額（68百万

円）を減損損失として特別損失に

計上いたしました。 

用途 場所 種類 
減損損失 
(百万円) 

時計事業
用不動産 

北海道 
札幌市 
白石区 

土地 15 

遊休不動
産 

北海道 
札幌市 
白石区 

土地 47 

遊休不動
産 

栃木県 
上都賀郡 
足尾町 

土地 5 

 

※１ 減損損失 

―――――― 

※１ 減損損失 

当社は、事業区分を基本として、

時計事業については支店単位で、

賃貸資産については物件単位で資

産のグルーピングを実施しており

ます。なお、遊休資産については、

個別資産別に減損損失認識の判定

を行っております。 

当事業年度において、時価が著

しく下落している以下の資産につ

いて帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額（68百万円）

を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

用途 場所 種類 
減損損失
(百万円)

時計事業
用不動産 

北海道 
札幌市 
白石区 

土地 15

遊休不動
産 

北海道 
札幌市 
白石区 

土地 47

遊休不動
産 

栃木県 
上都賀郡 
足尾町 

土地 5
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、原則と

して、不動産鑑定評価またはそれ

に準ずる方法により算定し、売却

や他の転用が困難な資産について

はゼロとしています。 

 

 
―――――― 

 
なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、原則と

して、不動産鑑定評価またはそれ

に準ずる方法により算定し、売却

や他の転用が困難な資産について

はゼロとしています。 

 

２  減価償却実施額 

有形固定資産 315百万円 

無形固定資産 5百万円 

信託資産 22百万円 
 

２  減価償却実施額 

有形固定資産 376百万円

無形固定資産 2百万円

信託資産 20百万円
 

２  減価償却実施額 

有形固定資産 783百万円

無形固定資産 11百万円

信託資産 44百万円
 

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,086,397 40,714 1,699 6,125,412
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加40,714株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少1,699株 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(借主側) 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(借主側) 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額
相当額
(百万円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

車両及び 
運搬具 

206 107 99 

工具・ 
器具及び 
備品等 

452 227 225 

合計 659 334 324 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高 
相当額
(百万円)

車両及び
運搬具 

145 72 73

工具・ 
器具及び
備品等 

499 292 206

合計 645 365 280

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車両及び 
運搬具 

181 93 87

工具・ 
器具及び 
備品等 

496 254 242

合計 678 348 330

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 127百万円 

１年超 201百万円 

合計 329百万円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 124百万円

１年超 160百万円

合計 285百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 132百万円

１年超 202百万円

合計 334百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 74百万円

減価償却費相当額 71百万円

支払利息相当額 3百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 72百万円

減価償却費相当額 68百万円

支払利息相当額 3百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 147百万円

減価償却費相当額 140百万円

支払利息相当額 7百万円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(6) 減損損失 

  リース資産に配分された減損損失

がないため、項目等の記載は省略して

おります。 

(6) 減損損失 

同左 

(6) 減損損失 

同左 

 
 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平

成18年９月30日)及び前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)のいずれにおいても子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――――― 

１ 関連会社の清算 

清算手続き中でありました当社の

関連会社であるCYGNUS TIME INC.につ

きまして、平成18年11月17日に清算株

主総会が開催され、配当金が確定致し

ました。これにより、特別利益が約10

億円発生する見込みです。 

 

CYGNUS TIME INC.の概要 

所在地 ：仁川広域市富平区山谷洞

137の2（大韓民国） 

代表者 ：共同代表清算人 西川昭、

韓吉愚 

資本金 ：316百万ウォン 

株主構成：リズム時計工業株式会社

50.0％、平昌産業株式会

社(韓国)42.5％、個人株

主(韓国)7.5％ 

 

 

―――――― 
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売 上 実 績 

（単位 百万円） 

区   分 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前年同期比増減 

 

クロック 

国 内 

輸 出 

5,625 

860 

5,425 

853 

△199 

△6 

 計 6,486 6,279 △206 

国 内 

輸 出 

4,370 

0 

4,430 

0 

60 

0 

電子部品(機器 

類含む)及び 

産業用機械類 計 4,370 4,431 61 

 

その他 

国 内 

輸 出 

1,343 

0 

1,417 

0 

73 

0 

 計 1,343 1,418 74 

 

合 計 

国 内 

輸 出 

11,340 

860 

11,274 

855 

△65 

△5 

 計 12,200 12,129 △70 

 

 

 

平成19年３月期見通し 

（単位 百万円） 

区   分 

前期実績 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当期見通し 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

前期比増減 

 

売 

 

クロック 

国 内 

輸 出 

12,197 

1,834 

12,050 

1,750 

△147 

△84 

  計 14,031 13,800 △231 

 国 内 

輸 出 

9,817 

0 

9,000 

0 

△817 

0 

上 

電子部品(機器 

類含む)及び 

産業用機械類 計 9,817 9,000 △817 

  

その他 

国 内 

輸 出 

2,750 

0 

2,600 

0 

△150 

0 

  計 2,750 2,600 △150 

高  

合 計 

国 内 

輸 出 

24,765 

1,834 

23,650 

1,750 

△1,115 

△84 

  計 26,598 25,400 △1,198 

経 常 利 益 400 300 △100 

当 期 純 利 益 327 680 352 

配 当 2.00円 2.00円  
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役員の異動 

（平成18年8月31日付） 

 

（１）退任取締役 

取締役 上垣外 茂樹 （平成18年9月1日付 長野リズム株式会社 取締役社長就任） 

 

 

 

以 上 

 




