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平成 19 年 ３ 月期    中間決算短信（連結） 

              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 

米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                        （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 

15,746      4.0
15,144   △ 3.1

△ 149        －
△ 9        －

70   △ 69.2
229   △ 77.2

18 年３月期 32,812         88          602          
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 
 百万円       ％ 円 銭 円 銭 

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

113   △ 23.2
147   △ 82.7

  0.83 
  1.08 

 － 
 － 

18 年３月期 481            3.49  － 
(注) ①持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円 17 年 9月中間期 －百万円 18 年 3月期 －百万円 
 ②期中平均株式数(連結) 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 
 ③会計処理の方法の変更   無 
 ④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、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 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 

44,771 
43,035 

35,666 
34,510 

79.7 
80.2 

262.15 
253.53 

18 年３月期 45,844 36,080 78.7 265.07 
(注)期末発行済株式数(連結) 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 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

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

  △ 75 
  1,077 

  △ 959 
  △ 865 

△ 280 
△ 433 

 6,625 
 9,043 

18 年３月期     828 △ 1,834 △ 425  7,942 
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数    12 社  持分法適用非連結子会社数   0 社 持分法適用関連会社数   0 社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結   (新規)  0 社  (除外)  0 社     持分法   (新規)  0 社 (除外)  0 社 

 
２．19 年３月期の連結業績予想（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 32,800  400   680 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    5 円 00 銭 
 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６ページ
をご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 

 
企業集団の概況 

 当企業集団が営んでいる主な事業内容と事業を構成しているリズム時計工業株式会社（以下「当社」とい

う）及び連結子会社の位置付けは、以下のとおりです。 

 

〔クロック事業〕（会社数１０社） 

（掛・置・目覚時計等） 

       製造については、RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.他５社が行っております。販売にあたって、

国内向けは、当社及びリズム開発㈱が販売し、海外向けは、RHYWACO(H.K.)CO.,LTD.他１社

が販売しております。 

(自動車用時計) 当社が製造を行い、主に自動車メーカーに販売しております。 

        

〔電子部品（機器類含む）及び産業用機械類事業〕（会社数５社） 

（電子部品）主なものは、プラスチック集積回路の組立・検査、アミューズメント関連機器、映像関連機

器であり、製造については当社及び RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.他３社が行い、販売にあ

たって当社他２社が主に電子・電気メーカーに販売しております。 

（産業用機械）主なものは、専用機械・精密金型であり東北リズム㈱他１社が製造・販売しております。 

 

〔その他の事業〕（会社数４社） 

（ 宝 飾 品 ）宝飾小売店向けに仕入れ・販売しております。 

（ そ の 他 ）主にウオッチの仕入れ・販売及び訪問介護事業であります。 
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以上述べた事項を事業系統図に示すと、次のとおりであります｡ 
 

得 意 先 （ 顧 客 ） 
掛・置・目覚時計等 自動車用時計 電子部品 産業用機械 その他 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
リ ズ ム 時 計 工 業 株 式 会 社 （ 当 社 ）  

クロック事業 電子部品及び産業用機械類事業 その他の事業 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆：連結子会社 
 

 

 

国内部品金型製造会社 
☆東北リズム㈱ 

国内販売会社 
☆リズム開発㈱ 

国内製造会社 
☆茨城リズム㈱ 
☆長野リズム㈱ 

海外部品金型製造会社 

☆RHYTHM PRECISION(H.K.)LTD. 

☆RHYKA VACUUM PLATING(H.K.)LTD. 

☆RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.

海外製造会社 

☆RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD. 委託製造品
の納入  

物流修理会社 
☆リズムサービス㈱ 

訪問介護事業会社 
☆㈱アールスタッフ 

委託製造品 
の納入 

金型・委託
製造品の納入

部品の

供給 
金型・部品
の納入 

製品・商品

の供給  

物流・修理

の提供  

海外販売会社 

☆RHYWACO(H.K.)CO.,LTD. 

☆RHYTHM U.S.A.,INC. 
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２．経 営 方 針 
 
（１）会社の経営の基本方針 

「リズム時計は、消費者（広くは社会）のために存在する」との経営理念のもと、当社は、「お客様の

ご満足」を行動の原点とし、お客様の期待に応える商品開発、サービスの向上に注力し、お客様の満足

する品質、価格、納期の実現を通じて、広く社会に貢献することを企業活動の基本としております。 
 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、効率的な業務運営、合理化活動による収益力の向上及び財務体

質の強化を通じ、株主の皆様に対する安定的な利益還元を実施することとしております。その方針に基

づき、連結業績を考慮しながら、長期的な視点に立った配当の実施を目指していきます。 

内部留保資金につきましては、将来の成長に不可欠な技術開発、商品開発や事業拡大の投資に充てる

ことにより、業績向上、財務体質の強化を図ってまいります。 
 

（３）中期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

当社は、平成18年度より平成20年度までの中期経営計画を策定し、売上高、営業利益の拡大を重要

な経営指標とし、事業経営を遂行しております。 

クロック事業におきましては、既存販路における売上の強化に取組むとともに、インテリア性を重視

した商品など、クロックの新たな魅力をお客様に提案していきます。そのための積極的な商品開発と販

路開拓に取組み、クロック事業の拡大を目指します。また、消費者のライフスタイルや消費形態の変化、

さらには消費者層の変化に対応すべく、営業体制の最適化、効率化を図り、また、中国工場拡充による

部品から組立・出荷までの一貫生産体制の一層の強化等、さらなるコスト削減、短納期化を進め、収益

体質の強化を図ります。 

海外販売におきましては、各販売地域での市場特性、消費者ニーズに適合した商品開発を進め、海外

販売の拡大に取組んでいきます。 

電子事業におきましては、急激に変化する市場と顧客要求により早く対応し、また、新技術を取込ん

だ高付加価値商品の積極的な企画提案活動を強化し、新商品、新販路開拓による収益の拡大を図ってま

いります。また、中国、ベトナムなど海外事業体制を強化し、さらなる事業の拡大を目指します。 
 

（４）会社の対処すべき課題 

当社が属するクロック市場、電子機器分野の市場におきましては、今後ますます市場ニーズの多様化、

競争の激化や需要変動が続くものと予想され、スピーディな事業対応が求められます。また、原材料価

格の高騰や雇用環境の変化等からのコスト増要因に対する一層の合理化、効率化の実現が求められます。 

このような中、クロック事業におきましては、国内需要のさらなる創出、海外販売の拡大を重点に取

組んでおります。そのために、他社にない独自商品の開発、総合クロックメーカーとしての商品ライン

アップの拡充、一貫生産体制によるコスト削減、短納期対応等により、お客様のニーズに応えていきま

す。 

電子事業におきましては、デジタル商品関連などの拡大市場における売上の確保が重要であります。

当社グループは、積極的な新製品開発、企画提案を強化することにより、新商品、新規顧客の獲得によ

る売上拡大を図ってまいります。また、生産拠点のある中国においては、現地日系企業向けの売上の拡

大、さらに、ベトナム工場の増設により精密部品需要の拡大に対応し、電子事業全体の業容拡大を図っ

てまいります。 
 

（５）親会社等に関する事項 

   当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
（１）当中間連結会計期間の概況 

当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や長期金利の上昇等の懸念材料がある中、輸出を中

心とした企業収益の改善や民間設備投資の増加を背景に、総じて景気回復基調の中で推移いたしました。

一方、個人消費につきましては、デジタル家電などの一部業種や高級品販売の増加などに明るい兆しが

見られるものの、お客様の購買行動は、依然、慎重なものでありました。また、海外の景気動向につき

ましても、概して伸びは穏やかになってはいるものの、持続的な経済成長が続いております。 

このような中、当社グループのクロック事業を取り巻く環境については、引き続き厳しい状況下にあ

り、当社グループは、お客様のニーズや購買動向に合わせた商品開発による業績向上に努めてまいりま

したが、業績面においては売上高、営業損益ともに厳しい状況となりました。また、電子機器・部品等

の分野におきましても、価格や品質に対するお客様の要望がますます強まる中、事業拡大に積極的に邁

進してまいりました結果、売上高は増収となったものの、営業損益は減益となりました。 

以上のことから、当社グループ全体の当中間期の連結売上高は、157 億 46 百万円（前中間期 151 億

44 百万円に対し 4.0%の増収）となりました。損益につきましては、グループ全体で合理化に努めてま

いりましたが、販売単価の下落や製造コストの上昇などにより、営業損益では1億49百万円の損失（前

中間期は9百万円の損失）、経常損益では70百万円の利益（前中間期2億29百万円の利益に対し69.2%

の減益）、中間純損益では、1億13百万円の利益（前中間期1億47百万円に対し23.2%の減益）となり

ました。 

 

 次に事業別セグメントの業績についてご報告申し上げます。 

 

① クロック事業 

国内市場におきましては、他社にない商品提案を積極的に進めてまいりました。クリスタルドーム

の中で精密な小鳥がさえずる「秀麗」の発売など高級品ラインアップの充実、標準電波に加えAMラ

ジオ放送の受信により受信範囲を広げた電波時計「スリーウェイブシリーズ」の発売、さらに、今日、

ますます関心が高まっている災害時の対応のために多機能防災クロック「ディフェリア」の発売など、

当社独自の商品ラインアップを拡充してまいりました。また、販売面でも、流通の変化に対応するた

め、国内営業体制を見直し、より市場に密着した営業体制に改革するなどの売上・利益拡大のための

方策を実施してまいりましたが、販売単価の下落等により売上高は減少いたしました。一方、海外販

売におきましては、北米、アジア市場を中心に、新商品の積極的な投入、新規顧客の開拓に努めまし

た結果、前中間期を上回る業績を上げることができました。 

利益面では、昨年の中国工場の統合及び販管費の削減などの合理化に努めてまいりましたが、製造

コストの上昇や為替の影響、販売単価の下落などにより、収益は悪化いたしました。 

その結果、当中間期のクロック事業の連結売上高は、66億55百万円（前中間期67億74百万円に

対し1.8%の減収）、営業損益は1億17百万円の損失（前中間期は13百万円の利益）となりました。 

 

② 電子部品(機器類含む)および産業用機械類事業 

電子事業につきましては、顧客先企業に対し、積極的に新製品の企画・提案を実施し、売上の拡大

に努めてまいりました。情報関連機器分野では、主要顧客向けに主力商品売上が堅調に推移しました。

また、金型部品分野では、デジタル関連市場の需要拡大に対応すべく、今年3月にリズムプレシジョ

ンベトナム（ベトナム国ハノイ市）を操業させ、さらに来年夏の稼動に向けて第二工場の増設を推進

しております。このように積極的に業容の拡大に努めました結果、増収を確保することができました。 

映像関連分野では市販向けカメラ機器の不振、IC組立分野では既存製品の受注不振等により前年を
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下回る結果となっております。 

利益面におきましては、合理化、効率化を推進して参りましたが、価格競争の激化や製造コストの

上昇などにより営業損益では、ほぼ前年並みの水準にとどまりました。 

以上のことから、当中間期の電子事業の売上高は、75億52百万円（前中間期68億12百万円に対

し10.9%の増収）、営業損益は6億33百万円の利益（前中間期6億36百万円に対し0.4%の減益）と

なりました。 

 

③ その他の事業 

宝飾・ウォッチ、訪問介護事業を中心としたその他の事業につきましては、お客様のニーズに合っ

た商品、サービスの提供に努めてまいりました。宝飾品、介護サービスでは堅調な売上で推移いたし

ましたが、ウォッチの売上につきまして前年を下回りました。 

その結果、当中間期におけるその他の事業の売上高は、15億38百万円（前中間期15億56百万円

に対し1.2%の減収）、営業損益は28百万円の損失（前中間期は55百万円の損失）となりました。 

 

 

（２）通期の見通し 

日本経済の状況につきましては、企業収益の改善や民間設備投資の増加に牽引され、景気回復が続く

と見込まれておりますが、個人消費の伸びや原材料価格の動向などに留意する必要があります。 
このような中、当社及び当社グループは、いかなる経営環境にあっても確実に収益を確保できる企業

を目指し、体質強化に取組んでまいります。 
クロック事業は、総合クロックメーカーとして商品ラインアップの拡充を図るとともに、音や動きの

機能面と素材、デザイン性を重視した商品提案を積極的に行い、新たな需要の創出に努めてまいります。

また、市場の変化を的確に捉え、流通環境にあった生産・販売体制により売上と利益の創出に努めてま

いります。 
電子事業におきましては、積極的な新製品開発をすすめOEM先顧客への企画提案を強化するとともに、

デジタル関連など新たな市場開拓による受注拡大と、中国の拠点活用、他社との業務提携により、現地

に進出している日系企業を中心に拡販を図ってまいります。また、ベトナム工場の増設により精密部品

の需要拡大に対応し、電子事業全体の業容拡大を図ってまいります。 

なお、平成19年3月期の通期業績予想につきましては、連結売上高328億円（前期328億12百万円）、

同経常利益4億円（前期6億2百万に対し33.6%の減収）、同当期純利益6億80百万円（前期4億81百

万円に対し41.2%の増収）を見込んでおります。 
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（３）財 政 状 態 

 
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ13億17百万円減少し、当中間連結会計期間末には66億25百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が減少したこと等による資金の増加がありました

が、たな卸資産の増加や賞与引当金の減少等により、75百万円の資金の減少（前中間連結会計期間

比11億52百万円の収入減）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、クロック事業における金型投資や電子事業における機械設

備投資による支出などにより9億59百万円の資金の減少（前中間連結会計期間比94百万円の支出増）

となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより、2億80百万円の資金の減少

（前中間連結会計期間比1億52百万円の支出減）となりました。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 
 第７７期 

平成15年3月期
第７８期 
平成16年3月期

第７９期 
平成17年3月期 

第８０期 
平成18年3月期 

第８１期 
平成18年9月期

自己資本比率（％） 81.2 80.7 80.2 78.7 79.7

時価ベース自己資本比率（％） 46.1 84.9 79.8 70.9 63.8

債務償還年数（年） 0.1 0.0 0.0 0.0 ―

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 586.3 325.6 452.9 89.4 ―

   （注）自己資本比率   ： 自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率  ： 株式時価総額／総資産 

      債務償還年数   ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・

フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にして

おります。 

５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスの場合には記載しておりません。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年9月30日）現在におい

て、当社グループが判断したものであります。 

① 電子事業における販売状況について 

当社グループの電子事業における情報機器関連製品は、主としてダイコク電機株式会社に販売を

しております。当社グループ売上高に占める同社の販売依存度は、平成17年3月期18.2%、平成18

年3月期19.0%と高い割合となっており、今後もこの傾向が続くと見込まれます。同社との関係は

良好に推移しており、今後とも取引の維持・拡大に努める所存でありますが、同社の事業方針や販

売数量の動向によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 生産拠点の中国集中について 

当社グループは、競争力のある製品の製造コスト削減のため、主にクロックの部品調達から完成

品までの一貫生産を、中華人民共和国の東莞地区において進めてまいりました。その結果、クロッ

ク事業における中国生産の比率は、金額ベースで平成17年3月期69.1%、平成18年3月期71.5%

と、比較的高い水準となっております。従って、中国の政治経済や法規制の変化など予期せぬ事象

が発生した場合には、部品調達や工場操業が困難になるなど、当社グループの事業展開及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 為替変動による影響について 

当社グループのクロック生産に占める海外生産の割合が増えるに従い、為替レートの変動による

影響を受けやすくなっております。そのため、当社グループは為替相場の変動によるリスクを回避

する目的で、為替予約等の対策を行っておりますが、為替レートの急激な変動により、当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 個人情報の管理について 

当社グループは、営業活動の過程において、社内・社外にわたり相当数の個人情報を保有してお

ります。これらの個人情報の管理は、社内規定に基づき厳重に行っておりますが、万一外部に漏洩

する事態となった場合には、社会的信用の失墜による売上への影響、損害賠償による費用の負担等

が避けられず、業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 製品の欠陥について 

当社グループは「お客様の満足」を目標として品質管理に最大限の注意を払っておりますが、リ

コールや製造物責任に基づく賠償請求に発展するような場合には、多額のコストの発生とともに当

社の評価に重大な影響を与え、それにより当社グループ全体の業績及び財政状況に影響を及ぼす可

能性があります。 



 － 9 －

４．中間連結財務諸表等 

中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(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  9,050 6,934  8,010

２ 受取手形及び売掛金 ※4 8,361 8,830  9,813

３ 有価証券  50 ―  50

４ たな卸資産  6,434 7,333  6,415

５ 前払費用  116 164  124

６ 繰延税金資産  142 224  167

７ その他 ※3 1,187 1,764  1,291

  貸倒引当金  △21 △21  △23

流動資産合計  25,321 58.8 25,230 56.3 25,848 56.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物及び構築物  2,200 2,132  2,130

(2) 機械装置及び運搬具  1,507 1,437  1,675

(3) 工具・器具及び備品  902 919  906

(4) 土地  1,703 1,661  1,703

(5) 建設仮勘定  258 203  182

有形固定資産合計  6,571 15.3 6,353 14.2 6,597 14.4

２ 無形固定資産  101 0.2 434 1.0 249 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  8,844 10,364  10,622

(2) 長期貸付金  114 0  108

(3) 破産債権・更生債権 
  その他これらに準ず 
  る債権 

 34 27  33

(4) 信託建物及び構築物 ※2 701 660  680

(5) 信託土地  33 33  33

(6) 信託無形固定資産  11 10  11

(7) 繰延税金資産  13 10  10

(8) 前払年金費用  182 307  297

(9) その他  1,137 1,366  1,385

   貸倒引当金  △34 △28  △35

投資その他の資産合計  11,040 25.7 12,752 28.5 13,147 28.7

固定資産合計  17,713 41.2 19,541 43.7 19,995 43.6

資産合計  43,035 100.0 44,771 100.0 45,844 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(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 支払手形及び買掛金  3,854 4,440   4,204

２ 未払金  845 865   1,143

３ 未払費用  276 264   292

４ 未払法人税等  352 176   237

５ 繰延税金負債  1 2   ―

６ 賞与引当金  436 146   405

７ その他 ※3 218 171   257

流動負債合計  5,985 13.9 6,066 13.5  6,541 14.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  0 0   0

２ 繰延税金負債  1,580 2,212   2,383

３ 退職給付引当金  135 23   37

４ 役員退職慰労引当金  21 20   26

５ その他  801 782   774

固定負債合計  2,539 5.9 3,038 6.8  3,221 7.0

負債合計  8,524 19.8 9,105 20.3  9,763 21.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  12,372 28.8 ― ―  12,372 27.0

Ⅱ 資本剰余金  17,837 41.4 ― ―  17,837 38.9

Ⅲ 利益剰余金  3,026 7.0 ― ―  3,361 7.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,325 5.4 ― ―  3,512 7.7

Ⅴ 為替換算調整勘定  △46 △0.1 ― ―  9 0.0

Ⅵ 自己株式  △1,005 △2.3 ― ―  △1,012 △2.2

資本合計  34,510 80.2 ― ―  36,080 78.7

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 43,035 100.0 ― ―  45,844 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― 12,372  ―

２ 資本剰余金  ― 17,837  ―

３ 利益剰余金  ― 3,196  ―

４ 自己株式  ― △1,021  ―

株主資本合計  ― ― 32,385 72.4 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  ― 3,256  ―

２ 為替換算調整勘定  ― 24  ―

評価・換算差額等合計  ― ― 3,280 7.3 ― ―

純資産合計  ― ― 35,666 79.7 ― ―

負債純資産合計  ― ― 44,771 100.0 ― ―
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中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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  15,144 100.0 15,746 100.0 32,812 100.0

Ⅱ 売上原価  11,645 76.9 12,338 78.4 25,373 77.3

売上総利益  3,498 23.1 3,407 21.6 7,438 22.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 3,507 23.2 3,557 22.6 7,350 22.4

営業利益又は営業損失(△)  △9 △0.1 △149 △1.0 88 0.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  10 31  30

２ 受取配当金  68 63  118

３ 賃貸収入  58 87  130

４ 信託収入  98 98  197

５ 為替差益  87 ―  166

６ その他の営業外収益  34 359 2.4 93 375 2.4 91 735 2.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  4 6  9

２ 出向費用  6 35  3

３ 賃貸費用  24 29  41

４ 信託費用  43 38  83

５ 為替差損  ― 3  ―

６ その他の営業外費用  40 119 0.8 41 154 1.0 84 221 0.7

経常利益  229 1.5 70 0.4 602 1.8

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※2 ― 27  ―

２ 投資有価証券売却益  ― 2  ―

３ 年金制度変更利益  65 ―  66

４ その他の特別利益  6 71 0.5 2 32 0.2 ― 66 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産処分損 ※3 34 11  72

２ 投資有価証券売却損  ― ―  14

３ 投資有価証券評価損  ― 10  22

４ 減損損失 ※4 68 102 0.7 ― 21 0.1 68 178 0.5

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 199 1.3 81 0.5 490 1.5

法人税、住民税及び事業税  176 119  159

過年度法人税等戻入額  ― △98  ―

法人税等調整額  △124 52 0.4 △51 △31 △0.2 △150 9 0.0

中間(当期)純利益  147 0.9 113 0.7 481 1.5
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中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  17,836  17,836

Ⅱ 資本剰余金増加高 
 
 １ 自己株式処分差益 
 

 
0 0

 
0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  17,837  17,837

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,310  3,310

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間(当期)純利益  147 147 481 481

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  408 408 

 ２ 役員賞与  22 430 22 430

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  3,026  3,361
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中間連結株主資本等変動計算書 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 17,837 3,361 △1,012 32,558

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △272  △272

 利益処分による役員賞与 △5  △5

 中間純利益 113  113

 自己株式の処分 0 0 0

 自己株式の取得 △8 △8

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)  

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 0 △165 △8 △173

平成18年９月30日残高(百万円) 12,372 17,837 3,196 △1,021 32,385

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

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) 3,512 9 3,521 36,080 

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △272 

 利益処分による役員賞与 △5 

 中間純利益 113 

 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連結 
 会計期間中の変動額(純額) △255 14 △240 △240 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △255 14 △240 △414 

平成18年９月30日残高(百万円) 3,256 24 3,280 35,666 
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純利益  199 81 490

減価償却費  575 642 1,395

減損損失  68 ― 68

貸倒引当金の減少額  △5 △8 △3

退職給付引当金の増加(△は減少)額  462 △24 249

役員退職慰労引当金の減少額  △7 △5 △0

賞与引当金の増加(△は減少)額  66 △259 36

受取利息及び受取配当金  △79 △95 △148

支払利息  4 6 9

為替差損益  △33 △0 △131

固定資産売却益  ― △27 ―

固定資産処分損  34 11 72

投資有価証券評価損  ― 10 22

投資有価証券売却損益  ― △2 14

売上債権の減少(△は増加)額  1,214 990 △205

たな卸資産の増加額  △842 △917 △792

仕入債務の増加(△は減少)額  △259 234 156

未払消費税等の増加(△は減少)額  △6 19 △45

その他の資産の増加額  △302 △349 △358

その他の負債の増加(△は減少)額  109 △341 206

役員賞与の支払額  △22 △5 △22

小計  1,173 △41 1,014

利息及び配当金の受取額  80 88 148

利息の支払額  △4 △6 △9

法人税等の支払額  △173 △116 △325

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,077 △75 828

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

預金の預入による支出  △0 △191 △59

有形固定資産の取得による支出  △905 △794 △1,921

有形固定資産の売却による収入  7 406 41

無形固定資産の取得による支出  ― △188 △155

投資有価証券の取得による支出  △2 △227 △331

投資有価証券の売却等による収入  ― 52 513

貸付金の回収による収入  6 6 12

その他  29 △23 66

投資活動によるキャッシュ・フロー  △865 △959 △1,834

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △0 △0 △0

自己株式の取得による支出  △10 △8 △18

自己株式の売却による収入  0 0 1

配当金の支払額  △408 △272 △408

その他  △14 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  △433 △280 △425

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  75 △1 184

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△は減少)額  △146 △1,317 △1,246

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,189 7,942 9,189

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  9,043 6,625 7,942
   



 － 15 －

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する

事項 

 子会社である東北リズム

㈱・茨城リズム㈱・長野リズム

㈱・リズムサービス㈱・リズム

開発㈱・㈱アールスタッフ・

RHYTHM U.S.A.,INC.・RHYWACO 

(H.K.) CO.,LTD.・ RHYTHM 

INDUSTRIAL (H.K.) LTD.・ 

RHYTHM PRECISION (H.K.) LTD.

・RHYKA VACUUM PLATING (H.K.)

LTD.・ RHYTHM PRECISION 

VIETNAM CO.,LTD.の12社は全て

連結の範囲に含まれておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間

において当社100％出資の

RHYTHM PRECISION VIETNAM 

CO.,LTD.を設立し、当中間連

結会計期間より連結の範囲に

含めております。 

 子会社である東北リズム

㈱・茨城リズム㈱・長野リズム

㈱・リズムサービス㈱・リズム

開発㈱・㈱アールスタッフ・

RHYTHM U.S.A.,INC.・RHYWACO

(H.K.) CO.,LTD.・ RHYTHM 

INDUSTRIAL (H.K.) LTD.・ 

RHYTHM PRECISION (H.K.) LTD.

・RHYKA VACUUM PLATING (H.K.)

LTD.・ RHYTHM PRECISION  

VIETNAM CO.,LTD.の12社は全て

連結の範囲に含まれておりま

す。 

 

 子会社である東北リズム

㈱・茨城リズム㈱・長野リズム

㈱・リズムサービス㈱・リズム

開発㈱・㈱アールスタッフ・

RHYTHM U.S.A.,INC.・RHYWACO

(H.K.) CO.,LTD.・ RHYTHM 

INDUSTRIAL (H.K.) LTD.・ 

RHYTHM PRECISION (H.K.) LTD.

・RHYKA VACUUM PLATING (H.K.)

LTD.・ RHYTHM PRECISION  

VIETNAM CO.,LTD.の12社は全て

連結の範囲に含まれておりま

す。 

 なお、当連結会計年度にお

いて当社100％出資のRHYTHM 

PRECISION VIETNAM CO.,LTD.

を設立し、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

 関連会社であるKOREA 

RHYTHM LTD.は中間純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全

体としてもその影響の重要性

がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

 なお、CYGNUS TIME INC.に

ついては当社が議決権の50％

を所有しておりますが、同社

は現地法(韓国)の規定により

清算手続きを開始しており、

同社の財務及び経営方針に対

し重要な影響を与えることが

できないため、関連会社の範

囲から除いております。 

同左  関連会社であるKOREA 

RHYTHM LTD.は当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全

体としてもその影響の重要性

がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

 なお、CYGNUS TIME INC.に

ついては当社が議決権の50％

を所有しておりますが、同社

は現地法(韓国)の規定により

清算手続きを開始しており、

同社の財務及び経営方針に対

し重要な影響を与えることが

できないため、関連会社の範

囲から除いております。 

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、すべて当社と同一であり

ます。 

同左  連結子会社の決算日は、す

べて当社と同一であります。

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

中間連結会計期間末日

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。 

・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。 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

中間連結会計期間末日

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。 

・時価のないもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

連結会計年度末日の市

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 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② デリバティブ 

   時価法によっておりま

す。 

 ② デリバティブ 

―――――― 

 ② デリバティブ 

   時価法によっておりま

す。 

  ③ たな卸資産 

   主として先入先出法に

よる低価法で評価して

おります。 

 ③ たな卸資産 

同左 

 ③ たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   主として定率法によっ

ております。なお、耐用

年数及び残存価額につい

ては、主に法人税法に規

定する方法と同一の基準

によっております。ただ

し、当社及び国内連結子

会社については、平成10

年4月1日以降取得した建

物(建物附属設備を除く)

については、定額法によ

っております。 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 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) 重要な引当金の計上基準

 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。 

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

 

 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

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、当中間連結会

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、各連結会計年度

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

翌連結会計年度より費用

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。

 ② 賞与引当金 

連結子会社において

は、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、当連結会計年

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、当中間連結会

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、各連結会計年度

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

翌連結会計年度より費用

処理しております。 

 

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、当連結会計年

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、当連結会計年

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、各連結会計年度

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

翌連結会計年度より費用

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 役員退職慰労引当金 

連結子会社において

は、役員の退職慰労金の

支出に備えて、内規に基

づく中間連結会計期間末

要支給額の100％相当額

を計上しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

     同左 

 

 ④ 役員退職慰労引当金 

   連結子会社において

は、役員の退職慰労金の

支出に備えて、内規に基

づく連結会計年度末要支

給額の100％相当額を計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(4) 重要な外貨建の資産又は

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。なお、在外子

会社等の資産及び負債、収

益及び費用は、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

「資本の部」における為替

換算調整勘定に含めてお

ります。 

(4) 重要な外貨建の資産又は

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。なお、在外子

会社等の資産及び負債、収

益及び費用は、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

「純資産の部」における為

替換算調整勘定に含めて

おります。 

(4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

  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。なお、在外子会社等

の資産及び負債、収益及び

費用は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は「資本の部」に

おける為替換算調整勘定に

含めております。 

 

(5) 重要なリース取引の処理

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

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。  

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 

 (6) その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理方

法 

   消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

 

(6) その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理方

法 

同左 

 

(6) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

 ① 消費税等の会計処理方

法 

同左 

 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得

日から３カ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３カ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 
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会計処理の変更 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

当中間連結会計期間から「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

合に比べ税金等調整前中間純利益は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 

当連結会計年度から「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

比べ税金等調整前当期純利益は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 

当中間連結会計期間から「『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金等

調整前中間純利益は105百万円少なく

計上されております。 

なお、セグメント情報に与える影響

はありません。 

 

―――――― 

２ 退職給付に係る会計基準 

当連結会計年度から「『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金等調

整前当期純利益は105百万円少なく計

上されております。 

なお、セグメント情報に与える影響

はありません。 

 

―――――― 

１ 役員賞与に関する会計基準 

当中間連結会計期間から「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 

当中間連結会計期間から「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35,666百万円です。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 

―――――― 
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追加情報 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

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、税金等調

整前中間純利益は187百万円増加して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載しており

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、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、税金等調

整前当期純利益は188百万円増加して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載しており

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 
 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,082百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

18,584百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

19,036百万円

※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、流動資産及び流動負債の

「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

―――――― 

 

―――――― 

※４ 中間連結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、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高から

除かれております。 

受取手形      64百万円

―――――― 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

百万円 

梱包費・運送費 439

広告宣伝費 243

支払手数料 328

退職給付費用 48

役員退職慰労引当金 
繰入額 

5

給料 1,103

賞与引当金繰入額 41

賞与 187

旅費・通信費 129

減価償却費 24

賃借料 269

貸倒引当金繰入額 0
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

百万円

梱包費・運送費 419

広告宣伝費 228

支払手数料 327

退職給付費用 57

役員退職慰労引当金 
繰入額 

3

給料 1,108

賞与引当金繰入額 26

賞与 151

旅費・通信費 125

減価償却費 17

賃借料 285

貸倒引当金繰入額 ―
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

百万円

梱包費・運送費 935

広告宣伝費 523

支払手数料 686

退職給付費用 110

役員退職慰労引当金 
繰入額 

11

給料 2,232

賞与引当金繰入額 11

賞与 395

旅費・通信費 266

減価償却費 50

賃借料 536

貸倒引当金繰入額 2

 
 

※２ 固定資産売却益の発生原因 

―――――― 

※２ 固定資産売却益の発生原因 

   土地、建物等の売却処分によるも

のであります。 

 

※２ 固定資産売却益の発生原因 

―――――― 

※３ 固定資産処分損の発生原因 

   工具、器具、備品及び機械装置等

の除却処分によるものでありま

す。 

※３ 固定資産処分損の発生原因 

   工具、器具、備品及び機械装置等

の除却処分によるものであります。

※３ 固定資産処分損の発生原因 

   工具、器具、備品及び機械装置

等の除却処分によるものであり

ます。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※４ 減損損失 

当社グループは、事業区分を基

本として、当社時計事業について

は支店単位で、連結子会社につい

ては会社単位で、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。 

当中間連結会計期間において、

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 

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。 

※４ 減損損失 

―――――― 

※４ 減損損失 

当社グループは、事業区分を基

本として、当社時計事業について

は支店単位で、連結子会社につい

ては会社単位で、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。 

当連結会計年度において、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

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。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 142,178,939 ― ― 142,178,939 
 

２ 自己株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

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 

 
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 272 2.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 9,050百万円 

有価証券勘定 50百万円 

預入れ期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△57百万円 

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 

9,043百万円 

  

１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,934百万円

有価証券勘定 ―百万円

預入れ期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△309百万円

現金及び現金同等物
の中間期末残高 

6,625百万円

  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 8,010百万円

有価証券勘定 50百万円

預入れ期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△118百万円

現金及び現金同等物 
の期末残高 

7,942百万円
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(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

機械装置 
及び 
運搬具 

403 234 168 

工具・ 
器具及び 
備品等 

845 436 409 

合計 1,249 671 578 

 

(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)

機械装置
及び 
運搬具 

619 241 378

工具・ 
器具及び
備品等 

827 432 395

合計 1,447 673 774

 

(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)

機械装置
及び 
運搬具 

352 217 134

工具・ 
器具及び
備品等 

841 425 415

合計 1,193 642 550

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 221百万円 

１年超 373百万円 

合計 594百万円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 292百万円

１年超 496百万円

合計 789百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 210百万円

１年超 355百万円

合計 565百万円
 

(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 134百万円

減価償却費相当額 125百万円

支払利息相当額 8百万円
 

(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 161百万円

減価償却費相当額 146百万円

支払利息相当額 15百万円
 

(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 242百万円

減価償却費相当額 221百万円

支払利息相当額 20百万円
 

(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 
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(有価証券関係) 

 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 2,831 6,683 3,851

② その他 532 581 49

合計 3,364 7,265 3,900

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行

うこととしております。なお、当中間連結会計期間末におきましては該当するものはありません。 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

① その他有価証券 

  非上場株式 1,546

  フリーファイナンシャルファンド 50

 
 
 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 2,831 8,235 5,403

② その他 592 651 58

合計 3,424 8,886 5,462

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行

うこととしております。なお、当中間連結会計期間末におきましては該当するものはありません。 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

① その他有価証券 

  非上場株式 1,225

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 220
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 2,828 8,618 5,789

② その他 535 637 101

合計 3,364 9,255 5,891

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行うと

としております。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損22百万円を計上しております。 

 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

① その他有価証券 

  非上場株式 1,235

  フリーファイナンシャルファンド 50

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 98

 
 
(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち１
年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

為替予約取引  

買建  市場取引以外の取引 

香港ドル 256 ― 275 19

(注) 時価については、取引金融機関より提示されたものによっております。 

 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等のうち１
年超(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

為替予約取引  

買建  市場取引以外の取引 

香港ドル 56 ― 59 2

(注) 時価については、取引金融機関より提示されたものによっております。 
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(セグメント情報) 

 
（１）事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 
クロック事業
(百万円) 

電子部品 
(機器類含む)
及び産業用
機械類事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 6,774 6,812 1,556 15,144 ― 15,144

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

16 171 638 826 ( 826) ―

計 6,791 6,983 2,195 15,970 ( 826) 15,144

営業費用 6,777 6,347 2,250 15,376 ( 222) 15,153

営業利益又は営業損失（△） 13 636 △55 594 ( 603) △9

 (注) １ 事業区分の方法 

  当連結グループの事業区分の方法は、製品・商品の機能及び種類により区分しております。 

２ 各事業区分の主要な商品 

事業区分 主要商品 

クロック事業 掛時計、置時計、デジタル時計、目覚時計、自動車用時計、設備時計、タイマ

ー、クロックムーブメント及び部分品 

電子部品(機器類含む)及び 

産業用機械類事業 

IC組立、自動車関連機器、映像関連機器、アミューズメント関連機器、金型、

産業用機械及び部分品 

その他の事業 宝飾品、ウオッチ、物流サービス、訪問介護サービス 

３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(603百万円) 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間に

おいて退職金制度の変更をしております。この結果、従来に比べ「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費

用が16百万円少なく計上されております。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
クロック事業
(百万円) 

電子部品 
(機器類含む)
及び産業用
機械類事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 6,655 7,552 1,538 15,746 ― 15,746

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

21 212 690 924 ( 924) ―

計 6,676 7,765 2,228 16,670 ( 924) 15,746

営業費用 6,793 7,131 2,256 16,182 ( 286) 15,895

営業利益又は営業損失（△） △117 633 △28 488 ( 637) △149

 (注) １ 事業区分の方法 

  当連結グループの事業区分の方法は、製品・商品の機能及び種類により区分しております。 

２ 各事業区分の主要な商品 

事業区分 主要商品 

クロック事業 掛時計、置時計、デジタル時計、目覚時計、自動車用時計、設備時計、タイマ

ー、クロックムーブメント及び部分品 

電子部品(機器類含む)及び 

産業用機械類事業 

IC組立、自動車関連機器、映像関連機器、アミューズメント関連機器、金型、

産業用機械及び部分品 

その他の事業 宝飾品、ウオッチ、物流サービス、訪問介護サービス 

３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(637百万円) 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
クロック事業
(百万円) 

電子部品 
(機器類含む)
及び産業用
機械類事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 14,859 14,821 3,130 32,812 ― 32,812

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

53 411 1,341 1,806 (1,806) ―

計 14,913 15,232 4,472 34,618 (1,806) 32,812

営業費用 14,973 13,863 4,463 33,300 (577) 32,723

営業利益又は営業損失（△） △60 1,368 8 1,317 (1,228) 88

 (注) １ 事業区分の方法 

  当連結グループの事業区分の方法は、製品・商品の機能及び種類により区分しております。 

２ 各事業区分の主要な商品 

事業区分 主要商品 

クロック事業 掛時計、置時計、デジタル時計、目覚時計、自動車用時計、設備時計、タイマ

ー、クロックムーブメント及び部分品 

電子部品(機器類含む)及び 

産業用機械類事業 

IC組立、自動車関連機器、映像関連機器、アミューズメント関連機器、金型、

産業用機械及び部分品 

その他の事業 宝飾品、ウオッチ、物流サービス、訪問介護サービス 

３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(1,228百万円) 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度において退

職金制度の変更をしております。この結果、従来に比べ「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用が16百

万円少なく計上されております。 
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（２）所在地別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
日本 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 13,790 685 667 15,144 ― 15,144

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

871 2,667 ― 3,538 ( 3,538) ―

計 14,661 3,352 667 18,682 ( 3,538) 15,144

営業費用 14,576 3,544 622 18,744 ( 3,590) 15,153

営業利益又は営業損失（△） 85 △191 45 △61 52 △9

(注) １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……香港 

(2) その他……アメリカ 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(603百万円) 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間にお

いて退職金制度の変更をしております。この結果、従来に比べ「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用

が16百万円少なく計上されております。 

 
 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
日本 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 14,218 835 691 15,746 ― 15,746

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

876 3,408 ― 4,285 ( 4,285) ―

計 15,095 4,243 691 20,031 ( 4,285) 15,746

営業費用 15,181 4,300 656 20,138 ( 4,242) 15,895

営業利益又は営業損失（△） △85 △56 35 △107 ( 42) △149

(注) １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……香港 

(2) その他……アメリカ 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(637百万円) 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
日本 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 29,674 1,514 1,622 32,812 ― 32,812

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

1,882 6,169 ― 8,051 (8,051) ―

計 31,557 7,684 1,622 40,863 (8,051) 32,812

営業費用 31,281 8,072 1,488 40,842 (8,119) 32,723

営業利益又は営業損失（△） 275 △388 133 21 67 88

(注) １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……香港 

(2) その他……アメリカ 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社での管理部門に係る費用

であります。(1,228百万円) 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度において退職

金制度の変更をしております。この結果、従来に比べ「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用が16百万

円少なく計上されております。 

 
 
 
（３）海外売上高 

 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,622 1,684 3,306 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 32,812 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

4.9 5.1 10.1 

(注) １．国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①北 米・・・・・アメリカ 
②その他・・・・・香港、東南アジア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(ストック・オプション等関係) 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成16年6月25日 平成17年6月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役       8 
当社監査役       2 
当社使用人     512 
当社子会社取締役   11 

当社取締役       8 
当社監査役       2 
当社使用人     503 
当社子会社取締役   12 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式   1,843,000 普通株式   1,955,000 

付与日 平成16年７月22日 平成17年７月21日 

権利確定条件 （注） （注） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
平成18年 7月 1日から 
平成21年 6月30日まで 

平成19年 7月 1日から 
平成22年 6月30日まで 

（注）１ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役及び監査役若しくは従業

員の地位にあることを要する。 

２ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

３ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当中間連結会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成16年6月25日 平成17年6月24日 

権利確定前   

  前連結会計年度末（株） 1,843,000 1,955,000 

  付与（株） ― ― 

  失効（株） ― ― 

  権利確定（株） 1,731,000 ― 

  未確定残（株） 112,000 1,955,000 

権利確定後   

  前連結会計年度末（株） ― ― 

  権利確定（株） 1,731,000 ― 

  権利行使（株） ― ― 

  失効（株） ― ― 

  未行使残（株） 1,731,000 ― 

 
②単価情報 

会社名 提出会社 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成16年6月25日 平成17年6月24日 

権利行使価格        （円） 236 233 

行使時平均株価       （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日）  （円） ― ― 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 253円53銭 

 

１株当たり純資産額 262円15銭

 

１株当たり純資産額 265円07銭

 

１株当たり中間純利益 1円08銭 

 

１株当たり中間純利益 0円83銭

 

１株当たり当期純利益 3円49銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在していないため記

載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在していないため記

載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在していないため記

載しておりません。 

 

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

147百万円 

普通株主に帰属しない金額 

 

－百万円 

普通株式に係る中間純利益 

147百万円 

普通株式の期中平均株式数 

136,148千株 

 

希薄化効果を有していないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権    1,843個 

  潜在株式の数   1,843,000株 

 第２回新株予約権    1,955個 

  潜在株式の数   1,955,000株 

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

113百万円

普通株主に帰属しない金額 

－百万円

普通株式に係る中間純利益 

113百万円

普通株式の期中平均株式数 

136,076千株 

 

希薄化効果を有していないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権    1,843個 

  潜在株式の数   1,843,000株 

 第２回新株予約権    1,955個 

  潜在株式の数   1,955,000株 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

481百万円

普通株主に帰属しない金額 

（利益処分による役員賞与金） 

6百万円

普通株式に係る当期純利益 

474百万円

普通株式の期中平均株式数 

136,127千株 

 

希薄化効果を有していないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権    1,843個 

  潜在株式の数   1,843,000株 

 第２回新株予約権    1,955個 

  潜在株式の数   1,955,000株 

 
 
(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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％ 

 

―――――― 

 


