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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 80,502 ― 4,001 ― 5,159 ― 2,211 ―
20年3月期第1四半期 79,996 3.6 5,389 9.1 6,637 19.7 3,281 23.8

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

21年3月期第1四半期 6.37 5.91
20年3月期第1四半期 9.47 8.77

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

21年3月期第1四半期 402,772 249,347 61.5 713.64
20年3月期 387,975 243,830 62.4 697.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  247,627百万円 20年3月期  242,143百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

20年3月期期末配当金の内訳 普通配当 7円50銭 記念配当 7円50銭  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 7.50 0.00 15.00 22.50
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 0.00 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 169,000 0.8 10,000 △17.9 10,500 △21.3 5,500 △28.7 15.85
通期 356,000 5.7 24,000 △1.1 25,000 1.0 13,000 6.7 37.46

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化によ
り、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  380,353,809株 20年3月期  380,353,809株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  33,358,821株 20年3月期  33,348,673株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  346,999,852株 20年3月期第1四半期  346,673,579株



 

 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の連結経営成績は、世界的な市場の成長鈍化による個人消費の落ち込みや設備投資意欲の減退

等の影響を受け、時計事業が Bulova Corporation を新規に連結追加した影響により増収となったものの、実質

的には減収となった他、電子デバイス事業、電子機器製品事業、産業用機械事業も減収となり、全体では、売

上高は 805 億円（前年同期比 0.6％増）、営業利益は 40 億円（同 25.8％減）と増収減益となりました。 

 

国内ウオッチ市場は、ガソリンや食料品の値上げなどから消費の減退感が高まっていることで、舶来高級品

の好調に陰りが見えており、昨年までの強気な値上げ傾向から一部ブランドで値下げ対応を行うなど慎重な動

きも出始めています。国内メーカーも同様に厳しい環境となっていますが、エコ・ドライブや電波時計といっ

た高付加価値機能に美しいデザインを融合することで商品の差別化を図り、前第 1 四半期並の結果を残すこと

ができました。 

海外ウオッチ市場は、円高の影響が大きかったことに加え、米国サブプライムローン問題による景気の減速

感が加速しており、市場環境が急激に悪化しています。更に、中国生産環境の変化による調達難といったマイ

ナス要因もある中、エコボーナスキャンペーンを行うなど販売拡大に努めた結果、欧州及びアジアで好調を維

持し、若干の増収となりました。 

Ｑ＆Ｑブランドは国内で電波時計が順調に推移した他、特注が入るなど好調でしたが、海外では各国に広が

りつつある中南米地域の苦戦の影響などを受け、減収となりました。 

バイヤーズブランドは、景気の先行き不安感から、欧米の主顧客が在庫調整を図り発注を抑えていることや、

円高の影響により、減収となりました。 

ムーブメント単体販売は、低価格クオーツ時計の需要減少傾向や中国メーカーによる値引き競争激化の状況

に変わりはありません。また、北京オリンピックを控えた入国や物流の管理強化、人件費や材料費の高騰など

も、中国内にある組み立てメーカーからの需要減少に繋がっている状況です。こういった状況の中、多針ムー

ブメントや機械式ムーブメントといった高付加価値ムーブメントの販売は好調であったものの、主力の標準ム

ーブメントが価格安定化のために販売を抑え在庫調整を行った結果、減収となりました。 

クロック販売は流通統合や価格競争の影響を受けて厳しい環境が続いており、減収となりました。 

この結果、時計事業全体では、前連結会計年度末より連結対象会社となっていた Bulova Corporation の業績

が追加された影響により売上高は 354 億円（前年同期比 10.6％増）、営業利益は 33 億円（同 27.0％減）と増収

減益となりました。 

 

電子デバイス事業のうち、オプトデバイスは、主力のチップＬＥＤが携帯電話の世界市場において発生した

在庫調整の影響により伸び悩んだものの、国内携帯電話市場や新市場である一般照明市場で健闘し、チップＬ

ＥＤ全体では増収となりました。また、光センサーは携帯電話でＩｒＤＡモジュールを搭載しない機種が増加

したために大幅な減収となり、バックライトについては新製品の中型バックライトが順調に立ち上がり売上を

伸ばしたものの、小型バックライトで収益性を考慮した営業活動を行った結果、減収となりました。 

水晶デバイスは、音叉型シリンダー水晶振動子は生産調整中のため数量を減らしましたが、音叉型小型ＳＭ

Ｄ振動子は携帯電話市場の上昇に合わせ緩やかに伸張しました。高周波水晶振動子とＴＣＸＯは、市場の小型

化ニーズへの対応が追いつかず大きく数量を落としましたが、水晶片は小型化に応え売上を伸ばしました。 

その他の部品のうち小型スイッチについては、チップＬＥＤと同じく、携帯電話市場の在庫調整により減収

となりました。また、キーシートモジュール及び液晶光学素子は順調に推移しましたが、音響製品は新製品の

デジタルマイクが採用を見送られるなど、引き続き厳しい環境下で推移しました。ＨＤＤ用ガラス基板におい

ては、小径基板の受注が大きく伸張した結果、増収となりました。 

この結果、電子デバイス事業全体では、売上高は234億円（前年同期比2.9％減）、営業利益は８億円（同111.2％

増）と減収増益となりました。 

 

電子機器製品事業のうち、プリンタ関連では、フォトプリンタが、デジタルミニラボ機用途としてシステム

製品を中心に拡販を推進しましたが、製品単体に比べ導入評価プロセスが長く市場導入に時間を要したため売

上が低迷し、また、中国向け大型プリンタは新商品への切替え準備等のため出荷調整を行ったことなどにより

売上が減少しました。電卓関連では、主力のロシア、東欧向けが堅調に推移しましたが為替換算の影響が大き

く、減収となりました。健康機器事業は、国内向けはメタボリックシンドロームの認知度の高まりに照準を合

わせた歩数計の投入が功を奏し売上が拡大しました。また、海外向けは東欧、アジアの新興地域の開拓により

血圧計販売が伸長したことに加え、欧州向け体温計が拡大し増収となりました。 

この結果、電子機器事業全体では、売上高は 52 億円（前年同期比 21.1％減）、営業利益は２億円（同 59.9％

減）と減収減益となりました。 

 

 

 

 



 

産業用機械事業で主力のＣＮＣ自動旋盤は、原油高や原材料費高騰による市況減速の影響を受け、地域差は

あるものの総じて低調に推移しました。国内は底ばい状態が継続し大幅減収となりました。アジアは、アセア

ンでＨＤＤ、自動車関連の引き合いが増加した他、中国、台湾、韓国も堅調に推移した結果、増収となりまし

た。米州は医療機器関連が健闘したものの、円高の影響等により低迷しました。欧州は、比較的好調を維持し

ながらも市況に前年度までの勢いは見られず、物価高を背景とした下降局面への転換懸念が高まりつつありま

す。 

この結果、産業用機械事業全体では、売上高は 87 億円（前年同期比 9.4％減）、営業利益は８億円（同 29.6％

減）と減収減益となりました。 

 

その他の事業のうち、宝飾は、マリッジリングやパールなどのプロパー商品の拡販に努めましたが、貴金属

高騰による製品高、クレジット販売規制等の影響により需要の落ち込みが続いています。球機用機器は、球機

市場が平成 18 年の風営法改正による転換期を迎える中、過去の経験則が適用できない状況が続いています。そ

のような状況下、当第 1 四半期は、洞爺湖サミット開催による業界団体の許認可申請自粛の動きが影響した結

果、お盆商戦の前倒し受注があり増収となりました。自動車用部品は、エネルギー・原材料価格の高騰等によ

る世界的な景気後退の流れが自動車業界へ波及する事が懸念される中、当第 1 四半期は国内外ともに堅調な受

注を確保し、増収となりました。 

この結果、その他の事業全体では、売上高は 75 億円（前年同期比 1.8％増）、営業利益は２億円（同 5.0％増）

と増益増収となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1四半期末の総資産は、新規連結の増加等による棚卸資産の増加、投資有価証券の増加等により前期

末比 147 億円増加し 4,027 億円となりました。負債は前期末比 92 億円増加し 1,534 億円となりました。純

資産は、55億円増加し、2,493 億円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益 52 億円と減価償却費 46 億円等

により 111 億円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出等により、71 億円の支出となりま

した。 

財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、38 億円の支出となりました。 

   以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、725 億円となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成 20 年５月 12 日公表の業績予想値から変更はありません。 

 

４.その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   ①簡便な会計処理 

    （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度

において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行っております。 

営業循環過程から外れた滞留又は処分見込価額まで切り下げているものについては、前事業年度

以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末における貸借対照表価額で計上しており

ます。 

    （固定資産の減価償却費の算定方法） 

減価償却の方法として定率法を採用している場合に、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定しております。 

一部の連結子会社において、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算

を策定している場合に、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

 



 

    （繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用しております。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してあります。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

    ①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号 平成 19 年 3 月

14 日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号 平成 19

年 3 月 14 日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を

作成しています。 

 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法に基づく

低価法によっておりましたが、当第 1 四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17

日（企業会計審議会第一部会）、平成 19年３月 30 日改正））及び「リース取引に会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表か

ら適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き適用しております。 

この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 73,646 71,680

受取手形及び売掛金 72,283 72,814

有価証券 0 0

製品 38,717 35,049

原材料 12,075 10,408

仕掛品 21,971 19,346

その他 21,486 24,782

貸倒引当金 △1,197 △1,102

流動資産合計 238,984 232,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 35,327 35,593

機械装置及び運搬具（純額） 28,207 27,847

工具、器具及び備品（純額） 5,834 5,773

その他 12,743 11,386

有形固定資産合計 82,113 80,601

無形固定資産   

のれん 14,432 13,369

その他 1,593 1,564

無形固定資産合計 16,026 14,934

投資その他の資産   

投資有価証券 53,705 47,849

その他 13,571 13,921

貸倒引当金 △210 △217

投資損失引当金 △1,418 △2,094

投資その他の資産合計 65,647 59,459

固定資産合計 163,787 154,994

資産合計 402,772 387,975



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,482 27,793

短期借入金 6,339 4,917

未払法人税等 2,434 3,532

賞与引当金 8,083 5,306

製品保証引当金 1,171 1,049

その他 35,680 32,631

流動負債合計 82,192 75,231

固定負債   

新株予約権付社債 23,000 23,000

長期借入金 30,001 30,000

退職給付引当金 9,497 9,369

負ののれん 1,091 1,226

その他 7,640 5,316

固定負債合計 71,231 68,912

負債合計 153,424 144,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金 63,885 63,885

利益剰余金 171,800 174,397

自己株式 △30,902 △30,893

株主資本合計 237,432 240,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,834 6,436

為替換算調整勘定 360 △4,331

評価・換算差額等合計 10,195 2,104

少数株主持分 1,720 1,687

純資産合計 249,347 243,830

負債純資産合計 402,772 387,975



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 80,502

売上原価 53,331

売上総利益 27,170

販売費及び一般管理費 23,169

営業利益 4,001

営業外収益  

受取利息 225

受取配当金 486

為替差益 382

負ののれん償却額 135

その他 507

営業外収益合計 1,737

営業外費用  

支払利息 103

持分法による投資損失 126

その他 347

営業外費用合計 578

経常利益 5,159

特別利益  

貸倒引当金戻入額 81

投資損失引当金戻入額 114

その他 5

特別利益合計 201

特別損失  

固定資産除却損 40

投資有価証券評価損 25

投資損失引当金繰入額 48

その他 18

特別損失合計 133

税金等調整前四半期純利益 5,228

法人税等 3,035

少数株主利益 △19

四半期純利益 2,211



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 5,228

減価償却費 4,656

引当金の増減額（△は減少） 2,477

受取利息及び受取配当金 △711

支払利息 103

投資有価証券評価損益（△は益） 25

固定資産売却損益（△は益） △148

固定資産除却損 40

売上債権の増減額（△は増加） 3,940

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,616

仕入債務の増減額（△は減少） △1,260

その他 5,423

小計 14,159

利息及び配当金の受取額 700

利息の支払額 △105

法人税等の支払額 △3,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,112

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △1,657

有形固定資産の取得による支出 △4,329

有形固定資産の売却による収入 271

無形固定資産の取得による支出 △192

貸付けによる支出 △254

貸付金の回収による収入 36

関係会社株式の取得による支出 △1,440

その他 453

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,114

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） 1,362

配当金の支払額 △5,205

少数株主への配当金の支払額 △8

自己株式の取得による支出 △9

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,400

現金及び現金同等物の期首残高 70,480

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

698

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,579



 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

(5) セグメント情報 

   〔事業の種類別セグメントの情報〕 

    当第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日） 

 （単位：百万円）

  時計事業 
電子デバ

イス事業

電子機器

製品事業

産業用

機械事業

その他の

事業 
計 

消去 

又は全社
連結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 35,499 23,488 5,276 8,731 7,506 80,502 － 80,502

(2) セグメント間の内部売上高又は
振替高 

14 25 5 0 183 229 (229) －

計 35,513 23,514 5,282 8,732 7,689 80,731 (229) 80,502

営業利益 3,329 819 246 853 282 5,530 (1,529) 4,001

 

   〔所在地別セグメントの情報〕 

    当第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日） 

  （単位：百万円）

  日 本 アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 
消去 

又は全社
連 結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 55,344 7,188 10,977 6,655 336 80,502 － 80,502

(2) セグメント間の内部売上高又は
振替高 12,995 16,767 183 48 － 29,994 (29,994) －

計 68,340 23,955 11,160 6,703 336 110,496 (29,994) 80,502

営業利益 4,258 817 492 265 △ 108 5,725 (1,724) 4,001

 

 

   〔海外売上高〕 

    当第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日） 
    （単位：百万円）

  ア ジ ア ア メ リ カ ヨーロッパ そ の 他 計 

Ⅰ．海外売上高 25,725 13,107 12,359 474 51,665

Ⅱ．連結売上高   80,502

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 32.0 16.3 15.4 0.5 64.2 

 

 

(6) 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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

｢参考資料｣ 

 前第１四半期にかかる財務諸表 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

                       (単位：百万円) 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期 

第１四半期） 科 目 

金額 

Ⅰ 売上高 79,996

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

54,127

25,868

Ⅲ 販売費及び一般管理費 20,479

  営業利益 5,389

Ⅳ 営業外収益 1,526

Ⅴ 営業外費用 278

  経常利益 6,637

Ⅵ 特別利益 321

Ⅶ 特別損失 233

  税引等調整前四半期純利益 6,726

  法人税等 3,437

  少数株主損益 6

  四半期純利益 3,281

 

 

 

(2) セグメント情報 

  〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前第１四半期連続累計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

（単位：百万円）

 時計事業 
電子デバイ

ス事業 

電子機器

製品事業

産業用 

機械事業

その他の

事業 
計 

消去 

又は全社 
連 結 

売上高 32,095 24,198 6,685 9,641 7,375 79,996 － 79,996

営業利益 4,563 388 613 1,212 268 7,046 (1,656) 5,389
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