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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 7,998 ― 198 ― 445 ― △818 ―

20年3月期第1四半期 7,638 △3.9 124 ― 370 286.4 277 764.1

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 △6.14 ―

20年3月期第1四半期 2.04 ―

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 40,748 32,772 80.4 245.76
20年3月期 41,410 33,516 80.9 251.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  32,772百万円 20年3月期  33,516百万円

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  
 

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 ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2.00 2.00

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  有  
 

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 15,300 ― 180 ― 540 ― △800 ― △5.96

通期 32,200 2.2 520 771.0 840 304.2 520 ― 3.87

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  無  

(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 
 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)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)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。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  142,178,939株 20年3月期  142,178,939株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,830,440株 20年3月期  8,817,064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  133,357,674株 20年3月期第1四半期  136,011,542株
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・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1四半期の我が国経済は、サブプライムローン問題を起因とする米国の景気減速や原油価格高騰などの

影響を受け、消費者心理の悪化や企業収益の減少などが顕在化し、景気の下振れリスクが高まってまいりま
した。 
　このような状況の中、クロック事業におきましては、国内市場は概して横這いの状況が続いておりますが、
当社グループは商品ラインナップの改善や販売効率化、製造コストの合理化に積極的に取り組み業績の改善
を図ってまいりました。海外市場では、特に、米国経済の減速の影響等で苦戦を強いられました。また、電
子事業におきましては、市場は拡大基調にありますが、価格競争が激化するなど厳しさを増しております。 
　以上のことから、当社グループの当第1四半期の連結売上高は79億98百万円となり、前年同期76億38百万円
に対し、4.7%の増収となりました。営業損益はクロック事業の収益改善などにより1億98百万円の利益とな
り、前年同期1億24百万円の利益に対し60.1%の増益となりました。経常損益は営業外損益に受取配当金1億9
百万円、為替差益82百万円などを計上したことにより4億45百万円の利益となり、前年同期3億70百万円に対
し20.2%の増益となりました。当期純損益は、米国で販売したクロックで使用している楽曲に関しての複数の
著作権者に対する状況の調査結果及び米国で販売したクロックが音楽著作権を侵害したとして、当第１四半
期に入りPaul Simon d/b/a Paul Simon Musicより当社及びRHYTHM U.S.A., INC.に対し、損害賠償と楽曲の
使用停止を求める訴訟が提起されたことを検討した上で音楽著作権損害賠償損失（一部金額確定、支払済み）
10億95百万円を特別損失に計上したことなどにより、8億18百万円の損失となり、前年同期2億77百万円の利
益に対し10億96百万円の減益となりました。 

各事業のセグメント別業績の概況は、次のとおりです。

（1）クロック事業
国内市場につきましては、新商品販売が堅調に推移した事とともに企業向け売上の増加、商品ラインナッ

プの改善効果などにより販売数量、金額とも前年を上回りました。海外市場では、米国以外の地域では比較
的堅調に推移したものの、米国市場では景気減速の進行とともに音楽著作権問題が影響し大幅に売上を落と
し、海外販売全体では前年を下回りました。自動車時計販売につきましては、主要顧客向けを中心に堅調に
推移いたしました。 
　損益の面では、原材料価格高騰などのコスト増要因に対し、操業度の改善、為替効果、継続的な販売効率
化策の推進などにより大幅な改善を図ることができました。 
　以上のことから、当第1四半期のクロック事業の売上高は32億88百万円となり、前年同期32億54百万円に対
し1.0%の増収となりました。営業損益は2億22百万円の利益となり、前年同期11百万円の利益に対し2億10百
万円の増益となりました。 

（2）電子部品（機器類含む）及び産業用機械類事業
電子事業につきましては、顧客企業に対し積極的に新商品の企画提案を実施し、業績の拡大に努めており

ます。 
　金型・部品分野では、携帯電話やデジタルカメラなどのデジタル関連製品の部品需要が引き続き堅調に推
移する中、顧客企業への積極的な提案活動を実施することにより売上を伸ばすことができました。情報機器
分野では、顧客企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続き、市場も伸び悩んでいる状況の中ではありますが、
積極的な新機種販売などにより売上は前年を上回ることができました。一方、映像機器分野では売上を伸ば
すことができましたが、IC組立分野では前年を下回りました。 
　損益の面では、積極的に合理化推進に取り組んでいるところではありますが、市場競争の激化などにより
苦戦をいたしました。 
　以上のことから、当第1四半期の電子事業の売上高は、39億25百万円となり、前年同期35億97百万円に対し
9.1%の増収となりました。営業損益は2億37百万円の利益となり、前年同期4億11百万円の利益に対し42.4%の
減益となりました。 

（3）その他の事業
宝飾品、ウォッチを含むクロック以外の商品販売及び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おります。 
　そのような中、宝飾品、ウォッチの売上は前年を下回りましたが、防災行政ラジオが売上を大きく伸ばし
ました。防災行政ラジオは、市町村防災行政無線を自動受信することができる家庭用の商品で、災害時にお
いて自治体からその地域の家庭へ向けた緊急情報の広報手段として当社は全国の市町村に積極的な提案活動
を実施しております。 
　以上のことから、当第1四半期のその他の事業の売上高は7億84百万円となり、前年同期の7億85百万円に対
し0.1%の減収となりました。営業損益は55百万円の利益となり、前年同期の3百万円に対し52百万円の改善と
なりました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）
総資産は407億48百万円となり、前連結会計年度末414億10百万円に比べて6億62百万円減少しました。流動

資産は、前連結会計年度末に比べ11億27百万円減少しましたが、現金及び預金の減少6億48百万円、受取手形
及び売掛金の減少7億97百万円が主な要因です。固定資産は、前連結会計年度末に比べ4億65百万円増加しま
した。有形固定資産が88百万円減少しましたが、投資その他の資産が5億13百万円増加しました。

（負債）
負債合計は79億76百万円となり、前連結会計年度末78億94百万円に比べ81百万円増加しました。流動負債

は、前連結会計年度末に比べ2億11百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金の減少6億38百万円が主な要
因です。固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億93百万円増加しました。

（純資産）
純資産合計は327億72百万円となりました。前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が10億85百万円減少し、

その他有価証券評価差額金は2億66百万円増加しました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第２四半期連結累計期間の業績につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成20年5月15日公表の第２四

半期連結累計期間の業績予想を変更しております。
　なお、予想に関する事項は、本日（平成20年８月13日）発表の「業績予想の修正及び特別損失の計上に関
するお知らせ」をご参照ください。

4. その他
(1) 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会
計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、主として先入先出法による低価法から
主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が172百万円それぞ
れ減少し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 2,494 3,143

受取手形及び売掛金 7,182 7,980

有価証券 4,100 4,099

商品 762 673

製品 2,709 2,892

原材料 730 863

仕掛品 1,654 1,760

その他 2,918 2,269

貸倒引当金 △68 △70

流動資産合計 22,483 23,611

固定資産

有形固定資産 6,180 6,268

無形固定資産 500 460

投資その他の資産

投資有価証券 9,064 8,611

その他 2,647 2,586

貸倒引当金 △128 △128

投資その他の資産合計 11,583 11,069

固定資産合計 18,264 17,799

資産合計 40,748 41,410

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,432 4,070

未払法人税等 102 300

賞与引当金 76 158

役員賞与引当金 3 12

音楽著作権損害賠償損失引当金 617 －

その他 1,631 1,533

流動負債合計 5,863 6,074

固定負債

長期借入金 0 0

退職給付引当金 225 231

役員退職慰労引当金 8 8

その他 1,878 1,579

固定負債合計 2,112 1,819

負債合計 7,976 7,894

（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)

純資産の部

株主資本

資本金 12,372 12,372

資本剰余金 17,837 17,837

利益剰余金 2,636 3,722

自己株式 △1,491 △1,489

株主資本合計 31,355 32,443

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,539 1,273
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為替換算調整勘定 △123 △200

評価・換算差額等合計 1,416 1,072

純資産合計 32,772 33,516

負債純資産合計 40,748 41,410
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 7,998

売上原価 6,188

売上総利益 1,810

販売費及び一般管理費 1,611

営業利益 198

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 109

受取賃貸料 53

信託収入 49

為替差益 82

その他 7

営業外収益合計 326

営業外費用

支払利息 2

賃貸費用 17

出向費用 22

信託費用 20

その他 16

営業外費用合計 80

経常利益 445

特別利益

固定資産売却益 49

その他 2

特別利益合計 51

特別損失

固定資産処分損 3

音楽著作権損害賠償損失 1,095

その他 4

特別損失合計 1,103

税金等調整前四半期純損失（△） △606

法人税、住民税及び事業税 51

法人税等調整額 161

法人税等合計 212

四半期純損失（△） △818
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(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損失（△） △606

減価償却費 264

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △81

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △134

支払利息 2

為替差損益（△は益） △80

固定資産処分損益（△は益） 3

固定資産売却損益（△は益） △49

売上債権の増減額（△は増加） 860

たな卸資産の増減額（△は増加） 399

仕入債務の増減額（△は減少） △718

その他 △46

小計 △184

利息及び配当金の受取額 131

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △271

営業活動によるキャッシュ・フロー △326

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △106

有形固定資産の取得による支出 △138

有形固定資産の売却による収入 64

無形固定資産の取得による支出 △62

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △244

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー △251

現金及び現金同等物に係る換算差額 56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △766

現金及び現金同等物の期首残高 7,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,275
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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)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)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。

(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）

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

3,288 3,925 784 7,998 ― 7,998

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

7 2 354 365 (365) ―

計 3,296 3,928 1,139 8,364 (365) 7,998

営業利益 222 237 55 515 (316) 198

(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 置時計、掛時計、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 ウオッチ、宝飾品、物流サービス、訪問介護サービス

３ 会計方針の変更等

（棚卸資産の評価に関する会計基準）
「定性的情報・財務諸表等」４．(1).2に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し
ております。この結果、従来によった場合に比べて、営業利益がクロック事業で114百万円、電子部品
（機器類含む）及び産業用機械類事業で50百万円、その他の事業で7百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

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）

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

7,281 638 79 7,998 ― 7,998

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

360 1,714 ― 2,074 (2,074) ―

計 7,641 2,352 79 10,073 (2,074) 7,998

営業利益(又は営業損失) 158 57 △36 180 18 198

(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 会計方針の変更等

（棚卸資産の評価に関する会計基準）
「定性的情報・財務諸表等」４．(1).2に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し
ております。この結果、従来によった場合に比べて、営業利益が日本で172百万円減少しております。

【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）

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考資料」

(1)（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

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)

金額
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 7,638 100.0

Ⅱ 売上原価 5,807 76.0

　 売上総利益 1,831 24.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,707 22.3

　 営業利益 124 1.7

Ⅳ 営業外収益 336 4.4

Ⅴ 営業外費用 90 1.2

　 経常利益 370 4.9

Ⅵ 特別利益
0 0.0

Ⅶ 特別損失
0 0.0

　 税金等調整前四半期純利益
371 4.9

　 法人税、住民税及び事業税
98 1.3

　 法人税等調整額
△5 △0.1

　 四半期純利益
277 3.7

(2)（要約）セグメント情報

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)

売上高 営業利益

クロック事業 3,254 11

電子部品（機器類含む）
及び産業用機械類事業

3,597 411

その他の事業 785 3

配賦不能費用 ― (302)

合計 7,638 124
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