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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 167,255 ― 9,513 ― 10,273 ― 6,167 ―
20年3月期第2四半期 167,722 2.6 12,178 19.5 13,338 14.0 7,715 82.2

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2四半期 17.86 ―
20年3月期第2四半期 22.25 20.60

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2四半期 381,107 233,248 60.8 690.34
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2四半期  231,647百万円 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 ― 7.50 ― 15.00 22.50
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 342,000 1.6 17,500 △27.9 18,500 △25.2 10,000 △18.0 29.97

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、４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４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、４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2四半期  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2四半期  44,796,253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2四半期  345,362,503株 20年3月期第2四半期  346,722,984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 

 以下の連結経営成績に関する定性的情報については、前年同四半期連結累計期間との増減額及び増減率を参

考情報として記載しています。 

 全体概況 

 当第２四半期連結累計期間の経済情勢は、特に期後半以降、米国大手証券会社が破綻するなど世界経済全体に

対する不安要素が拡大し、金融市場や為替市場へも動揺が広がっています。また、日本経済においても、日経平

均株価の大幅な下落や急激な円高など、景気悪化の影響を免れない状況にあります。 

 このような情勢の下、当社グループは、予てから目標としてきた「筋肉質の企業体質再構築」を達成すべく、

収益基盤の改善と経営基盤の再強化に向けた取組みを継続的に行ってきました。 

 時計事業は、急激な景気減速と為替変動の影響を受け、国内外ともに苦しい状況に置かれましたが、売上高は

ＢＵＬＯＶＡ社を新規に連結追加したことで増収となりました。 

 電子デバイス事業は、一般照明用ＬＥＤや液晶光学素子等の非携帯電話分野が売上に貢献したものの、メイン

市場である携帯電話市場で在庫圧縮の動きが顕在化するなど厳しい状況が続いており、減収となりました。 

 電子機器製品事業は、プリンタ関連で、国内や米国向けで小型プリンタが設備投資意欲減退の影響を受け売上

が低迷した他、中国向け大型ドットプリンタの受注も減少する等した結果、減収となりました。 

 産業用機械事業は、国内市場の市況悪化が更に深刻なものになったと同時に、昨年度まで好調であった欧州市

場が一転、急激な市況悪化とユーロ安の影響を受け大幅に落ち込んだ結果、減収となりました。  

 その他の事業は、宝飾で景気の低迷等により需要が更に落ち込む中減収となりましたが、球機用機器は新製品

投入が奏功し増収となり、事業全体も増収となりました。 

 以上の結果、売上高は1,672億円（前年同期比0.3％減）、営業利益95億円（同21.9％減）、経常利益102億円

（同23.0％減）、四半期純利益61億円（同20.1％減）と減収減益となりました。 

  

 時計事業 

国内ウオッチ市場は、原材料の高騰や、食品価格高騰などの不安材料の影響により、舶来品を含めた高単価

商品の販売に陰りが見え始めた状況となり、販売個数の伸び悩みが現れた厳しい状況となりました。商品動向と

しては、基幹商品である「エクシード」「アテッサ」の販売に苦戦しました。その一方で、昨年来好調な推移を

続けている女性ブランド「クロスシー」が健闘した他、2008年度より投入を開始しましたダイバー電波時計が牽

引役となり、スポーツブランドの「プロマスター」も好調な推移をしています。その他ブランドでは、昨年末投

入の「インディペンデント」が好調でした。 

 海外ウオッチ市場では、電波時計などの高付加価値商品が好調で販売単価は上昇しましたが、８月を契機に北

米市場での急激な景気減速と円高シフトによる影響で苦戦し、全体で減収となりました。 

 Ｑ＆Ｑブランドは、国内での販売は低価格電波時計を中心に販売が好調だったものの、海外市場での販売不振

が続き、全体で減収となりました。 

 ムーブメント販売では、世界的景気減速による時計需要の減少、また中国生産環境の変化に伴い厳しい状況が

続き減収となりましたが、多針ムーブメント・メカムーブメント等の高付加価値、高品質商品の提供に尽力し、

収益確保に貢献しました。 

ＢＵＬＯＶＡ社の販売は、米景気後退の影響を受け、北米での８月以降の消費が急激に落ち込み、また為替

の影響もあり減収となりました。 

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き、減収となりました。 

 以上の結果から、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社の業績

が追加された影響により、売上高725億円（前年同期比7.2％増）、営業利益74億円（同23.7％減）と増収減益と

なりました。 

  

 電子デバイス事業 

 電子デバイス事業のうち、オプトデバイスでは、メイン市場である携帯電話市場で、消費が減速感を強めるに

従い在庫圧縮の動きが顕著となり、世界的な在庫調整へと繋がりました。期後半以降には、世界的な金融不安の

拡大とそれに伴う景気の先行きに対する不透明感から、クリスマス需要に向けた市場拡大に力強さはなく、非常

に厳しい状況で推移しました。 

 このような厳しい経営環境下にある携帯電話市場において、海外主要メーカーによる在庫調整の影響及び国内

携帯電話市場における端末の販売方式の変更等による需要低迷により、高価格帯のフラッシュＬＥＤが伸び悩み

ましたが、キー照明市場において当社チップＬＥＤのシェアが向上し売上を伸ばしました。また、新製品の一般

照明用ＬＥＤが想定以上の実績を達成しました。また、光センサーでは、携帯電話で、主力製品である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ました。バックライトについては、新製品の中

型バックライトも順調な立ち上がりを見せ、増収となりました。 

 水晶デバイス業界は、携帯電話や無線ＬＡＮなどの無線通信分野の伸張により数量は増加しましたが、2008年

２月に底を打ったものの単価下落が続いており、金額は減少傾向にあります。主力の音叉型シリンダー水晶振動

子は、時計向けが生産調整中であり数量を伸ばせない状況です。また、音叉型小型ＳＭＤ振動子は携帯電話市場

の伸び悩みにより微減となった他、高周波水晶振動子は、市場の小型化要求に対応しきれず生産数量を大きく減

らしました。一方、水晶ブランクは、市場の小型化要求に応え売上を伸ばしました。 

その他部品の内、小型スイッチは、スイッチ単体で、在庫調整の影響を大きく受けた韓国、中国市場への依存

度が高かったことから減収となりました。一方、新製品のキーシートモジュールは、増収を確保することができ

ました。液晶光学素子はブルーレイディスクの拡大に伴い大きく伸張しました。音響製品は不採算製品の整理を

進めているため、減収となりました。ガラス基板事業は、ＢＲＩＣｓ市場の拡大に加え、低価格ノートパソコン

の販売増、ゲーム機や家電製品への搭載増などを背景に受注を増やし、順調に推移しました。 

以上の結果から、電子デバイス事業全体では売上高500億円（前年同期比0.4％減）、営業利益24億円（同

106.9％増）と減収増益となりました。 

  

 電子機器製品事業  

 プリンタ関連では、小型プリンタは、東欧・ロシア向けが安定して推移しましたが、国内や米国向けでは、設

備投資意欲減退の影響を受け売上が低迷しました。中国向け大型ドットプリンタは、北京オリンピックを迎え官

公庁からの受注が減少したことにより減収となりました。フォトプリンタは、顧客の在庫調整の影響により、売

上が減少しました。電卓関連では、主力のロシア向けや米州向けで売上を伸ばしましたが、国内向け及びアジア

向けで苦戦したこと及び為替の影響により減収となりました。 

 健康機器事業は、国内向けでは歩数計の新製品の販売が好調に推移した結果、増収となりました。海外向けで

は体温計ＯＥＭの大口受注及び血圧計の新規市場開拓が貢献し、増収となりました。 

 以上の結果から、電子機器製品事業全体では売上高112億円（前年同期比19.0％減）、営業利益６億円（同

57.2％減）と減収減益となりました。 

  

 産業用機械事業 

 主力であるＣＮＣ自動旋盤は、原油高や原材料費高騰に加えて、米国発の金融不安、為替レートの変動の影響

を強く受け、低調に推移しました。国内市場は主力である自動車・電子・精密の各業界において市況悪化が深刻

化し大幅減収となりました。海外市場のうちアジアでは、市況は減速しているものの台湾やＡＳＥＡＮ地域でＨ

ＤＤ・半導体関連の大口受注があり増収となりました。米州市場は、ブラジルが医療機器関連、自動車部品等で

健闘したものの、北米地域は停滞感が強まり減収となりました。欧州市場は昨年度までの好景気から一転し急激

に市況が悪化、後半におけるユーロ安の影響もあり大幅減収となりました。 

 以上の結果から、産業用機械事業全体では売上高179億円（前年同期比13.8％減）、営業利益14億円（同

43.7％減）と減収減益となりました。 

  

 その他の事業  

 宝飾品は、景気の低迷に加えて貴金属高騰、クレジット審査厳格化など不振要因が多様化し、需要が更に落ち

込む中、主力のマリッジリングが堅調だった他、パール重点品目の「真美珠」「WAKANA(和奏)」も健闘したもの

の、展示会販売や店頭用品目が伸び悩み、全体を支えるには至りませんでした。 

球機用機器は市場が冷え込み、特に周辺機器への影響が大きい中、一円パチンコの急速な普及に対応した新

製品と、従業員の玉運びを不要にする人件費削減を狙った新製品が寄与し増収となりました。 

自動車部品は金融不安による世界的な景気減速・個人消費の冷え込みを背景に、自動車の販売・生産台数に

急ブレーキがかかるなど不安材料がある中、当期中においては堅調な受注確保を達成し増収となりました。 

以上の結果から、その他の事業全体では売上高153億円（前年同期比2.3％増）、営業利益４億円（同29.4％

減）と増収減益となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に対して68億円減少し、3,811億円となりました。主な減少の

要因は、流動資産が26億円減少し,投資有価証券等の投資その他の資産が、69億円減少したことによるもので

す。負債は、37億円増の1,478億円となりました。純資産は主に自己株式の取得等により105億円減少し2,332億

円となりました。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の事業環境につきましては、世界的に先行き不透明感が強まる中、景気が後退局面に入る可能性が高まっ

ており、予断を許さない状況が続くことが予想されます。 

 このような情勢のもと、各事業では次のような取組みを行っていきます。 

 時計事業は、高単価商品の販売個数減少や円高による海外向け商品の収益悪化等の懸念材料がありますが、国

内では「世界 小電波時計ムーブ」が電波時計のニーズ拡大に向け好評を得ており、海外市場においてもエコ・

ドライブや電波時計の積極導入により売上の確保に努めます。 

 電子デバイス事業は、在庫調整や携帯電話市場の減速が予想されるなど不安感が高まる中、コスト圧力の強い

携帯電話市場への依存度を徐々に下げ、一般照明用ＬＥＤ等他市場への展開と収益性の向上を図っていきます。

 産業用機械事業は、国内では設備更新需要の獲得、欧米では比較的堅調な医療機器市場における高機能機種の

販促に努め、収益確保に 善を尽くします。また、資本業務提携を強化した㈱ミヤノとの共同開発、販売・サー

ビス網の整備等、各種アライアンス施策を早期実行し経営効率向上を目指します。なお、第３四半期より㈱ミヤ

ノは連結子会社となります。 

 通期業績につきましては、 近の業績動向を踏まえ、前回業績予想（平成20年８月29日発表）から、売上高

3,420億円（前年同期比1.6％増）、営業利益175億円（同27.9％減）、経常利益185億円（同25.2％減）、当期純

利益100億円（同18.0％減）と修正しています。 

 また、第３四半期以降の為替レートは１ＵＳ＄＝95円、１ＥＵＲ＝125円を前提としております。 

  

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） 

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） 

 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） 

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。 

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。 

    （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２四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）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。 



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、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 

 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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 63,361 71,680

受取手形及び売掛金 74,717 72,814

有価証券 0 0

製品 39,635 35,049

原材料 11,988 10,408

仕掛品 21,848 19,346

その他 20,199 24,782

貸倒引当金 △1,411 △1,102

流動資産合計 230,340 232,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,994 35,593

機械装置及び運搬具（純額） 28,669 27,847

工具、器具及び備品（純額） 5,567 5,773

その他 13,315 11,386

有形固定資産合計 82,546 80,601

無形固定資産   

のれん 14,055 13,369

その他 1,670 1,564

無形固定資産合計 15,726 14,934

投資その他の資産   

投資有価証券 39,909 47,849

その他 14,200 13,921

貸倒引当金 △177 △217

投資損失引当金 △1,437 △2,094

投資その他の資産合計 52,494 59,459

固定資産合計 150,767 154,994

資産合計 381,107 387,975



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 28,453 27,793

短期借入金 6,592 4,917

未払法人税等 5,175 3,532

賞与引当金 5,392 5,306

製品保証引当金 1,075 1,049

その他 34,275 32,631

流動負債合計 80,964 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 9,490 9,369

負ののれん 956 1,226

その他 3,445 5,316

固定負債合計 66,894 68,912

負債合計 147,859 144,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金 63,884 63,885

利益剰余金 175,756 174,397

自己株式 △40,220 △30,893

株主資本合計 232,069 240,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,463 6,436

為替換算調整勘定 △2,885 △4,331

評価・換算差額等合計 △421 2,104

少数株主持分 1,601 1,687

純資産合計 233,248 243,830

負債純資産合計 381,107 387,975



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 167,255

売上原価 110,521

売上総利益 56,734

販売費及び一般管理費 47,221

営業利益 9,513

営業外収益  

受取利息 463

受取配当金 501

負ののれん償却額 270

その他 1,181

営業外収益合計 2,416

営業外費用  

支払利息 211

為替差損 452

持分法による投資損失 269

その他 722

営業外費用合計 1,655

経常利益 10,273

特別利益  

投資有価証券売却益 3,139

貸倒引当金戻入額 114

投資損失引当金戻入額 114

その他 13

特別利益合計 3,381

特別損失  

固定資産除却損 269

投資有価証券評価損 25

投資損失引当金繰入額 67

減損損失 9

退職給付制度改定損 243

たな卸資産廃棄損 317

その他 80

特別損失合計 1,013

税金等調整前四半期純利益 12,641

法人税等 6,523

少数株主損失（△） △49

四半期純利益 6,167



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 12,641

減価償却費 9,611

引当金の増減額（△は減少） 147

受取利息及び受取配当金 △964

支払利息 211

投資有価証券売却損益（△は益） △3,139

投資有価証券評価損益（△は益） 25

固定資産売却損益（△は益） △246

固定資産除却損 263

売上債権の増減額（△は増加） △1,541

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,987

仕入債務の増減額（△は減少） 3,015

その他 4,428

小計 16,464

利息及び配当金の受取額 959

利息の支払額 △218

法人税等の支払額 △4,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,099

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 △1,884

投資有価証券の売却による収入 4,928

有形固定資産の取得による支出 △10,638

有形固定資産の売却による収入 401

無形固定資産の取得による支出 △451

貸付けによる支出 △353

貸付金の回収による収入 102

関係会社株式の取得による支出 △1,440

その他 338

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,997

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） 1,656

配当金の支払額 △5,205

少数株主への配当金の支払額 △46

自己株式の取得による支出 △9,329

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,925

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,841

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 62,337



 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 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

      当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

   

   

  
時計事業
（百万円） 

電子デバ

イス事業 
（百万円） 

電子機器

 製品事業 
（百万円）

産業用  

機械事業 
（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  72,591  50,099  11,257  17,943  15,363  167,255     －  167,255

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 144  63  5  8  401  623  (623)     － 

計  72,736  50,162  11,263  17,951  15,765  167,879  (623)  167,255

営業利益  7,422  2,471  604  1,471  454  12,423  (2,910)  9,513

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（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  115,167  15,139  23,361  12,640  946  167,255     －  167,255

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 28,959  38,167  373  62     －  67,563 (67,563)     － 

計  144,126  53,307  23,735  12,703  946  234,819 (67,563)  167,255

営業利益または損失（△）  9,257  1,834  1,237  561  △110  12,781 (3,268)  9,513

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  52,762  27,129  21,832  2,908  104,632

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  167,255

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 31.5  16.2  13.1  1.7  62.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第２四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より、9,327百万円増加し、

40,220百万円となっております。これは主に、平成20年８月29日開催の取締役会での決議に基づき、自己株式を

市場買付により取得したためであります。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比

（％） 

Ⅰ 売上高      167,722 100.0

Ⅱ 売上原価      111,454 66.5

売上総利益      56,268 33.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費      44,089 26.3

営業利益      12,178 7.3

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息及び配当金 951          

２．負ののれん償却額 377          

３．その他 757 2,086 1.2

Ⅴ 営業外費用            

１．支払利息 12          

２．手形売却損 152          

３．貸与資産減価償却費等 39          

４．持分法による投資損失 206          

５．為替差損 219          

６．その他 295 926 0.5

経常利益      13,338 8.0

Ⅵ 特別利益               

１．固定資産売却益 12          

２．投資有価証券売却益 2,370          

３．貸倒引当金戻入益  119          

４．退職年金制度移行益 136          

５．その他 224 2,861 1.7

Ⅶ 特別損失               

１．固定資産除却損 246          

２．減損損失 126          

３．事業再構築費用等 2,488          

４．投資有価証券評価損 11          

５．その他 112 2,985 1.8

税金等調整前中間純利益      13,214 7.9

法人税、住民税及び事業税 3,299          

法人税等調整額 2,188 5,488 3.3

少数株主利益      11 0.0

中間純利益      7,715 4.6

       



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 13,214

減価償却費 9,408

退職給付引当金の増減 △193

貸倒引当金等の増減額 116

受取利息及び受取配当金 △951

支払利息 12

投資有価証券売却損益等 △2,355

固定資産売却損益 △46

固定資産除却損等 245

減損損失 126

売上債権の増減 △962

棚卸資産の増減 △4,386

仕入債務の増減 △429

未払費用の増減 1,432

負ののれん償却額 △377

その他流動資産の増減 201

その他負債の増減 807

その他 620

小計 16,482

利息及び配当金の受取額 940

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △6,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,105

Ⅱ 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 △1,788

投資有価証券の売却等による収入 4,329

有形固定資産の取得による支出 △14,433

有形固定資産の売却による収入 702

貸付金の増減額 △67

その他 △764

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,021

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

借入金の増減額 1,785

親会社による配当金の支払額 △2,599

少数株主への配当金の支払額 △39

自己株式の取得による支出 △18

自己株式の売却による収入 173

財務活動によるキャッシュ・フロー △699

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,661

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 80,698

Ⅶ 子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額 23

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 79,060

   



（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   

  

  
時計事業
（百万円） 

電子デバイ

ス事業 
（百万円） 

電子機器製

品事業  
（百万円）

産業用機械

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  67,691  50,291  13,898  20,819  15,022  167,722     －  167,722

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 33  80  1  3  686  804  (804)     － 

計  67,724  50,371  13,899  20,822  15,708  168,526  (804)  167,722

営業費用  58,002  49,176  12,486  18,211  15,064  152,942  2,601  155,543

営業利益  9,721  1,194  1,413  2,611  643  15,584  (3,405)  12,178

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（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  123,577  14,468  15,341  13,149  1,184  167,722     －  167,722

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 30,107  37,398  478  22     －  68,006 (68,006)     － 

計  153,684  51,866  15,820  13,171  1,184  235,729 (68,006)  167,722

営業費用  139,671  51,174  15,171  12,537  1,087  219,641 (64,098)  155,543

営業利益  14,013  692  649  634  97  16,087 (3,908)  12,178

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  54,558  21,278  22,468  2,151  100,456

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  167,722

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 32.5  12.7  13.4  1.3  59.9
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