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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 246,351 ― 12,284 ― 10,066 ― △2,746 ―
20年3月期第3四半期 259,754 1.8 22,018 14.1 23,606 7.7 13,626 36.0

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3四半期 △8.13 ―
20年3月期第3四半期 39.29 36.39

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3四半期 370,434 204,417 53.7 621.62
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3四半期  199,080百万円 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  有  

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 
21年３月期期末の配当予想については未定です。  

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） ――― ――― ――― ― ―

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 305,000 △9.4 2,000 △91.8 0 ― △19,000 ― △56.95

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、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、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3四半期  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3四半期  60,093,180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3四半期  337,832,465株 20年3月期第3四半期  346,786,648株



 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。 

  

 当第３四半期連結累計期間の経済情勢は、９月の米国大手証券会社の経営破綻以降これまでに類がない程の急

激なスピードで悪化し、実体経済への影響もより鮮明なものとなりました。 

 このような情勢の下、時計事業がＢＵＬＯＶＡ社の新規連結追加により増収を確保したものの実質的には減収

となり、電子デバイス事業、電子機器製品事業、産業用機械事業と軒並み減収となった結果、売上高は2,463億

円（前年同期比5.2％減）、営業利益122億円（同44.2％減）、経常利益100億円（同57.4％減）、 四半期純損失

27億円と減収減益となりました。 

  

  国内ウオッチ市場は、原材料や燃料価格の高騰など消費に対する不安材料が大きく影響し、舶来品を中心とし

た高額商品が、不振により単価をダウンさせる流れが見え始めました。そのような中、女性用電波時計やダイバ

ー電波時計など新提案型商品が健闘しましたが、減収となりました。 

 海外ウオッチ市場では、 米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安が夏に入り急加速した状況に加

え、国内同様燃料価格高騰による諸物価の上昇により、個人消費低迷と流通業者の仕入抑制が進み、更に円高の

影響も受けたことで、減収となりました。 

 Ｑ＆Ｑブランドは、国内の低価格電波時計が好調であったものの、海外市場の販売不振が続き、減収となりま

した。  

 ムーブメント販売では、景気減速による消費低迷の動きが時計需要にも及び始め減収となりましたが、高付加

価値商品の積極販売が収益確保に貢献しました。 

 ＢＵＬＯＶＡ社の販売では、メイン市場である北米の景気後退の波を受け、８月以降の急激な落ち込みに円高

の影響も加わり、減収となりました。 

 以上の結果、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社の業績が追

加された影響により、売上高1,102億円（前年同期比1.1％増）、営業利益130億円（同28.7％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、国内外主要携帯電話メーカーによる在

庫調整の影響及び 終市場における需要低迷により伸び悩みました。また、市場の拡大が見込まれる一般照明用

ＬＥＤも期前半までは堅調に推移していたものの、その後の 大市場である米国の景気低迷と円高の影響を受

け、足踏み状態になりました。また、光センサーも、携帯電話市場の在庫調整に加え、主力製品であるＩｒＤＡ

モジュールを搭載しない機種の増加が重なった結果、大幅な減収となりました。 

 水晶デバイスは、音叉型水晶振動子が時計業界の低迷を受け減収となりましたが、携帯電話向けＳＭＤタイプ

の音叉型水晶振動子は上期から好調に推移しており、後半に若干の在庫調整が行われたものの大きな数量減を免

れました。水晶ブランクは、携帯電話市場の伸び悩みと急激な落ち込みの影響を受け、また、中国メーカーのロ

ーエンド市場侵食が進んだ結果、大幅な減収となりました。 

 その他の部品のうち、小型スイッチは携帯電話の在庫調整の影響が大きく減収となりました。キーシートモジ

ュールは、搭載機種が比較的好調であったことから増収となりました。液晶光学素子は、上期はブルーレイディ

スクの拡大に伴い順調に推移しましたが、下期に入ってから景気後退による在庫圧縮の影響を受け急減速し、売

上は伸びませんでした。ＨＤＤ用ガラス基板事業においては、世界同時不況により需要が大きく鈍化し先行きに

不安感が増す中、小径基盤を中心に好調に受注を増やしました。 

 以上の結果、電子デバイス事業全体では、売上高688億円（前年同期比10.0％減）、営業利益９億円（同

27.7％減）と減収減益となりました。 

  

 電子機器製品事業のうち、プリンタ関連では、小型プリンタが、世界的な需要の落ち込みや急激な為替変化に

より顧客の買い控えが発生し、減収となりました。中国向け大型ドットプリンタ及びフォトプリンタは、顧客の

在庫状況に合わせ出荷調整を行った結果、減収となりました。電卓関連では、期後半からの金融不安の影響が表

出し、これまで堅調に推移していた主力のロシア向け等で売上が落ち込み、減収となりました。 

 健康機器関連では、 国内向けで歩数計の販売が伸張した他、海外向けで欧州顧客の環境配慮志向に対応した

水銀体温計から電子体温計への置き換えキャンペーンが奏功し、増収となりました。  

 以上の結果、電子機器製品事業全体では、売上高160億円（前年同期比21.3％減）、営業利益６億円（同

69.3％減）と減収減益となりました。 

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 



  

 産業用機械事業は、実体経済の急速な悪化に伴い、国内、海外とも主力ユーザーである自動車関連を中心に受

注が激減し、更に、出荷遅延やキャンセルの要請が出るなど落ち込みが深刻化しています。欧米市場で医療関連

などに一部動きがあるものの、全体的な下落傾向に歯止めがかからない状況が続いており、新たに連結子会社と

なったミヤノ社も、自動車業界の業績悪化が打撃となり各地域とも受注を大きく下げています。 

 以上の結果、産業用機械事業全体では、売上高284億円（前年同期比5.0％減）、営業利益10億円（同68.5％

減）と減収減益となりました。 

  

 その他の事業のうち、宝飾品は、個人消費が冷え込む中、マリッジリング等堅調に推移した品目もありました

が、高額品を中心に売上を下げ、また、プラチナ相場の急落は営業利益を大きく圧迫しました。 

 球機用機器は、市場の冷え込みが続き年末商戦も伸び悩みましたが、「一円営業」の拡大と各台計数機付玉貸

機などの省力化機器が貢献し、前年並みの売上を達成することが出来ました。 

 自動車部品は、自動車販売台数が世界的広範囲で大きく減少する中、円高が急進、更に原材料価格の高騰など

も重なったことで、収益環境が大幅に悪化し減収となりました。 

 以上の結果、その他の事業全体では、売上高227億円（前年同期比4.6％減）、営業利益５億円（同65.3％減）

と減収減益となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に対して175億円減少し、3,704億円となりました。主な要因は、現

金及び預金が181億減少し、投資有価証券が140億円減少した一方、棚卸資産が125億円増加し、土地が20億円増加し

たこと等によります。負債は、218億円増の1,660億円となりました。純資産は394億円減少し2,044億円となりまし

た。 

  

  

 現在の経済動向におきましては、世界的な金融危機が、実体経済へ急速かつ大きな打撃を与えております。また、

急激な円高の進行等により、当社を取り巻く事業環境は厳しさをましております。当社の事業においても、時計市場

や携帯電話市場における景気後退による個人消費の低迷や、工作機械市場における設備投資意欲の減退等、その影響

は免れない状況となっております。 

 このような状況を踏まえ、当期において、前回発表の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

（通期） 

  
  

該当事項はありません。  

  

   

 ①簡便な会計処理 

     （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度

末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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 

前回発表予想（Ａ)  342,000 17,500 18,500 10,000 29 97 

今回修正予想（Ｂ） 305,000 2,000 0 △19,000 △56 95 

増減額（Ｂ－Ａ） △37,000 △15,500 △18,500 △29,000 －   

増減率（％） △9.4 △91.8 － － －   

前期実績 336,685 24,262 24,746 12,189    35 14 

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） 

（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 



（棚卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計年度末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸高を省略し前連結会計年度に係る実地棚

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、前連結会計年度以降

に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計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、連結会計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、前連結会計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３四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効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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 53,571 71,680

受取手形及び売掛金 70,177 72,814

有価証券 0 0

製品 44,009 35,049

原材料 10,818 10,408

仕掛品 22,516 19,346

その他 23,466 24,782

貸倒引当金 △1,518 △1,102

流動資産合計 223,043 232,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,020 35,593

機械装置及び運搬具（純額） 27,823 27,847

工具、器具及び備品（純額） 5,280 5,773

その他 16,179 11,386

有形固定資産合計 85,303 80,601

無形固定資産   

のれん 13,677 13,369

その他 2,153 1,564

無形固定資産合計 15,831 14,934

投資その他の資産   

投資有価証券 33,789 47,849

その他 14,236 13,921

貸倒引当金 △147 △217

投資損失引当金 △1,620 △2,094

投資その他の資産合計 46,257 59,459

固定資産合計 147,391 154,994

資産合計 370,434 387,975



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 28,212 27,793

短期借入金 28,972 4,917

1年内償還予定の社債 400 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 22,500 －

未払法人税等 3,954 3,532

賞与引当金 2,927 5,306

製品保証引当金 857 1,049

その他 31,613 32,631

流動負債合計 119,438 75,231

固定負債   

社債 1,600 －

新株予約権付社債 － 23,000

長期借入金 30,801 30,000

退職給付引当金 10,569 9,369

負ののれん 833 1,226

その他 2,775 5,316

固定負債合計 46,579 68,912

負債合計 166,017 144,144

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 164,483 174,397

自己株式 △50,910 △30,893

株主資本合計 210,105 240,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,341 6,436

為替換算調整勘定 △12,366 △4,331

評価・換算差額等合計 △11,025 2,104

少数株主持分 5,337 1,687

純資産合計 204,417 243,830

負債純資産合計 370,434 387,975



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 246,351

売上原価 163,919

売上総利益 82,431

販売費及び一般管理費 70,146

営業利益 12,284

営業外収益  

受取利息 681

受取配当金 920

負ののれん償却額 393

その他 1,688

営業外収益合計 3,684

営業外費用  

支払利息 383

為替差損 3,775

持分法による投資損失 289

その他 1,454

営業外費用合計 5,902

経常利益 10,066

特別利益  

投資有価証券売却益 3,140

貸倒引当金戻入額 142

その他 293

特別利益合計 3,576

特別損失  

固定資産除却損 394

投資有価証券評価損 3,289

減損損失 352

退職給付制度改定損 243

たな卸資産廃棄損 409

のれん償却額 5,511

その他 261

特別損失合計 10,462

税金等調整前四半期純利益 3,181

法人税等 6,014

少数株主損失（△） △87

四半期純損失（△） △2,746



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,181

減価償却費 14,870

のれん償却額 6,541

引当金の増減額（△は減少） △2,070

受取利息及び受取配当金 △1,602

支払利息 383

投資有価証券売却損益（△は益） △3,140

投資有価証券評価損益（△は益） 3,289

固定資産売却損益（△は益） △434

固定資産除却損 376

売上債権の増減額（△は増加） 2,716

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,027

仕入債務の増減額（△は減少） 1,337

その他 2,293

小計 18,714

利息及び配当金の受取額 1,609

利息の支払額 △387

法人税等の支払額 △6,129

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,807

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 △6,861

投資有価証券の売却による収入 4,929

有形固定資産の取得による支出 △16,630

有形固定資産の売却による収入 758

無形固定資産の取得による支出 △704

貸付けによる支出 △780

貸付金の回収による収入 158

関係会社株式の取得による支出 △1,440

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,449

その他 △516

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,537



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 22,086

長期借入れによる収入 1,000

社債の発行による収入 2,000

社債の買入消却による支出 △490

配当金の支払額 △7,721

少数株主への配当金の支払額 △43

自己株式の取得による支出 △20,021

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,248

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 51,930



  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  110,254  68,844  16,094  28,438  22,719  246,351     －  246,351

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 152  63  8  9  568  802  (802)     － 

計  110,407  68,907  16,103  28,448  23,287  247,153  (802)  246,351

営業利益  13,072  913  647  1,092  539  16,265  (3,980)  12,284

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  167,862  20,969  37,919  18,109  1,490  246,351     －  246,351

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 40,884  58,288  567  115     －  99,855 (99,855)     － 

計  208,746  79,257  38,487  18,224  1,490  346,206 (99,855)  246,351

営業利益または損失（△）  9,565  2,709  2,472  1,109  △73  15,783 (3,498)  12,284

〔海外売上高〕 

  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）  74,069  41,365  31,639  4,132  151,207

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  246,351

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 30.1  16.8  12.8  1.7  61.4

（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３四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、20,017百万円増加し、

50,910百万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」  

前年四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

科 目 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 259,754

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

170,687

89,066

Ⅲ 販売費及び一般管理費 67,048

  営業利益 22,018

Ⅳ 営業外収益 3,450

Ⅴ 営業外費用 1,861

  経常利益 23,606

Ⅵ 特別利益 2,921

Ⅶ 特別損失 3,190

  税金等調整前四半期純利益 23,337

  法人税等 9,664

  少数株主利益 45

  四半期純利益 13,626



前年同四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  109,035  76,515  20,441  29,937  23,823  259,754     －  259,754

営業利益  18,339  1,264  2,110  3,464  1,554  26,733  (4,715)  22,018
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