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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 23,071 ― 430 ― 545 ― △1,553 ―

20年3月期第3四半期 24,434 △0.4 505 492.1 807 87.0 598 43.9

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 △11.65 ―

20年3月期第3四半期 4.48 ―

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 37,516 30,726 81.9 230.86
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3四半期  30,726百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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  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

通期 28,600 △9.2 △170 ― △30 ― △2,200 ― △16.50

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１
４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値は、現時点で入手可能な情報に基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3四半期  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3四半期  9,081,138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3四半期  133,264,053株 20年3月期第3四半期  134,606,182株
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当第3四半期連結累計期間の経営環境を概観いたしますと、米国発の金融危機が世界の実体経済に影響
を及ぼし、急激な需要減少を引き起こしました。また、金融市場においても急激な円高や株式市場の急落
などにより企業業績に多大な影響を与えております。  
 このような状況の中、当社グループは、売上の拡大とさらなる業務効率化や経費削減に取り組んでまい
りました。クロック事業におきましては、国内市場における消費の冷え込み、また、海外市場においても
米国市場での急激な消費減退の影響を受け前年を下回るものとなりました。電子事業におきましても、特
に、IC組立分野の売上の落ち込みにより減収となりました。  
 以上のことから、当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上高は230億71百万円となり、前年同期
244億34百万円に対し5.6%の減収となりました。営業損益はクロック事業におきましては大幅な増益を果
たしたものの、電子事業の減益の影響により4億30百万円の利益となり、前年同期5億5百万円の利益に対
し14.8%の減益となりました。経常損益は営業外損益に受取配当金1億79百万円、賃貸及び信託による収益
1億87百万円などを計上した一方で、為替差損を2億13百万円計上したことなどにより5億45百万円の利益
となり、前年同期8億7百万円の利益に対し32.5%の減益となりました。四半期純損益は、音楽著作権損害
賠償損失9億83百万円、投資有価証券評価損9億65百万円を特別損失に計上したことなどにより、15億53百
万円の損失となり、前年同期5億98百万円の利益に対し21億51百万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、新商品販売や企業向け売上の拡大に取り組むとともに、商品ラインナップの

改善による商品力の強化を図ってまいりました。しかしながら、特に10月以降の急激な消費の冷え込みの
影響を受け、売上は前年を下回りました。また、海外市場におきましても米国以外の市場では比較的堅調
に推移したものの、米国での売上の落ち込みの影響が大きく、海外市場全体の売上は減収となりました。 
 損益の面では、継続的な販売効率化策の実施や為替効果などにより大幅に改善いたしました。  
 以上のことから、当第3四半期連結累計期間のクロック事業の売上高は93億17百万円となり、前年同期
102億27百万円に対し8.9%の減収となりました。営業損益は4億69百万円の利益となり、前年同期2億23百
万円の利益に対し110.0%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10月以降急速に
落ち込み、顧客企業への積極的な提案活動を推進したものの売上は前年を下回りました。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、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、IC組立分野では市場の大幅な需要減退の影響
を受け売上は前年を下回るものとなりました。  
 損益の面では、積極的に合理化推進策に取り組んでいるものの、市場競争の激化などの影響を吸収しき
れず減益となりました。  
 以上のことから、当第3四半期連結累計期間の電子事業の売上高は、115億36百万円となり、前年同期
117億28百万円に対し1.6%の減収となりました。営業損益は8億27百万円の利益となり、前年同期11億99百
万円の利益に対し31.0%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、防災行政ラジオの売上は引きつづき堅調に推移いたしましたが、宝飾品やウォッチの売
上は前年を下回りました。  
 以上のことから、当第3四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は22億16百万円となり、前年同期
24億78百万円に対し10.6%の減収となりました。営業損益は86百万円の利益となり、前年同期37百万円の
利益に対し131.0%の増益となりました。  
  
（文中における前年同期の金額及び前年同期との比較に関する情報は、参考として記載しております。） 
  

・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
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（資産） 
総資産は375億16百万円となり、前連結会計年度末414億10百万円に比べて38億94百万円減少しました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少しました。固定資産は、前連結会計年度末に比べ38億
75百万円減少しました。有形固定資産が6億94百万円減少し、投資その他の資産が32億39百万円減少しま
したが、投資有価証券の減少29億11百万円が主な要因です。 
  
（負債） 
負債合計は67億89百万円となり、前連結会計年度末78億94百万円に比べ11億5百万円減少しました。流

動負債は、前連結会計年度末に比べ4億23百万円減少し、固定負債は、前連結会計年度末に比べ6億81百万
円減少しました。 
  
（純資産） 
純資産合計は307億26百万円となりました。前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が18億19百万円減少

し、その他有価証券評価差額金は8億39百万円減少しました。 
  

  

通期の業績につきましては、平成21年1月22日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 
  

  
  

(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。 

  
  

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

4. その他
 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
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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 3,454 3,143

受取手形及び売掛金 7,222 7,980

有価証券 4,150 4,099

商品 641 673

製品 3,016 2,892

原材料 719 863

仕掛品 1,703 1,760

その他 2,715 2,269

貸倒引当金 △31 △70

流動資産合計 23,591 23,611

固定資産   

有形固定資産 5,574 6,268

無形固定資産 519 460

投資その他の資産   

投資有価証券 5,700 8,611

その他 2,235 2,586

貸倒引当金 △105 △128

投資その他の資産合計 7,830 11,069

固定資産合計 13,924 17,799

資産合計 37,516 41,410

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,618 4,070

未払法人税等 43 300

賞与引当金 110 158

役員賞与引当金 7 12

音楽著作権損害賠償損失引当金 420 －

その他 1,450 1,533

流動負債合計 5,651 6,074

固定負債   

退職給付引当金 19 231

役員退職慰労引当金 8 8

その他 1,110 1,579

固定負債合計 1,138 1,819

負債合計 6,789 7,894
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,372 12,372

資本剰余金 17,835 17,837

利益剰余金 1,902 3,722

自己株式 △1,516 △1,489

株主資本合計 30,594 32,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 433 1,273

為替換算調整勘定 △300 △200

評価・換算差額等合計 132 1,072

純資産合計 30,726 33,516

負債純資産合計 37,516 41,410
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(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 23,071

売上原価 17,863

売上総利益 5,207

販売費及び一般管理費 4,777

営業利益 430

営業外収益  

受取利息 65

受取配当金 179

受取賃貸料 158

信託収入 148

その他 45

営業外収益合計 598

営業外費用  

支払利息 4

賃貸費用 63

出向費用 76

信託費用 56

為替差損 213

その他 68

営業外費用合計 483

経常利益 545

特別利益  

固定資産売却益 164

その他 9

特別利益合計 173

特別損失  

固定資産処分損 16

投資有価証券評価損 965

音楽著作権損害賠償損失 983

その他 4

特別損失合計 1,969

税金等調整前四半期純損失（△） △1,251

法人税、住民税及び事業税 158

法人税等調整額 143

法人税等合計 301

四半期純損失（△） △1,553
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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損失（△） △1,251

減価償却費 805

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51

賞与引当金の増減額（△は減少） △47

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5

受取利息及び受取配当金 △244

支払利息 4

為替差損益（△は益） 130

固定資産処分損益（△は益） 16

固定資産売却損益（△は益） △164

投資有価証券評価損益（△は益） 965

音楽著作権損害賠償損失 983

売上債権の増減額（△は増加） 689

たな卸資産の増減額（△は増加） 28

仕入債務の増減額（△は減少） △336

その他 △523

小計 1,041

利息及び配当金の受取額 229

音楽著作権損害賠償等の支払額 △430

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △440

営業活動によるキャッシュ・フロー 395
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（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) 

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 △91

定期預金の払戻による収入 45

有形固定資産の取得による支出 △582

有形固定資産の売却による収入 507

無形固定資産の取得による支出 △193

無形固定資産の売却による収入 105

投資有価証券の売却等による収入 525

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 316

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

自己株式の取得による支出 △34

自己株式の売却による収入 5

配当金の支払額 △263

財務活動によるキャッシュ・フロー △292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333

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 7,375
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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。 

  

該当事項なし 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  

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） 

 
(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 

 
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．(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120百万
円、電子部品（機器類含む）及び産業用機械類事業で45百万円、その他の事業で6百万円減少して
おります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

9,317 11,536 2,216 23,071 ― 23,071

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

23 8 1,020 1,052 (1,052) ―

計 9,341 11,545 3,237 24,124 (1,052) 23,071

営業利益 469 827 86 1,383 (952) 430

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
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【所在地別セグメント情報】 

  

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） 

  

 
(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．(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） 

 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。 

  

該当事項なし 

  

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

21,223 1,591 256 23,071 ― 23,071

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

843 4,432 ― 5,276 (5,276) ―

計 22,067 6,023 256 28,347 (5,276) 23,071

営業利益又は営業損失(△) 384 121 △97 408 22 430

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 
  

(2)（要約）セグメント情報 

（単位：百万円） 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 24,434 100.0

Ⅱ 売上原価 18,668 76.4

   売上総利益 5,766 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,260 21.5

   営業利益 505 2.1

Ⅳ 営業外収益 612 2.5

Ⅴ 営業外費用 309 1.3

   経常利益 807 3.3

Ⅵ 特別利益
526 2.2

Ⅶ 特別損失
248 1.0

  税金等調整前四半期純利益
1,086 4.5

  法人税、住民税及び事業税
409 1.7

  過年度法人税等戻入額
△15 △0.1

  法人税等調整額
93 0.4

  四半期純利益
598 2.5

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

売上高 営業利益

クロック事業 10,227 223

電子部品（機器類含む） 
及び産業用機械類事業

11,728 1,199

その他の事業 2,478 37

配賦不能費用 ― (954)

合計 24,434 505

-11-

リズム時計工業㈱（7769）平成21年３月期　第３四半期決算短信




