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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 296,857 △11.8 1,398 △94.2 748 △97.0 △25,806 ―
20年3月期 336,685 0.1 24,262 10.7 24,746 △4.8 12,189 70.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △77.32 ― △12.3 0.2 0.5
20年3月期 35.14 32.55 4.9 6.4 7.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △278百万円 20年3月期  △303百万円

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 374,239 184,229 47.9 559.34
20年3月期 387,975 243,830 62.4 697.81

（参考） 自己資本   21年3月期  179,134百万円 20年3月期  242,143百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 14,647 △30,697 34,607 87,649
20年3月期 26,379 △58,673 25,268 70,480

2.  配当の状況 

（注）20年３月期期末配当の内訳 記念配当 ７円50銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.50 ― 15.00 22.50 7,806 64.0 3.2
21年3月期 ― 7.50 ― 2.50 10.00 3,317 ― 1.6
22年3月期 

（予想） ― 3.50 ― 3.50 7.00 112.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

120,000 △28.3 △3,500 ― △3,800 ― △2,000 ― △6.25

通期 265,000 △10.7 3,000 114.5 2,500 233.9 2,000 ― 6.24



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  60,093,553株 20年3月期  33,348,673株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 13,001 △20.9 4,642 △27.4 5,360 △25.0 △9,324 ―
20年3月期 16,438 △90.3 6,391 △8.3 7,147 △61.0 1,914 △85.7

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 △27.94 ―
20年3月期 5.52 5.11

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 183,492 91,653 49.9 286.18
20年3月期 166,861 134,598 80.7 387.88

（参考） 自己資本 21年3月期  91,653百万円 20年3月期  134,598百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし
ては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

営業収益 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 
累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 13,000 △0.0 6,000 29.2 5,500 2.6 5,500 ― 17.17



（1）経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の経営成績                           （単位：百万円） 

  

セグメント別売上高明細                              （単位：百万円） 

  

セグメント別営業利益明細                            （単位：百万円） 

  

 全体概況  

 当連結会計年度の経済情勢は、上期は米国発の景気後退の影響を受け減速基調で推移し、下期に入ると、金融危機

を契機に世界経済は急速かつ広範囲な同時不況に見舞われました。日本経済においても、製造業を中心に受注が軒並

み急減速する等、従来の想定を覆すような深刻な不況に陥りました。 

 このような情勢の下、当社グループは、これまでの収益基盤の改善と経営基盤の再強化に向けた取組みを一段と加

速してきました。しかし、時計事業では、流通段階において消費低迷に伴う在庫圧縮の動きが世界的に広がった結

果、当社の主力とする中価格帯商品においても苦戦を強いられ、減収となりました。また、電子デバイス事業は、主

力の携帯電話市場において急激かつ大規模な在庫調整に直面し、大幅な減収となりました。電子機器製品事業も同様

に、個人消費の鈍化や企業の投資意欲減退が大きな打撃となり、プリンタ・電卓関連を中心に減収となりました。産

業用機械事業については、期初からの低迷が更に深刻さを増し、期後半から全市場において急激に受注が落ち込んだ

結果、大幅な減収となりました。その他の事業においては、球機用機器事業が新製品群の好調により増収となりまし

たが、自動車部品事業の大幅な落ち込み等により、減収となりました。 

 以上の結果、当期の連結業績は、売上高2,968億円(前連結会計年度比11.8％減)、営業利益13億円(同94.2％減)、

経常利益７億円(同97.0％減)、当期純利益△258億円と、減収減益となりました。 

  

１．経営成績

  平成２０年３月期 平成２１年３月期 増減額 増減率 

売上高 ３３６，６８５  ２９６，８５７  △３９，８２８    △１１．８ 

営業利益 ２４,２６２ １,３９８ △２２，８６４   △９４．２ 

経常利益 ２４,７４６ ７４８ △２３，９７７   △９７．０ 

当期純利益 １２,１８９ △２５,８０６ △３７，９９６  ― 

  平成２０年３月期 平成２１年３月期 増減額 増減率 

時計事業 １３９，９８５ １３２，５１４  △７，４７１    △５．３ 

電子デバイス事業 ９９,２３５   ８１，２６０ △１７，９７５   △１８．１ 

電子機器製品事業 ２７,１０４ ２１，０１６  △６，０８８   △２２．５ 

産業用機械事業 ３９,６３９ ３３，２２７  △６，４１１   △１６．２ 

その他の事業 ３０,７２０ ２８，８３８  △１，８８１    △６．１ 

売上高合計 ３３６,６８５ ２９６，８５７  △３９，８２８   △１１．８ 

  平成２０年３月期 平成２１年３月期 増減額 増減率 

時計事業 ２１，２６２    ９，１０６  △１２，１５５   △５７．２ 

電子デバイス事業 ６５４ △３，１０１  △３，７５６  ― 

電子機器製品事業 ２,６９４ １，０１２  △１，６８２   △６２．４ 

産業用機械事業 ４,４４８ １８０  △４，２６８   △９５．９ 

その他の事業 １,５１９ △７７７  △２，２９６  ―  

消去又は全社 （６，３１６） （５，０２１）  △１，２９４  ―  

営業利益 ２４,２６２    １，３９８ △２２，８６４   △９４．２ 



 時計事業 

 シチズンブランドは、国内ウオッチ市場では、昨今の経済状況の悪化に伴う消費マインドの低下により、上期後半

から下期全体を通して大変厳しい状況で推移しました。また、流通における仕入の絞込みによる在庫調整があったた

め、電波時計を中心とした中価格帯商品においても苦戦を強いられた結果、減収となりました。 ブランド別では高

価格帯商品の「エクシード」等が伸び悩みましたが、女性用の「クロスシー」が健闘した他、普及価格帯商品では

「インディペンデント」「レグノ」などは前年を大幅に上回りました。海外ウオッチ市場では、上期はアジアや欧州

が売上げを伸ばし、概ね好調を維持していました。下期は、 大市場である北米において、牽引商品であるエコ・ド

ライブ電波時計等の高付加価値商品が現地通貨ベースで平均単価アップに貢献したものの、日本国内同様、経済の急

激な悪化による消費低迷が響き、更に急激な円高の影響も加わったことにより、減収となりました。 

 Q&Qブランドは、国内販売は比較的堅調であったものの、海外は低価格品市場の低迷が大きく影響し、減収となり

ました。 

 BULOVAでは、同社の主要市場である北米の経済状況悪化による消費の落ち込み等により減収となりました。 

 ムーブメント販売では、市場での在庫調整による顧客の仕入れ減少や円高の影響が大きく、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たBULOVA社の業績が追加されたものの売

上高1,325億円(前連結会計年度比5.3％減)、営業利益91億円(同57.2％減)と減収減益となりました。 

    

 電子デバイス事業 

 オプトデバイスでは、主力の携帯電話用LEDが市場の成長鈍化によるコスト競争激化に加え、下期に入り、顧客に

よる急激かつ大規模な在庫調整により受注が激減し、大幅な減収となりました。また、光センサーについても、主要

製品であるIrDAモジュールが携帯電話市場の落ち込みと採用機種の著しい減少により、大幅な減収となりました。小

型バックライトは、引き続き行っている収益性を重視した販売戦略が奏功し、売上高が減少する中、収益性の改善を

進めることができました。成長分野として取り組んでいる一般照明用LEDについては、新機種を相次いで投入し売上

拡大を目指したものの、不況の影響が顕著になった下期から急激に受注額が減少し、売上は伸び悩みました。 

 水晶デバイスのうち、音叉型水晶振動子は、携帯電話向けSMD製品が韓国勢からの比較的安定した受注を得られ好

調に推移しましたが、その他の製品は、時計業界の低迷等による顧客の在庫調整などにより、販売数量が伸びず、減

収となりました。水晶片は、主力である携帯電話向け製品の伸び悩みが響き、夏以降の受注が大きく落ち込みまし

た。 

 その他の部品事業のうち、液晶光学素子は、不況による 終製品市場の在庫調整の影響を受け減収となった他、

HDD用ガラス基板も、上期までの順調な受注推移が下期後半から急変し、極めて大幅な在庫調整の影響を受けた結

果、減収となりました。 

 以上の結果、電子デバイス事業全体では、売上高812億円(前連結会計年度比18.1％減)、営業利益△31億円と減収

減益となりました。 

  

 電子機器製品事業 

 プリンタ関連では、主力の小型プリンタが、世界的な経済不況による需要の落ち込みや急激な円高により顧客の買

い控えが発生し減収となった他、中国向け大型ドットプリンタも中国官公庁向けの需要減により減収となりました。

フォトプリンタは、下期に入り昨年立ち上げた新製品の営業活動が奏功し受注を増やすも、上期の低迷を挽回するに

は至らず、減収となりました。また、電卓関連では、主要市場であるロシア向けの売上が金融不安から落ち込み、減

収となりました。 

 健康機器事業では、国内向けで大手量販店を中心にポケットインタイプの歩数計が好調に推移し増収となり、海外

向けでも、欧州市場における景気悪化や急激なユーロ安による落ち込みがありながら、中国向けで大手携帯電話会社

のギフト品に血圧計が採用される等した結果、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210億円(前連結会計年度比22.5％減)、営業利益10億円(同62.4％

減)と減収減益となりました。 

  

 産業用機械事業 

 CNC自動旋盤は、上期の初めより低調に推移し、更に10月以降急激に市況が悪化したため、各地域とも押し並べて

大幅な減収となりました。国内市場は、日本国際工作機械見本市での新製品発表により投資意欲喚起に注力したもの

の、主力である自動車、及び電機・精密業界の市況悪化が深刻化し、大幅な減収となりました。 

 海外市場のうち、アジア市場では、中国市場で下期に実施された政府による景気刺激策が効果を表し、自動車や通

信分野の引合が増えましたが、その他のASEANや韓国・台湾市場の低迷を補うには至らず、減収となりました。米国

市場は、医療機器関連が好調を持続しましたが、特に自動車業界の落ち込みが大きく減収となりました。また、欧州

市場も、金融危機の影響が欧州全地域に広がった結果、大幅な減収となりました。 

 今期から連結対象となった株式会社ミヤノについても、主力顧客である自動車業界の落ち込みの影響を強く受け、



大幅な減収となりました。 

 以上の結果、産業用機械事業全体では、売上高332億円(前連結会計年度比16.2％減)、営業利益１億円(同95.9％

減)と減収減益となりました。 

  

 その他の事業  

 宝飾品は、高額品を中心に個人消費の冷え込みが強く、堅調に推移していたマリッジリングも下期の半ばより、販

売が低迷し、減収となりました。 

 球機用機器市場は、店舗数や遊技客の減少等、厳しい環境が続く中、当社販売先であるメーカー間で寡占化が進ん

でいます。このような状況下、当社では以前より開発を進めてきた店舗の省力化をはかる新製品群が、大手顧客等に

受け入れられた結果、増収となりました。 

 自動車用部品においては、下期より自動車メーカーの生産調整が予想以上のスピードで進行し、更に円高の影響も

加わった結果、大幅な減収となりました。 

 以上の結果、その他の事業全体では、売上高288億円(前連結会計年度比6.1％減)、営業利益△７億円と減収減益と

なりました。 

  

②翌連結会計年度の見通し                            （単位：百万円） 

  

セグメント別売上高明細                               （単位：百万円） 

  

セグメント別営業利益明細                             （単位：百万円） 

  

  平成２１年３月期 平成２２年３月期 増減額 増減率 

売上高   ２９６，８５７ ２６５，０００  △３１，８５７     △１０．７ 

営業利益 １,３９８ ３，０００  １，６０１     １１４．５

経常利益 ７４８ ２，５００  １，７５１     ２３３．９

当期純利益 △２５,８０６ ２，０００  ２７，８０６   ―   

  平成２１年３月期 平成２２年３月期 増減額 増減率 

時計事業 １３２，５１４ １２３，０００  △９，５１４       △７．２ 

電子デバイス事業 ８１，２６０   ６８，０００   △１３，２６０    △１６．３ 

電子機器製品事業 ２１，０１６ ２４，５００     ３，４８４      １６．６

産業用機械事業 ３３，２２７ ２４，０００    △９，２２７     △２７．８

その他の事業 ２８，８３８ ２５，５００  △３，３３８        △１１．６

売上高合計 ２９６，８５７ ２６５，０００  △３１，８５７       △１０．７

  平成２１年３月期 平成２２年３月期 増減額 増減率 

時計事業 ９，１０６    ７，３００ △１，８０６      △１９．８ 

電子デバイス事業 △３，１０１ １，２００  ４，３０１ ―   

電子機器製品事業 １,０１２ １，２００  １８７      １８．６

産業用機械事業 １８０ △３，１００  △３，２８０ ―  

その他の事業 △７７７ ６００  １，３７７ ―   

消去又は全社 （５，０２１） （４，２００） ８２１ ― 

営業利益合計 １,３９８ ３，０００  １，６０１     １１４．５ 



 今後の経済見通しに付きましては、前年度までに見られたような急激な情勢悪化からは落ち着きを取り戻しつつあ

るものの、依然として景気浮揚の動きを探しながらの難しい運営が続くものと思われます。当社グループとしては、

「高付加価値創造型グループの実現」を目標に、事業ポートフォリオ戦略の見直し、ガバナンスの強化、財務戦略の

再構築を３重点施策としてなお一層の取り組みを続けてまいります。 

 翌連結会計年度の業績につきましては、売上高2,650億円（前連結会計年度比10.7％減）、営業利益30億円（同

114.5％増）、経常利益25億円（同233.9％増）、当期純利益20億円を予想しております。 

また、予想為替レートは1US$＝95円、1ユーロ＝125円を想定しております。 

当連結会計年度の実績は1US$＝101円、1ユーロ＝146円でした。 

 

（注）なお、本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した

予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述

されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ137億円減少し3,742億円となりました。資産

の内、流動資産は、現金及び預金が195億円増加しましたが、売上の減少等により受取手形及び売掛金が193億円減少

したこと等により、６億円の減少となりました。固定資産につきましては、投資有価証券の時価評価等により投資そ

の他の資産が73億円減少したこと等により、131億円の減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ、長期

借入金の増加等により、458億円増加し1,900億円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の減少や、自己

株式の取得等により、596億円減少し1,842億円となりました。 

  ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ171億円増加

し、当連結会計年度末には、876億円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は、146億円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が310億円、減価

償却費が201億円、売上債権の増加額が221億円のプラスとなったものの仕入れ債務の増加額が184億円のマイナスと

なったこと等によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、306億円の支出となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出や、

有形固定資産の取得による支出等によるものであります。  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、346億円となりました。これは主に長期借入による収入や自己株式の取得による

支出等によるものであります。 

    

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、配当及び自己株式取得の合計額の連結当期純利益に対する比率を「株主還元性向」と捉え、３年間から５

年間の比率を30％以上とすることとしております。配当につきましては、連結業績との連動と安定配当のバランスを

勘案し決定をいたします。 

 当期の期末配当金につきましては、１株あたり2.50円とさせていただく予定であります。     

 なお、次期の年間配当につきましては、安定配当と来期の業績動向等を総合的に勘案いたしまして、１株当たり７

円とさせていただく予定です。  

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。 

  

① 当社グループの各事業のリスクについて 

 当社グループは、時計、電子デバイス、電子機器製品、産業用機械等の製造販売を主な事業とし、全世界で事業展

開を行っております。また、ユーザーは一般個人のほか、多種多様な製造業等広範囲に渡っております。従って、当

社グループの業績は、多岐に渡る変動要因の影響を受けます。その要因の主なものは以下のとおりです。 

  

時計事業 

 時計事業においては、時計完成品では国内競争メーカーのほか、スイス製高級腕時計、中国製普及価格帯時計メ  



ーカー等との競争も激しく、また、携帯電話等の時計機能代替製品との競争も内在しております。このため、ここ数

年売上は伸び悩んでおります。ムーブメント事業においては現在高いシェアはあるものの数量の伸びは鈍化し、中国

メーカーの台頭等に基因する需要の悪化により単価下落の危険性があります。 

  

電子デバイス事業 

 電子デバイス事業では、オプトデバイス、水晶デバイス等のデバイス事業において、携帯電話メーカーの動向に今

後とも大きく影響を受ける可能性があります。また、技術革新が早く企業間競争も激しいことから、販売価格の下落

や開発等の遅れ等が業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

 また、特許実施許諾の契約を結んで一部製造を行っておりますが、何らかの事情により提携関係が解消され、特許

の実施許諾が受けられない状態になった場合、当事業に影響を与える可能性があります。 

  

電子機器製品事業 

 電子機器製品事業では、景気後退による設備投資、個人消費の影響を受け易いため今後の景気動向によっては減収

等が予測されること、また国内競合メーカーはもとより、中国等の電子機器製品メーカーとの競争が激しく、技術革

新が早いことから、販売価格の下落や開発等の遅れ等が業績に影響を与える可能性があります。 

  

産業用機械事業 

 産業用機械業においては、昨年来の世界同時不況による需要回復の動向に、今後とも業績に大きな影響を受ける可

能性があります。  

② 海外売上依存度について 

 「セグメント情報（ハ）海外売上高」に記載しておりますとおり、当社グループの製品の売上高における海外比率

は高く、また、全世界に販売されております。このため、各地域における景気・消費動向は、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。また、当該地域の政治的・経済的な社会情勢が、同様に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

③ 為替変動のリスクについて 

 上記②のとおり、当社グループの製品の売上高における海外比率は高いため、為替予約及び通貨オプション等によ

るリスクヘッジを行うとともに、海外生産の拡充・強化を押し進めておりますが、当社グループの業績は為替変動の

影響を受けます。 

  

④ 中国生産依存度について 

 当社グループの製品は、約40%を海外拠点で生産しており、主な生産拠点は中国に有しております。そのため、中

国において何らかのトラブルによる生産の支障および、生産に支障を来すような規制等が実施された場合、または人

民元が大幅に切り上げられた場合等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑤ 減損損失について 

 当社グループの資産の時価が著しく下落した場合や事業の収益性が悪化した場合には、減損会計の適用により固定

資産について減損損失が発生し、当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。 

  

⑥ 特許及びその他の知的財産について 

 当社グループが研究開発および生産活動を行う中でさまざまな知的財産権を使用しており、それらは当社グループ

が所有しているもの、あるいは適法に使用許諾を受けたものであると認識しておりますが、当社グループの認識の範

囲外で第三者から知的財産権を侵害したと主張され、係争等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 

  

⑦ 地震等の自然災害によるリスクについて 

 当社グループの本社・工場等の設備安全について火災・地震などの自然災害の発生時に、人的被害・工場などの設

備破損が生じないよう、防災シミュレーション活動などを通じて管理体制の確立を行っております。しかしながら、

想定以上の地震等が発生した場合、生産活動や商品供給に支障をきたしたり、復旧などにかかる費用などで業績及び

財務状況に大きな影響が出る可能性があります。 

  



⑧借入金のリスクについて 

 当社グループの借入金のなかには、取引先金融機関とシンジゲート・ローン契約及びコミットメント・ライン契約

を締結していますが、これらの契約の財務制限条項に抵触した場合には、借入金の繰上返済請求を受けることがあ

り、当社グループの財務状態に影響を与える可能性があります。  

  

⑨ その他のリスクについて 

 上記以外でも、当社グループの業績は、急激な技術革新等による社会インフラや市場競争状態の変化、現在進めて

おります構造改革にともなう当社グループの財務的・経営的状況の変動、国内外の主要市場における貿易規制等各種

規制、株式市場や債券市場の大幅な変動などにより多様な影響を受けます。 

  



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及びその子会社134社並びに関連会社９社で構成され、主として時

計事業及び電子デバイス事業、電子機器事業、産業用事業の分野において生産及び販売活動を営んでおります。 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）について図示すると次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況



(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は社名の由来である「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念とし、地域社会はもとより地球環境と調和し

た永続的な企業活動を通して、社会への貢献とともに企業価値を向上させていくことを目的に掲げています。また、

時計事業及び腕時計で培った精密加工・実装技術を応用した事業分野で、お客様が満足する商品を市場に提供し、世

界の人々の暮らしに貢献することを使命としております。 

 シチズングループの目指している企業体質は、会社の存在目的を全員で共有し、高収益体質で、変化に力強く対応

できる『良質な会社』です。 

  

(2) 中長期的な経営戦略 

当社では、『高付加価値創造型グループの実現』を目標に、目指す姿を小型細精密技術を軸とした安定収益事業

と成長事業のポートフォリオバランスの取れた「高収益」企業を目指しております。 

  

(3) 会社の対処すべき課題 

 当社グループは「時計製造で培われたＤＮＡから発展した細精密先進技術による日本発モノづくり」を基本とし、

当社グループのコアコンピタンスである「超小型技術」、「超精密技術」、「低消費電力技術」を基盤として、安定

収益事業と成長事業のバランスのとれた 適な事業ポートフォリオを志向しながら高収益体質の企業グループを目指

しております。中期的な取り組みとしては以下の３つの重点施策を推進してまいります。 

  ①事業ポートフォリオ戦略の見直し 

   ・競争優位にある高収益事業への重点配分投資 

   ・電子デバイス事業に於ける選択と集中の徹底 

  ②ガバナンスの強化 

   ・コーポレートガバナンスの強化 

   ・新規事業参入・事業撤退ルールの厳格な運用 

   ・事業責任体制の明確化とモニタリングの強化 

  ③財務戦略の再構築 

   ・資本効率の向上 

  

 しかしながら、現在当社グループが置かれている状況は、昨年の金融危機に端を発した100年に1度の不況と言われ

るほどの厳しい経済環境の中、限られた環境下でも一定の収益を確保する筋肉質な体質づくりが緊急の課題となって

おります。現在、上記の中期的な取り組みに加えて以下の重点課題に取り組んでおります。 

  ①生産体制の再構築…事業環境に柔軟に対応できる効率的な生産体制と固定費の圧縮 

  ②セグメント別事業体系の再整理…事業統括責任、権限の明確化 

  ③研究開発体制の見直し…事業会社と一体化した研究開発体制 

  ④本社機能の強化…経営戦略機能の高度化・意思決定の迅速化 

  ⑤人に視点を置いた経営…「公平性」「透明性」のある人事体系の整備 

  ⑥グループ財務の 適化…グループ資産の効率活用 

今後の経済情勢におきましては、現状の厳しい経済環境の長期化も予想されます。当社グループは上記の諸施策を推

進することで、より強靭な経営基盤を構築し、継続的な企業価値向上に努める所存であります。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 71,680 91,194

受取手形及び売掛金 72,814 53,497

有価証券 0 0

たな卸資産 64,805 －

製品 － 39,520

原材料 － 8,448

仕掛品 － 18,740

繰延税金資産 12,190 11,498

未収消費税等 3,954 2,599

その他 8,637 8,424

貸倒引当金 △1,102 △1,551

流動資産合計 232,980 232,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 35,593 32,772

機械装置及び運搬具（純額） 27,847 21,852

工具、器具及び備品（純額） 5,773 4,753

土地 10,124 12,267

リース資産（純額） － 105

建設仮勘定 1,262 4,503

有形固定資産合計 ※1  80,601 ※1  76,256

無形固定資産   

のれん 13,369 9,270

ソフトウエア 1,295 1,930

リース資産 － 74

その他 269 2,259

無形固定資産合計 14,934 13,534

投資その他の資産   

投資有価証券 47,849 33,202

長期貸付金 767 1,149

繰延税金資産 7,313 14,247

その他 5,839 5,798

貸倒引当金 △217 △192

投資損失引当金 △2,094 △2,130

投資その他の資産合計 59,459 52,075

固定資産合計 154,994 141,866

資産合計 387,975 374,239



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,793 17,012

短期借入金 4,917 7,052

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 3,532 1,333

繰延税金負債 92 0

未払費用 13,082 12,193

賞与引当金 5,306 4,284

役員賞与引当金 296 158

製品保証引当金 1,049 905

設備関係支払手形 1,199 747

事業再編整理損失引当金 － 7,018

その他 17,960 11,737

流動負債合計 75,231 85,342

固定負債   

新株予約権付社債 23,000 1,600

長期借入金 30,000 90,800

繰延税金負債 4,995 331

退職給付引当金 9,369 9,975

負ののれん 1,226 711

その他 320 1,247

固定負債合計 68,912 104,667

負債合計 144,144 190,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金 63,885 63,883

利益剰余金 174,397 141,379

自己株式 △30,893 △50,910

株主資本合計 240,038 187,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,436 404

為替換算調整勘定 △4,331 △8,271

評価・換算差額等合計 2,104 △7,867

少数株主持分 1,687 5,095

純資産合計 243,830 184,229

負債純資産合計 387,975 374,239



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 336,685 296,857

売上原価 226,383 205,005

売上総利益 110,302 91,852

販売費及び一般管理費 ※1  86,039 ※1  90,453

営業利益 24,262 1,398

営業外収益   

受取利息 1,233 778

受取配当金 1,043 1,419

受取賃貸料 297 250

負ののれん償却額 755 540

その他 1,361 2,271

営業外収益合計 4,692 5,259

営業外費用   

支払利息 140 597

手形売却損 387 289

貸与資産減価償却費 89 108

持分法による投資損失 303 278

為替差損 2,703 3,014

その他 583 1,621

営業外費用合計 4,208 5,909

経常利益 24,746 748

特別利益   

投資有価証券売却益 2,370 3,140

固定資産売却益 12 7

貸倒引当金戻入額 149 144

退職給付制度改定益 2,059 －

その他 295 715

特別利益合計 4,886 4,009

特別損失   

固定資産売却損 20 2

固定資産除却損 846 855

減損損失 ※2  2,888 ※2  14,183

たな卸資産廃棄損 － 592

事業再編整理損 － 9,448

事業再構築費用等 3,719 －

投資有価証券評価損 351 3,384

退職給付制度改定損 － 405

投資損失引当金繰入額 300 705

のれん償却額 － 5,511

その他 475 735



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失合計 8,602 35,825

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

21,030 △31,067

法人税、住民税及び事業税 8,056 3,720

法人税等調整額 663 △8,686

法人税等合計 8,719 △4,965

少数株主利益又は少数株主損失（△） 121 △294

当期純利益又は当期純損失（△） 12,189 △25,806



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 32,648 32,648

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 32,648 32,648

資本剰余金   

前期末残高 63,890 63,885

当期変動額   

自己株式の処分 △5 △1

当期変動額合計 △5 △1

当期末残高 63,885 63,883

利益剰余金   

前期末残高 167,478 174,397

当期変動額   

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 12,189 △25,806

連結範囲の変動 － 353

持分の変動による減少 △16 △0

子会社の決算期変更による剰余金の減少 △51 －

持分法適用関連会社の決算期変更による剰
余金の増加

－ 157

当期変動額合計 6,919 △33,017

当期末残高 174,397 141,379

自己株式   

前期末残高 △31,219 △30,893

当期変動額   

自己株式の取得 △69 △20,022

自己株式の処分 395 5

当期変動額合計 325 △20,017

当期末残高 △30,893 △50,910

株主資本合計   

前期末残高 232,798 240,038

当期変動額   

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 12,189 △25,806

自己株式の取得 △69 △20,022

自己株式の処分 390 3

連結範囲の変動 － 353

持分の変動による減少 △16 △0

子会社の決算期変更による剰余金の減少 △51 －

持分法適用関連会社の決算期変更による剰
余金の増加

－ 157



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 7,240 △53,036

当期末残高 240,038 187,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 18,195 6,436

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,759 △6,032

当期変動額合計 △11,759 △6,032

当期末残高 6,436 404

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,536 △4,331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,867 △3,940

当期変動額合計 △5,867 △3,940

当期末残高 △4,331 △8,271

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,732 2,104

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,627 △9,972

当期変動額合計 △17,627 △9,972

当期末残高 2,104 △7,867

少数株主持分   

前期末残高 1,896 1,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △208 3,407

当期変動額合計 △208 3,407

当期末残高 1,687 5,095

純資産合計   

前期末残高 254,426 243,830

当期変動額   

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 12,189 △25,806

自己株式の取得 △69 △20,022

自己株式の処分 390 3

連結範囲の変動 － 353

持分の変動による減少 △16 △0

子会社の決算期変更による剰余金の減少 △51 －

持分法適用関連会社の決算期変更による剰余
金の増加

－ 157

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,836 △6,565

当期変動額合計 △10,596 △59,601

当期末残高 243,830 184,229



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

21,030 △31,067

減価償却費 21,405 20,122

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） － 7,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,565 △241

その他の引当金の増減額（△は減少） 655 △586

のれん償却額 － ※1  6,869

受取利息及び受取配当金 △2,277 △2,197

支払利息 140 597

投資有価証券売却損益（△は益） △2,015 △3,140

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,384

固定資産売却損益（△は益） △210 △438

固定資産除却損 794 814

売上債権の増減額（△は増加） 5,782 22,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,942 3,563

仕入債務の増減額（△は減少） △2,587 △18,487

負ののれん償却額 △755 －

減損損失 2,888 14,183

その他 △4,485 △3,669

小計 34,857 18,878

利息及び配当金の受取額 2,273 2,185

利息の支払額 △151 △538

法人税等の支払額 △10,600 △5,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,379 14,647

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 △12,693 △7,964

投資有価証券の売却による収入 4,331 4,929

有形固定資産の取得による支出 △26,088 △18,683

有形固定資産の売却による収入 2,236 1,259

無形固定資産の取得による支出 － △1,138

貸付金の増減額（増加：△） △450 －

貸付けによる支出 － △1,366

貸付金の回収による収入 － 183

関係会社株式の取得による支出 － △1,449

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△25,225 △4,449

その他 △783 △2,018

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,673 △30,697



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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） 187 △32

長期借入れによる収入 30,000 61,000

長期借入金の返済による支出 △0 △0

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 △5,201 △7,721

少数株主への配当金の支払額 △38 △120

自己株式の取得による支出 △69 △20,022

自己株式の売却による収入 390 3

その他 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,268 34,607

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,215 △2,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,241 16,470

現金及び現金同等物の期首残高 80,698 ※2  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

子会社の決算期変更による現金及び現金同等物増減
額（減少：△）

23 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※2  70,480 ※2  87,649



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  75社 

 主要な連結子会社名 

   シチズン時計㈱、シチズンマシナリ 

 ー㈱、シチズン・システムズ㈱、シチ

ズン電子㈱、シチズン・ディスプレイズ

㈱、シチズンミヨタ㈱、シチズンファイ

ンテック㈱、シチズンセイミツ㈱、狭山

精密工業㈱。 

 なお、当連結会計年度より、当社を分

割会社とする新設分割により設立したシ

チズン時計㈱、シチズンテクノロジーセ

ンター㈱及びシチズンビジネスエキスパ

ート㈱の３社を連結の範囲に含めており

ます。 

 また、当連結会計年度より、

Bulova Corporationについて新たに株式

を取得したことから、Bulova 

Corporation及びBulova Corporationの

子会社７社を連結の範囲に含めておりま

すが、当連結会計年度末日を支配獲得日

とみなしておりますので、貸借対照表の

みを連結しております。 

 一方、シチズンメカトロニクス㈱は、

シチズンマシナリー㈱と合併しましたの

で、連結の範囲から除外しております。 

 また、㈱オーセンティックは全株式を

売却したため、連結の範囲から除外して

おります。 

 

(1）連結子会社の数  84社 

 主要な連結子会社名  

 シチズン時計㈱、シチズンマシナリー

㈱、シチズン・システムズ㈱、シチズン

電子㈱、シチズンファインテックミヨタ

㈱、シチズンセイミツ㈱、シチズン狭山

㈱。 

 新規 13社 

 当連結会計年度より、シチズン・ウオ

ッチ・カンパニー・オブ・カナダLTD.、

シチズン・ウオッチ・ド・ブラジルS.A.

及びシチズン・ウオッチズ・（インディ

ア）Ltd. につきましては、重要性を考

慮したため、また、 ㈱ミヤノを含む10

社は㈱ミヤノを子会社化したことに伴

い、連結の範囲に含めております。 

 除外 ２社 

㈱韓国シチズン精密は全株式を売却した

ため、また、第一精密有限公司は会社清

算のため連結の範囲から除外しておりま

す。 

 その他では、シチズンホールディング

ス㈱とシチズンテクノロジーセンター

㈱、シチズンミヨタ㈱とシチズンファイ

ンテック㈱がそれぞれ合併しておりま

す。 

    

  (2)非連結子会社 ５１社 

 主要な非連結子会社 

 シチズン・ウオッチ・カンパニー・オ

ブ・カナダ LTD.、シチズン・ウオッ

チ・ド・ブラジル S.A. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 連結の範囲から除外した非連結子会社

の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等の各合計は、連結財務諸表上の

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金に対し、いずれも僅少であり、全体

として連結財務諸表に重要な影響は及ぼ

しておりません。 

  

(2）非連結子会社 ５０社 

主要な非連結子会社 

 シチズン・マシナリー・UK LTD.、西

鉄城精電科技（江門）有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同左  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数 １社 

㈱ミヤノ 

(2)持分法を適用していない非連結子会社

（シチズン・ウオッチ・カンパニー・オ

ブ・カナダ LTD.、シチズン・ウオッチ・

ド・ブラジル S.A.）及び主要な関連会社

(1）持分法適用の関連会社数 ２社 

㈱ミヤノを子会社化したことに伴い、持

分法適用関連会社から㈱ミヤノを除外

し、２社を新たに含めております 

(2)持分法を適用していない非連結子会社

（シチズン・マシナリー・UK LTD.、西鉄

城精電科技（江門）有限公司）及び主要な



(丸紅シチズン－シンコムInc.)は、それぞ

れ当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。 

  

関連会社(丸紅シチズン－シンコムInc.)

は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は、海外子会社の46社であります。 

  海外子会社46社の決算日は12月31日であ

ります。当連結財務諸表の作成に当たっ

て、海外子会社は、連結決算日において連

結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作

成するために必要とされる決算を行なって

おります。 

  なお、㈱栄商会、㈱東京美術及び㈱オン

タイムは当連結会計年度より、３月決算に

決算期を変更しております。 

 連結子会社の事業年度の末日が連結決算

日と異なる会社は、㈱ミヤノとその連結子

会社9社及びその他の海外子会社の46社で

あります。 

 ㈱ミヤノとその連結子会社9社及びその

他の海外子会社の46社の事業年度の末日

は、12月31日であります。連結財務諸表の

作成に当たって、連結決算日において連結

財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成

するために必要とされる決算を行っており

ます。 

  

４．会計処理基準に事項  

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

イ 有価証券 

① 同左 

  ②子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として移動平均法に

より算定) 

②子会社株式及び関連会社株式 

同左 

③ その他有価証券 

  同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法時価のないも

の 

時価のないもの 

    同左 

  （追加情報）  

 従来、その他有価証券のうち時価の

ある株式について時価が30%を超えて

下落した場合には、当該銘柄について

は時価の回復が困難とみなして減損処

理を行っておりましたが、このうち時

価が30%を超えて50%程度までの範囲で

下落した銘柄については、当連結会計

年度より個別に回復可能性の判定を行

い減損処理の要否を決定することとい

たしました。これは、 近における当

該銘柄の時価の下落が、当該銘柄固有

の要因よりも市場の諸要因の変動によ

る株式市場全体の下落に伴うものであ

ること及びその金額的重要性が増した

ことに鑑み、回復可能性についてより

合理的な判定を行うため変更したもの

であります。 

 なお、従来の減損処理を行った場合

に比べ、税金等調整前当期純利益が

─────── 

  



1,612百万円増加しておりま  

ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同左 

  ハ 棚卸資産 

 主として総平均法による原価法に基づ

く低価法により評価しております。 

ハ 棚卸資産 

 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

簿価切り下げの方法）により評価しており

ます。 

 (会計方針の変更) 

 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、当連結会計年度より「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。 

  

(2)重要な減価償却資産の

減価償却方法 

イ 有形固定資産 

 主として定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。 

建物及び構築物     ３～50年 

機械装置及び運搬具   ２～10年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正する法律 

平成19 年３月30日 法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号))に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ1,644百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額

は、当該箇所に記載しております。 

─────── 

  

  

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より一部の国内子会社の

機械装置について、平成20年度の税制改正

を契機として耐用年数の見直しを行ってお

ります。この変更が損益に与える影響は軽

微であります。 



 これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ1,083百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額

は、当該箇所に記載しております。 

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

ハ     ─────── 

  

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

ハ  リース資産 

 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平成20年３月

31日以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。 

(3)重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、当社及び国内連結子会社は一般

債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。また、在外連結子会

社については、個別の債権の回収可能性

を勘案した所要見積額を計上しておりま

す。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 投資損失引当金 

 非連結子会社株式等(減損会計適用銘

柄を除く)の著しい価値の下落による損

失に備えるため、期末における実質価額

等を考慮して計上しております。 

ロ 投資損失引当金 

同左 

  ハ 賞与引当金 

 従業員賞与については、在外子会社を

除き、支給見込額基準により引当を行な

っております。 

ハ 賞与引当金 

同左 

  ニ 製品保証引当金 

 一部の在外販売子会社では製品のアフ

ターサービス等に要する費用の引当とし

て、売上高の一定割合を計上しておりま

す。 

ニ 製品保証引当金 

同左 

ホ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社において、従業員

の退職金給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額を

計上しております。 

 会計基準変更時差異については原則と

して発生年度の特別損失として処理して

おります。但し、一部の連結子会社にお

いては５～10年の定額法により処理して

おります。また、過去勤務債務及び数理

計算上の差異は、その発生時の従業員の

ホ 退職給付引当金 

同左 



  

平均残存勤務期間以内の一定の年数（原

則として５年による定率法）により、過

去勤務債務は、発生年度から、数理計算

上の差異は、発生年度の翌連結会計年度

から、費用処理することとしています。 

 なお、連結子会社の一部において、退

職金制度の一部を適格退職金制度から確

定拠出年金制度に移行しております。 

  （追加情報） 

  確定給付の制度として、適格退職年金

制度及び退職一時金制度を設けておりまし

たが、連結子会社の一部は、退職金制度の

一部を適格退職年金制度から確定拠出年金

制度に移行しました。当該移行に関して

は、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は、特別利益として

2,059百万円計上しております。 

（追加情報） 

   確定給付の制度として、適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けておりま

したが、連結子会社の一部は、退職金制度

の一部を適格退職年金制度から確定拠出年

金制度に移行しました。当該移行に関して

は、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。   

 本移行に伴う影響額は、特別損失として

405百万円計上しております。  

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、当連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、当連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

同左 

(5)重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

─────── 

  

(6)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

  ロ 連結納税制度の適用 

 当連結会計年度から連結納税制度を適

用しております。 

ロ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ価値の変

動について僅少なリスクしか負わない短期

的な投資としております。  

  

同左 

  



  

             

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

─────── 

  

（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） 

「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決

算上、必要な修正を行っております。 

 なお、これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微

であります。  

─────── 

  

（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、当連結会計年度より「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「リース取引に関する会計基準の適用

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））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。 

 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。 

  



  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

─────── 

  

 （貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣開示府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において「棚卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「製品」「原材料」「仕掛品」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「棚

卸資産」に含まれる「製品」「原材料」「仕掛品」は、

それぞれ35,049百万円、10,408百万円、19,346百万円で

あります。  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「借入金の増減額（減少：

△）」として掲記されていたものは、当連結会計年度か

ら「短期借入金の増減額（減少：△）」、「長期借入金

による収入」及び「長期借入金の返済による支出」と表

示しております。  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活

動によるキャッシュ・フローの「負ののれん償却額」

は、当連結会計年度から金額的重要性が乏しいため「の

れん償却額」に含めて表示しております。なお、当連結

会計年度の「のれん償却額」に含まれる金額は注記事項

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）に記載しており

ます。 

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前連結会計年度において「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

から金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる

「無形固定資産の取得による支出」は、△649百万円で

あります 

３．前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「貸付金の増減額（増加：△）」として掲

記しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計

年度から「貸付けによる支出」、「貸付金の回収による

収入」と区分掲記しております。 なお、前連結会計年

度に含まれる「貸付けによる支出」、「貸付金の回収に

よる収入」は、それぞれ△903百万円、453百万円であり

ます。  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 241,391百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額   249,366百万円 

 ２．保証債務 509百万円  ２．保証債務 507百万円 

 ３．輸出手形割引高 673百万円   

 ４．受取手形裏書譲渡高 32百万円   



  

  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

   

  （百万円）

減価償却費  4,133

貸倒引当金繰入額  201

賞与引当金繰入額  2,067

役員賞与引当金繰入額  232

退職給付費用  1,014

人件費  24,789

広告宣伝費  14,448

製品保証引当金繰入額  189

研究開発費  10,800

    

  （百万円）

減価償却費  3,611

貸倒引当金繰入額  232

賞与引当金繰入額  1,915

役員賞与引当金繰入額  121

退職給付費用  911

人件費  26,408

広告宣伝費  15,440

製品保証引当金繰入額  144

研究開発費  10,527

※２．減損損失 

当社グループは、原則として管理会計上の事業区

分に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み

出す 小の単位とし、グルーピングを行っていま

す。なお、一部の連結子会社については、規模に鑑

み、会社単位を基準としてグルーピングを行ってい

ます。また、本社等、特定の事業との関連が明確で

ない資産については共用資産としております。 

当連結会計年度は、今後使用見込みがない遊休設

備及び土地、収益性の悪化した電子デバイス事業の

資産について減損処理を行い、減損損失（2,888百

万円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、機械装置で2,633百万円、土地125百万円等で

す。 
  

※２．減損損失 

 当社グループは、原則として管理会計上の事業区分

に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み出す

小の単位とし、グルーピングを行っています。な

お、一部の連結子会社については、規模に鑑み、会社

単位を基準としてグルーピングを行っています。ま

た、本社等、特定の事業との関連が明確でない資産に

ついては共用資産としております。 

 当連結会計年度において、金融危機を契機に世界経

済は急速かつ広範囲な同時不況に見舞われました。日

本経済においても、製造業を中心に受注が軒並み急減

速する等、従来の想定を覆すような深刻な不況に陥り

ました。このような状況下、当社グループの構造改革

の一環として、撤退を決定した事業に係る固定資産及

び収益性の悪化した固定資産について減損処理を行

い、減損損失（14,183百万円）として特別損失に計上

しました。 

   
 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式数の増加69,234株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．自己株式数の減少427,039株は、新株予約権の行使による減少417,400株及び単元未満株式の買増請求に

よる減少9,639株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  380,353,809  －  －  380,353,809

合計  380,353,809  －  －  380,353,809

自己株式         

普通株式（注）１，２  33,706,478  69,234  427,039  33,348,673

合計  33,706,478  69,234  427,039  33,348,673

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  2,599  7.50 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式  2,601  7.50 平成19年９月30日 平成19年12月６日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  5,205  利益剰余金  15.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式数の増加26,750,553株は、市場買付けによる増加26,720,300株及び単元未満株式の買取による

増加30,253株であります。 

２．自己株式数の減少5,673株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  380,353,809  －  －  380,353,809

合計  380,353,809  －  －  380,353,809

自己株式         

普通株式（注）１，２  33,348,673  26,750,553  5,673  60,093,553

合計  33,348,673  26,750,553  5,673  60,093,553

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  5,205  15.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年11月10日 

取締役会 
普通株式  2,516  7.50 平成20年９月30日 平成20年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  800  利益剰余金  2.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          ────── 

  

※１ のれん償却額の内訳は次の通りであります。 

  

  （単位 百万円）

のれんの一時償却額  5,511

のれん償却額  1,897

負ののれん償却額  △540

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

  （単位 百万円）

現金及び預金勘定  71,680

有価証券勘定  0

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △1,199

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
△0 

現金及び現金同等物  70,480

   

  （単位 百万円）

現金及び預金勘定  91,194

有価証券勘定  0

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △3,545

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券等 
△0 

現金及び現金同等物  87,649

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たにBulova Corporation及び

Bulova Corporationの子会社７社を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

Bulova Corporation株式取得の取得価額と

Bulova Corporation取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

  

  （単位 百万円）

流動資産 19,294 

固定資産 1,663 

のれん 13,270 

流動負債 △3,623 

固定負債 △1,742 

Bulova Corporation株式

の取得価額 
28,861 

Bulova Corporation及び

Bulova Corporationの子

会社７社の現金及び現金

同等物 

△3,636 

差引：

Bulova Corporation取得

のための支出 

25,225 

 ３ 株式の追加取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 

株式の追加取得により当連結会計年度において新たに連結

子会社となった㈱ミヤノ及びその子会社の連結開始時の資

産及び負債の主な内訳並びに株式の取得価額と取得による

支出（純額）の関係は次のとおりです。 

  

  （単位 百万円）

流動資産      15,481

固定資産   6,841

のれん   5,801

流動負債     △8,804

固定負債  △1,671

少数株主持分    △4,090

既所有株式の持分法による評価

額  
7,240

ミヤノ社株式の追加取得価額      6,317

ミヤノ社及びミヤノ社の子会社

９社の現金及び現金同等物 
     △1,867

差引：ミヤノ社取得のための支

出 
  4,449



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分の決定方法 

事業区分は製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性を総合的に判断し、下記事業区分といたしまし

た。 

２．各事業区分の主要な製品 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は6,420百万円であり、当社の本社管

理部門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、131,466百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

５．会計処理の方法の変更 

有形固定資産の減価償却の方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり当連結会計年度よ

り、当社及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得した資産につ

いて、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これらの変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、時計事業が767百万円、電

子デバイス事業が1,544百万円、電子機器製品事業が124百万円、産業用機械事業が87百万円、その他の事業

が115百万円、配賦不能費用が87百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

ａ．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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  139,985 99,235 27,104 39,639 30,720  336,685  － 336,685

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 117 173 41 5 1,114  1,453 (1,453) －

計  140,103 99,409 27,146 39,644 31,834  338,139 (1,453) 336,685

営業費用  118,841 98,754 24,452 35,195 30,315  307,559  4,863 312,422

営業利益  21,262 654 2,694 4,448 1,519  30,579 (6,316) 24,262

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
                

資産  153,493 108,140 20,037 34,232 37,561  353,466  34,508 387,975

減価償却費  6,760 10,010 722 1,382 1,350  20,226  1,178 21,405

減損損失  8 2,754 － － －  2,763  125 2,888

資本的支出  6,169 12,891 816 2,047 2,434  24,358  822 25,181

事業区分 主要な製品

時計事業 
アナログ・デジタル・コンビネーションの各種ウオッチ、腕時計内装・外装部

品、各種クロック他 

電子デバイス事業 
チップＬＥＤ、バックライトユニット、水晶振動子、電子ビューファインダー

他 

電子機器製品事業 各種プリンタ、電子体温計、電卓他 

産業用機械事業 小型ＣＮＣ自動旋盤、各種ロボット、汎用工作機械、計測機器他 

その他の事業 宝飾製品、球機用機器、自動車部品、治工具他 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の決定方法 

事業区分は製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性を総合的に判断し、下記事業区分といたしまし

た。 

２．各事業区分の主要な製品 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,211百万円であり、当社の本社管

理部門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、147,241百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  132,514 81,260 21,016 33,227 28,838  296,857  － 296,857

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 156 63 137 9 725  1,092 (1,092) －

計  132,670 81,323 21,153 33,237 29,564  297,949 (1,092) 296,857

営業費用  123,564 84,425 20,141 33,056 30,341  291,529  3,929 295,458

営業利益又は営業損失（△）  9,106 △3,101 1,012 180 △777  6,420 (5,021) 1,398

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
                

資産  150,103 85,694 19,424 47,924 24,123  327,270  46,969 374,239

減価償却費  7,642 7,860 646 1,454 1,381  18,984  1,138 20,122

減損損失  5,313 7,519 12 194 944  13,985  197 14,183

資本的支出  7,990 5,497 385 3,228 1,834  18,936  590 19,527

事業区分 主要な製品

時計事業 
アナログ・デジタル・コンビネーションの各種ウオッチ、腕時計内装・外装部

品、各種クロック他 

電子デバイス事業 
チップＬＥＤ、バックライトユニット、水晶振動子、電子ビューファインダー

他 

電子機器製品事業 各種プリンタ、電子体温計、電卓他 

産業用機械事業 ＮＣ旋盤、各種ロボット、汎用工作機械、計測機器他 

その他の事業 宝飾製品、球機用機器、自動車部品、治工具他 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は6,420百万円であり、その主なもの

は、当社の本社管理部門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は131,466百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

５．会計処理の方法の変更 

有形固定資産の減価償却の方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり当連結会計年度よ

り、当社及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得した資産につ

いて、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これらの変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、日本が2,640百万円、配賦

不能費用が87百万円増加し、営業利益が同額減少しております。  

  

ｂ．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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  245,793 29,022 32,146 27,301 2,422  336,685  － 336,685

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 57,850 76,181 888 126 －  135,047 (135,047) －

計  303,644 105,203 33,034 27,428 2,422  471,733 (135,047) 336,685

営業費用  279,250 103,412 31,222 25,863 2,269  442,018 (129,595) 312,422

営業利益  24,394 1,790 1,811 1,565 152  29,714 (5,451) 24,262

Ⅱ．資産  279,705 44,765 41,027 20,181 1,539  387,219  755 387,975

(1） アジア ……中国・香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア 

(2） アメリカ ……米国、パナマ、メキシコ 

(3） ヨーロッパ ……ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン 

(4） その他 ……オーストラリア 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,211百万円であり、その主なもの

は、当社の本社管理部門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は147,241百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金、預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  203,484 25,292 44,227 22,140 1,712  296,857  － 296,857

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 49,418 66,508 591 128 －  116,646 (116,646) －

計  252,903 91,800 44,819 22,268 1,712  413,504 (116,646) 296,857

営業費用  251,423 89,924 43,282 21,465 1,831  407,927 (112,468) 295,458

営業利益又は営業損失（△）  1,480 1,875 1,537 803 △118  5,577 (4,178) 1,398

Ⅱ．資産  255,393 37,686 39,606 19,146 1,015  352,849  21,390 374,239

(1） アジア ……中国・香港、韓国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インド 

(2） アメリカ ……米国、パナマ、メキシコ、カナダ、ブラジル 

(3） ヨーロッパ ……ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン 

(4） その他 ……オーストラリア 



 海外売上高、連結売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  109,460  43,504  45,308  4,113  202,387

Ⅱ．連結売上高（百万円）          336,685

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 32.5  12.9  13.5  1.2  60.1

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  86,392  47,300  37,581  4,441  175,716

Ⅱ．連結売上高（百万円）          296,857

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 29.1  15.9  12.7  1.5  59.2

(1) アジア ……中国・香港、韓国、台湾、シンガポール、タイ、他 

(2） アメリカ ……米国、カナダ、パナマ、ブラジル、メキシコ、他 

(3） ヨーロッパ ……ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、他 

(4） その他 ……オセアニア、アフリカ 



（注）１.１株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 697.81円 

１株当たり当期純利益金額 35.14円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
32.55円 

１株当たり純資産額 559.34円 

１株当たり当期純損失金額 △77.32円 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は1株当たり当

期純損失金額 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 12,189  △25,806

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 12,189  △25,806

期中平均株式数（千株）  346,840  320,260

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  27,674  －

（うち新株予約権付社債）  (27,577)         （－） 

（うちストックオプション）  (96) （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ─────── 

 2009年満期円貨建転換社債型新

株予約権付社債    

 新株予約権方式によるストック

オプション（平成17年６月29日決

議 7,246個）  

  
前連結会計年度

 （平成20年３月31日) 
当連結会計年度

 （平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  243,830  184,229

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 1,687  5,095

（少数株主持分） (1,687)  (5,095)  

普通株式に係る期末純資産額（百万円）  242,143  179,134

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式数の数（千株） 
 347,005  320,260



  該当事項はありません。 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略します。  

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,140 36,939

営業未収入金 44 106

繰延税金資産 102 185

預け金 1,927 48

短期貸付金 0 0

未収入金 7,135 1,271

未収消費税等 － 128

その他 2,013 1,894

流動資産合計 12,364 40,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,510 11,024

機械及び装置（純額） 135 110

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 71 74

土地 3,746 3,746

建設仮勘定 － 31

有形固定資産合計 16,465 14,987

無形固定資産   

ソフトウエア 43 31

特許実施権 1 1

その他 9 8

無形固定資産合計 55 41

投資その他の資産   

投資有価証券 29,485 22,882

関係会社株式 103,896 98,014

従業員に対する長期貸付金 1 0

長期前払費用 79 145

繰延税金資産 3,369 5,778

その他投資 1,252 1,069

投資損失引当金 △108 －

投資その他の資産合計 137,977 127,890

固定資産合計 154,497 142,918

資産合計 166,861 183,492



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 － 12

1年内返済予定の長期借入金 0 0

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 22,500

未払消費税等 197 －

未払金 3,267 2,931

未払費用 450 507

預り金 12 19

賞与引当金 78 186

役員賞与引当金 60 30

設備関係支払手形 40 35

その他 0 5

流動負債合計 4,107 26,229

固定負債   

新株予約権付社債 23,000 －

長期借入金 0 60,000

退職給付引当金 208 633

債務保証損失引当金 4,632 4,632

その他 314 344

固定負債合計 28,156 65,610

負債合計 32,263 91,839

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金   

資本準備金 36,029 36,029

その他資本剰余金 29,994 29,993

資本剰余金合計 66,024 66,023

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 60,619 43,573

利益剰余金合計 60,619 43,573

自己株式 △30,893 △50,910

株主資本合計 128,399 91,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,198 317

評価・換算差額等合計 6,198 317

純資産合計 134,598 91,653

負債純資産合計 166,861 183,492



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 16,438 13,001

営業費用 10,046 8,359

営業利益 6,391 4,642

営業外収益   

受取利息 58 19

受取配当金 755 939

受取賃貸料 0 1

為替差益 7 －

その他 27 106

営業外収益合計 849 1,068

営業外費用   

支払利息 0 148

手形売却損 71 －

為替差損 － 0

その他 21 201

営業外費用合計 93 350

経常利益 7,147 5,360

特別利益   

投資有価証券売却益 2,369 3,139

投資損失引当金戻入額 － 23

関係会社株式売却益 297 －

固定資産売却益 160 －

その他 － 257

特別利益合計 2,828 3,420

特別損失   

固定資産除却損 108 45

減損損失 － 993

投資有価証券評価損 － 2,987

投資損失引当金繰入額 85 －

関係会社株式評価損 1,824 11,942

債務保証損失引当金繰入額 4,632 －

その他 2 39

特別損失合計 6,652 16,009

税引前当期純利益 3,323 △7,228

法人税、住民税及び事業税 △150 1,203

法人税等調整額 1,559 892

法人税等合計 1,409 2,095

当期純利益又は当期純損失（△） 1,914 △9,324



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 32,648 32,648

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 32,648 32,648

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 66,029 36,029

当期変動額   

資本準備金の取崩 △30,000 －

当期変動額合計 △30,000 －

当期末残高 36,029 36,029

その他資本剰余金   

前期末残高 － 29,994

当期変動額   

自己株式の処分 △5 △1

資本準備金の取崩 30,000 －

当期変動額合計 29,994 △1

当期末残高 29,994 29,993

資本剰余金合計   

前期末残高 66,029 66,024

当期変動額   

自己株式の処分 △5 △1

資本準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △5 △1

当期末残高 66,024 66,023

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 7,789 －

当期変動額   

利益準備金の取崩 △7,789 －

当期変動額合計 △7,789 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 3 －

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 △3 －

当期変動額合計 △3 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 30,000 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △30,000 －

当期変動額合計 △30,000 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 26,113 60,619

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 3 －

別途積立金の取崩 30,000 －

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 1,914 △9,324

利益準備金の取崩 7,789 －

当期変動額合計 34,506 △17,045

当期末残高 60,619 43,573

利益剰余金合計   

前期末残高 63,906 60,619

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 1,914 △9,324

利益準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △3,286 △17,045

当期末残高 60,619 43,573

自己株式   

前期末残高 △31,219 △30,893

当期変動額   

自己株式の取得 △69 △20,017

自己株式の処分 395 －

当期変動額合計 325 △20,017

当期末残高 △30,893 △50,910

株主資本合計   

前期末残高 131,365 128,399

当期変動額   

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 1,914 △9,324

自己株式の取得 △69 △20,017



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式の処分 390 △1

資本準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △2,966 △37,064

当期末残高 128,399 91,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 17,999 6,198

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,800 △5,880

当期変動額合計 △11,800 △5,880

当期末残高 6,198 317

評価・換算差額等合計   

前期末残高 17,999 6,198

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,800 △5,880

当期変動額合計 △11,800 △5,880

当期末残高 6,198 317

純資産合計   

前期末残高 149,365 134,598

当期変動額   

剰余金の配当 △5,201 △7,721

当期純利益 1,914 △9,324

自己株式の取得 △69 △20,017

自己株式の処分 390 △1

資本準備金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,800 △5,880

当期変動額合計 △14,767 △42,945

当期末残高 134,598 91,653



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



(1）役員の異動 

  

 （１）退任予定 

   取締役相談役  梅原 誠 （現  シチズンホールディングス㈱取締役相談役） 

      監査役     飯島 祥介（現  シチズンホールディングス㈱監査役） 

 （２）新任予定    

   監査役     平石 久人（現  シチズン電子㈱常務取締役）  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

６．その他
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