
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 リズム時計工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7769 URL http://www.rhythm.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大川 康寛

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 井上 徹 TEL 048-643-7213
定時株主総会開催予定日 平成21年6月19日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月19日

配当支払開始予定日 ―

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 29,409 △6.6 113 90.1 328 57.9 △1,903 ―

20年3月期 31,497 △1.3 59 ― 207 △32.0 △39 ―

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 △14.28 ― △6.0 0.8 0.4
20年3月期 △0.29 ― △0.1 0.5 0.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 35,919 30,384 84.6 228.29
20年3月期 41,410 33,516 80.9 251.32

（参考） 自己資本   21年3月期  30,384百万円 20年3月期  33,516百万円

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 1,653 369 △294 8,747
20年3月期 3,380 △3,054 △731 7,042

2.  配当の状況 

 

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 ― ― ― 2.00 2.00 266 ― 0.8
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 1.00 1.00 37.0

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

12,360 △20.9 30 △83.9 120 △70.2 60 ― 0.45

通期 25,600 △13.0 420 270.0 540 64.6 360 ― 2.70
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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、１９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株当りの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２６ページ「１株当り情報」をご覧ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  9,083,375株 20年3月期  8,817,064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）

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 21,306 △7.2 △26 ― 294 ― △1,808 ―

20年3月期 22,964 △6.3 △792 ― △458 ― △291 ―

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 △13.57 ―

20年3月期 △2.17 ―

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 32,462 28,466 87.7 213.88
20年3月期 36,813 31,550 85.7 236.58

（参考） 自己資本 21年3月期  28,466百万円 20年3月期  31,550百万円

※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いては、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

-2-



・当期の経営成績 

当連結会計年度における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、急激な需要減退を引き起こし世界経済は同時不況に突入いたしました。わが国の経済におきま

しても、輸出が大幅に減少するとともに個人消費や設備投資も落ち込んだことから企業収益にも多大な

影響を及ぼしております。さらに、金融市場における急激な円高や株式市場の急落などによる事業リス

クも高まっております。  

 このような状況の中、当社グループは、収益力を強化し持続的な成長を図るべく事業構造の改革に取

り組むとともに業務の効率化やコスト削減を実行してまいりました。クロック事業におきましては、国

内市場は消費者の嗜好やライフスタイルの変化、さらに住宅着工件数の減少などを背景に低迷が続いて

おりますが、そのような市場の中でも収益を確保できるよう、商品企画、生産、物流、販売の各プロセ

スにおける効率化や生産拠点の統合、販売拠点の見直しなどの改革を進めてまいりました。海外市場に

おきましても急激に消費が落ち込む中、新興市場開拓や各国代理店との連携強化を図り売上と利益の維

持、拡大を図ってまいりました。このような結果、クロック事業の売上高は前年を下回ったものの、営

業利益につきましては、大幅に改善することができました。  

 電子事業におきましては、情報機器分野では厳しい市場環境が続く中、顧客企業に対し積極的に新商

品提案を実施したことなどにより、売上高は前年を上回りました。一方、金型・部品分野では、携帯電

話やデジタルカメラ向けなどの精密部品の大幅な需要減退の影響を受け、売上高、営業利益ともに前年

を下回りました。また、不振が続いておりましたIC組立分野については、これまで持続的に業績回復策

を実施してまいりましたが、将来の回復の展望が描けず撤退を決定し、経営資源を他の事業分野へシフ

トすることといたしました。このような結果、電子事業におきましては、売上高、営業利益ともに前年

を下回りました。  

 以上のことから、当社グループの当連結会計年度の売上高は294億9百万円となり、前年同期314億97

百万円に対し6.6%の減収となりました。営業損益につきましては、電子事業は減益となったもののクロ

ック事業の大幅な増益により1億13百万円の利益となり、前年同期59百万円の利益に対し90.1%の増益と

なりました。経常損益につきましては、営業外損益に受取利息及び受取配当金2億66百万円、賃貸及び

信託による収益2億48百万円などを計上した一方で、外貨建債権の評価損等による為替差損を1億32百万

円計上したことなどにより3億28百万円の利益となり、前年同期2億7百万円の利益に対し57.9%の増益と

なりました。当期純損益につきましては、音楽著作権損害賠償損失9億46百万円、投資有価証券評価損8

億29百万円、事業構造改善費用3億77百万円などを特別損失に計上したことにより、19億3百万円の損失

（前年同期39百万円の損失）となりました。  

 以上のような結果、株主の皆様には誠に恐縮でございますが、配当は見送りとさせていただきたく存

じます。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(1)クロック事業 

 国内販売におきましては、新商品の拡販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。特に、従来の「エコライフ」シリーズに加

え、ソーラー電源と補助電池を併用し環境への配慮と利便性を追求した「サイレントソーラー」シリ

ーズの発売や標準電波に加えAMラジオ時報を受信することにより使用範囲を広げた「スリーウェイ

ブ」搭載商品の拡充などに取り組んでまいりました。さらに、販売数量の多い価格帯の商品を充実さ

せ、様々なお客様のライフスタイルに合致するよう、商品構成の改善、強化を図ってまいりました。

しかしながら、売上高につきましては、特に第3四半期以降の急激な消費の冷え込みの影響を受け、

前年を下回るものとなりました。海外販売におきましては、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高は前年を下回りました。

また、自動車時計販売におきましても、自動車販売台数の減少を受け、前年を下回りました。  

 損益の面では、事業の構造改革を実施し、様々な効率化策の実施とともに国内生産拠点の統廃合、

販売拠点の見直しを推進し、また、円高の影響などもあり、売上高は減少したものの営業利益は大幅

に改善することができました。  

 以上のことから、当連結会計年度のクロック事業の売上高は124億18百万円となり、前年同期135億

20百万円に対し8.1%の減収となりました。営業利益は8億39百万円の利益となり、前年同期1億32百万

円に対し533.7%の増益となりました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(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

てまいりました。  

 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

中ではありましたが、積極的な新機種販売などを実施することにより、売上高は前年を上回りまし

た。一方、金型・部品分野の売上高は、顧客企業への積極的な提案活動や新規顧客開拓活動を推進し

たものの、デジタル製品向け精密部品需要の急激な落ち込みの影響を受け前年を下回りました。ま

た、IC組立分野では市場の大幅な需要減退の中、今後の業績回復の展望が描けず事業の撤退を決定い

たしました。  

 損益の面では、積極的に海外生産拡大等の合理化策に取り組んだものの、売上高の減少や競争激化

等の影響により減益となりました。  

 以上のことから、当連結会計年度の電子事業の売上高は、141億58百万円となり、前年同期147億97

百万円に対し4.3%の減収となりました。営業利益は4億46百万円の利益となり、前年同期11億23百万

円に対し60.2%の減益となりました。  

  

(3)その他の事業 

宝飾品、ウオッチなど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参りました。  

 そのような中、介護事業関係は堅調な売上で推移いたしましたが、宝飾品、ウオォッチの販売が大

幅に落ち込みました。一方、商品面では「防災行政ラジオ」に加え、簡単な操作で盗聴器を発見する

ことができる画期的な商品「アールソナー」を発売いたしました。  

 以上のことから、当連結会計年度のその他の事業の売上高は28億31百万円となり、前年同期31億80

百万円に対し10.9%の減収となりました。営業利益は82百万円となり、前年同期75百万円に対し9.0%

の増益となりました。  

  

・次期の見通し 

次期の経済情勢を展望いたしますと、海外では、欧米、アジアとも世界的経済危機の深刻化を背景に

設備投資、生産、雇用など実体経済の悪化がさらに進展し、景気の後退局面が長期化することが予想さ

れます。わが国の経済におきましても、世界的な景気悪化の影響を受け、企業収益の減少や、個人所

得、雇用に対する不安の高まりから消費者心理がさらに冷え込みマイナス成長が予想されております。 

 このような中、当社グループは低成長下におきましても継続的に収益を確保できる企業体質の構築を

目指し事業構造改革に取り組んでまいります。  

 クロック事業におきましては、生産拠点の統合や販売拠点の見直し、さらに海外生産拠点における合

理化を推進し、事業構造改革の効果を確実なものとし、収益基盤の強化を図ってまいります。また、販

売面では商品構成の改善をさらに進め、市場での商品競争力の強化、採算性の向上を図ってまいりま

す。海外市場におきましては、各地域の市場ニーズに適合した商品開発の推進や各国代理店との連携を

さらに強化し、海外販売の拡大を図ってまいります。  

 電子事業におきましては、顧客企業の市場における在庫調整の進展状況や需要回復には、前述のよう

な経済環境が継続することにより、引き続き厳しい見方が必要であります。このような中、事業分野の

選択と集中を進め、IC組立分野からの撤退による経営資源のシフト、さらなるコスト削減の実施、海外

拠点の活用拡大等の事業構造改革により収益基盤を強化してまいります。また、積極的な新製品開発を

進め、顧客企業への企画提案を強化するとともに、当社の保有技術を活かした新たな市場を開拓し、業

績拡大を目指してまいります。  

 以上のことから、平成22年3月期の通期業績予想につきましては、連結売上高256億円（前年同期294

億9百万円に対し13.0%の減収）、連結営業利益4億20百万円（前年同期1億13百万円に対し270.0%の増

益）、連結経常利益5億40百万円（前年同期3億28百万円に対し64.6%の増益）、連結当期純利益3億60百

万円（前年同期19億3百万円の損失に対し22億63百万円の増益）を見込んでおります。  

 尚、為替レートについては、1米ドル100円を前提としております。  
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①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、225億

97百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末に比べて

25.2％減少し、133億21百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて13.3％減

少し、359億19百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて25.1％減少し、45億

51百万円となりました。固定負債は、繰延税金負債の減少などにより、前連結会計年度末に比べて

45.9％減少し、9億84百万円となりました。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて29.9％減

少し、55億35百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて

9.3％減少し、303億84百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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

17億5百万円増加し、87億47百万円となりました。 

 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少やたな卸資産の減少などによる資金の増加が

あり、16億53百万円の資金の増加（前連結会計年度に比べ17億27百万円の収入減）となりました。 

（投資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・フローは、投資有価証券の売却等による収入などにより、3億69百万円

の資金の増加（前連結会計年度に比べ34億24百万円の支出減）となりました。 

（財務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・フローは、配当金の支払による支出などにより、2億94百万円の資金の

減少（前連結会計年度に比べ4億36百万円の支出減）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
   自己資本比率            ：自己資本／総資産 
   時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 
   (注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。  
   (注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。  
   (注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を
対象としています。 

(2) 財政状態に関する分析

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 80.2 78.7 81.5 80.9 84.6

時価ベースの自己資本比率
(％)

79.8 70.9 54.8 35.1 29.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

0.0 0.0 0.0 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

452.9 89.4 53.3 343.2 208.5
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当社の利益配分に関する基本方針は、効率的な業務運営、合理化活動による収益力の向上及び財務体

質の強化を通じ、株主の皆様に対する安定的な利益還元を実施することとしております。その方針に基

づき、連結業績を考慮しながら、長期的な視点に立った配当の実施を目指してまいります。  

 内部留保金につきましては、将来の成長に不可欠な技術開発、商品開発や事業拡大の投資に充てるこ

とにより業績向上、財務体質の強化を図ってまいります。  

 当期の配当につきましては、株主の皆様には誠に恐縮でございますが、無配とさせていただきたく存

じます。  

 次期の配当につきましては、1株当たり1円の年間配当を実施する予定です。  

  

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度（平成21年3月31日）現在において、当社

グループが判断したものであります。  

  

①電子事業における販売状況について 

当社グループの電子事業における情報機器関連製品は、主としてダイコク電機株式会社に販売をして

おります。当社グループ売上高に占める同社の販売依存度は、平成20年3月期12.0%、平成21年3月期

15.3%と高い割合となっております。同社との関係は良好に推移しており、今後とも取引の維持・拡大

に努める所存でありますが、同社の事業方針や販売数量の動向によっては、当社グループの経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

②生産拠点の中国集中について 

当社グループは、競争力のある製品の製造コスト削減のため、主にクロックの部品調達から完成品ま

での一貫生産を、中華人民共和国の東莞地区において進めてまいりました。その結果、クロック事業に

おける中国生産の比率は、金額ベースで平成20年3月期80.5%、平成21年3月期86.1%と、比較的高い水準

となっております。従って、中国の政治経済や法規制の変化など予期せぬ事象が発生した場合には、部

品調達や工場操業が困難になるなど、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

③為替変動による影響について 

当社グループの海外拠点における事業活動の拡大に伴う外貨建取引の増加や外貨建債権債務残高の増

加により、為替レートの変動による影響を受けやすくなっております。そのため、当社グループは為替

相場の変動によるリスクを回避する目的で、為替予約等の対策を行っておりますが、為替レートの急激

な変動により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループの主な事業内容と事業を構成している当社及び連結子会社の位置付けは、以下のとおりで

す。 

（1）連結子会社の数 

 
（2）事業の系統図 

 

（注）1 当社子会RHYKA VACUUM PLATING (H. K.) LTD. は、平成19年12月1日付をもって当社子会社

RHYTHMINDUSTRIAL (H. K.) LTD. に対して営業譲渡いたしました。従って、系統図には記載しておりません

が、同社は連結子会社には含めております。 

 2 当社子会社茨城リズム株式会社は、平成20年5月31日付をもって解散、平成20年9月30日付をもって清算結了

いたしましたので、平成21年3月期より連結子会社数から除外いたしました。 

2. 企業集団の状況

平成20年３月期 平成21年３月期 増減

連結子会社数 11社 10社 △1社
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当社グループは、「たゆみない創造と革新を続け、豊かで楽しい安全な社会づくりに貢献する」を基

本理念として定め、当社グループが求め、向かう企業像を明示しました。この基本理念の実現に向け、

今後さらに、人々に喜ばれる製品・サービスの創造に努め、世界の国々における取引を通じ関係者の繁

栄を図ってまいります。そして、常に自己革新し、チャレンジし続ける活力ある企業風土を築いてまい

ります。 

当社は、激変する事業環境に臨み、これまでの中期経営計画を抜本から見直し、新たに平成21年度か

ら平成23年度までの中期経営計画を策定いたしました。これは、低成長下においても、継続的に収益を

確保することのできる事業構造を構築するとともに、当社グループを新たなる成長軌道へ乗せるための

変革への挑戦と位置付けております。特に、営業利益、当期純利益の拡大を重要な経営指標とし、事業

経営を遂行してまいります。  

 クロック事業におきましては、生産販売体制の効率化、商品構成の改善による採算性の向上、海外販

売の拡大を主要方針として取り組んでまいります。国内市場におきましては、当社独自の商品企画開発

力、技術力をさらに高め、生産から物流、販売までの一貫体制を持つ強みを活かし事業価値の拡大を図

ってまいります。また、海外販売におきましては、市場に適合した魅力ある商品の提供、既存顧客との

連携強化、積極的な新規顧客の開拓により売上の拡大を目指します。  

 電子事業におきましては、IC組立分野からの撤退による事業の選択と集中を推進し、収益基盤の強化

を図ります。さらに、事業全般におけるコスト削減に取り組み、厳しい事業環境下における収益の維

持、拡大を図ります。また、顧客先企業への新製品提案を強化するとともに、当社グループの保有技術

力を高め、周辺事業の拡大、新規分野の開拓に取り組みます。  

 生産面におきましては、中国の生産拠点のさらなる合理化を推進し、当社グループの事業全体の競争

力強化を図ってまいります。また、ベトナムの生産拠点の活用により、さらなる製造コストの低減及び

生産の一極集中の回避を図ってまいります。  

当社グループが主に属するクロック市場及び電子機器分野の市場におきましては、今後ますます市場

ニーズの多様化、競争の激化や需要変動が続くものと予想され、迅速かつ的確な事業対応が求められま

す。また、特に海外生産拠点における雇用環境の変化や為替相場の急変等のコスト増加要因に対する一

層の合理化と効率化の実現が求められます。  

 このような中、クロック事業におきましては、商品ラインナップの継続的改善を図るとともに、音や

動き、素材、デザイン性を重視した付加価値の高い商品開発を行い、お客様のニーズに応え、新たな需

要の創出に努めてまいります。また、市場動向の変化を的確に捉え、流通環境にあった販売体制の構

築、生産体制の整備などの事業構造改革を推進し、低成長下でも継続的に収益が確保できる事業に転換

してまいります。海外販売におきましては、魅力ある商品の拡充、新市場の開拓、各国代理店との連携

強化等により拡大を図ってまいります。  

 電子事業におきましては、積極的な新製品開発を進め、顧客企業への企画提案を強化するとともに新

規顧客、新規分野の開拓に努めてまいります。また、事業の選択と集中を実施し経営資源の有効活用を

推進し、さらに、海外拠点の活用による事業全体の競争力の強化を図ってまいります。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

(3) 会社の対処すべき課題
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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 3,143 3,646 

受取手形及び売掛金 7,980 6,647 

有価証券 4,099 5,200 

たな卸資産 ※4 6,329 ※4 5,695 

前払費用 140 118 

繰延税金資産 101 196 

その他 1,887 1,121 

貸倒引当金 △70 △26 

流動資産合計 23,611 22,597 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,212 1,976 

機械装置及び運搬具（純額） 1,429 738 

工具、器具及び備品（純額） 800 719 

土地 1,654 1,669 

建設仮勘定 171 86 

有形固定資産合計 ※1 6,268 ※1 5,190 

無形固定資産 460 503 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※3 8,611 ※3 5,549 

長期貸付金 99 104 

破産更生債権等 26 12 

信託建物及び構築物（純額） ※2 605 ※2 572 

信託土地 33 33 

信託無形固定資産 8 7 

繰延税金資産 12 6 

前払年金費用 509 210 

その他 1,291 1,246 

貸倒引当金 △128 △113 

投資その他の資産合計 11,069 7,628 

固定資産合計 17,799 13,321 

資産合計 41,410 35,919 

(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 4,070 2,602 

未払金 851 983 

未払費用 462 305 

未払法人税等 300 92 

繰延税金負債 0 0 

賞与引当金 158 164 

役員賞与引当金 12 － 

音楽著作権損害賠償損失引当金 － 126 

その他 218 275 

流動負債合計 6,074 4,551 

固定負債 

長期借入金 0 － 
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繰延税金負債 865 280 

退職給付引当金 231 22 

役員退職慰労引当金 8 8 

その他 713 672 

固定負債合計 1,819 984 

負債合計 7,894 5,535 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,372 12,372 

資本剰余金 17,837 17,834 

利益剰余金 3,722 1,552 

自己株式 △1,489 △1,515 

株主資本合計 32,443 30,243 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,273 285 

為替換算調整勘定 △200 △144 

評価・換算差額等合計 1,072 140 

純資産合計 33,516 30,384 

負債純資産合計 41,410 35,919 
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(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 31,497 29,409 

売上原価 ※1, ※2, ※4 24,426 ※1, ※2, ※4 22,913 

売上総利益 7,070 6,495 

販売費及び一般管理費 ※3, ※4 7,011 ※3, ※4 6,381 

営業利益 59 113 

営業外収益 

受取利息 84 86 

受取配当金 141 180 

受取賃貸料 194 211 

信託収入 198 198 

その他 147 65 

営業外収益合計 767 742 

営業外費用 

支払利息 9 7 

出向費用 76 106 

賃貸費用 60 82 

信託費用 74 79 

為替差損 337 132 

投資事業組合運用損 － 70 

その他 60 49 

営業外費用合計 619 527 

経常利益 207 328 

特別利益 

固定資産売却益 ※5 176 ※5 167 

投資有価証券売却益 3 － 

貸倒引当金戻入益 － 8 

保険差益 ※7 376 ※7 － 

特別利益合計 556 176 

特別損失 

固定資産処分損 ※6 72 ※6 25 

投資有価証券評価損 5 829 

たな卸資産処分損 21 － 

退職給付費用 97 － 

特別退職金 25 4 

貸倒引当金繰入額 100 － 

音楽著作件損害賠償損失 ※8 － ※8 946 

事業構造改善費用 ※9 － ※9 377 

その他 － 60 

特別損失合計 322 2,243 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

441 △1,739 

(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) 

法人税、住民税及び事業税 397 156 

過年度法人税等戻入額 △15 － 

法人税等調整額 98 7 

法人税等合計 481 163 

当期純損失（△） △39 △1,903 
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(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 12,372 12,372 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,372 12,372 

資本剰余金 

前期末残高 17,837 17,837 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △3 

当期変動額合計 △0 △3 

当期末残高 17,837 17,834 

利益剰余金 

前期末残高 4,033 3,722 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △39 △1,903 

当期変動額合計 △311 △2,169 

当期末残高 3,722 1,552 

自己株式 

前期末残高 △1,028 △1,489 

当期変動額 

自己株式の処分 1 8 

自己株式の取得 △462 △35 

当期変動額合計 △460 △26 

当期末残高 △1,489 △1,515 

株主資本合計 

前期末残高 33,215 32,443 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △39 △1,903 

自己株式の処分 1 5 

自己株式の取得 △462 △35 

当期変動額合計 △772 △2,199 

当期末残高 32,443 30,243 

(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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,356 1,273 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,083 △988 

当期変動額合計 △2,083 △988 

当期末残高 1,273 285 

為替換算調整勘定 

前期末残高 18 △200 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△219 55 

当期変動額合計 △219 55 
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当期末残高 △200 △144 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,375 1,072 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,302 △932 

当期変動額合計 △2,302 △932 

当期末残高 1,072 140 

純資産合計 

前期末残高 36,590 33,516 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △39 △1,903 

自己株式の処分 1 5 

自己株式の取得 △462 △35 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,302 △932 

当期変動額合計 △3,074 △3,132 

当期末残高 33,516 30,384 
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(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（△） 

441 △1,739 

減価償却費 1,224 1,098 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155 △58 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 89 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 6 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △12 

受取利息及び受取配当金 △225 △266 

支払利息 9 7 

保険差益 △376 － 

為替差損益（△は益） 164 107 

固定資産処分損益（△は益） 72 25 

固定資産売却損益（△は益） △176 △167 

投資有価証券評価損益（△は益） 5 829 

投資有価証券売却損益（△は益） △3 － 

音楽著作権損害賠償損失 － 946 

事業構造改善費用 － 377 

売上債権の増減額（△は増加） 47 1,331 

たな卸資産の増減額（△は増加） 333 617 

仕入債務の増減額（△は減少） 887 △1,446 

未払消費税等の増減額（△は減少） 18 55 

その他の資産の増減額（△は増加） △187 1,012 

その他の負債の増減額（△は減少） 145 △395 

小計 2,599 2,418 

利息及び配当金の受取額 208 249 

音楽著作権損害賠償等の支払額 － △550 

利息の支払額 △9 △7 

保険金の受取額 886 － 

法人税等の支払額 △305 △456 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,380 1,653 

(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) 

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 △50 △98 

定期預金の払戻による収入 － 197 

有形固定資産の取得による支出 △1,872 △671 

有形固定資産の売却による収入 192 513 

無形固定資産の取得による支出 △278 △203 

無形固定資産の売却による収入 － 105 

投資有価証券の取得による支出 △1,108 △2 

投資有価証券の売却等による収入 61 525 

貸付金の回収による収入 3 0 

その他 △1 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,054 369 

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 △0 

自己株式の取得による支出 △462 △35 

自己株式の売却による収入 1 5 

配当金の支払額 △270 △264 

財務活動によるキャッシュ・フロー △731 △294 
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現金及び現金同等物に係る換算差額 △157 △23 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △563 1,705 

現金及び現金同等物の期首残高 7,605 7,042 

現金及び現金同等物の期末残高 7,042 8,747 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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

子会社である東北リズム㈱・茨城リズム㈱・リズム

サービス㈱・リズム開発㈱・㈱アールスタッフ・

RHYTHM U.S.A.,INC.・ RHYWACO(H.K.) CO.,LTD.・

RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.・RHYTHM PRECISION

(H.K.)LTD.・RHYKA VACUUM PLATING(H.K.) LTD.・

RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.の11社は全て連

結の範囲に含まれております。

 なお、前連結会計年度まで連結子会社でありまし

た長野リズム株式会社は、平成19年10月31日をもっ

て清算手続が結了し、当連結会計年度より連結の範

囲から除外致しておりますが、清算結了までの損益

計算書については連結しております。

１ 連結の範囲に関する事項

子会社である東北リズム㈱・リズムサービス㈱・リ

ズ ム 開 発 ㈱・㈱ ア ー ル ス タ ッ フ・RHYTHM 

U.S.A.,INC.・  RHYWACO(H.K.)  CO.,LTD.・RHYTHM 

INDUSTRIAL(H.K.)LTD.・RHYTHM  PRECISION(H.K.)

LTD.・RHYKA  VACUUM  PLATING(H.K.)  LTD.・RHYTHM 

PRECISION VIETNAM CO.,LTD.の10社は全て連結の範囲

に含まれております。

 なお、前連結会計年度まで連結子会社でありました

茨城リズム株式会社は、平成20年９月30日をもって清

算手続が結了し、当連結会計年度より連結の範囲から

除外致しておりますが、清算結了までの損益計算書に

ついては連結しております。

２ 持分法の適用に関する事項

  関連会社であるKOREA RHYTHM LTD.は当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としてもその影響

の重要性がないため、持分法の適用から除外しており

ます。

２ 持分法の適用に関する事項

       同左

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は、すべて当社と同一でありま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

      同左

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額については、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)によっております。

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

  同左

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっておりま

す。

時価のないもの

      同左

② デリバティブ取引

時価法によっております。

② デリバティブ取引

      同左

③ たな卸資産

  主として先入先出法による低価法によっており

ます。

③ たな卸資産

  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）によっております。

（会計方針の変更）
「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）を当連
結会計年度から適用し、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74百万円それぞれ減少
し、税金等調整前当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、当該個所に記
載しております。
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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)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

  主として定率法によっております。

  なお、耐用年数及び残存価額については、主に

法人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

  ただし、当社及び国内連結子会社については、

平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法によっております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

（イ）リース資産以外の有形固定資産

  主として定率法によっております。

  なお、耐用年数及び残存価額については、主に

法人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

  ただし、当社及び国内連結子会社については、

平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法によっております。

（ロ）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  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

して算定する方法によっております。  

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を採用しております。 

② 無形固定資産

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

② 無形固定資産

      同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

      同左

② 賞与引当金

  連結子会社においては、従業員の賞与の支払い

に備えるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。

② 賞与引当金

     同左

③ 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度にお

ける支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

        ―――――

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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。

数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(主に13年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用

処理しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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。

数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(主に11年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用

処理しております。
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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)

⑤ 役員退職慰労引当金

   連結子会社においては、役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づく連結会計年度末要支給

額の100%相当額を計上しております。 

 なお、平成18年５月又は６月に開催された連結

子会社各社の定時株主総会において、役員退職慰

労金制度の廃止及び同総会までの在任期間にかか

る退職慰労金を退任時に支給することを決定した

ことにより、制度廃止以降繰入を実施しておりま

せん。

⑤ 役員退職慰労引当金

     同左

         ――――― ⑥ 音楽著作権損害賠償損失引当金

  音楽著作権損害賠償の支出に備えて、当連結会

計年度末における損失見込額を計上しておりま

す。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

 外貨建金銭債権債務は、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、収

益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は「純資産の部」における為替換

算調整勘定に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

     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

消費税等の会計処理方法

 消費税等の会計処理は、税抜方式によってお

ります。

(5)       ―――――

   

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

      同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価

法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

      同左

６ のれんの償却に関する事項

 該当事項はありません。

６ のれんの償却に関する事項

      同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び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取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      同左
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(7)【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】

【会計方針の変更】

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)

１ 退職給付に関する会計基準

退職給付債務の算定方法について、連結子会社１社

において、当連結会計年度から、簡便法から原則法に

変更しております。この変更は、より合理的な数理計

算による退職給付債務の算定を行うことにより、適切

な引当金の計上及び期間損益の適正化を図ることを目

的としております。 

 この変更により、従来の方法に比べて、営業利益及

び経常利益は125百万円増加し、税金等調整前当期純

利益は27百万円増加しております。なお、数理計算上

の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理することとし

ております。簡便法から原則法への変更による差額97

百万円については、当連結会計年度に一括して特別損

失に計上しております。

          ―――――

１ リース取引に関する会計基準等

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、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

【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)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において「現金及び預金」に含めて

おりました譲渡性預金は、会計制度委員会報告第14号

「金融商品会計に関する実務指針」（平成19年７月４

日）及び日本公認会計士協会会計制度委員会「金融商

品会計に関するＱ＆Ａ」（平成19年11月６日）におい

て有価証券として取り扱うこととされたため、当連結

会計年度より「有価証券」として表示しております。

 なお、譲渡性預金の残高は、前連結会計年度は、

2,900百万円、当連結会計年度は、3,600百万円であり

ます。

（連結損益計算書）

「投資事業組合運用損」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記することとしました。  

 なお、前連結会計年度は「投資事業組合運用益」1

百万円であり営業外収益「その他」に含めて表示して

おりました。  
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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

16,973百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

17,021百万円

※２ 信託有形固定資産の減価償却累計額

514百万円

※２ 信託有形固定資産の減価償却累計額

547百万円

※３ 関連会社の株式

  32百万円

※３ 関連会社の株式

    32百万円

※４        ―――――

 

※４ たな卸資産の内訳

商品及び製品 3,173百万円

原材料及び貯蔵品 792百万円

仕掛品 1,729百万円

(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 期末の商品及び製品たな卸高の処分可能価額を考

慮して、評価減を実施した額

260百万円

※１         ―――――

※２        ―――――― ※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

48百万円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。

梱包費・運送費 773百万円

広告宣伝費 400百万円

支払手数料 629百万円

退職給付費用 117百万円

給料 2,151百万円

賞与引当金繰入額 51百万円

賞与 326百万円

役員賞与引当金繰入額 12百万円

旅費・通信費 268百万円

減価償却費 95百万円

賃借料 516百万円

貸倒引当金繰入額 57百万円
 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。

梱包費・運送費 642百万円

広告宣伝費 269百万円

支払手数料 582百万円

退職給付費用 149百万円

給料 1,968百万円

賞与引当金繰入額 38百万円

賞与 298百万円

旅費・通信費 226百万円

減価償却費 192百万円

賃借料 456百万円

貸倒引当金繰入額 3百万円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、239百万円であります。

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、246百万円であります。

※５ 土地及び建物等の売却によるものであります。 ※５ 建物及び無形固定資産等の売却によるものであり

ます。

※６ 工具、器具、備品、機械装置等の除却処分による

ものであります。

※６ 工具、器具、備品、機械装置等の除却処分による

ものであります。
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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)

 

※７ 保険差益

連結子会社である茨城リズム株式会社において、

平成19年５月13日に発生しました火災事故に係る損

害保険金受領額から損失額を控除した額を計上して

おり、その内訳は次のとおりであります。

火災保険金収入 886百万円

火災損失

 たな卸資産 73百万円

 建物及び構築物 231百万円

 有形固定資産その他 175百万円

 撤去費用 30百万円

 小計 510百万円

保険差益 376百万円

※７        ―――――

※８        ―――――

 

※８ 音楽著作権損害賠償損失

音楽著作権損害賠償損失の内訳は次のとおりであ

ります。

和解金 706百万円

音楽著作権損害賠償損失 

引当金繰入額
126百万円

弁護士費用 82百万円

その他 31百万円

※９        ―――――

 

 

※９ 事業構造改善費用

事業構造改善費用の内訳は次のとおりでありま

す。

固定資産減損損失 298百万円

固定資産撤去費用その他 79百万円

当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失 

（百万円）

半導体製造設

備

機械装置・設

備・金型・建

設仮勘定他

益子工場  

栃木県芳賀郡

益子町

247百万円

クロック製造

設備

建物及び構築

物他

長野事業所  

長野県上伊那

郡箕輪町

51百万円

当社グループは、事業区分を基本として、当社時

計事業については支店単位で、連結子会社について

は会社単位で、賃貸資産については物件単位で資産

のグルーピングを実施しております。なお、遊休資

産については、個別資産別に減損損失認識の判定を

行っております。 

 なお、上記の減損損失は、平成21年3月26日開催

の取締役会において、半導体事業撤退及び長野事業

所廃止を含む事業構造改革の実施が決議されたこと

に伴い、それぞれの設備の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を事業構造改善費用（298

百万円）として特別損失に計上いたしました。  

その内訳は、建物及び構築物68百万円、機械装置

149百万円、車両運搬具0百万円、工具・器具及び備

品36百万円、建設仮勘定42百万円であります。  

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、他への転用や売却が困難である

ことから、正味売却価額をゼロとして評価しており

ます。

リズム時計工業㈱（7769）平成21年３月期決算短信

-21-



  

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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加         2,600,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加    63,435株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少    9,554株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    326,976株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少    60,665株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 142,178,939 ― ― 142,178,939

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,163,183 2,663,435 9,554 8,817,064

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22日 
定時株主総会

普通株式 272 2 平成19年３月31日 平成19年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
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20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 266 2 平成20年３月31日 平成20年６月23日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 142,178,939 ― ― 142,178,939

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,817,064 326,976 60,665 9,083,375

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20日 
定時株主総会

普通株式 266 2 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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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 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主なものは、当社の管理部門に係る費

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主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

(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)

 

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

現金及び預金勘定 3,143百万円

有価証券勘定 4,099百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △200百万円

現金及び現金同等物の期末残高 7,042百万円
 

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

現金及び預金勘定 3,646百万円

有価証券勘定 5,200百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △98百万円

現金及び現金同等物の期末残高 8,747百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

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

13,520 14,797 3,180 31,497 ― 31,497

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

42 14 1,429 1,485 (1,485) ―

計 13,562 14,811 4,609 32,982 (1,485) 31,497

営業費用 13,429 13,687 4,533 31,651 (  213) 31,437

営業利益 132 1,123 75 1,331 (1,271) 59

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 11,404 11,953 715 24,073 17,336 41,410

減価償却費 365 681 32 1,079 145 1,224

資本的支出 406 1,377 34 1,818 333 2,151

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

1,271百万円

20,454百万円
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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 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主なものは、当社の管理部門に係る費

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主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

 
５ 会計方針の変更等 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「会計方針の変更」に記載のとおり、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、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がクロック事業で55百万円、電子部品（機械類含

む）及び産業用機械類事業で19百万円減少し、その他事業で1百万円増加しております。 

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)

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

12,418 14,158 2,831 29,409 ― 29,409

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

52 2 1,326 1,381 (1,381) ―

計 12,470 14,161 4,158 30,790 (1,381) 29,409

営業費用 11,631 13,714 4,076 29,422 ( 127) 29,295

営業利益 839 446 82 1,367 (1,254) 113

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 10,658 9,606 537 20,802 15,117 35,919

減価償却費 344 545 16 907 191 1,098

資本的支出 441 385 7 834 40 874

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

1,254百万円

18,200百万円
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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 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はありません。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有

価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

 
  

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 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はありません。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有

価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

 
５ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

   「会計方針の変更」に記載のとおり、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、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が日本で74百万円減少しております。 

２ 所在地別セグメント情報

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)

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

28,549 1,939 1,008 31,497 ― 31,497

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,739 5,589 ― 7,329 (7,329) ―

計 30,288 7,529 1,008 38,826 (7,329) 31,497

営業費用 30,283 7,495 998 38,777 (7,340) 31,437

営業利益 5 33 9 48 11 59

Ⅱ 資産 20,771 3,015 286 24,073 17,336 41,410

20,454百万円

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)

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

26,952 2,091 365 29,409 ― 29,409

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,004 5,691 ― 6,696 (6,696) ―

計 27,957 7,782 365 36,105 (6,696) 29,409

営業費用 27,816 7,771 478 36,066 (6,770) 29,295

営業利益又は 
営業損失（△）

140 10 △113 38 74 113

Ⅱ 資産 17,449 2,676 676 20,802 15,117 35,919

18,200百万円
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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) 

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

  

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) 

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

  

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果、有価証券、デリバティブ、退職給付、ストック・オプション

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。 

  

  

 
  

  

３ 海外売上高

(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 251円32銭 １株当たり純資産額 228円29銭

 
１株当たり当期純損失 0円29銭 １株当たり当期純損失 14円28銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

 

(１株当たり当期純損失の算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純損失 39百万円

普通株式に係る当期純損失 39百万円

普通株式の期中平均株式数 134,319千株
 

(１株当たり当期純損失の算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純損失 1,903百万円

普通株式に係る当期純損失 1,903百万円

普通株式の期中平均株式数 133,225千株

 

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

 第１回新株予約権 1,605個

  潜在株式の数 1,605,000株

 第２回新株予約権 1,763個

  潜在株式の数 1,763,000株
 

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

 第１回新株予約権 1,545個

  潜在株式の数 1,545,000株

 第２回新株予約権 1,703個

  潜在株式の数 1,703,000株

(重要な後発事象)

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 社 が 製 造 し、当 社 の 連 結 子 会 社 で あ る

RHYTHM U.S.A.,INC.が販売するクロックで使用している

楽曲について、楽曲の著作権者より著作権使用料の支払

請求に係る通知がRHYTHM U.S.A.,INC.に対して送付され

ております。通知金額は、1,330千米ドルであります。

現在、支払金額について先方と交渉を重ねており、 終

的な金額が確定次第、処理を行なう予定であります。
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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 1,948 2,285 

受取手形 2,888 2,703 

売掛金 ※3 4,152 ※3 3,234 

有価証券 4,099 5,200 

商品 429 312 

製品 2,559 2,113 

原材料 30 33 

仕掛品 1,459 1,510 

貯蔵品 123 112 

前払費用 61 50 

繰延税金資産 19 109 

短期貸付金 ※3 1,157 ※3 1,060 

未収入金 ※3 295 ※3 236 

その他 375 116 

貸倒引当金 △73 △49 

流動資産合計 19,527 19,030 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,373 1,204 

機械及び装置（純額） 589 313 

車両運搬具（純額） 3 4 

工具、器具及び備品（純額） 729 637 

土地 1,669 1,669 

建設仮勘定 180 84 

有形固定資産合計 ※1 4,545 ※1 3,913 

無形固定資産 

ソフトウエア 336 343 

電話加入権 36 37 

施設利用権 7 6 

その他 63 91 

無形固定資産合計 444 478 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,537 5,492 

関係会社株式 848 909 

長期貸付金 99 104 

関係会社長期貸付金 984 944 

破産更生債権等 26 12 

信託建物及び構築物（純額） ※2 605 ※2 572 

(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) 

信託土地 33 33 

信託無形固定資産 8 7 

敷金 69 47 

保証金 522 523 

保険積立金 512 512 

前払年金費用 170 81 

その他 27 19 

貸倒引当金 △128 △113 

投資損失引当金 △23 △107 
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投資その他の資産合計 12,296 9,039 

固定資産合計 17,285 13,432 

資産合計 36,813 32,462 

負債の部 

流動負債 

支払手形 555 222 

買掛金 ※3 1,879 ※3 1,536 

未払金 ※3 836 ※3 769 

未払費用 28 50 

未払法人税等 34 31 

信託前受金 17 17 

預り金 ※3 275 ※3 324 

前受収益 4 3 

その他 54 120 

流動負債合計 3,686 3,075 

固定負債 

信託預り金 614 566 

繰延税金負債 840 223 

退職給付引当金 6 － 

子会社整理損失引当金 16 31 

その他 98 99 

固定負債合計 1,576 920 

負債合計 5,262 3,996 

(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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,372 12,372 

資本剰余金 

資本準備金 13,419 13,419 

その他資本剰余金 4,418 4,415 

資本剰余金合計 17,837 17,834 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,569 △505 

利益剰余金合計 1,569 △505 

自己株式 △1,489 △1,515 

株主資本合計 30,290 28,185 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,259 280 

評価・換算差額等合計 1,259 280 

純資産合計 31,550 28,466 

負債純資産合計 36,813 32,462 
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(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) 

売上高 22,964 21,306 

売上原価 ※1, ※2, ※3, ※5 18,393 ※1, ※2, ※3, ※5 16,601 

売上総利益 4,571 4,704 

販売費及び一般管理費 ※4, ※5 5,363 ※4, ※5 4,730 

営業損失（△） △792 △26 

営業外収益 

受取利息 116 118 

有価証券利息 19 24 

受取配当金 ※1 301 ※1 263 

受取賃貸料 ※1 387 ※1 351 

信託収入 198 198 

その他 67 26 

営業外収益合計 1,090 983 

営業外費用 

支払利息 12 10 

賃貸費用 157 145 

信託費用 74 79 

出向費用 ※1 135 ※1 206 

為替差損 342 123 

投資事業組合運用損 － 70 

その他 34 27 

営業外費用合計 757 662 

経常利益又は経常損失（△） △458 294 

特別利益 

固定資産売却益 ※6 175 ※6 120 

貸倒引当金戻入益 － 8 

投資有価証券売却益 3 － 

投資損失引当金戻入額 13 － 

保険差益 ※8 305 ※8 － 

特別利益合計 497 129 

(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) 

特別損失 

固定資産処分損 ※7 68 ※7 22 

投資有価証券評価損 5 825 

関係会社株式評価損 16 － 

貸倒引当金繰入額 98 － 

関係会社貸倒引当金繰入額 － 24 

投資損失引当金繰入額 － 83 

たな卸資産処分損 14 － 

特別退職金 16 － 

子会社整理損 30 － 

子会社整理損失引当金繰入額 － 15 

関係会社債権償却損 ※9 － ※9 781 

事業構造改善費用 ※10 － ※10 377 

その他 － 110 

特別損失合計 250 2,240 

税引前当期純損失（△） △211 △1,816 

法人税、住民税及び事業税 30 34 

過年度法人税等戻入額 △15 － 

法人税等調整額 65 △43 
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法人税等合計 80 △8 

当期純損失（△） △291 △1,808 
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(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 12,372 12,372 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,372 12,372 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 13,419 13,419 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,419 13,419 

その他資本剰余金 

前期末残高 4,418 4,418 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △3 

当期変動額合計 △0 △3 

当期末残高 4,418 4,415 

資本剰余金合計 

前期末残高 17,837 17,837 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △3 

当期変動額合計 △0 △3 

当期末残高 17,837 17,834 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,133 1,569 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △291 △1,808 

当期変動額合計 △564 △2,075 

当期末残高 1,569 △505 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,133 1,569 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △291 △1,808 

当期変動額合計 △564 △2,075 

当期末残高 1,569 △505 

(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 

前期末残高 △1,028 △1,489 

当期変動額 

自己株式の処分 1 8 

自己株式の取得 △462 △35 

当期変動額合計 △460 △26 

当期末残高 △1,489 △1,515 

株主資本合計 

前期末残高 31,315 30,290 
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当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △291 △1,808 

自己株式の処分 1 5 

自己株式の取得 △462 △35 

当期変動額合計 △1,024 △2,104 

当期末残高 30,290 28,185 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 3,330 1,259 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,070 △979 

当期変動額合計 △2,070 △979 

当期末残高 1,259 280 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,330 1,259 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,070 △979 

当期変動額合計 △2,070 △979 

当期末残高 1,259 280 

純資産合計 

前期末残高 34,645 31,550 

当期変動額 

剰余金の配当 △272 △266 

当期純損失（△） △291 △1,808 

自己株式の処分 1 5 

自己株式の取得 △462 △35 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,070 △979 

当期変動額合計 △3,095 △3,083 

当期末残高 31,550 28,466 
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該当事項はありません。 

  

  

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成21年６月19日） 

１．新任取締役候補 

 
  

２．昇任取締役候補 

 
  

３．退任予定取締役 

 
  

（注）新任取締役候補者 古河 利夫氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

6. その他

(1) 役員の異動

取締役 時計事業部時計企画本部長兼 
    マーケティング部長

樋口 孝二
（現 当社時計事業部時計企画本部長兼
   マーケティング部長）

取締役 電子事業部副事業部長兼営業部長 上田 哲史
（現 当社電子事業部副事業部長兼
   営業部長）

取締役 古河 利夫
（現 シチズンホールディングス株式会社
   専務取締役）

常務取締役 管理本部長兼経理部長、 
            コンプライアンス推進室、 
            内部監査室担当

笠間 達雄
（現 当社取締役 内部監査室長兼
   管理本部長）

専務取締役 金型部品事業担当、 
      電子事業部担当

横瀬 三亀夫

取締役 湯本 武夫

取締役 梅原 誠
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