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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 54,940 △31.8 △1,277 ― △618 ― △496 ―
21年3月期第1四半期 80,502 ― 4,001 ― 5,159 ― 2,211 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.55 ―
21年3月期第1四半期 6.37 5.91

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

22年3月期第1四半期 371,521 184,971 48.5 562.68
21年3月期 374,239 184,229 47.9 559.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  180,203百万円 21年3月期  179,134百万円

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

21年3月期 ― 7.50 ― 2.50 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成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）

（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

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ージ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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 
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につきまして
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 380,353,809株 21年3月期  380,353,809株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  60,095,147株 21年3月期  60,093,553株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 320,259,467株 21年3月期第1四半期 346,999,852株



 当第1四半期の連結経営成績は、世界的景気後退の影響が根深く残り、個人消費や設備投資意欲も一部に持ち直し

が見られながらも本格回復は未だ見込めない厳しい情勢が続く中、売上高は549億円(前年同期比31.8％減)、営業損

失は12億円(前年同期は40億円の営業利益)と、全事業に亘り大幅な減収減益を余儀なくされました。 

  

時計事業  

 国内ウオッチ市場では、2009年５月末に発売した新型電波時計「ダイレクトフライト」は、高価格商品でありなが

ら好調な売行きを見せ、また、普及価格帯ブランドでは「インディペンデント」「ウィッカ」「レグノ」等が大幅に

売上を伸ばしました。しかし、国内時計事業全体では高価格商品を中心に苦戦を強いられており、更に新型インフル

エンザの流行懸念による心理的不安要素の拡大が個人消費を落ち込ませたことも影響し、減収となりました。 

  海外ウオッチ市場では、北米、欧州共に消費回復の兆しは見られず、国内市場同様、高価格帯商品を中心に実需は

弱く、また、流通においても消費の回復には大幅な時間を要するとの見方から、小売店の仕入は回復を見せつつも慎

重な姿勢が続いています。更に為替が円高傾向で定着していることも響き、減収となりました。 

 Q&Qブランドは、国内市場で前年を上回る実績で推移したものの、海外市場における流通の仕入調整や為替の影響

も重なった結果、全体では減収となりました。 

 ムーブメント販売においては、ベーシックなモデルを中心に回復傾向にあるものの、高付加価値商品は厳しい状況

が続いており、減収となりました。 

 BULOVAにおいては、厳しい販売環境の中、営業対応の強化による巻き返しを図りましたが、流通における仕入れ抑

制の長期化が響き、減収となりました。 

 以上の結果、時計事業全体では、売上高は267億円(前年同期比24.7％減)、営業利益は１億円(同94.4％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、市場の飽和化および競争激化、更に世界同時不況が顕在化した昨

年後半以降、顧客が急激かつ大規模な在庫調整に突入したことで、大幅な受注減に見舞われました。また、LEDの新

機軸として取り組んでいる重点分野の内、車載用LED等は一定の成果を上げたものの、一般照明用LEDは景気減速によ

る消費低迷を受け苦戦を強いられました。バックライトユニットは、主力の携帯電話向けが市場の成長鈍化により苦

しい状況が続いていましたが、性能比におけるコストパフォーマンスが一部メーカーから再評価される等、不況下で

健闘しました。光センサーは、主力のIrDAが携帯電話市場の低迷と採用機種の減少により、減収となりました。 

 水晶デバイス事業は、音叉型水晶振動子が、携帯電話向けSMD製品で韓国顧客からの安定受注を獲得した他、シリ

ンダー製品も顧客の在庫調整が終了したことで回復に転じ、水晶片についても、大幅な受注減少から急激な回復を果

たしました。しかし、前年度からの在庫調整の影響による落ち込みは大きく、前年実績を上回るには至らず減収とな

りました。 

 その他の部品のうち小型スイッチについては、世界的不況の中で比較的好調なアジア向けの割合が多い事もあり、

回復基調にあります。キーシートモジュールは、携帯電話市場の在庫調整に加え、製品投入の端境期となっている

為、大幅な減収となりました。HDD用ガラス基板は、前年度下期からの顧客の大幅な在庫調整による受注の急減か

ら、ようやく回復基調になりましたが、売上は前年を大きく下回りました。 

 以上の結果、電子デバイス事業全体では、売上高は136億円(前年同期比41.7％減)、営業利益は３億円(同55.5％

減)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、設備投資抑制の影響を強く受け、国内向け、東欧、ロシアを含む欧州向けが大きく落ち込む

中、中国は大型プリンタを中心に売上を伸ばしました。また販売の再構築をしてきた米国市場は、計画を上回って堅

調に推移しました。将来の主力商品として販売に力を注いできたフォトプリンタは欧米を中心に軌道に乗り、過去

高の売上を達成しました。また、電卓関連では、 大の顧客であるロシア向けが市場低迷の影響で大幅に落ち込み、

大きく販売が低迷しました。 

 健康機器事業は、引き続き薄型ポケットイン歩数計が好調だったことに加え、新型インフルエンザの特需で体温計

の販売も順調に推移し、増収となりました。 

 以上の結果、電子機器製品事業全体では、売上高は46億円(前年同期比12.1％減)、営業利益は１億円(同35.5％減)

と減収減益となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



産業用機械事業 

 主力のNC旋盤は、依然として世界的な市況停滞により低調に推移しました。国内市場は、政府の経済政策に対する

期待感やハイブリッド車等エコカー関連部品の引合いが出始める等、景気の底打ち感は出てきているものの、価格競

争の激化や中古機流通の増加等により販売単価が低下傾向にあり、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、インド及びASEAN地域で、自動車やHDD関連を中心に回復の兆しが見られ

ましたが、韓国・台湾は依然低迷が続き、全体では大幅な減収となりました。米国市場は、医療関連が堅調に推移し

たものの、自動車関連等における設備投資抑制が影響し減収となった他、欧州市場も全体的に底這い状態であり大幅

な減収となりました。 

 株式会社ミヤノについては、依然として主力顧客業種である自動車関連の設備余剰感が継続しており、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、売上高は37億円(前年同期比56.6％減)、営業損失は14億円(前年同期は8億

円の営業利益)と減収減益となりました。 

  

その他の事業  

 その他の事業のうち、宝飾は、需要の減退等市況は一段と厳しさを増す中、店頭の来客減や単価下落が響き、主力

のマリッジリング、展示会品目ともに売上が伸びず、減収となりました。球機用機器は、パチンコホールの減少傾向

が続いており、周辺機器市場の厳しい状況に変化が無い中、前期から引き続き好調の省人化用機器や低額玉貸用機器

が売上を牽引し、増収となりました。自動車用部品は、４月以降徐々に回復傾向にあるものの前期までの不振を巻き

返すほどの勢いはなく、減収となりました。 

 以上の結果、その他の事業全体では、売上高は60億円(前年同期比18.8％減)、営業利益は１億円(同37.1％減)と減

収減益となりました。  

  

  

当第１四半期末の総資産は、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の減少、棚卸資産の減少等により、前期末比

27億円減少し3,715億円となりました。負債は、支払手形及び買掛金の減少等により前期末比34億円減少し1,865億円

となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により７億円増加し1,849億円となりました。  

  

  

平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

  

該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度にお

いて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

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

基礎として合理的な方法により算定しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行っております。 

営業循環過程から外れた滞留又は処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降

に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

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

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



（固定資産の減価償却費の算定方法） 

減価償却の方法として定率法を採用している場合に、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定しております。 

一部の連結子会社において、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定し

ている場合に、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。  

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

整額は、法人税等に含めて表示してあります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 97,009 91,194

受取手形及び売掛金 48,966 53,497

有価証券 － 0

商品及び製品 37,489 39,520

仕掛品 18,453 18,740

原材料及び貯蔵品 8,187 8,448

その他 20,978 22,521

貸倒引当金 △1,580 △1,551

流動資産合計 229,503 232,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,430 32,772

機械装置及び運搬具（純額） 21,480 21,852

工具、器具及び備品（純額） 4,655 4,753

その他 14,987 16,877

有形固定資産合計 75,554 76,256

無形固定資産   

のれん 9,004 9,270

その他 4,157 4,264

無形固定資産合計 13,161 13,534

投資その他の資産   

投資有価証券 35,913 33,202

その他 19,708 21,196

貸倒引当金 △189 △192

投資損失引当金 △2,130 △2,130

投資その他の資産合計 53,301 52,075

固定資産合計 142,018 141,866

資産合計 371,521 374,239



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,882 17,012

短期借入金 5,639 7,052

1年内償還予定の社債 400 400

1年内償還予定の新株予約権付社債 22,500 22,500

未払法人税等 1,216 1,333

賞与引当金 6,134 4,284

役員賞与引当金 － 158

製品保証引当金 931 905

事業再編整理損失引当金 5,600 7,018

その他 23,532 24,678

流動負債合計 80,837 85,342

固定負債   

社債 1,400 1,600

長期借入金 92,213 90,800

退職給付引当金 9,869 9,975

負ののれん 588 711

その他 1,640 1,579

固定負債合計 105,712 104,667

負債合計 186,549 190,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金 63,883 63,883

利益剰余金 140,279 141,379

自己株式 △50,911 △50,910

株主資本合計 185,901 187,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,878 404

為替換算調整勘定 △8,575 △8,271

評価・換算差額等合計 △5,697 △7,867

少数株主持分 4,768 5,095

純資産合計 184,971 184,229

負債純資産合計 371,521 374,239



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 80,502 54,940

売上原価 53,331 37,812

売上総利益 27,170 17,127

販売費及び一般管理費 23,169 18,405

営業利益又は営業損失（△） 4,001 △1,277

営業外収益   

受取利息 225 98

受取配当金 486 201

為替差益 382 283

負ののれん償却額 135 122

助成金収入 － 250

その他 507 287

営業外収益合計 1,737 1,244

営業外費用   

支払利息 103 388

持分法による投資損失 126 2

その他 347 194

営業外費用合計 578 585

経常利益又は経常損失（△） 5,159 △618

特別利益   

貸倒引当金戻入額 81 23

投資損失引当金戻入額 114 －

固定資産売却益 － 50

その他 5 0

特別利益合計 201 74

特別損失   

固定資産除却損 40 14

投資有価証券評価損 25 6

投資損失引当金繰入額 48 －

固定資産売却損 － 6

事業再編整理損 － 21

その他 18 44

特別損失合計 133 93

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

5,228 △637

法人税等 3,035 186

少数株主損失（△） △19 △328

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,211 △496



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

5,228 △637

減価償却費 4,656 3,190

引当金の増減額（△は減少） 2,477 210

受取利息及び受取配当金 △711 △300

支払利息 103 388

投資有価証券評価損益（△は益） 25 6

固定資産売却損益（△は益） △148 △44

固定資産除却損 40 15

売上債権の増減額（△は増加） 3,940 4,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,616 3,303

仕入債務の増減額（△は減少） △1,260 △3,646

その他 5,423 2,592

小計 14,159 9,707

利息及び配当金の受取額 700 293

利息の支払額 △105 △132

法人税等の支払額 △3,641 △152

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,112 9,715

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,657 △130

有形固定資産の取得による支出 △4,329 △3,377

有形固定資産の売却による収入 271 393

無形固定資産の取得による支出 △192 △137

貸付けによる支出 △254 △141

貸付金の回収による収入 36 18

関係会社株式の取得による支出 △1,440 －

その他 453 1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,114 △2,230

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,362 △843

長期借入れによる収入 － 900

社債の償還による支出 － △200

配当金の支払額 △5,205 △800

少数株主への配当金の支払額 △8 △8

自己株式の取得による支出 △9 △0

その他 0 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,860 △962

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,262 263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,400 6,786

現金及び現金同等物の期首残高 70,480 87,649

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）

698 143

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 3

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,579 94,583



 該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

    当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
時計事業
（百万円） 

電子デバ

イス事業 
（百万円） 

電子機器

 製品事業 
（百万円）

産業用  

機械事業 
（百万円）

その他の

事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 

全社 
（百万円）

連結

（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  35,499  23,488  5,276  8,731  7,506  80,502 －  80,502

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14  25  5  0  183  229  (229) － 

計  35,513  23,514  5,282  8,732  7,689  80,731  (229)  80,502

営業利益  3,329  819  246  853  282  5,530  (1,529)  4,001

  
時計事業
（百万円） 

電子デバ

イス事業 
（百万円） 

電子機器

 製品事業 
（百万円）

産業用  

機械事業 
（百万円）

その他の

事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 

全社 
（百万円）

連結

（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  26,737  13,689  4,636  3,785  6,091  54,940     －  54,940

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 20  0  266  0  88  376  (376)     － 

計  26,757  13,690  4,902  3,785  6,180  55,317  (376)  54,940

営業利益又は営業損失(△)  187  364  158  △1,401  177  △513  (764)  △1,277



  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  55,344  7,188  10,977  6,655  336  80,502 －  80,502

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12,995  16,767  183  48 －  29,994 (29,994) － 

計  68,340  23,955  11,160  6,703  336  110,496 (29,994)  80,502

営業利益又は営業損失(△)  4,258  817  492  265  △108  5,725 (1,724)  4,001

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  37,878  4,767  8,064  3,928  300  54,940     －  54,940

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6,479  11,372  183  10     －  18,046 (18,046)     － 

計  44,358  16,140  8,247  3,939  300  72,986 (18,046)  54,940

営業利益または営業損失(△)  △1,477  423  32  △180  △21  △1,223 (53)  △1,277



  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔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）  25,725  13,107  12,359  474  51,665

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  80,502

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 32.0  16.3  15.4  0.5  64.2

  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）  16,790  10,476  4,616  473  32,356

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  54,940

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 30.5  19.1  8.4  0.9  58.9

（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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