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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 28,383 △3.5 1,129 894.7 1,333 306.3 1,009 ―

21年3月期 29,409 △6.6 113 90.1 328 57.9 △1,903 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 7.70 ― 3.3 3.6 4.0
21年3月期 △14.28 ― △6.0 0.8 0.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 37,429 30,919 82.6 244.96
21年3月期 35,919 30,384 84.6 228.29

（参考） 自己資本  22年3月期  30,919百万円 21年3月期  30,384百万円

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

22年3月期 2,171 △345 △932 9,585
21年3月期 1,653 369 △294 8,747

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当の内訳」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 252 26.0 0.8

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2.00 2.00 25.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

13,470 △2.6 410 △21.2 560 △4.5 360 4.2 2.85

通期 28,740 1.3 1,170 3.6 1,450 8.8 1,000 △0.8 7.92
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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） 

(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、22ページ「１株当たり情報」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 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 132,178,939株 21年3月期 142,178,939株

② 期末自己株式数 22年3月期 5,956,277株 21年3月期 9,083,375株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 19,880 △6.7 561 ― 771 161.9 634 ―

21年3月期 21,306 △7.2 △26 ― 294 ― △1,808 ―

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

22年3月期 4.84 ―

21年3月期 △13.57 ―

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 33,387 28,686 85.9 227.27
21年3月期 32,462 28,466 87.7 213.88

（参考） 自己資本 22年3月期  28,686百万円 21年3月期  28,466百万円

※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いて
は、４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。 
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

22年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当の内訳は以下のとおりです。 

 
（注）純資産減少割合 0.008 

基準日 期末 合計

１株当たり配当金 2円00銭 2円00銭

配当金総額 252百万円 252百万円
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  ・当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国の経済は、海外経済の改善や政府の緊急経済対策の効果などを背景

に、穏やかな回復傾向にあります。しかしながら、依然、その自律性は弱く、雇用情勢の厳しさやデフ

レの継続などから先行きは不透明な状況にあります。海外におきましては、アジアでは、中国で内需を

中心とした景気拡大が続いており、また、欧米におきましても、失業率の高止まりや金融市場の変動リ

スクなどが懸念されてはおりますが、経済政策の効果などから景気は穏やかな持ち直しを見せておりま

す。  

 このような状況の中、当社グループは継続して収益基盤の強化に取り組んでおり、クロック事業にお

きましては、国内販売では消費環境の厳しさから減収となりましたが、収益改善策の効果などにより営

業利益は増益となりました。海外販売では全体として厳しい環境が続いておりますが、売上高、営業利

益とも前年同期を上回りました。また、電子事業におきましては、情報機器分野の売上回復や合理化策

の推進などにより、売上高、営業利益とも前年同期を上回りました。  

 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283億83百万円となり、前年同期294億9

百万円に対し3.5%の減収となりました。営業利益につきましては、クロック事業、電子事業とも前年同

期を上回った結果、11億29百万円となり、前年同期1億13百万円に対し894.7%の増益となりました。経

常利益につきましては、受取利息及び受取配当金が減少した一方で、外貨建債権の評価損等による為替

差損の計上額が減少したことなどにより13億33百万円となり、前年同期3億28百万円に対し306.3%の増

益となりました。当期純利益につきましては、投資有価証券評価損の計上額が減少したことなどにより

10億9百万円となりました（前年同期は、特別損失に音楽著作権損害賠償損失9億46百万円を計上したこ

となどにより19億3百万円の損失）。  

  

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、個人消費の低迷や企業需要の減退が続く中、売上高は前年同期を下回り

ましたが、新商品につきましては、お客様の評価も高く比較的堅調に推移いたしました。海外販売で

は、厳しい市場環境が続いておりますが、米国での販売が回復したことに加え、その他の地域も堅調

に推移し増収となりました。また、自動車時計販売につきましては、自動車販売台数減少の影響を受

け減収となりました。一方、利益の面では継続して実施しております収益改善策が原価率改善や販売

費の低減に結びつき、さらに円高効果もあり、低迷した市場環境の中でも営業利益は大幅な増益とな

りました。  

 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112億33百万円となり、前年同期124億

18百万円に対し9.5%の減収となりました。営業利益は11億20百万円となり、前年同期8億39百万円に

対し、33.6%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 

電子事業におきましては、顧客企業に対し積極的に新商品の企画提案を実施し、業績の拡大に努め

ております。そのような中、デジタル製品向け精密部品需要の低迷が続く金型・部品分野では減収と

なりましたが、積極的な新機種提案が販売に結びついた情報機器分野では増収となり、電子事業全体

の売上高は前年同期を上回りました。利益の面では情報機器分野の増収効果や継続的な合理化策の実

施などにより営業利益は増益となりました。  

 以上のことから、当連結会計年度の電子事業の売上高は145億47百万円となり、前年同期141億58百

万円に対し2.7%の増収となりました。営業利益は10億92百万円となり、前年同期4億46百万円に対し

144.6%の増益となりました。  

  

(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おります。そのような中、介護事業関係とウオッチ

販売は比較的堅調に推移いたしましたが、宝飾品販売は減収となりました。  

 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26億2百万円となり、前年同期28億31

百万円に対し8.1%の減収となりました。営業利益は62百万円となり、前年同期82百万円に対し23.5%

の減益となりました。  

  

・次期の見通し 

次期の経済情勢を展望いたしますと、企業収益の改善や海外経済の回復基調が続くことが予想されま

すが、国内の雇用情勢や個人消費の回復力は弱く、先行きは不透明な状況にあります。  

 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よう、企業体質の

強化に取り組んでまいります。  

 クロック事業におきましては、販売活動の効率化や生産拠点における合理化を推進し収益力の強化に

取り組むとともに、商品ラインナップの改善をさらに進め、商品競争力の強化、採算性の向上を図って

まいります。また、海外市場におきましても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、さらなる競争の激化が予想される中、積極的な新製品開発を進め顧客企業

への企画提案力を強化いたします。さらに、当社の保有技術を活かした新たな市場を開拓し業績の向上

を図るとともに、海外拠点を積極的に活用し事業基盤を強化してまいります。  

 以上のことから、平成23年3月期の通期業績予想につきましては、連結売上高287億40百万円（前年同

期283億83百万円に対し1.3%の増収）、連結営業利益11億70百万円（前年同期11億29百万円に対し3.6%

の増益）、連結経常利益14億50百万円（前年同期13億33百万円に対し8.8%の増益）、連結当期純利益10

億円（前年同期10億9百万円に対し0.9%の減益）を見込んでおります。  

 尚、為替レートについては、1米ドル95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、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて6.7％増加し、241億15百万

円となりました。固定資産は、有形固定資産の減少などにより、前連結会計年度末に比べて0.1％減少

し、133億13百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.2％増加し、374億

29百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて12.6％増加し、51億

25百万円となりました。固定負債は、繰延税金負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べて

40.6％増加し、13億83百万円となりました。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて17.6％増

加し、65億9百万円となりました。 

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

1.8％増加し、309億19百万円となりました。 

  

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

8億38百万円増加し、95億85百万円となりました。 

 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、仕入債務の増加などによる資金の増加があり、21億71百万円

の資金の増加（前連結会計年度に比べ5億18百万円の収入増）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、有形固定資産の取得による支出などにより、3億45百万円の

資金の減少（前連結会計年度に比べ7億15百万円の収入減）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、自己株式の取得による支出などにより、9億32百万円の資金

の減少（前連結会計年度に比べ6億38百万円の支出増）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 平成22年３月期

自己資本比率 78.7 81.5 80.9 84.6 82.6

時価ベースの自己資本比率 70.9 54.8 35.1 29.6 55.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0 0.0 0.0 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

89.4 53.3 343.2 208.5 226.0
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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。  

 当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針に基づき1株当たり2.00円（年間配当金2.00円）

を予定しております。また、次期の配当につきましては、1株当たり2.00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22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21年3月期15.3%、平成22年3月期

20.3%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21年3月期86.1%、平成22年3月期89.1%と高い水準となって

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。  

  

  

 最近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

(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

2. 企業集団の状況
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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いたしました。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、平成21年度から平成

23年度までの中期経営計画を策定し、推進中であります。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、商品ラインナップ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おります。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実行し、収益基盤を強化

してまいりした。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。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、事業環境に合致した販売体制、生

産体制の構築に努め、低成長下でも継続的に収益を確保できる事業にしてまいります。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。さらに、海外拠点の活用拡大により事業全体の競争力強

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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,646 4,926

受取手形及び売掛金 6,647 6,901

有価証券 5,200 4,800

たな卸資産 ※4 5,695 ※4 5,672

前払費用 118 106

繰延税金資産 196 224

その他 1,121 1,511

貸倒引当金 △26 △27

流動資産合計 22,597 24,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,976 1,801

機械装置及び運搬具（純額） 738 649

工具、器具及び備品（純額） 719 563

土地 1,669 1,635

建設仮勘定 86 94

有形固定資産合計 ※1 5,190 ※1 4,743

無形固定資産 503 439

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 5,549 ※3 6,218

長期貸付金 104 102

破産更生債権等 12 10

信託建物及び構築物（純額） ※2 572 ※2 542

信託土地 33 33

信託無形固定資産 7 5

繰延税金資産 6 6

前払年金費用 210 201

その他 1,246 1,120

貸倒引当金 △113 △112

投資その他の資産合計 7,628 8,129

固定資産合計 13,321 13,313

資産合計 35,919 37,429

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,602 3,341

未払金 983 658

未払費用 305 406

未払法人税等 92 338

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 164 147

役員賞与引当金 － 5

音楽著作権損害賠償損失引当金 126 －

その他 275 226

流動負債合計 4,551 5,125

固定負債

繰延税金負債 280 503
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退職給付引当金 22 138

役員退職慰労引当金 8 4

音楽著作権損害賠償損失引当金 － 102

その他 672 634

固定負債合計 984 1,383

負債合計 5,535 6,509

純資産の部

株主資本

資本金 12,372 12,372

資本剰余金 17,834 16,300

利益剰余金 1,552 2,561

自己株式 △1,515 △913

株主資本合計 30,243 30,320

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 285 811

為替換算調整勘定 △144 △212

評価・換算差額等合計 140 598

純資産合計 30,384 30,919

負債純資産合計 35,919 37,429

リズム時計工業㈱（7769）　平成22年３月期決算短信

10



(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 29,409 28,383

売上原価 ※1, ※3 22,913 ※1, ※3 21,283

売上総利益 6,495 7,099

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 6,381 ※2, ※3 5,970

営業利益 113 1,129

営業外収益

受取利息 86 56

受取配当金 180 81

受取賃貸料 211 199

信託収入 198 197

その他 65 130

営業外収益合計 742 666

営業外費用

支払利息 7 9

出向費用 106 88

賃貸費用 82 94

信託費用 79 103

為替差損 132 54

投資事業組合運用損 70 61

その他 49 50

営業外費用合計 527 462

経常利益 328 1,333

特別利益

固定資産売却益 ※4 167 ※4 78

貸倒引当金戻入益 8 0

固定資産撤去費用戻入益 － 46

特別利益合計 176 125

特別損失

固定資産処分損 ※5 25 ※5 50

投資有価証券評価損 829 170

特別退職金 4 3

音楽著作権損害賠償損失 ※6 946 －

事業構造改善費用 ※7 377 －

その他 60 12

特別損失合計 2,243 237

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△1,739 1,221

法人税、住民税及び事業税 156 360

法人税等調整額 7 △147

法人税等合計 163 212

当期純利益又は当期純損失（△） △1,903 1,009
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 17,834

当期変動額

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,534

当期変動額合計 △3 △1,534

当期末残高 17,834 16,300

利益剰余金

前期末残高 3,722 1,552

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,903 1,009

当期変動額合計 △2,169 1,009

当期末残高 1,552 2,561

自己株式

前期末残高 △1,489 △1,515

当期変動額

自己株式の処分 8 0

自己株式の取得 △35 △932

自己株式の消却 － 1,534

当期変動額合計 △26 601

当期末残高 △1,515 △913

株主資本合計

前期末残高 32,443 30,243

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,903 1,009

自己株式の処分 5 0

自己株式の取得 △35 △932

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △2,199 76

当期末残高 30,243 30,320

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1,273 285

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△988 526

当期変動額合計 △988 526

当期末残高 285 811

為替換算調整勘定

前期末残高 △200 △144

当期変動額
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株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

55 △68

当期変動額合計 55 △68

当期末残高 △144 △212

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,072 140

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△932 458

当期変動額合計 △932 458

当期末残高 140 598

純資産合計

前期末残高 33,516 30,384

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,903 1,009

自己株式の処分 5 0

自己株式の取得 △35 △932

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △932 458

当期変動額合計 △3,132 535

当期末残高 30,384 30,919
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（△）

△1,739 1,221

減価償却費 1,098 836

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89 124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 5

受取利息及び受取配当金 △266 △137

支払利息 7 9

為替差損益（△は益） 107 58

固定資産処分損益（△は益） 25 50

固定資産売却損益（△は益） △167 △78

投資有価証券評価損益（△は益） 829 170

音楽著作権損害賠償損失 946 －

事業構造改善費用 377 －

固定資産撤去費用戻入益 － △46

売上債権の増減額（△は増加） 1,331 △301

たな卸資産の増減額（△は増加） 617 △30

仕入債務の増減額（△は減少） △1,446 798

未払消費税等の増減額（△は減少） 55 △109

その他の資産の増減額（△は増加） 1,012 △193

その他の負債の増減額（△は減少） △395 △2

小計 2,418 2,354

利息及び配当金の受取額 249 115

音楽著作権損害賠償等の支払額 △550 △238

利息の支払額 △7 △9

法人税等の支払額 △456 △50

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,653 2,171

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 △98 △140

定期預金の払戻による収入 197 93

有形固定資産の取得による支出 △671 △298

有形固定資産の売却による収入 513 82

無形固定資産の取得による支出 △203 △79

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 △2 △6

投資有価証券の売却等による収入 525 7

貸付金の回収による収入 0 2

その他 2 △5

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー 369 △345

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △0 －

自己株式の取得による支出 △35 △932

自己株式の売却による収入 5 0

配当金の支払額 △264 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △294 △932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,705 838
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現金及び現金同等物の期首残高 7,042 8,747

現金及び現金同等物の期末残高 8,747 9,585
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  該当事項はありません。 

  

  

 最近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

17,021百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

14,898百万円

※２ 信託有形固定資産の減価償却累計額

547百万円

※２ 信託有形固定資産の減価償却累計額

578百万円

※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 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
 

※４ たな卸資産の内訳

商品及び製品 3,345百万円

原材料及び貯蔵品 658百万円

仕掛品 1,668百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 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

※１ 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

△11百万円

 

※２ 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
 

 

※２ 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 636百万円

広告宣伝費 263百万円

支払手数料 533百万円

退職給付費用 174百万円

給料 1,845百万円

賞与引当金繰入額 36百万円

賞与 283百万円

役員賞与引当金繰入額 5百万円

旅費、通信費 200百万円

減価償却費 171百万円

賃借料 375百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円

※３ 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。

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、260百万円であります。

※４ 建物及び無形固定資産等の売却によるものであり

ます。

※４ 土地及び機械装置等の売却によるものでありま

す。

※５ 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。

※５ 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 

 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※６ 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

※６        ―――――

 

 

※７ 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。

※７        ―――――

(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
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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 

 
  
当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 
減少数の内訳は、次の通りであります。 
 自己株式の消却による減少             10,000,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
 取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加   6,850,000株 
 単元未満株式の買取りによる増加           24,102株 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
 自己株式の消却による減少             10,000,000株 
 単元未満株式の買増請求による減少           1,200株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1)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 

 
  

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

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 ― 10,000,000 132,178,939

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) 9,083,375 6,874,102 10,001,200 5,956,277

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22年６月22日 
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 252 2 平成22年３月31日 平成22年６月23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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 3,646百万円

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
 

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 4,926百万円

有価証券勘定 4,800百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △140百万円

現金及び現金同等物の期末残高 9,585百万円
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前連結会計年度(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（機器類含

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

  

(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

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、減損
損失及び資本的支出

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

減損損失 51 247 ― 298 ― 298

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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

 
  

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

11,233 14,547 2,602 28,383 ― 28,383

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

24 0 1,117 1,141 (1,141) ―

計 11,257 14,547 3,719 29,524 (1,141) 28,383

営業費用 10,137 13,454 3,657 27,248 5 27,253

営業利益 1,120 1,092 62 2,276 (1,146) 1,129

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 10,055 10,495 343 20,895 16,533 37,429

減価償却費 316 343 16 676 160 836

資本的支出 155 259 10 425 61 487

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

1,146百万円

19,113百万円
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

 
  

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

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

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

25,434 2,390 558 28,383 ― 28,383

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

833 4,859 ― 5,693 (5,693) ―

計 26,268 7,249 558 34,076 (5,693) 28,383

営業費用 25,310 7,039 575 32,924 (5,670) 27,253

営業利益又は 
営業損失（△）

958 210 △16 1,151 (  22) 1,129

Ⅱ 資産 17,730 2,678 486 20,895 16,533 37,429

19,113百万円
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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）北 米・・・・・アメリカ 

（２）その他・・・・・香港、東南アジア 

３ 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。 

  

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産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。 

  

  

 
  

  

  該当事項はありません。 

３ 海外売上高

北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 558 2,570 3,129

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 28,383

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

2.0 9.0 11.0

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 228円29銭 １株当たり純資産額 244円96銭

１株当たり当期純損失 14円28銭 １株当たり当期純利益 7円70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、希薄化効果を有している潜在株式が存在していない

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 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

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純利益 1,009百万円

普通株式に係る当期純利益 1,009百万円

普通株式の期中平均株式数 131,108千株

 

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 1,545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

 

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２回新株予約権 1,669個

  潜在株式の数 1,669,000株

(重要な後発事象)
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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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,285 3,521

受取手形 2,703 2,818

売掛金 3,234 3,203

有価証券 5,200 4,800

商品 312 282

製品 2,113 2,553

原材料 33 0

仕掛品 1,510 1,435

貯蔵品 112 93

前払費用 50 65

繰延税金資産 109 96

短期貸付金 1,060 634

未収入金 236 318

その他 116 98

貸倒引当金 △49 △27

流動資産合計 19,030 19,892

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,204 1,125

機械及び装置（純額） 313 276

車両運搬具（純額） 4 5

工具、器具及び備品（純額） 637 483

土地 1,669 1,634

建設仮勘定 84 69

有形固定資産合計 3,913 3,594

無形固定資産

ソフトウエア 343 281

電話加入権 37 37

施設利用権 6 4

その他 91 97

無形固定資産合計 478 421

投資その他の資産

投資有価証券 5,492 6,145

関係会社株式 909 909

長期貸付金 104 102

関係会社長期貸付金 944 880

破産更生債権等 12 10

信託建物及び構築物（純額） 572 542

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

信託土地 33 33

信託無形固定資産 7 5

敷金 47 42

保証金 523 443

保険積立金 512 470

前払年金費用 81 94

その他 19 21

貸倒引当金 △113 △112

投資損失引当金 △107 △111
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投資その他の資産合計 9,039 9,478

固定資産合計 13,432 13,495

資産合計 32,462 33,387

負債の部

流動負債

支払手形 222 262

買掛金 1,536 2,036

未払金 769 552

未払費用 50 77

未払法人税等 31 153

前受金 － 14

信託前受金 17 17

預り金 324 370

前受収益 3 10

その他 120 23

流動負債合計 3,075 3,519

固定負債

信託預り金 566 518

繰延税金負債 223 450

退職給付引当金 － 109

子会社整理損失引当金 31 －

その他 99 103

固定負債合計 920 1,181

負債合計 3,996 4,701

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22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 4,415 2,880

資本剰余金合計 17,834 16,300

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △505 128

利益剰余金合計 △505 128

自己株式 △1,515 △913

株主資本合計 28,185 27,887

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 280 799

評価・換算差額等合計 280 799

純資産合計 28,466 28,686

負債純資産合計 32,462 33,387
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 21,306 19,880

売上原価 16,601 15,075

売上総利益 4,704 4,805

販売費及び一般管理費 4,730 4,243

営業利益又は営業損失（△） △26 561

営業外収益

受取利息 118 75

有価証券利息 24 23

受取配当金 263 97

受取賃貸料 351 334

信託収入 198 197

その他 26 39

営業外収益合計 983 768

営業外費用

支払利息 10 12

賃貸費用 145 144

信託費用 79 103

出向費用 206 162

為替差損 123 40

投資事業組合運用損 70 61

その他 27 34

営業外費用合計 662 558

経常利益 294 771

特別利益

固定資産売却益 120 74

貸倒引当金戻入益 8 －

固定資産撤去費用戻入益 － 46

特別利益合計 129 121

特別損失

固定資産処分損 22 44

投資有価証券評価損 825 170

関係会社貸倒引当金繰入額 24 －

投資損失引当金繰入額 83 3

リース解約損 － 12

特別退職金 － 3

子会社整理損失引当金繰入額 15 －

関係会社債権償却損 781 －

事業構造改善費用 377 －

その他 110 2

特別損失合計 2,240 236

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,816 655

法人税、住民税及び事業税 34 133

法人税等調整額 △43 △111

法人税等合計 △8 21

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808 634

リズム時計工業㈱（7769）　平成22年３月期決算短信

25



 

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 4,415

当期変動額

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,534

当期変動額合計 △3 △1,534

当期末残高 4,415 2,880

資本剰余金合計

前期末残高 17,837 17,834

当期変動額

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,534

当期変動額合計 △3 △1,534

当期末残高 17,834 16,300

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 1,569 △505

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808 634

当期変動額合計 △2,075 634

当期末残高 △505 128

利益剰余金合計

前期末残高 1,569 △505

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808 634

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額合計 △2,075 634

当期末残高 △505 128

自己株式

前期末残高 △1,489 △1,515

当期変動額

自己株式の処分 8 0

自己株式の取得 △35 △932

自己株式の消却 － 1,534

当期変動額合計 △26 601

リズム時計工業㈱（7769）　平成22年３月期決算短信

26



 

当期末残高 △1,515 △913

株主資本合計

前期末残高 30,290 28,185

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808 634

自己株式の処分 5 0

自己株式の取得 △35 △932

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △2,104 △298

当期末残高 28,185 27,887

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,259 280

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 518

当期変動額合計 △979 518

当期末残高 280 799

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,259 280

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 518

当期変動額合計 △979 518

当期末残高 280 799

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 31,550 28,466

当期変動額

剰余金の配当 △266 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808 634

自己株式の処分 5 0

自己株式の取得 △35 △932

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 518

当期変動額合計 △3,083 220

当期末残高 28,466 28,686
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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22年６月22日付予定） 

１．新任監査役候補 

  常勤監査役 金成 泰明 （現 当社監査役室長） 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動
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