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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 13,303 △3.8 594 14.2 607 3.6 293 △15.1

22年3月期第2四半期 13,824 △11.5 520 178.6 586 45.9 345 ―

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

23年3月期第2四半期 2.34 ―

22年3月期第2四半期 2.60 ―

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

23年3月期第2四半期 35,844 29,758 83.0 242.50
22年3月期 37,429 30,919 82.6 244.96

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  29,758百万円 22年3月期  30,919百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 27,280 △3.9 1,130 0.1 1,240 △7.0 720 △28.6 5.87



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化により、上記予想値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 132,178,939株 22年3月期  132,178,939株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  9,464,752株 22年3月期  5,956,277株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 125,128,716株 22年3月期2Q 133,090,541株
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当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、企業収益の改善などから回復の動きが見られま

すが、雇用情勢の厳しさやデフレの長期化、為替相場の急変などにより先行きは不透明な状況にありま

す。海外経済につきましては、アジアでは中国やその周辺諸国で内需を中心として景気拡大が続いてお

りますが、欧米におきましては、失業率が高水準にあることなどから引き続き深刻な状況にあります。

 このような状況の中、当社グループは収益基盤の強化とともに売上高の拡大に取り組んでおります。

時計事業は、クロック販売では国内外で前年同期を上回る売上高を確保いたしましたが、その他商品の

販売が不振で減収となりました。営業利益につきましては増益となりました。電子事業は、情報機器分

野の不振で減収、減益となりました。プレシジョン事業は新規受注先開拓や海外展開の強化などにより

増収、増益となりました。 

 以上のことから、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は133億3百万円となり、前年同

期138億24百万円に対し3.8%の減収となりました。営業利益につきましては、5億94百万円となり、前年

同期5億20百万円に対し14.2%の増益となりました。経常利益につきましては6億7百万円となり、前年同

期5億86百万円に対し3.6%の増益となりました。四半期純利益につきましては、税金費用の増加などに

より2億93百万円となり、前年同期3億45百万円に対し15.1%の減益となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

なお、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準

第17号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用したことに伴い、前年同期比は新セグメントに基づいて対

比しております。 

  

時計事業 

クロックの国内販売は、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上回ること

ができました。継続的に推進している商品ラインナップの改善効果や新商品売上高の堅調さが持続して

おります。クロックの海外販売は米国での販売は不振でしたが、アジアを中心に米国以外の地域での売

上高が伸びて増収となりました。その他商品の売上高は宝飾品販売の不振などが影響し減収となりまし

た。利益の面では販売費の低減効果や円高効果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、時計事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は54億93百万円となり、前年同期55

億27百万円に対し0.6%の減収となりました。営業利益は2億5百万円となり、前年同期1億77百万円に対

し15.8%の増益となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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電子事業 

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。その様な中、車載・映像分野では増収となったものの、情報機器分野の売上高の大幅な落ち

込みの影響で電子事業全体で減収となりました。利益の面では情報機器分野の減収の影響などで営業利

益は減益となりました。 

 以上のことから、電子事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は39億6百万円となり、前年同期49億

34百万円に対し20.8%の減収となりました。営業利益は1億65百万円となり、前年同期2億79百万円に対

し40.7%の減益となりました。 

  

プレシジョン事業 

プレシジョン事業におきましては、顧客企業に対し積極的な受注活動や新規分野開拓による業績の拡

大に努めております。その様な中、新規受注先の開拓強化やベトナムや中国への海外展開の強化などに

より売上高は前年同期を大幅に上回りました。利益の面では増収効果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、プレシジョン事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は35億56百万円となり、前

年同期30億43百万円に対し16.8%の増収となりました。営業利益は2億77百万円となり、前年同期1億56

百万円に対し77.1%の増益となりました。 

  

その他の事業 

物流事業、介護事業等のその他の事業におきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は3億46百

万円となり、前年同期3億18百万円に対し8.8%の増収となりました。営業利益は15百万円となり、前年

同期30百万円に対し48.4%の減益となりました。 

  

(資産) 

総資産は358億44百万円となり、前連結会計年度末374億29百万円に比べて15億85百万円減少しまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べ7億58百万円減少し、受取手形及び売掛金の減少10億11百

万円が主な要因です。固定資産は、前連結会計年度末に比べ8億26百万円減少し、投資有価証券の減

少9億6百万円が主な要因です。 

(負債) 

負債合計は60億85百万円となり、前連結会計年度末65億9百万円に比べ4億24百万円減少しました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ2億61百万円減少しました。 

(純資産) 

純資産合計は297億58百万円となり、前連結会計年度末309億19百万円に比べて11億60万円減少しま

した。利益剰余金2億93百万円の増加、自己株式5億39百万円の増加及びその他有価証券評価差額金5

億25百万円の減少が主な要因です。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 (キャッシュ・フローの状況の分析) 

当第２四半期連結会計期間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

会計年度末より86百万円減少し、94億99百万円となりました。 

 当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

(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、売上債権の減少などにより、前年同期に比べ7億80百万円

増加の13億31百万円の資金の増加となりました。 

(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、有形無形固定資産の取得などにより、前年同期に比べ1億

76百万円支出増の5億18百万円の資金の減少となりました。 

(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、自己株式の取得などにより、前年同期に比べ7億86百万円

支出増の7億88百万円の資金の減少となりました。 

  

通期の連結業績予想数値については、平成22年11月1日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年3月31日）を適用しております。  

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ4百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益

は、84百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1億23

百万円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,825 4,926

受取手形及び売掛金 5,890 6,901

有価証券 4,800 4,800

たな卸資産 5,990 5,672

その他 1,860 1,842

貸倒引当金 △9 △27

流動資産合計 23,357 24,115

固定資産

有形固定資産 4,657 4,743

無形固定資産 671 439

投資その他の資産

投資有価証券 5,311 6,218

その他 1,957 2,023

貸倒引当金 △111 △112

投資その他の資産合計 7,157 8,129

固定資産合計 12,486 13,313

資産合計 35,844 37,429

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,255 3,341

未払法人税等 207 338

賞与引当金 182 147

役員賞与引当金 － 5

その他 1,218 1,292

流動負債合計 4,864 5,125

固定負債

退職給付引当金 173 138

役員退職慰労引当金 4 4

音楽著作権損害賠償損失引当金 89 102

その他 953 1,138

固定負債合計 1,220 1,383

負債合計 6,085 6,509
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 16,047 16,300

利益剰余金 2,854 2,561

自己株式 △1,453 △913

株主資本合計 29,821 30,320

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 286 811

為替換算調整勘定 △349 △212

評価・換算差額等合計 △63 598

純資産合計 29,758 30,919

負債純資産合計 35,844 37,429
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 13,824 13,303

売上原価 10,396 9,812

売上総利益 3,428 3,491

販売費及び一般管理費 2,908 2,897

営業利益 520 594

営業外収益

受取利息 31 21

受取配当金 45 52

受取賃貸料 100 110

信託収入 98 98

その他 84 24

営業外収益合計 361 307

営業外費用

支払利息 4 5

賃貸費用 43 48

出向費用 46 36

信託費用 35 35

為替差損 92 121

その他 72 46

営業外費用合計 294 294

経常利益 586 607

特別利益

固定資産売却益 49 29

投資有価証券売却益 － 21

貸倒引当金戻入益 － 20

その他 1 －

特別利益合計 51 71

特別損失

固定資産処分損 16 26

投資有価証券評価損 170 －

PCB処理費用 － 57

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

その他 15 4

特別損失合計 203 169

税金等調整前四半期純利益 434 510

法人税、住民税及び事業税 147 131

法人税等調整額 △58 85

法人税等合計 89 216

少数株主損益調整前四半期純利益 － 293

四半期純利益 345 293
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 434 510

減価償却費 394 370

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 43

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） 17 35

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △5

受取利息及び受取配当金 △76 △73

支払利息 4 5

為替差損益（△は益） 96 107

固定資産処分損益（△は益） 16 26

固定資産売却損益（△は益） △49 △29

投資有価証券売却損益（△は益） － △21

投資有価証券評価損益（△は益） 170 －

PCB処理費用 － 57

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

リース解約損 12 －

売上債権の増減額（△は増加） △751 933

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 △399

仕入債務の増減額（△は減少） 835 15

その他 △385 △100

小計 690 1,536

利息及び配当金の受取額 66 63

音楽著作権損害賠償等の支払額 △231 △3

利息の支払額 △4 △5

法人税等の支払額 29 △260

営業活動によるキャッシュ・フロー 551 1,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 90 －

有価証券の取得による支出 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △159 △291

有形固定資産の売却による収入 32 29

無形固定資産の取得による支出 △5 △278

投資有価証券の取得による支出 － △108

投資有価証券の売却等による収入 0 129

その他 △1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △342 △518

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1 △540

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △0 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 △788

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88 △111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118 △86

現金及び現金同等物の期首残高 8,747 9,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,866 9,499
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

 
(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 

 
  

 
(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 

  

(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】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

クロック事業 
(百万円)

電子部品
(機器類含む)
及び産業用 
機械類事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

5,211 7,353 1,259 13,824 ― 13,824

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

12 0 541 554 (554) ―

計 5,223 7,353 1,801 14,379 (554) 13,824

営業利益 498 574 27 1,101 (580) 520

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

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

12,447 1,100 277 13,824 ― 13,824

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

409 2,557 ― 2,966 (2,966) ―

計 12,856 3,657 277 16,790 (2,966) 13,824

営業利益又は営業損失(△) 434 134 △8 559 (39) 520

リズム時計工業㈱　（7769）平成23年３月期第２四半期決算短信

-9-



  

 
(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 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、製品・サービスについてそれぞれ国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

いる「時計事業」、「電子事業」及び「プレシジョン事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「時計事業」は、置・掛・目覚時計などのクロック全般の製造販売及びウオッチ・宝飾品の仕入販売を

しております。「電子事業」は、情報関連機器・自動車時計及び車載関連機器・映像通信機器の製造販売

をしております。「プレシジョン事業」は、精密金型・プラスチック及び金属部品・FA機器・医療機器の

製造販売をしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業及び介護事業等を含んでお

ります。 

  

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 277 1,176 1,453

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 13,824

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

2.0 8.5 10.5

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

時計事業 電子事業
プレシジョン

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 5,493 3,906 3,556 12,957 346 13,303

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

11 222 256 490 527 1,017

計 5,505 4,129 3,812 13,447 874 14,321

セグメント利益 205 165 277 648 15 664
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 648

「その他」の区分の利益 15

セグメント間取引消去 11

全社費用(注) △90

棚卸資産の調整額 8

四半期連結損益計算書の営業利益 594

(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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