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2013年3月期　ハイライト

前期比 30.2％増

営業利益 17億円

10.2％増前期比 

売上高 324億円

活かした新たな分野へ挑戦して参ります。

　
　当社グループは、株主・投資家の皆様に対する株
主還元を経営の重要政策のひとつと認識しております。
当期は、8月から9月にかけて5,988,000株、11月に
2,000,000株の自己株式を取得いたしました（あわせて
7,988,000株、発行済株式総数の6%にあたります）。
また、今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えること
を目的として資本準備金の減少を行い、その他資本剰
余金へ振替へました。
　なお、当期の配当は３円（前期に比べ50銭の増配）
とさせていただきました。
　株主・投資家の皆様におかれましては、今後とも一
層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　2013年3月期の時計事業は、国内販売では販売数
量は微増し、平均単価は維持され、海外販売の増加
とあわせ売上は増加し、継続的に実施しております収
益改善策及び円高効果などにより増収増益となりまし
た。電子事業では車載機器・情報機器の受注が低調
であったため減収となりましたが原価率の改善により増
益となり、プレシジョン事業では第２四半期以降受注の
減少、原価の悪化等により減収減益となりました。接
続端子事業は、国内においては家電向けの販売が苦
戦しておりましたが、第4四半期以降次世代エネルギー
分野の受注が増加し回復の兆しが見え、また海外にお
ける販売が堅調に推移しております。

　国内では経済対策・金融政策効果等を背景に緩や
かな景気回復が期待されるものの、予断を許さない状
況が続くと予想され、また、為替相場が円安傾向にあ

り輸入型である当社グループにとって脅威となりますの
で、海外での生産・販売の拡大、全員参加による合
理化の徹底、最適地での生産等に取り組み、更なる
原価の改善を図って参ります。
　このような環境のなか当社グループでは「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」を基本理念と定め、この基本理念の実現に
向け、今後さらに人々に喜ばれる商品・サービスの創
造に努めて参ります。時計事業においては、商品の付
加価値アップやブランドイメージ向上に努め、グループ
で保有する技術を活かし新たな需要の創出に取り組
み、海外においては、各国代理店と連携し、リズム商
品の専門店開設や新市場開拓を進めて参ります。電
子事業においては、情報機器分野の深堀りとセキュリ
ティ・映像をキーワードに商品開発を進めるとともに、
取引先の海外展開にあわせた体制の拡充を行って参り
ます。プレシジョン事業においては、国内外の拠点にお
いて、成形技術の更なる高度化による競争力強化とコ
スト競争力の強化、受注拡大に取り組み、接続端子
事業においては、べトナム国ハノイ市及び中国での新
たな生産拠点を活用し、国内のみならず、海外での生
産・販売を拡大し、二輪・四輪向けあるいは次世代エ
ネルギー分野開拓など、保有する技術や販売ルートを

トップメッセージ

2013年3月期の営業概況について
教えてください。Q

代表取締役社長 

2014年3月期の見通しについて
教えてください。Q

株主、投資家の皆様へメッセージを
お願いいたします。Q
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ビジネスフィールド

▶置時計、掛時計、目覚時計、デジタル時計、設備時計、
　クロックムーブメント

▶防災行政ラジオ、ウオッチ、歩数計、タイマー、宝飾品　

▶その他

売上構成比

42.5％時計事業

13,772百万円 1,628百万円

営業利益 売上高 

事業区分
▶情報関連機器

▶自動車時計および車載関連機器

▶映像通信関連機器

▶その他

売上構成比

22.3％電子事業

事業区分

営業利益 売上高 

▶精密金型

▶プラスチックおよび金属部品

▶FA機器、医療機器、組立

▶その他　

売上構成比

17.2％プレシジョン事業

事業区分

営業損失売上高 

▶接続端子および金型

▶その他　

売上構成比

15.6％接続端子事業

事業区分

営業利益 売上高 

前期比8.6％増 前期比21.8％増 前期は14百万円の営業損失前期比5.1％減 前期比34.9％増 前期比6.6％減 ※前第３四半期より連結しているため前期比較は行っておりません

7,243百万円 5,590百万円 5,055百万円114百万円 124百万円 397百万円

監視カメラ

めざまし時計

カークロック
メーター板

ノイズ対策用
アース部品

バッテリー
接続用
コネクタ

掛時計

電動
アシスト
自転車
電源基板

電装部品
（電源基板）

電装部品

屋外時計

エアコン電源用
接続部品

（コネクタおよび
中継端子台）

ハイブリット
DC-DC

コンバータ用
接続部品

カーナビノイズ
対策用
アース部品

カメラの部品

ソーラーパネル用
接続部品

ソーラーDC-DC
コンバータ用接続部品
（中継端子台）

3 4



10.2％増

21.1％増 42.8％増

■ 売上高 単位：百万円 ■ 総資産 単位：百万円

■ 経常利益 単位：百万円

■ 営業利益／■ 売上高営業利益率 単位：百万円・％ ■ 純資産／■ 自己資本比率 単位：百万円・％

■ 当期純利益 単位：百万円 ■ キャッシュ・フロー 単位：百万円

　営業外費用の減少な
どにより、経常利益は
前期に比べ21.1％増益
となりました。

　時計事業およびその
他事業の増収、接続端
子事業が年間を通じて
貢献したこと（前期は半
期分のみ）などにより、
電子事業、プレシジョ
ン事業の不振を補い売
上 高 は 前 期 に 比 べ
10.2%増加となりまし
た。

　総資産は393億68百
万 円 と な り、 前 期 末
402億36百万円に比べ
8億68百万円減少しま
した。流動資産は受取
手形および売掛金の減
少などにより、前期末
に比べ11億69百万円減
少しました。固定資産
は、無形固定資産の増
加などにより前期末に
比べ3億1百万円増加し
ました。

　固定資産処分損が29
百万円、関係会社清算
損が39百万円、税金費
用が1億21百万円増加
しましたが、当期純利
益 は、 前 期 に 比 べ
42.8%増益となりまし
た。

● 財務活動によるキャッシュ・フロー
　自己株式取得による支出などにより、28億34百万円
の資金の減少（前期に比べ25億78百万円の支出増）とな
りました。

● 投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出があったことなどによ
り、7億79百万円の資金の減少（前期に比べ14億31百万
円の支出減）となりました。

● 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の増加や法人税支払の増加な
どによる資金の減少があり、20億63百万円の資金の増
加（前期に比べ5億37百万円の収入減）となりました。

　増収効果、原価率の
改善、接続端子事業が
年間を通して貢献した
こ と（ 前 期 は 半 期 分 の
み）などにより、営業利
益は前期に比べ30.2%
増益となりました。売
上高営業利益率は、5.5
％となりました。

　純資産は利益剰余金
の増加などにより、前
期 末 に 比 べ 2.5 ％ 増 加
し、319億33百万円と
なりました。自己資本
比率は、81.1％となり
ました。

連結財務ハイライト

2011.3

27,401

2012.3

29,419

2013.3

32,432

2011.3

36,178

2012.3

40,236

2013.3

39,368

2011.3

1,212

2012.3

1,374

2013.3

1,789

4.7

5.5

4.4

2011.3

30,065

2012.3

31,167

2013.3

31,933

77.5 81.183.1

2011.3

1,376

2012.3

1,694

2013.3

2,051

2011.3

589

2012.3

1,010

2013.3

1,442

現金および
現金同等物の
期首残高

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

現金および
現金同等物に係る

換算差額

現金および
現金同等物の
期末残高

10,328 2,063

2013.3

△2,834
9,105

△779

327

30.2％増
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遠くからでも見やすい大きめサイズ
で、日めくりタイプのカレンダー付
デジタル時計。掛置兼用の木目タイ
プは場所を選ばず、どこでもフィット
します。しかも、高精度温度・湿度計
を搭載（温度：±１℃/湿度：±３％RH）。

「熱中症」、「食中毒」、「インフルエン
ザ」、「カビ/ダニ」が発生しやすい温
度・湿度であることを「注意項目」で
お知らせする便利な機能付。

月11 パルデジットカレンダー142発売

往年のヒット商品が装い
も新たに登場しました。木
の巣穴からカッコーが可
愛らしく時をお知らせしま
す。お部屋を明るく爽やか
にするデザインで、臨場感
あふれる鳴き声を合成音
で再現しています。

月10 グレイスカッコー413発売

トピックス

…新商品情報 …企業活動情報

月3 ハノイに新工場建設

新聞や雑誌に『人気商品』として取り上げられる当社のユ
ニークめざまし時計に新作登場。いままで可愛らしい動物を
モチーフにしていたなかで、全く異色のキャラクターは当社と
してもチャレンジではありま
すが、この商品に今後のシ
リーズを"任す"という企画担
当者の強い思いも込めて、
"マーカス"と名 付けられ、
他社を"負かす"という意味
も加わり、まさに力を込めた
商品となりました。

月12 マーカスブラザーズ発売

※価格はメーカー希望小売価格、税込み

グローバル リズム

RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.
所 在 地 ベトナム社会主義共和国ハノイ市
事 業 内 容 接続端子の製造、販売

ベトナム国 ハノイ市に接続端
子事業の新たな拠点が3月に
竣工しました。今後、機械の
調整や従業員の訓練、取引
先の監査を経て秋頃より本格
的な生産を予定しています。

中部経済と東北経済の協調的発展を目指し、ものづくり産業
のビジネスマッチングを推進する展示会「ＭＥＭＳビジネスフ
ェア」がポートメッセなごやで11月7日～10日に開催されま
した。東北リズムと共同で当社電子事業部からも出展し、グ
ループ開発体制や商品の紹介を行いました。

月11 「メッセナゴヤ2012
MEMSビジネスフェア」参加

平成24年度ものづくり立国「10,000人の夢王国」が、2月23
日～24日に幕張メッセで開催されました。このイベントは今
年で4回目になりますが、当社
は初めての参加で、老若男女7
名全員汗だくになって進行を行
いました。参加した小学生から
大人の方まで「あなただけのめ
ざまし時計をつくろう」に必死に
取り組んでいただきました。

月2 ものづくり立国
「10,000人の夢王国」参加

日系自動車部品に焦点を絞った中国唯一の展示会「2012日
系自動車部品展示会」が、広州モーターショーと同時に11月
22日～24日に開催されました。電子事業部、麗聲実業（東
莞）、リズム協伸が共同で出展し、日中関係の影響は多少あり
ましたが、多くの自動車関連メーカーにリズムグループの車
載商品を紹介することができました。

「2012日系自動車部品展示会」出展
月11

東京ビックサイトで、3月5日～8日の4日間に亘り開催された日
本最大級のセキュリティ総合展「SECURITYSHOW2013」に出
展しました。今回の出展は4回目となり、出展品目も７品種と増
え、関連業界からも当社の存在を認識されつつあります。
当社は時計事業や電子事業を通じ、時計製品だけではなく、時
計製造で培った精密技術を活かすことから始まり、部品から商
品に至るまで、お客様から満足をいただけるような商品やサー
ビスを提供している流れの一
環として、映像機器や防災ラ
ジオ等の応用技術で人々の暮
らしに安全と安心を提供する
セキュリティ関連商品の技術
開発にも取り組んでおります。

月3 「SECURITYSHOW2013」　出展

8RDA62RH02 ￥4,725

4MJ413-005 ￥12,600

8RZ142-023 ￥8,925
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株主インフォメーション

Global Network（2013年3月31日現在）

■ 会社概要 （2013年3月31日現在）

■ 株式の状況 （2013年3月31日現在）

発行可能株式総数 185,229,000株
発行済株式の総数 132,178,939株
株主数 14,642名
所有者別株式分布状況（株数比率）

■ 役員 （2013年6月19日現在）

代表取締役社長 笠間　達雄
専務取締役 樋口　孝二
常務取締役 松本　暁夫
取締役相談役 大川　康寬
取　締　役 近内　郁夫
取　締　役 奥田　伸一郎
取　締　役 工藤　孝紀
取　締　役 湯本　武夫
取　締　役 平田　博美
取　締　役 椛田　茂

常勤監査役 金成　泰明
監　査　役 小網　忠明
監　査　役 高木　権之助
監　査　役 櫻井　憲二

（注）１．取締役椛田茂氏は会社法第２条第
15号に定める社外取締役であり
ます。

2．監査役小網忠明氏、高木権之助氏
及び櫻井憲二氏は会社法第２条第
16号に定める社外監査役であり
ます。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催
基準日 定時株主総会　毎年3月31日

期 末 配 当 金　毎年3月31日
中 間 配 当 金　毎年9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会
は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されて
いない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

〈郵便物送付先〉

〈電話照会先〉

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120-782-031 （フリーダイヤル）

※取次業務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

〈インターネットホームページURL〉
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【特別口座について】
特別口座では、単元株の売買ができないなどお取引に一定の制限があります（ただ
し、単元未満株式の買取買増請求は可能です）。お取引を行うためには、証券会社
に特別口座と同一名義の株主様の口座を開設し、株式を振替える必要があります。
特別口座からの株式の振替をご希望の株主様は、証券会社に口座を開設した後、
三井住友信託銀行株式会社にご連絡いただきお手続きを行ってください。（証券会社
によってはこのお手続きを受け付けております。詳細につきましては口座を開設した
証券会社にお問い合わせください。）

単元株式数 1,000株
公告の方法 当社ホームページに掲載いたします。

ただし、電子公告を行うことができない事故その他
のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞
に掲載いたします。
＜http://www.rhythm.co.jp/＞

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
証券コード 7769

株　主　メ　モ

単元未満株式の買取・買増制度のご案内
当社株式の証券市場での取引は1,000株（1単元）単位となっ
ておりますため、単元未満株式（1～999株）を市場で売買す
ることはできません。当社では「単元未満株式買取制度」お
よび「単元未満株式買増制度」を採用していますので、ぜひ
お手続きくださいますようご案内申し上げます。

株主還元策について
当社は、株主還元策のひとつとして2012年8月から9月にかけて
5,988,000株、11月に2,000,000株、計7,988,000株（発行済株
式総数の6％あたる）を取得いたしました。当社は、効率的な業務
運営・合理化による収益力の向上および財務体質の強化を通じ、
皆様に対する安定的な利益還元を行うことを基本としており、当期
の期末配当は1株あたり3円とさせていただきました。

買取請求 株主様が、ご所有の単元未満株式を当社に対し、
買い取るよう請求する。

買増請求
株主様が、ご所有の単元未満株式を単元株式

（1,000株）にするため、当社に対し株式を売り渡
すよう請求する。

● 買取・買増制度の例 （1,600株ご所有の場合）

1,600株

＝

1,000株
（単元株式）

＋
600株

（単元未満株式）

単元株数 1,000株 に600株
当社が買取

買取請求
をご利用

400株
買増 単元株数 2,000株 に買増請求

をご利用

会社・株式情報

社 名 リズム時計工業株式会社

設 立 1950年（昭和25年）11月7日

資 本 金 123億7,284万円

従 業 員 数 連結 3,165名
単体　 397名

主要営業品目 各種クロック・ウオッチ・宝飾品・情報機器・
車載機器・電子部品・精密金型・成形部
品・接続端子部品・その他精密機械各種

事 業 所 ●本社
〒330-9551
埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
電話：048（643）7211（代表）

益子工場

東京支店　名古屋支店　大阪支店　福岡支店

証券会社 1.9％ 外国法人等 4.7％

金融機関
28.0％

その他国内法人
16.2％

個人その他
49.2％

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.
（各種接続端子の販売）

RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD. 
（プラ部品・成形加工）

KYOSHIN VIETNAM CO．，LTD．
（各種接続端子、金型の製造販売）

RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD. 
（各種接続端子の製造販売）

RHYTHM INDUSTRIAL（DONGGUAN）LTD. 
（時計の製造・プラ部品・精密金型）

KOREA RHYTHM CO., LTD.
（時計の販売）

RHYWACO（H.K.）CO., LTD.
（時計の販売）

RHYTHM INDUSTRIAL（H.K.）LTD. 
（時計の製造・プラ部品・精密金型）

RHYTHM U.S.A., INC.
（時計の販売）

東北リズム株式会社 
（精密金型 および省力機械の製造）

リズム協伸株式会社 （2013年1月社名変更）
（各種接続端子、金型の製造販売）

リズムサービス株式会社
（時計の修理、物流）

リズム開発株式会社
（時計・ギフト品の販売）

株式会社アールスタッフ 
（介護事業・人材派遣）

リズム時計工業株式会社
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『復興特別所得税』に関するご案内

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。

2013年1月1日より『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』（平成23年法律第
117号）が施行され、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その所得税額の2.1％が『復興特別所
得税』として課税されることとなりました。
株式等の配当金等も『復興特別所得税』の対象となり、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。

※１ 上場株式等の配当等に係る所得税率・地方税率は、2013年12月31日までは租税特別措置法により所得税7％・住民税3％に軽減されています（本則：所得税15％・住民税5％）
※２ 当該期間の所得税率（軽減税率）　  7％＋復興特別所得税に係る追加分0.147％ （7％×復興特別所得税率2.1％）
※３ 当該期間の所得税率（本則税率）　15％＋復興特別所得税に係る追加分0.315％ （15％×復興特別所得税率2.1％）

（上記は2013年1月時点の情報をもとに作成しています。）

配当等の
支払い開始日

2013年1月1日～
2013年12月31日

2014年1月1日～
2037年12月31日 2038年1月1日～

上場株式等の
配当等の税率

10.147％ 20.315％ 20％
内
訳

所得税（※1）＋復興特別所得税　7.147％（※2） 内
訳

所得税＋復興特別所得税　15.315％（※3） 内
訳

所得税　15％
住民税（※1）　3％ 住民税　5％ 住民税　5％

＜上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率について＞

＜『復興特別所得税』に係るご留意事項＞
◦配当金等の源泉徴収は、その支払い開始日（効力を生じる日）に行うこととされています。

2012年12月31日以前に支払いが開始している配当金等を2013年1月1日以降に受領して
も、復興特別所得税は課税されません。

◦配当金等のお受け取り方法が株式数比例配分方式の場合の税額等につきましては、お取引の
証券会社等にお問い合わせください。

◦所得税が非課税または免除となる場合や租税条約の適用により国内法に規定する税率以下となる
場合につきましては、復興特別所得税は課税されません。

＜ご参考：上場株式等の配当金の源泉徴収に係るご留意事項＞
◦個人の株主様で発行済株式総数の３％以上の株式等をご所有される場合の税率は、上記の内

容と異なります。
◦配当等をお受け取りになる方が法人の場合には、住民税は課税されません。

その他詳細につきましては、所轄の税務署へご確認ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

お問い合わせ先
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
TEL.048（643）7211（代表）
http://www.rhythm.co.jp/

◆ご所有の株式が「特別口座」で管理されているかご不明な株主様は、三井住友信託銀行へ
お問い合わせください。

1.「特別口座」について 2.「特別口座」にある株式の証券口座への振替方法
2009年1月に法令により株券の電子化が実施されましたが、その際、証券会社の口座に預
けられていなかった当社株式については、現在、三井住友信託銀行にある「特別口座」で管理
されております。
制度上、「特別口座」に管理されているままでは、株式は証券市場で売買することができない
等の制約がございます。
ご所有の株式が「特別口座」で管理されている株主様におかれましては、証券口座への振替を
お願いいたします。

証券会社に口座を開設する。
すでに証券会社に株式の取扱いができる口座をお持ちであれば、

新たに開設いただく必要はありません。

三井住友信託銀行に振替用の請求用紙を請求する。

お心当たりございませんか？
●お手元に株券がある
　（証券会社に株式を預けていない）
●配当金のご連絡通知に記載されている株式数と、

証券会社に預けている株式数が一致しない

株式が
「特別口座」で
管理されている
可能性が
ございます

請求用紙に必要事項を記入・押印して三井住友信託銀行に送付する。

これで手続きは完了です。
証券会社の口座に株式が振替わります。

お心当たり
ございましたら

株式が「特別口座」に眠っていませんか？お知らせ


