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平成26年3月期第２四半期　ハイライト

前年同期比 77.5％減

営業利益 2億円

4.8％減前年同期比 

売上高 150億円

トップメッセージ

　当第２四半期は、電子事業・プレシジョン事業の不
振により収益基盤である国内事業の売上が伸びず、ま
た、外国為替相場が大きく円安になっており、輸入型
の当社グループは、大きな影響を受けております。一
方で、海外での事業展開は、積極的な営業活動によ
り、売上を伸ばすことができました。当社グループの海
外生産比率は事業によるバラツキはありますが、５割を
超えている一方で、販売面での海外比率はまだ２割程
度であり、早期に海外販売比率を高め、グループ全体
で為替変動の影響を受けないようにすることが課題と
認識しております。
　なお、当社グループが受ける為替の影響は、１米ド
ル＝1円の円安で営業利益が年間約3,000万円減少い
たします（合理化、調達価格の変動、人件費のアップ
等種々の要因により実際の額は変動しますが、目安とし
てお考え願います）。

　本年6月12日PT UMEDA KOGYO INDONESIA
（以下「PT UKI社」）の株式譲渡契約を日本にて締結
し、7月26日インドネシア共和国ジャカルタ市において
調印式を行い、同年9月30日までに同国投資調整庁、

に努めて参ります。時計事業におきましては、商品の
付加価値アップやブランドイメージの向上に努め、グ
ループの保有する技術を活かした商品作りに取り組み、
海外においては、各国の代理店と連携し、リズム商品
の専門店開設や新市場開拓を引き続き進めて参りま
す。電子事業におきましては、セキュリティ・映像をキー
ワードに商品開発を進め、情報機器分野の深堀りをさ
らに進めるとともに、取引先の海外展開にあわせた体
制の構築に努めて参ります。プレシジョン事業におきま
しては、国内外の拠点において、成形・金型技術の
更なる高度化による競争力強化とコスト競争力の強化、
受注拡大に取り組んで参ります。接続端子事業におい
ては、PT UKI社とのシナジー構築に努め、ベトナム
国・中国での生産拠点を活用し、海外生産・販売の
拡大に努め、今後さらに拡大の見込める二輪・四輪
向け商品、あるいは次世代エネルギー分野の開拓な
ど、保有する技術や販売ルートを活かし新たな分野へ
挑戦して参ります。

　なお、当中間期の配当につきましてはこのような状況
でございますので、見送りとさせていただきます。
　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。

注：み なし取 得 日を 平 成2 5年9月3 0日としてPT UMEDA 
KOGYO INDONESIAを連結の範囲に含めたことに伴い、当第
２四半期連結会計期間は、貸借対照表のみを連結しております。

法務人権省の認可を得ました。
　PT UKI社は、1995年に同国ブカシ県で設立され、
1996年に操業を開始しました。現地にて日系二輪・
四輪、電気機器向け精密金属プレス部品を手掛け、
現地精密金属プレス業界で確固とした地位を築いてお
ります。PT UKI社は、当社グループ内の接続端子事
業と大変親和性が高く、また、接続端子事業では、
取引先よりリスク管理面から生産拠点の分散を求めら
れていた背景もあり、さらに、ポテンシャルの高い同国
では事業の拡大も見込めるため買収を決断いたしました

（会社の紹介は、最終ページをご参照ください）。今後、
営業や生産面で協力し、接続端子事業、あるいは、
グループの業容拡大を目指して参ります。

　国内では、経済対策・金融効果等により景気は緩
やかな回復基調を辿っております。外国為替相場は、
１米ドル＝１００円程度で推移しており、輸入型の当社グ
ループにとっての脅威は当面続くと予想されますので、
海外販売の拡大、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。
　PT UKI社を下期よりグループに取り込むことで、海
外事業の拡大効果が見込めます。各事業とも、経営
理念のもと、「皆様に喜ばれる商品・サービスの創造」

代表取締役社長 

RHYTHM WATCH CO., LTD.

当第２四半期の営業概況について
教えてください。Q

インドネシアにあるPT UKI社を買収した
理由は？Q

株主・投資家の皆様へ
メッセージをお願いします。Q
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▶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

41.7％時計事業

6,278百万円 289百万円

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

20.3％電子事業

事業区分

営業損失 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

17.0％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　

▶精密金属プレス

売上構成比

18.5％接続端子事業

事業区分

営業利益 売上高 

前年同期比2.3％増 前年同期比15.2％増 前年同期比69.2％増前年同期比19.4％減前年同期比60.7％減 前年同期比17.2％減
3,062百万円 2,556百万円 2,783百万円195百万円 8百万円 269百万円

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

温湿度計

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）

後方監視
カメラ

歩数計

ウオッチ
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■ キャッシュ・フロー 単位：百万円

■ 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・％

■ 四半期（当期）純利益 単位：百万円

為替差益の増加、賃貸
収支の改善等に努めま
したが、営業利益の減
少により、経常利益は、
前年同期に比べ55.5％
減益となりました。

時計事業と接続端子事業
は好調に推移しましたが、
電子事業、プレシジョン事
業の受注減により売上高
は前年同期に比べ4.8％
減少となりました。

55.5 ％減

77.5 ％減 4.8 ％減

46.8 ％減

PT UMEDA KOGYO 
INDONESIAの株式のみ
なし取得日を本年９月
30日としたことなどに
より、総資産は本年3月
31日に比べ55億96百
万円増加しました。

株式相場の上昇により投
資有価証券評価損はなく
なりましたが、経常利益
の減少により、税金費用
等を差し引いた四半期純
利益は、前年同期に比べ
46.8％減益となりまし
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、M&Aのための借入
金を行ったことなどにより、25億42百万円の資金の増加（前
年同期は25億16百万円の資金の減少）となっております。

● 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、M&Aによる支出な
どにより29億32百万円の資金の減少（前年同期に比べ27
億61百万円の支出増）となっております。

● 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、税金等調整前四半
期純利益が4億67百万円となったことなどにより、7億49
百万円の資金の増加（前年同期に比べ2億60百万円の収入
増）となっております。

合理化と固定費の圧縮に
努めて参りましたが、電
子事業とプレシジョン事業
の受注減による減収と大
幅な円安により、営業利
益は、前年同期に比べ
77.5％減益となりました。

その他の包括利益累計
額の増加により、純資
産は本年３月31日に比
べ、９億16百万円増加
しました。
自 己 資 本 比 率 は、PT 
U M E D A  K O G Y O 
INDONESIAの買収にと
もなう負債の増加等に
より73.1％と3月末に比
べ8ポイント低下しまし
た。

■第２四半期（累計）／■通期

■第２四半期（累計）／■通期 ■第２四半期（累計）／■通期

■第２四半期（累計）／■通期 ■第２四半期／■通期 ■第２四半期／■通期

H26.3H24.3

29,419
32,432

12,357

H25.3

15,06615,822

（予想）
33,400

H26.3

44,964

H24.3

40,236

H25.3

39,368

H26.3

210

H24.3

1,374

1,789

324

H25.3

934

（予想）
1,0004.7

5.5

1.4

H26.3

32,849

H24.3

31,167

H25.3

31,933

73.177.5 81.1

H26.3

477

H24.3

1,694

2,051

383

H25.3

1,073

（予想）
1,400

H26.3

296

H24.3

1,010

1,442

171

H25.3

556

（予想）
1,000

現金及び
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

現金及び
現金同等物に係る

換算差額

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

9,105

749

H26.3 第２四半期

2,542

9,615

△2,932

151
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連結財務ハイライト RHYTHM WATCH CO., LTD.
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…新商品情報 …企業活動情報

6月4日タイ国の首都バンコク
において、世界30か国から約
80人の代理店の代表者が参
加し、「世界代理店会議」を開
催しました。会議への参会者
一同からタイ国のチャリティ
団体に寄附も行いました。

月6 RHYWACO（H. K.）
世界代理店会議開催

床面積1,500坪鉄骨平屋建ての新倉庫が竣工、この新倉庫
を含め総延床面積が7,760坪となりました。新規の取引先も
獲得でき、拡大に向けて取り組んで参ります。

月8 リズムサービス新倉庫竣工

「子どもたちにものづくりの楽しさを体験してもらう」企画とし
て、各省庁が連携して「平成25年度子ども霞ヶ関見学デー」が
8月7日～8日に霞ヶ関中央合同庁舎にて行われました。約
140人の子どもたちが、文字板に数字や絵を描いて時計作り
に取り組みました。

月8 ものづくり体験教室
「めざまし時計製作」参加

昨年発売し大好評を得ましたSilky Wind第二弾。「パワフル」、
「静音」、「省エネ」に加え、お客様のご要望の多かった「首振り」
機能を搭載し、より快適な空間を作り出すことができます。

月5 首振り機能のついたUSB接続FAN
「Silky Wind Ⅱ」新発売

※価格はメーカー希望小売価格、税込み

（9ZF005RH02） （9ZF005RH03）

◦大迫力105db以上の音圧でも耳ざわりのない
   新開発スーパークリアトーン搭載
◦電子ベル音/新電子音/新効果音の3種類からセレクト
◦ダブルアラーム搭載

従来の大音量めざましのイメージを一新させ、クリアな電子
音を響かせる全く新しいカタチの大音量デジタルサウンド電
波めざまし時計。

月7 鮮烈しかも心地よい
「スーパークリアトーン」発売

（8RZ149-001） （8RZ149-033）

スーパークリアトーンF￥5,250

月10 高精度温湿度計を搭載し、インフル
エンザや熱中症の注意報を音や光
でお知らせする掛時計「インフォー
ムナビ」シリーズ発売

湿度精度±３％RH、温度精度±１℃を実現した高精度のセン
サーを搭載し、「インフルエンザ注意報」、「熱中症注意報」を
LED表示以外に音や光でもお知らせします。また、熱中症は「注
意」、「警戒」、「厳重警戒」、「危険」でレベル表示し、警戒以上とな
ると「警告音やLED点滅」でお知らせします。

6月10日「時の記念日」にあわせ、さいたま市中央区、桜区、岩
槻区にある認可保育園40園に、掛時計とめざまし時計を寄
贈いたしました。写真は、岩槻区美幸保育園年長ひまわり組
のみなさまからいただいたかわいいお礼状です。

月6 さいたま市内の保育園に時計を寄贈

9月4日～6日、ベトナム国のハノイ
市において、「ハノイ部品商談会」に
グループ３社（リズム時計、東北リズ
ム、リズム協伸）が合同で出展いたし
ました。多くのお客様が来場され、活
発な商談を行うことができました。

月9 ベトナムでの展示商談会に参加

インフォームナビEX
（4FY620-006）
￥15,750

部屋が暗くなると自動点灯
します

Silky Wind
（シルキーウィンド）Ⅱ　
オープン価格
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会社・株式情報 RHYTHM WATCH CO., LTD.

株主インフォメーション■ 会社概要 （2013年9月30日現在）

■ 株式の状況 （2013年9月30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 14,430名
所有者別株式分布状況（株数比率）

■ 役員 （2013年9月30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、効率的な業務運営・合理化による収益力の向上及び
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円を
予想しています。

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

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 3,373名
単体　 394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 1.6％ 外国法人等 5.4％

金融機関
27.2％

その他国内法人
16.2％

個人その他
49.6％

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

PT UMEDA KOGYO INDONESIA
（二輪・四輪ならびに電機向け部品等の製造）

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 
（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）

株式会社アールスタッフ 
（介護事業）

リズム開発株式会社
（時計・ギフト品の販売）

リズム時計工業株式会社

Global Network（2013年9月30日現在）
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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/ 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。

PT UMEDA KOGYO INDONESIA ご紹介
　同社は1996年６月に操業を開始し、徐々に取引先を開拓

し、技術も向上させていきました。顧客のリクエストを最大限

聞き、妥協を許さないモノ作りの姿勢とあわせ、現地に進出し

た二輪・四輪部品メーカーからの支持もあり、同国の精密プレ

ス業界で確固たる地位を築いております。

　今後は、接続端子事業の一翼を担い、営業あるいは開発面

でのシナジーを高め、グループの業容拡大と地政学的リスクの

軽減の役割を果たして参ります。

工場内風景

外観

会社概要（2013年9月現在）
所 在 地：インドネシア共和国
	 ブカシ県	MM２１００工業団地内

製 造 品 目：プレス部品：手のひらにのる程度までのサイズ
の金属プレス部品。用途は、二輪・四輪、電
機機器向け。

資  本  金：US$18,000,000

従 業 員 数：２94人

敷 地 面 積：16,781㎡

建物床面積：12,802㎡

沿 革：1995年　会社設立
　　　　　　1996年　操業開始　
　　　　　　2001年　工場増築
　　　　　　2010年　工場増築
　　　　　　2013年　リズムグループ入り

ジャカルタ

インドネシア
ブカシ

● PT UMEDA KOGYO INDONESIA

生産品目の一例

MM2100工業団地は1990年に設立され、日系製造
業を中心に約190社が入居。ジャカルタ市内から約30
㎞のところにあり、交通の便が良い。新たに第４期工業
団地造成中。
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