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2014年3月期　ハイライト

前期比 51.9％減

営業利益 8億円

4.6％増前期比 

売上高 339億円

トップメッセージ

代表取締役社長 

術の更なる高度化とコスト競争力の強化を進めて、新た
な受注にグループ一体となって取り組んで参ります。接続
端子事業では、RKIとの生産、技術、営業面での協働化
を図って参ります。また、昨年立ち上げたベトナム国ハノイ
市の生産拠点、ならびに中国の生産拠点を活用し、さら
に、タイ王国バンコク市に4月に開設した駐在員事務所も
活用し、業容拡大に取り組んで参ります。

　世界経済は、新興国の成長鈍化等を背景に下振れす
るリスクが存在しております。国内では、経済対策・金融
財政政策の効果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ものと思われます。
　このような状況のなか、当社グループは「新たなる成
長への変革と挑戦　～　チャレンジ　オープン　コミュ
ニケーション」をグループ方針に掲げ、収益性を重視し、
当グループ各社、各事業が属する市場のなかで確固た
る地位を築くべく、事業運営を進めて参ります。そのた
め、高収益事業への転換、海外展開の更なる拡大を図
って参ります。また、業容拡大、新たな事業分野への挑戦
に向けＭ＆Ａや他企業とのアライアンスの検討も積極的
に進めて参ります。
　なお、当期の配当につきましては、安定・継続の視点か
ら、前期と同額の１株あたり３円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あげます。

　当社グループ全体は、海外生産比率が５割を超える
一方で、輸出を含めた海外販売比率は３割程度にとどま
り、「輸入型」の事業構造となっているため、為替の変動
が利益に与える影響が大きくなっております。2013年度
は、外国為替が(米国ドルに対し)１円円安となると約３千
万円の減益となります。このような為替変動に備え、海
外販売の拡大、新規事業売上の拡大、合理化の更なる
徹底等を方針に掲げ、活動して参りましたが、2013年度
は、増収ながらも大幅な円安の影響で減益となりまし
た。
　事業毎に見てみますと、時計事業は、国内のクロック
販売は前期並みながらも、防災行政ラジオの受注減少
により前期を下回りました。海外では、積極的な販促投資
を行うなどした結果増収となりましたが、国内販売の落ち
込みをカバーするには至りませんでした。利益面では、継
続的に収益改善に取り組んでおりますが、主として円安
の影響により減益となりました。電子事業は、海外での自
動車部品の受注が増加しておりますが、国内工場の操
業度低下、さらに海外での人件費アップ等により原価率
が悪化し残念ながら赤字となりました。プレシジョン事業
は、前期からの受注減少をカバーするには至りませんで
したが、固定費の圧縮や合理化に努めた結果、黒字とな
りました。接続端子事業は、2013年6月にPT UMEDA 
KOGYO INDONESIAを買収し損益計算書を連結し
ました※。ベトナムでの二輪車向け部品が前期に比べ減
少しておりますが、国内外とも次世代エネルギー向けパ

ワコン部品の受注が増加し、さらに国内では自動車の電
装部品や家電向けも好調に推移し、増収増益となりまし
た。

　前項でも述べましたが、為替変動への対応を強化する
ため、輸出を含め海外での取引を拡大させて参ります。
昨年、RKIを買収し、また、海外子会社が実力を蓄え、技
術力を高め、日本との連携により海外での取引が拡大
し、2014年度の計画では1円あたりの為替感応度が約2
千万円となり、前期に比べ１千万円減少しております。
　また、新商品や新事業の開発による、売上拡大を目指
して参ります。時計事業では、2012年度にUSBファンの
商品群を開発し、年間約10万台販売することができまし
た。これは、当社グループの技術力と営業力が結集した
成果と言えます。さらに、ベトナム国ハノイ市に2015年春
竣工予定の第２生産拠点をスケジュール通りに完成さ
せ、早期の稼動に取り組んで参ります。電子事業では、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
商品開発を推進しております。今後ますます需要拡大が
見込まれる「映像分野」では、車載用のみならず、建機、
産業用、監視用等の分野にも拡大し、付加価値の高い商
品開発を行って参ります。プレシジョン事業では、コンパク
トデジタルカメラ等の生産量減少に苦戦しましたが、これ
まで培ってきた金型およびプラスチック成形・金属加工技

※：PT UMEDA KOGYO INDONESIAの株式のみなし取得日を2013年6月30日と
しておりますが、同社は12月決算のため、第３四半期連結会計期間より損益計算書を
連 結しております。また、同社は、2 014年6月１日より、商 号をPT. RHYTHM 
KYOSHIN INDONESIA(以下RKI)に変更いたしました。

中期的な取り組みについて教えてください。Q
株主・投資家の皆様へのメッセージを
お願いします。Q

2014年3月期(2013年度)の
営業概況について教えてください。Q

1 2



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

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

40.2％時計事業

13,629百万円 569百万円

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

22.5％電子事業

事業区分
▶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

14.9％プレシジョン事業

事業区分
▶接続端子および金型

▶その他　

▶精密金属プレス

売上構成比

20.1％接続端子事業

事業区分

前期比1.0％減 前期比34.7％増前期比65.0％減 前期比66.5％増前期は124百万円の営業損失前期比5.6％増 前期は114百万円の営業利益 前期比9.8％減
7,651百万円 5,043百万円 6,808百万円113百万円 17百万円 661百万円

営業損失 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 
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4.6％増

34.3％減 41.0％減

■ 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

　為替差損益や投資事
業組合運用益の計上や
信託費用の減少などに
より、営業外損益が改
善いたしました。

　 好 調 な 受 注 に よ り、
電子事業と接続端子事
業は増収となりました。
時計事業は、国内販売
が減少し、プレシジョ
ン事業は受注減少によ
り減収となりました。グ
ループ全体では、増収
となりました。

　受取手形および売掛
金の増加、新規子会社
の取得による有形固定
資産の増加およびのれ
ん 等 の 計 上 等 に よ り、
総資産は前連結会計年
度末に比べ16.0%増加
し、456億81百万円と
なりました。

　災害による損失1億2
百万円を計上いたしま
したが、保険金の受取
や税金費用等の減少に
より、当期純利益は8億
51百万円となりました。

● 財務活動によるキャッシュ・フロー
　長期借入金による収入や新規子会社の旧株主に対する
配当金の支払いなどにより、６億25百万円の資金の増加
(前連結会計年度は28億34百万円の支出)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や新規子会社株式の取
得があったことなどにより、29億62百万円の資金の減少
(前連結会計年度に比べ21億82百万円の支出増)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計上や仕入債務の増加など
により、12億50百万円の資金の増加(前連結会計年度に
比べ8億13百万円の収入減)となりました。

　グループ全体で収益
改善に努めております
が、大幅な円安の影響
と海外での人件費アッ
プによる原価率の悪化
により、減益となりま
した。

　その他有価証券評価
差額金および為替換算
調整勘定の増加により、
前連結会計年度末に比
べ6.5%増加し、340億
2百万円となりました。
自己資本比率は、新規
子会社の取得による長
期借入金の増加等によ
り負債合計が増えたこ
とにより、74.4%とな
りました。

連結財務ハイライト

2012.3

29,419

2013.3

32,432

2014.3

33,916

2012.3

40,236

2013.3

39,368

2014.3

45,681

2012.3

1,374

2013.3

1,789

2014.3

861

4.7

5.5

2.5

2012.3

31,167

2013.3

31,933

2014.3

34,002

77.5 81.1
74.4

2012.3

1,694

2013.3

2,051

2014.3

1,347

2012.3

1,010

2013.3

1,442

2014.3

851

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9,105

1,250

2014.3

625
8,427

△2,962

408

51.9％減
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楽焼ならではの素朴な味わい
と、イタリアのセンスが融合し
た色彩豊かな“ザッカレラ”の
世界をお楽しみください。イタ
リア製陶器と当社の時計機構
を組み合わせた振り子式掛時
計は、あなたのお部屋に新し
い風を吹き込みます。

世界標準時であるグリニッジに時計中央をあわせた世界地図
構図になっており、４か国（４都市）の時刻を表示できます。ホテ
ルのフロントをはじめ、様々な場所に掛けることができます。
都市名プレート付（３７プレート＋無地３プレート）。

月10 パブリックユース向けの
World Time Clock発売

月12 「シンプル」＆「スタイリッシュ」
置時計発売

トピックス
…新商品情報 …企業活動情報

4月21日 タイ王国バンコク市に
駐在員事務所開設（接続端子事業）

４月15日 ベトナム国に新工場建設を発表
（時計事業）

大迫力105dB以上の音圧+耳ざわりのない音源、新音
≪スーパークリアトーン≫を搭載。電子ベル音／新電子音／
新効果音の3種類からセレクトできます。
音量調節機能付-お好みの音量に調節できる可変ボリューム
式なので、好みの大きさで起こしてくれます。

月1 大迫力で心地よい目覚まし時計月12 情熱の国イタリアから届いた
アートの世界

※価格はメーカー希望小売価格

ガラスの質感を強調した、
モダンなコンビネーション
で新たな置時計のジャン
ルを創出した置時計。台座
を外せば掛時計としても使
用でき、電波時計でいつも
正確。ギフトとしても最適
な新味あるデザインの置
時計。

バラの花言葉は、「愛情」
「尊敬」。そのバラの花柄を
象嵌細工で表し、飾る部屋
をエレガントに演出するか
らくり時計。高音質オーロ
ラサウンド30曲メロディ入
りで、聴く人を和ませてくれ
ます。

ファン作りやイメージ向上、消費者との双方向コミュニ
ケーションによる情報収集を目的に、時計事業部公式
facebook開設。

象嵌細工がエレガントな
雰囲気を演出月1

毎年3月に開催され、期間中12万人以上が訪れるSecurity 
show2014に今年も参加いたしました。今年で5度めの参
加で、監視カメラや防災行政ラジオを展示し、認知度もアッ
プしております。

グローバルリズム

月3 Securityshow2014 出展

月3 Facebook開設

ワールドタイムN     4MWA01-006    25,000円+税

マリアージュ707
4RY707-003     10,000円＋税

スモールワールドティアモ
4MN521RH06    50,000円＋税

完成予想図　竣工2015年春予定

スーパークリアトーンネックス
4,500円＋税

4REA29-002 4REA29-0034REA29-004

ザッカレラＺ900
ZC900-001    10,000円＋税

リズム時計工業株式会社 Facebook 検索
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会社・株式情報

■ 会社概要 （2014年3月31日現在）

■ 株式の状況 （2014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 14,091名
所有者別株式分布状況（株数比率）

■ 役員 （2014年6月20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 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 小泉　裕一
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。

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 3,553名
単体　 353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　大阪支店　名古屋支店　福岡支店
仙台支店

証券会社 1.8％ 外国法人等 4.9％

金融機関
27.1％

その他国内法人
16.3％

個人その他
49.9％

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

PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
（二輪・四輪ならびに電機向け部品等の製造）
2014年6月1日 PT UMEDA KOGYO INDONESIA から商号変更

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD 
REPRESENTATIVE OFFICE in THAILAND

（接続端子の市場調査）2014年4月21日開設

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（2014年3月31日現在）

株主インフォメーション

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

中間報告書作成終了のお知らせ及び
リズム時計工業ホームページのご紹介

いつも中間報告書をご覧いただきありがとうご
ざいます。永きにわたり発行して参りました中
間報告書は、2014年度より発行を終了させて
いただくこととなりました。これまでのご愛顧
に深く感謝いたします。なお、期末期の報告書

（6月発送分）につきましては、今後も継続して
発行いたします。
また、当社のホームページでは詳細な決算情
報や適時開示情報ならびに商品に関する情報
も、総てご覧いただけます。

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。

（注）仙台支店は2014年4月1日より

リズム時計工業ホームページ
http://www.rhythm.co.jp/

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。

● 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

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。

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。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

お知らせ
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上場株式等の配当等に係る10％（所得税7％、住民税3％）軽減税率の廃止について

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。

2014年1月1日から上場株式等の配当等に係る10％軽減税率（所得税7％、住民税3％）は廃止され、本来の税率である
20％（所得税15％、住民税5％）となりました。
また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）は、「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）が施行されており、その所得税額に対して2.1％が「復興特別所得税」として課税されています。
そのため、株式等の配当等もその源泉所得税を徴収する際に「復興特別所得税」が併せて徴収されています。

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（株主
インフォメーションの株主メモ欄に記載のフリーダイヤル）まで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、証券市場で株式を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「口座振替申請書」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

配当等の支払開始日 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 20.315％
[内訳]
所得税（１５％）＋※復興特別所得税（０．３１５％）
住民税（５％）

20％
[内訳]
所得税（１５％）
住民税（５％）

◎上場株式等の配当等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所得税率は、
　20.42％（所得税20％＋※復興特別所得税0.42％）となります。※20％×復興特別所得税率2.1％＝0.42％

なお、住民税につきましては、別途お手続きが必要となります。
◦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。

◎「復興特別所得税」に係るご留意事項
◦所得税が非課税または免税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。
◦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。

※その他詳細につきましては、所轄の税務署等へご確認ください。

※15％×復興特別所得税率2.1％＝0.315％（2014年1月時点の情報をもとに作成しています。）

■ 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率について

010_9145301302606.indd   1 2014/06/06   13:10:12


