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2014年3月期
ハイライト

前期比 
売上高

373.9億円 10.2％増
前期比 
4.1％増

営業利益

8.9億円

あることから為替変動へのリスクに備えることもありま
す。海外での事業拡大により、2014年度の為替感応度
は1円あたり2千万円と前年度比約1千万円改善してお
ります。新規事業の拡大は、将来の事業拡大に向け各
事業の核となる新分野の開拓、新商品開発に注力して
参ります。合理化の徹底では、省力化・自動化への取組
と合わせ、適地生産、部品の合理化等も確実に進めて
参ります。
　昨年10月には介護事業を売却いたしました。今後も
グループ内の事業を絶えず見直し、事業の集中と選択
に努め、経営の効率化を図って参ります。
　今年4月にはベトナムに建設しておりましたクロックの
新工場が竣工し、7月の出荷開始に向け準備を行ってお
ります。クロックの更なる品質向上、合理化や地政学的
なリスク回避のための工場であります。今後、クロックの
生産は、日本・中国・ベトナムの３極体制で進めて参りま
す。

　日本経済は緩やかな回復基調でありますが、世界経
済は予断を許さない状況と思われます。このような状況
のなかで、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作りに貢献する。」経営
理念のもと、収益性を重視し、当社グループが属する市
場のなかで個性を発揮し確固たる地位を築くべく事業
運営を進め、事業収益の拡大、海外事業の更なる拡大
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。
　2014年9月に自己株式1,500万株(発行済株式総数

の11.35％)を消却する一方で、2015年3月には、500
万株(発行済株式総数の4.27％)の自己株式を取得す
るなど、業容拡大と合わせ株式価値向上に引き続き務
めて参ります。
　さらに、本年6月に施行されましたコーポレートガバナン
スコードの趣旨も踏まえ、当社グループに合ったグループ
ガバナンスのあり方を模索して参ります
　なお、当期の配当につきましては、安定・継続の観点か
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上げます。　当社グループは輸出を含めた海外への売上が3割程

度であるため、早期に国内外の販売比率を５０：５０にす
る方針を掲げております。
　さて、事業別に見てみますと、以下の通りです。

　時計事業では、国内販売におきましては、中高級価格
帯製品販売を強化しているものの、消費税率アップに伴
う市況の減速感により、販売数量が減少し減収となりま
した。利益の面におきましては、更なるコストダウンと費
用削減に努めましたが、円安による仕入コストの上昇な
どにより減益となりました。一方、海外販売は、リズムブラ
ンドウオッチの販売が好調に推移し、増収増益となりまし
たが、国内販売をカバーするに至らず、事業全体では減
収減益となりました。

　電子事業では、国内の車載・映像機器分野におきまし
ては受注減少により減収となったものの、国内の情報機
器分野、及び海外での受注が増加した結果、全体として
は増収増益となりました。

　プレシジョン事業では、海外でのユニット組立事業が
好調に推移し、全体としては増収となりました。利益の面
におきましては、固定費の圧縮に努めていますが、原価
率の悪化により減益となりました。

　接続端子事業では、国内では、太陽光発電、家電分
野で足元の受注に厳しさが見えるものの、自動車、電動
アシスト自転車分野等での受注が総じて堅調に推移し
たことから、売上高については前期並み、利益について
は減益となりました。海外では、二輪向け部品販売にも
一服感が出てきていますが、自動車関連の受注が堅調
に推移し、PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
の決算期変更※により15か月分の業績が寄与したこと
等から事業全体では増収増益となりました。

　物流事業等その他事業につきましては、子会社株式
の売却に伴う影響もありましたが減収増益となりました。

　これらの結果、売上高は前年に対し10.2%の増収と
なりました。営業利益は、円安の影響などありましたが、
前年に対し4.1%の増益となりました。

　基本的な考え方は前年と変わっておりません。「海外
事業の拡大」、「新規事業の拡大」、「合理化の徹底」
を柱に事業を行っております。まだまだ海外では事業の
拡大余地があります。また、輸入型のビジネスモデルで

※： PT.RHYTHM KYOSHIN INDONESIAは、2015年3月期の決算変更（12月か
ら3月へ）により15か月分を連結しております。また、前期（2014年3月期）は半期（6か
月）分を連結しております。

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

2015年3月期(2014年度)の
営業の概況について教えてください。Q

トップメッセージ

代表取締役社長 
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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

▶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　

▶その他

売上構成比

35.3％時計事業

13,184百万円 １28百万円

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

22.7％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

14.5％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

26.1％接続端子事業

事業区分

前期比3.3％減 前期比43.3％増前期比77.5％減 前期比94.5％減 前期比45.1％増前期比10.9％増 前期は１13百万円の営業損失 前期比7.7％増
8,484百万円 5,430百万円 9,756百万円１24百万円 0.9百万円 ９60百万円

営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 

ビジネスフィールド
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10.2％増

2.1％減

4.1％増

24.7％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／■ ROE 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

　前期に計上しました
投資事業組合運用益が
当期はなかったことに
より減益となりました。

　全事業で海外での販
売が増えた一方で国内
市場は大変苦戦を強いら
れました。2014年度は
PT.RHYTHM KYOSHIN 
INDONESIAの決算期の
変更もあり、グループ
全体では増収となりま
した。

　自己株式取得、借入
金の返済、期末配当な
どを行いましたが、ベ
トナムでの新工場の竣
工、投資有価証券の時
価評価などにより、総
資産が増加しました。

　売上高、営業利益が
増えた一方で、税金費
用等が減少したことな
どにより、増益となり
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、長期借入金の返
済や自己株式の取得等により、17億76百万円の資金の減
少（前連結会計年度は６億25百万円の収入）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
得による支出や投資有価証券の売却があったことなどによ
り、17億40百万円の資金の減少（前連結会計年度に比べ
12億21百万円の支出減）となりました。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当
期純利益の計上や減価償却費の増加などにより、18億
34百万円の資金の増加（前連結会計年度に比べ５億84百
万円の収入増）となりました。

　前期に比べ大幅な円
安 で は あ り ま し た が、
グループで収益改善に
努め、増収であったこ
となどから、増益とな
りました。

　その他有価証券評価
差額金および為替換算
調整勘定の増加等によ
り、純資産は増加しま
した。

2013.3

32,432

2014.3

33,916

2015.3

37,392

2013.3

39,368

2014.3

45,681

2015.3

47,222

2013.3

1,789

2014.3

861

2015.3

897

5.5

2.5
2.4

2013.3

31,933

2014.3

34,002

2015.3

36,512

4.6

2.6
3.0

2013.3

2,051

2014.3

1,347

2015.3

1,319

2013.3

1,442

2014.3

851

2015.3

1,061 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

8,427

1,834

2015.32014.4

△1,776
7,299

△1,740

553

連結財務ハイライト
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11月、中国広州市で開催された商談会の自動車部品エリアに電子事業部と麗声実業（東莞）共
同で出展し、車載機器をはじめ、成型部品、接続端子の展示を行いました。
出展企業は192社、来場者は延べ8,950名にのぼり、当社ブースでも積極的な商談を行いました。

トピックス

ドイツ・ニュルンベルグで開催された展示会に初めて参加し、取引先であるドイツ
系商社THORA社ブースにて接続端子を展示しました。（接続端子事業）

 5月
ドイツ・ニュルンベルグにて接続端子を展示

2014

11月
FBC広東2014（日中ものづくり商談会）に出展

2014

リズム（香港）主催の世界代理店会議をマレーシア・
クアラルンプールにて開催し、39カ国より120名以
上の方が参加しました。（時計事業）
同時に、マレーシアの児童養護施設House of Love
に時計を寄贈し、大変喜ばれました。

 6月
マレーシア・クアラルンプールにて世界代理店会議開催

2014

 4月
海外拠点竣工

2015

 4月
国内物流倉庫

2015

 9月
RHYTHMブランド新製品発表会2014開催

2014

9月18日、東京丸の内のパレスホテル東京において「RHYTHMブランド新製品発
表会」を開催し、全国大手販売店様の代表者の方々をはじめ約130社、200名以上
のお客様にご来場いただきました。
出品製品はクロック350モデル、国内初お目見えのリズムウォッチ250モデルを
展示しました。
ブランドロゴもリニューアルしました。

12月
RHYTHMブランドデビューイベントを開催（ドバイ）

2014

12月3日、中東のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイにおいてRHYTHMブランドデビ
ューイベント（クロック・ウォッチ）を開催しました。
前半はテレビを含む約100名のメディアが参加して記者会見が行われ、後半も100名
にのぼる小売顧客へのプレゼンテーションという構成で、後日多くのテレビ・新聞・雑誌
に取り上げられるなど、大盛況のうちに終了しました。

ベトナム　ハノイ
RHYTHM PRECISION VIETNAM　第2工場竣工

敷地面積 15,735m2

建物総面積 8,713m2

着 工 2014年7月
竣 工 2015年4月
生産品目 クロック完成品、部分品、ムーブメントの製造

茨城県筑西市
リズムサービス　6号倉庫竣工

面 積 3,478m2

営業開始 2015年4月営業開始
 1号～6号倉庫
総 面 積 31,243m2
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■ 会社概要 （2015年3月31日現在）

■ 株式の状況 （2015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 117,178,939株
株主数 13,160名
所有者別株式分布状況（株数比率）

■ 役員 （2015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 近内　郁夫
常務取締役 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
取　締　役 柴田　顕士

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、柴田顕士氏は会
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 3,292名
単体　 318名

主要営業品目 各種クロック・ウオッチ・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

証券会社 2.4％ 外国法人等 7.7％

金融機関
30.8％

その他国内法人
14.5％

個人その他
44.6％

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）

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD 
REPRESENTATIVE OFFICE in THAILAND

（接続端子の市場調査）

RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD. 
（プラ部品・成形加工品の製造販売）

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・電子部品・各種接続端子の製造販売）

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販売）

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）

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（2015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
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） 2014年10月1日付けで、仙台支店を東京支店に、名古屋支店
福岡支店を大阪支店にそれぞれ統合いたしました。

会社・株式情報

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。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

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

9 10

010_9145301302706.indd   9-10 2015/06/07   18:49:37



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。
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

新製品紹介

まるでトゥールビヨン（機
械式時計に搭載される機
構のひとつ）のような美し
さを表現したからくり時
計。左右に配置した温度
計と湿度計はクロノメー
ターを思わせる機能美を
演出しています。洗練さ
れたデザインと高い機能
で、からくり小宇宙へ誘
います。

幸福を招くねこ、希望を表す星、生命力の象徴である太陽、愛情を
意味するハート・・・。さまざまなラッキーアイテムを詰め込んだ小さ
な世界。毎正時にはメロディとともに回転盤が回り、さらに華やかさ
を演出します。大切な人への贈り物にぴったりの置型からくり時計です。

4MN515RH23

4RH784RH04 4RH784RH11

スモールワールドシーカー スモールワールドコスモ
￥36,000+税 ￥12,000+税
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