
2017年3月期第2四半期決算説明会 

2016年11月29日 

 

リズム時計工業株式会社 
(証券コード 東証一部 7769) 

 
1 



 目 次 

Ⅰ 中期経営計画の取組状況 
 プロフィール 
 組織と事業の関係・拠点数 
 中期経営計画の概要 
 上期総括 
      今後の展開 

 
Ⅱ 2017年3月期第２四半期 決算の概要 
   2017年3月期        業績予想 
   トピックス 

2 

注：本資料中、特段の注記がある場合を除き、売上高、利益とも億円(金額は切り捨て)、年は事業年度 
(4月～翌3月)で表しています。 
 また、計画は、2016年5月27日発表『2016年～2018年中期経営計画』。 



Ⅰ 中期経営計画の取組状況 
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 プロフィール 

社         名  リズム時計工業株式会社（東証一部：7769） 

設          立  1950年11月7日  

資    本    金  123億円（2016年3月期） 

主要販売品目 

 各種クロック(置時計・掛時計・設備時計など)、ウオッチ、温湿度計、ファン 

 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 

業    績  売上高 333億38百万円,  営業利益 553百万円（2016年3月期） 

当 社 拠 点  生産拠点 2 , 販売拠点 6 

関 係 会 社 
 <国内>5社-生産拠点；5、販売会社；1、物流拠点；1 
 <海外>9社-生産拠点；6、販売会社；3、駐在員事務所；2 

従 業 員 数  連結3,204名, 個別281名 (2016年9月末現在) 

※：塗装・印刷を営む「株式会社プリテック」を買収(2016年6月1日付) 

※ 
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 組織と事業のマトリクス 

管理部門 
時計 

事業部 
電子 

事業部 
リズム協伸 

（100％子会社） 

 
東北リズム 

（100％子会社） 
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※：塗装・印刷を営む「株式会社プリテック」を買収(2016年6月1日付) 
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※：計画想定為替レートUS$1=JPY120 

  中期経営計画の概要-(1)定量目標 

「収益力強化」に軸足をおいた目標設定 

2015年度 実績 2018年度 計画 2016年度 2017年度 
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  中期経営計画の概要-(2)定性目標 

目標① 

目標② 

目標③ 

 精密分野(9分野)での 

 カテゴリー№1の実現 

 収益力の強化 
 ～中期的な成長基盤づくり～ 

 ROEの改善 
 ～資本・資産の効率化～ 
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  中期経営計画の概要-(3)ロードマップ 

2011～2015年度 
2016～2018年度 

2019年度以降 

カ
テ
ゴ
リ
ー№

1
の
実
現 

現中期経営計画期間 

収
益
力
の
強
化 

R
O

E

の
改
善 

営業利益率 
 1.7%  5.0% 
認 知 率 
 17%  33% 

製品の高付加価値化 
(リズムブランド価値向上等) 

海外売上比率 
 33% 

海外売上高の拡大 
(地産地消)  40% 

構造改革 

M&A戦略の推進 

ROE 
  3.1%  5.0% 

自己株式取得 

非事業資産の売却 
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  中期経営計画 上期の総括-(1)全体編 
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総括 

2.営業利益については、時計事業での赤字により 
  全体でも計画未達。 

4.自己株式の取得および消却 
   332万株取得-期間6月1日～9月30日 
 2,300万株(発行済株式の20.5％)消却-10月20日 

為替の影響▲9.6億円 

為替の影響▲0.6億円 
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調整額 

1.連結売上高は未達。但し、海外売上は外貨 
 ベースでは前年・計画とも増収。 

3.子会社買収費用(プレシジョン事業)等、今後の 
 成長への一時的な費用を計上。 

為替レート(US$) 
 計画 120円 
  実績 末日レート101円 
          期中平均 107円 
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  上期の総括-(2)時計事業編 

売上高 

営業利益 

総括 
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39

15 16

13

61 62

52

0

20

40

60

2015実績 2016計画 2016実績

▲ 100

160

144
1.0%

2.4%

▲1.9%

▲ 200

▲ 100

0

100

200

2015実績 2016計画 2016実績

▲ 4%

▲ 2%

0%

2%

4%

1.●国内は記念品・量販店での売上減少。 
   防災行政ラジオ売上減少。 
2.●海外はウオッチの売上好調により、販促 
  広告費増大。ベトナム新工場の償却費増 
  により減益。 

34 
為替の影響▲2.6億円 

為替の影響▲0.1億円 

国内 
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		時計売上高		2015実績 ジッセキ		2016計画 ケイカク		2016実績 ジッセキ

		国内クロック		46		46		39

		海外		15		16		13

		合計		61		62		52
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  上期の総括-(3)接続端子事業編 

売上高 

営業利益 

総括 

1.○国内は、市場環境厳しいなか、合理化 
  効果により減収も利益確保 
2.○海外は、東南アジアを中心に二輪・四輪 
  向け受注順調。現地通貨では増収増益。 23 24
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  上期の総括-(4)プレシジョン事業編 

売上高 

営業利益 

総括 
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1.○国内は、車載及び光学向けカメラの部品 
 金型と部品受注が順調、M&A効果もあり増 
 収増益。 
2.○海外は、受注競争激化により減収も利益 
 は改善。 
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為替の影響▲0.02億円 

海外 

国内 

(億円) 

(百万円) 


Graph1

		2015実績		2015実績		2015実績

		2016計画		2016計画		2016計画

		2016実績		2016実績		2016実績



国内

海外

合計

17

17

9

26

19

8

27

22

6

28



Sheet1

		プレ売上高		2015実績 ジッセキ		2016計画 ケイカク		2016実績 ジッセキ

		国内		17		19		22

		海外		9		8		6

		合計		26		27		28
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  上期の総括-(5)電子事業編 

売上高 

営業利益 

総括 
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1.○国内は、情報機器の受注減少により減収 
 も、構造改革効果により利益改善。 
 
2.○海外は、表示機器・加飾部品・EMSの受注 
 が順調に推移し増収増益。 
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  今後の展開-(1)全体編 
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1.売上については時計事業、接続端子事業は、 
 減収。プレシジョン事業・電子事業は増収。 

2.営業利益については時計事業は大幅未達。 
 産業向け３事業は通期で計画達成するが、全体 
 では計画比1.5億円下方修正、前期比1億円増益。 

3.経常利益は計画比1億円下方修正。 
 当期純利益については変更なし。 
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為替レート(US$)  110円に修正。 
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  今後の展開-(2)時計事業編 

売上高 

営業利益 

方策 

1. 国内は収益改善 
  量販店・記念品向け新型の重点投入 
  リズムブランドのＰＲ強化。構造改革の推進。 
2. 海外はクロック拡大 
  米国市場の拡大-大手販売先開拓 
  中国市場の拡大-大手インターネット拡大 
             販促広告費の効率化 
3.ベトナム新工場の採算 
  出来高の拡大と合理化・省力化推進 
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  今後の展開-(3)接続端子事業編 

売上高 

営業利益 

方策 

1.自動車関連向けの複合品・小型精密 
 プレス部品の拡大 
 
2.アジアを中心に海外拡大 
 (日系国外、非日系の受注拡大) 
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  今後の展開-(4)プレシジョン事業編 

売上高 

営業利益 

方策 

1.国内については、車載及び光学向けカメラ 
 部品の金型、部品の売上拡大 
 
2.海外については、合理化と品質改善による 
 利益確保 
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  今後の展開-(5)電子事業編 

売上高 

営業利益 

方策 

1.国内は、小型多機能カメラ、表示機器の 
 受注拡大と商品開発。 
 構造改革の継続推進。 
 
2.海外は、表示機器・加飾部品・EMSによる 
 受注拡大 
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  今後の展開-(6)海外事業戦略 
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時　計 電　子 ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 接続端子

① RHYWACO(H. K. )CO., LTD. 販売会社-時計 ●

② RHYTHM U. S. A. INC. 販売会社-時計 ●

③ RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD. 中国製造会社支援 ● ● ●

④ KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE 駐在員事務所-接続端子 ●

⑤ RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD. 製造会社 ● ● ● ●

⑥ RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD. 製造会社 ● ● ●

⑦ KYOSHIN VIETNAM CO., LTD. 製造会社 ●

⑧ RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD. 製造会社 ●

⑨ KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD. 販売会社 ●

⑩ KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE 駐在員事務所-接続端子 ●

⑪ PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA 製造会社 ●

(MUS$) 

海外売上高と海外販売比率 
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ア
ジ
ア 

時  計 
ブランド戦略に基づくクロック・ウオッチの拡販 
ベトナム工場－早期の量産体制構築と採算化 

産業向３事業 
シンガポール・バンコクの販売拠点、ベトナム・ 
インドネシアの生産拠点を活用したASEAN域内
での拡大 

中 
国 

時  計 ブランド戦略に基づくクロック・ウオッチの拡販 

産業向3事業 日系・非日系企業のOEMの深耕開拓 

北 
米 

時  計 ブランド戦略に基づくクロックの拡販 

接続端子 日系、非日系の受注拡大 

重点市場と方策 

時計 

接続端子 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 

電子 

❻ 

関係会社と事業のマトリクス 時計事業はグローバルに展開 


セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)



																						(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		+90.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+92

																				+37.5%		▲62.6%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要



																								(百万円) ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2016年度Q2 ネン ド				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.9%		35.1%		36.0%		+3.1p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2				比　率 ヒ リツ		Q2		実績 ジッセキ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		10.5%				5,400		+400



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		100.0%				200		+50



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		15.8%				500		+80



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		+90.9%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)
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中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						※見通：2016年11月8日発表分 ミトオ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン





mailto:計画為替レート@120円mailto:予想為替レート@110円

関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●
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  今後の展開-(6) 通期連結業績予想 

(金額：百万円)

2015年度比

売上高 33,338 -10.8% 32,000 -4.0% 34,000 6.3% 35,000 2.9% 1,662
時計事業 12,853 -2.5% 11,200 -12.9% 13,100 17.0% 13,400 2.3% 547

電子事業 7,065 -16.7% 7,000 -0.9% 6,700 -4.3% 6,800 1.5% -265

プレシジョン事業 5,249 -3.3% 5,800 10.5% 5,500 -5.2% 5,600 1.8% 351

接続端子事業 7,839 -19.6% 7,600 -3.0% 8,300 9.2% 8,700 4.8% 861

その他 330 -38.4% 400 21.2% 400 0.0% 500 25.0% 170

営業利益 553 1.7% 650 2.0% 1,250 3.7% 1,800 5.0% 1,247
時計事業 402 3.1% 220 2.0% 700 5.3% 900 6.7% 498

電子事業 -280 -4.0% 0 0.0% 100 1.5% 250 3.7% 530

プレシジョン事業 125 2.4% 250 4.3% 250 4.5% 300 5.4% 175

接続端子事業 501 6.4% 580 7.6% 600 7.2% 700 8.0% 199

その他 58 17.6% 60 15.0% 50 12.5% 100 20.0% 42

調整額 -254 - -460 - -450 - -450 - -196

経常利益 769 2.3% 900 2.8% 1,500 4.4% 2,000 5.7% 1,231

当期純利益 1,053 3.2% 700 2.2% 1,000 2.9% 1,400 4.0% 347

設備投資 910 1,500 800 1,000 90

減価償却 1,312 1,200 1,200 1,200 -112 

為替レート 121 110 120 120
※予想：2016年11月8日発表分

※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率

予想為替レート@110円

2018年度(計画)

計画為替レート@120円

2015年度(実績) 2016年度(予想) 2017年度(計画)


セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲131

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.6%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.1%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)



																						(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+203

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲131

																				▲72.7%		▲68.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲245

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+40

																				+107.8%		+72.6%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+91

																				+37.5%		▲62.6%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲9

																				+20.0%		▲26.5%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要



																								(百万円) ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期 ネン ガツ キ				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.9%		35.1%		36.0%		+3.1p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2実績 ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		10.5%				5,400		+400



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		100.0%				200		+50



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		15.8%				500		+80



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		+90.9%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)









Sheet1





中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						為替レート カワセ				121				110				120				120

						※予想：2016年11月8日発表分 ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン





mailto:計画為替レート@120円mailto:予想為替レート@110円

関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●
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  2017年Q2決算の概要-(1)概要 

主な利益増減要因[前期対比] 

当期純利益増減内訳[前期対比] 

22 

(百万円)
当期計上額 前期比

社債発行費用 0 +60

為替差損 108 ▲104

固定資産売却益 125 +78

負ののれん発生益 49 +49

投資有価証券売却益 39 +39

税金費用 197 ▲38

法人税等調整額 ▲32 +69

営業外
損益

特別
損益

法人
税等

14

30

177

▲ 62

▲ 131

▲ 200 ▲ 100 0 100 200

【当期純利益】

税 金 費 用 等

特 別 損 益

営業外損益

【営 業 利 益】

※為替感応度：(1円高) 営業利益1.6千万円増益 
                              売上高  1.2億円   減収 

(百万円) 

(金額：百万円)

計　画 実　績 計画比 前年比

▲941 ▲1,455

▲5.8% ▲8.7%

国内売上高 10,764 10,201 9,892 ▲309 ▲872

海外売上高 5,930 5,979 5,347 ▲632 ▲583

海外売上比率 35.5% 37.0% 35.1% ▲1.9 ▲0.4

 営業利益 192 220 60 ▲160 ▲131

 営業利益率 1.2% 1.5% 0.4% ▲72.7% ▲68.6%

 経常利益 319 410 125 ▲285 ▲194

 経常利益率 1.9% 2.5% 0.8% ▲69.5% ▲60.8%

 親会社株主帰属
 当期純利益

 当期純利益率 0.9% 1.7% 1.1% ▲40.4% +9.1%

 １株あたり ▲1.14 +0.31

 当期純利益(円) ▲39.2% +21.2%

 為替レート 121 120 107 ▲13 ▲14

 [ ]：末日レート [120] [120] [101] ▲19 ▲19

(金額：百万円)

 売　上　高　　

153 280 167 ▲113 +14

1.46 2.91 1.77

2015年度Q2
2016年度Q2 比　較

16,694 16,180 15,239


セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		+90.9%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,200		15,239		▲961		▲1,455

												▲5.9%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		240		60		▲180		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲75.0%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注釈がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウシャク バアイ ネン ジッセキ

						目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　554億円  コクナイ シジョウ オクエン		78億円 オクエン

								(日本時計協会推定 実売ベース) ニホン トケイ キョウカイ スイテイ ジツバイ		(2015年度出荷ﾍﾞｰｽ) ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約10億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		3億円 オクエン

								(店頭聞取り調査から当社推定) テントウ キキト チョウサ トウシャ スイテイ		(2015年度出荷ﾍﾞｰｽ) ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		(2016.9導入自治体数) ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		国内乗用車販売台数3,150千台 コクナイ ジョウヨウシャ ハンバイ ダイスウ センダイ

								(日本自動車販売車協会連合会HP) ニホン ジドウシャ ハンバイ シャ キョウカイ レンゴウカイ

						ゲージ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ



						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン



				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ



						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン










Graph1

		【当期純利益】

		税 金 費 用 等

		特 別 損 益

		営業外損益

		【営 業 利 益】



利益
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Sheet1

				【当期純利益】		税 金 費 用 等		特 別 損 益		営業外損益		【営 業 利 益】

		利益		14		30		177		-62		-131






セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲131

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.6%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.1%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)



																						(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		+90.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+92

																				+37.5%		▲62.6%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要



																								(百万円) ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2016年度Q2 ネン ド				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.9%		35.1%		36.0%		+3.1p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2				比　率 ヒ リツ		Q2		実績 ジッセキ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		10.5%				5,400		+400



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		100.0%				200		+50



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		15.8%				500		+80



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		+90.9%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)
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中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						※見通：2016年11月8日発表分 ミトオ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン





mailto:計画為替レート@120円mailto:予想為替レート@110円

関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●
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計画比 前年比

▲941 ▲1,455
▲5.8% ▲8.7%
▲978 ▲911

▲15.8% ▲14.9%
▲257 ▲364
▲6.6% ▲9.1%

+123 +203
+4.6% +7.8%
+190 ▲376
+5.9% ▲10.0%
▲21 ▲6

▲11.7% ▲4.1%
▲160 ▲131

▲72.7% ▲68.6%
▲260 ▲245
- -

+126 +120
+57.3% +53.1%

+7 +40
+7.8% +72.6%
▲15 +91

- -
+4 ▲8

+20.0% ▲26.5%
▲21 ▲131

- -

※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す

比　較

(金額：百万円) 計画 実績

4,007 24.0% 3,900 24.1% 3,643 23.9%

-

売
上
高

時計事業 6,133 36.7% 6,200 34.3%

接続端子事業

合　　計 16,694 - - 15,239

3,390

2015年度Q2

プレシジョン事業 2,619 15.7% 2,700 16.7% 2,823

電子事業 3,766 22.6% 3,200 19.8%

38.3% 5,222

60

その他事業 166 1.0% 180 1.1% 159

合　　計 192 1.2% 220 1.4%

営
業
利
益

時計事業 144 2.4% 160

電子事業 ▲147 - ▲ 40

その他事業 33 19.8% 20

2.6%

プレシジョン事業 56 2.2% 90

11.1%

調整額 ▲120 - ▲230 -

▲ 55 -

接続端子事業 226 5.7% 220 5.6% 346 9.5%

-

2016年度Q2

15.2%

3.3% 97 3.5%

1.0%

18.5%

▲251 -

▲100 -

22.2%

0.4%

16,180
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セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲131

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.6%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.1%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)





								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+203

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲6

																				▲11.7%		▲4.1%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲131

																				▲72.7%		▲68.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲245

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+40

																				+7.8%		+72.6%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+91

																				-		-

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲8

																				+20.0%		▲26.5%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要





				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期 ネン ガツ キ				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.9%		35.1%		36.0%		+3.1p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		+17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		+17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別





								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2実績 ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売 上 高 バイ ウエ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		+10.5%				5,400		+400



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		+21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		+15.8%				500		+80



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		+100.0%				200		+50



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		+3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				▲11.7%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+7.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)
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中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						為替レート カワセ				121				110				120				120

						※予想：2016年11月8日発表分 ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン
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関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●









  2017年Q2決算の概要-(3)売上高推移:セグメント別 
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売上構成比推移 

時計 

電子 

プレシジョン 

接続端子 

その他 

24 

時計 39% 42% 36% 37% 34% 

接続端子 15% 19% 25% 24% 24% 

プレシジョン 20% 17% 15% 16% 19% 

電子 24% 20% 22% 22% 22% 

その他 2% 2% 2% 1% 1% 

合 計 100% 100% 100% 100% 100% 

(億円) 



  2017年Q2決算の概要-(4)営業利益推移:セグメント別 
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（百万円） 

13/Q2 14/Q2 15/Q2 16/Q2 [17/Q2] 前期比 

時 計 736 289 29 144 ▲100 ▲245 

接続端子 159 269 515 226 346 ＋120 

プレシジョン ▲24 ▲8 ▲19 56 97 ＋40 

電子 175 ▲195 138 ▲147 ▲55 ＋91 

その他 38 27 30 33 24 ▲8 

調整額 ▲150 ▲171 ▲269 ▲120 ▲251 ▲130 

合 計 934 210 424 192 60 ▲131 

営業利益率 （セグメント別） 営業利益・営業利益率 （全 体） 

時計 

電子 

プレシジョン 

接続端子 

25 



  2017年Q2決算の概要-(5)決算要因分析(セグメント別)① 

前年比 計画比 

国内：大口記念品・防災行政ラジオ売上減少   
海外：ウォッチ好調により販促広告費増大 

▲ 3.7

▲ 9.1

▲ 3.1

▲ 2.2

▲ 12.0 ▲ 9.0 ▲ 6.0 ▲ 3.0 0.0 3.0

国内クロック

国内その他商品

海外

【売上高】

26 
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業 

計画比 前年比 
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端 

子 

事 

業 

（億円) 

▲ 4.9

▲ 9.7

▲ 2.3

▲ 2.5

▲ 12.0 ▲ 9.0 ▲ 6.0 ▲ 3.0 0.0 3.0

国内クロック

国内その他商品

海外

【売上高】

▲ 1.6

▲ 2.0

▲ 3.6

▲ 6.0 ▲ 3.0 0.0 3.0

国内

海外

【売上高】

▲ 0.1

▲ 2.4

▲ 2.5

▲ 6.0 ▲ 3.0 0.0 3.0

国内

海外

【売上高】

国内：市場環境厳しいなか合理化効果により減収も利益確保 
海外：東南アジを中心に二輪・四輪受注好調 

為替影響額▲2.6億円 為替影響額▲2.4億円 

為替影響額▲3.8億円 為替影響額▲3.6億円 



  2017年Q2決算の概要-(5)決算要因分析(セグメント別)② 

0.1

1.8

1.9

▲ 1.5 0.0 1.5 3.0

国内

海外

【売上高】

計画比 前年比 

国内：情報機器受注減少により減収  
海外：加飾部品・表示機器・EMS受注が順調に推移 27 

プ
レ
シ
ジ
ョ
ン
事
業 

計画比 前年比 

電 

子 

事 

業 

▲ 4.1

0.4

▲ 3.7

▲ 6.0 ▲ 3.0 0.0 3.0

国内

海外

【売上高】

（億円) 

2.4

▲ 1.2

1.2

▲ 3.0 0.0 3.0 6.0

国内

海外

【売上高】

4.0

▲ 2.0

2.0

▲ 3.0 0.0 3.0 6.0

国内

海外

【売上高】

国内：車載及び光学カメラの部品金型と部品受注が順調。M&A効果。 
海外：受注競争激化により横ばい 

為替影響額▲1.2億円 為替影響額▲1.3億円 

為替影響額▲1.8億円 為替影響額▲2.2億円 



  2017年Q2決算の概要-(6)Ｂ／Ｓ 

貸借対照表 

28 

(百万円)

2016年3月期 2016年9月期 増 減 2016年3月期 2016年9月期 増 減

流動資産 28,012 26,750 ▲1,261 流動負債 5,636 5,931 +295

固定資産 17,183 16,179 ▲1,004 固定負債 7,440 7,137 ▲303

有形固定資産 8,292 8,148 ▲144 負債合計 13,076 13,068 ▲8

投資有価証券等 3,740 3,493 ▲246 資本金 12,372 12,372 +0

その他 5,151 4,538 ▲613 剰余金、その他 23,206 21,534 ▲1,672

自己株式 ▲3,460 ▲4,045 ▲585

純資産合計 32,118 29,861 ▲2,257

資産合計 45,195 42,930 ▲2,264 負債・資本　合計 45,195 42,930 ▲2,264

※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 自己資本比率 71.1% 69.6% ▲1.5%

1株あたり純資産 334.00 321.68 ▲12.32


セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		+90.9%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+107.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,200		15,239		▲961		▲1,455

												▲5.9%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		240		60		▲180		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲75.0%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注釈がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウシャク バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　554億円  コクナイ シジョウ オクエン		78億円 オクエン

								(日本時計協会推定 実売ベース) ニホン トケイ キョウカイ スイテイ ジツバイ		(2015年度出荷ﾍﾞｰｽ) ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約10億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		3億円 オクエン

								(店頭聞取調査から当社推定・実売ベース) テントウ キキト チョウサ トウシャ スイテイ ジツバイ		(2015年度出荷ﾍﾞｰｽ) ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		(2016.9導入自治体数) ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		国内乗用車販売台数3,150千台 コクナイ ジョウヨウシャ ハンバイ ダイスウ センダイ

								(日本自動車販売車協会連合会HP) ニホン ジドウシャ ハンバイ シャ キョウカイ レンゴウカイ

						ゲージ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ



						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン



				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		2016年販売車種PHV,EV 34車種 ネン ハンバイ シャシュ シャシュ		6車種 シャシュ

								(経済産業省「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン









BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32
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  2017年Q2決算の概要-(7)設備投資・減価償却費 
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13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 [17年3月期]

（億円） 

             （億円） 

［時         計］  3.5 金型・自動化機器 

［電         子］  1.1 検査装置 

［プレシジョン］  2.7 加工設備機器 

[接 続 端 子]   2.6  加工設備機器、金型 

［そ   の   他］   5.1  新倉庫建設等(物流子会社) 

  合   計    15.0 

設 備 投 資 主 な 設 備 投 資 予 想 

減 価 償 却 費 

29 

時計 

電子 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 

接続端子 

その他 

(億円) 



  2017年Q2決算の概要-(8)キャッシュフロー 

318

▲ 659

▲ 1,245

699

▲ 2,183

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

'13/Q2 '14/Q2 '15/Q2 '16/Q2 ［17/Q2］

【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             332 
・ 減価償却費                               599 
・ のれん償却額              155 
・ 売上債権の減少               307 
・ 棚卸資産の増加            ▲ 530 
・ 仕入債務の増加                          788 
・ 法人税等の支払額                    ▲334 
・ 固定資産売却損益          ▲125 

【投資活動によるキャッシュフロー】  
・ 有形固定資産の取得       ▲674 
・ 有形固定資産の売却             251 

【財務活動によるキャッシュフロー】 
・ 長期借入金の返済                 ▲351 
・ 自己株式の取得、売却による収支    ▲584 
・ 配当金の支払                        ▲331 

営業活動によるキャッシュフロー 488 749 376 ▲883 1,040 

投資活動によるキャッシュフロー ▲170 ▲2,932 ▲1,035 ▲361 ▲341 

フリーキャッシュフロー 318 ▲2,183 ▲659 ▲1,245 699 

財務活動によるキャッシュフロー ▲2,516 2,542 ▲649 2,609 ▲1,155 

現金及び同等物の期末残高 8,044 9,615 7,246 8,680 10,679 

（百万円） 

30 



  2017年3月期 業績予想-(1)全体 
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Q2 通期 Q2実績 予想 増　減 伸び率 通期 比較/伸び率

▲1,400

▲4.2%

海外売上比率 35.5% 32.8% 35.1% 35.8% +3.0p - 36.0% -

 営業利益 192 553 60 650 800 ▲150

 営業利益率 1.2% 1.7% 0.4% 2.0% 2.4% ▲18.8%

 経常利益 319 769 125 900 1,000 ▲100

 経常利益率 1.9% 2.4% 0.8% 2.8% 3.0% ▲10.0%

 親会社株主帰属
 当期純利益

 当期純利益率 0.9% 3.2% 1.1% 2.2% 2.1% +0.1%

 １株あたり

 当期純利益(円)

 １株あたり

配当金(円)

 為替レート 121 121 107 110 ▲11 120 ▲10

 [ ]：末日レート [120] [113] [101] [110] [▲3] [120] [▲10]
-

700 -

7.28 +0.10

3.00 -

▲29.2%

-

▲3.041.46 1.77 7.3810.42

- 3.00 - 3.00 -

計　　画

33,40033,338 ▲1,338 ▲4.0%

2017年3月期 通　期　比　較2016年3月期実績

+17.0%

1053
▲353 ▲33.6%

(金額：百万円)

 売　上　高 16,694 15,239 32,000

+17.3%+96

+130

153 167 700


セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲131

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.6%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.1%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)



																						(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+203

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲131

																				▲72.7%		▲68.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲245

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+40

																				+107.8%		+72.6%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+91

																				+37.5%		▲62.6%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲9

																				+20.0%		▲26.5%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要





				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期 ネン ガツ キ				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.8%		35.1%		35.8%		+3.0p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		+17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		+17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2実績 ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売 上 高 バイ ウエ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		+10.5%				5,400		+400



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		+21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		+15.8%				500		+80



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		+100.0%				200		+50



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		+3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				▲11.7%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+7.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)
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中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						為替レート カワセ				121				110				120				120

						※予想：2016年11月8日発表分 ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン





mailto:計画為替レート@120円mailto:予想為替レート@110円

関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●
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Q2 通期実績 比　率 Q2実績 通期予想 比　率 増 減 伸び率 通 期 増 減

※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す

(金額：百万円)

売
 

上
 

高

時計事業 6,133 12,853 5,222 11,200 ▲1,653

電子事業

合　　計 16,694 33,338 15,239 32,000100.0%

接続端子事業 4,007 7,839 3,643 7,600 ▲239

プレシジョン事業 2,619

合　　計 192 553 60 650 +971.7%

その他事業 166 330 159 400

営
業
利
益

時計事業 144 402 ▲ 100

プレシジョン事業 56 125 97

接続端子事業 226 501 346

調整額 ▲120 ▲ 254 ▲251

580 +79

220

電子事業 ▲147 ▲ 280 ▲55 0

3.1% ▲182

+280

250 +125

-

2.4%

6.4%

2.0%

0.0%

4.3%

7.6%

▲ 460 ▲206-

その他事業 33 58 24 60

-

+217.6%

-

0.8%

計　　画

▲65

▲4.0%

+70

+551

3,766 7,065 3,390 7,000

▲1,338100.0%

35.0%

21.9%

18.1%

23.8%

1.3%

5,249 2,823 5,800

前期比(通期)2017年3月期　予想2016年3月期　実績

▲10

38.6%

21.2%

15.7%

23.5%

1.0%

2.0%

▲ 450

▲ 1,400

▲1,800

+400

+400

▲400

+0

▲150

▲280

+0

800

500

0

200

500

50

33,400

+50

+80

+10

13,000

6,600

5,400

8,000

400

▲45.3%

-

+100.0%

+15.8%

+3.4%

▲12.9%

▲0.9%

+10.5%

▲3.0%

+21.2%

17.5%


セグメント別 (下期位置付け)



																																		(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

																2016年度 ネン ド																比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		下期 シモキ		計 ケイ				Q2　計画 ケイカク		Q2 実績 ジッセキ		下期計画 シモキ ケイカク		下期予想 シモキ ヨソウ		計画 ケイカク				予想 ヨソウ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		16,644		33,338		-		16,180		15,239		17,220		16,761		33,400				32,000				▲1,400		▲1,338

																																▲4.2%		▲4.0%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		6,720		12,853		38.6%		6,200		5,222		6,800		5,978		13,000				11,200				▲1,800		▲1,653

																																▲13.8%		▲12.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		3,299		7,065		21.2%		3,200		3,390		3,400		3,610		6,600				7,000				+400		▲65

																																+6.1%		▲0.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		2,630		5,249		15.7%		2,700		2,823		2,700		2,977		5,400				5,800				+400		+551

																																+7.4%		+10.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		3,832		7,839		23.5%		3,900		3,643		4,100		3,957		8,000				7,600				▲400		▲239

																																▲5.0%		+97.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		164		330		1.0%		180		159		220		241		400				400				+0		+70

																																+0.0%		+21.2%

						合　　計 ア ケイ		192		361		553		1.7%		220		60		580		590		800		2.4%		650		2.0%		▲150		+97

																																▲18.8%		+17.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		258		402		3.1%		160		▲100		340		320		500		3.8%		220		2.0%		▲280		▲182

																																-		▲45.3%

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲133		▲280		-4.0%		▲40		▲55		40		55		0		-		0		-		+0		+280

																																-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		69		125		2.4%		90		97		110		153		200		3.7%		250		4.3%		+50		+125

																																+125.0%		+100.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		275		501		6.4%		220		346		280		234		500		6.3%		580		7.6%		+80		+79

																																+16.0%		+15.8%

						その他事業 タ ジギョウ		33		25		58		17.6%		20		24		30		36		50		12.5%		60		15.0%		+10		+2

																																+20.0%		+3.4%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲134		▲254		-		▲230		▲251		▲220		▲ 209		▲ 450		-		▲ 460		-		▲10		▲206

																																-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ







概要 (下期展望)



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								2015年度 ネン ド												比　較 ヒ クラベル

								Q2		Q3-Q4				通期計画 ツウキ ケイカク		Q2実績 ジツ イサオ		Q3-Q4		通期見通し ツウキ ミトオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,644		33,338		33,400		15,239		16,761		32,000		▲962		▲1,400		▲1,338

																								▲4.2%		▲4.0%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		11,622		22,386		21,384		9,892		10,604		20,496		-		▲ 888		▲ 1,890

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,022		10,952		12,016		5,347		6,157		11,504		-		▲ 512		552

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		30.2%		32.9%		36.0%		35.1%		36.7%		36.0%		-		±0p		+3.1p

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		361		553		800		60		590		650		▲151		▲150		▲493

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		2.2%		1.7%		2.4%		0.4%		3.5%		2.0%				▲18.8%		▲89.2%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		450		769		1,000		125		775		900		-		▲100		▲644

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.7%		2.4%		3.0%		0.8%		4.6%		2.8%				▲10.0%		▲83.7%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		900		1,053		700		167		533		700		-		+0		▲886

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		5.4%		3.2%		2.1%		1.1%		3.2%		2.2%				+0.0%		▲84.1%

				 １株あたり カブ				1.46		1.54		3.00		7.28		1.77		5.61		7.38		-		+0.10		▲1.23

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン																				+1.4%		▲41.0%

				 為替レート カワセ				121		121		121		120		107		110		110		-		▲10		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[120]		[120]		[101]		[110]		[110]				▲10		▲10



																																利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																																		(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																																営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																																		為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																																特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																																		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																																		投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																																法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																																		法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







概要 (海外比率追加)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

										計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高　　 バイ ウエ タカ				16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

						国内売上高 コクナイ ウリアゲ タカ		10,764		10,201		9,892		▲309		▲872

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ タカ		5,930		5,979		5,347		▲632		▲583

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		37.0%		35.1%		▲1.9		▲0.4

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		220		60		▲160		▲131

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.6%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.1%

				 １株あたり カブ				1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ				121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







セグメント別 (為替影響)



																						(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						接続端子事業		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		23.9%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+203

																				+4.6%		+7.8%

						電子事業		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				+88.3%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲131

																				▲72.7%		▲68.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		2.6%		▲100		-		▲260		▲245

																				-		-

						接続端子事業		226		5.7%		220		5.6%		346		9.5%		+126		+120

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		3.3%		97		3.5%		+7		+40

																				+107.8%		+72.6%

						電子事業		▲147		-		▲ 40		-		▲ 55		-		▲15		+91

																				+37.5%		▲62.6%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		11.1%		24		15.2%		+4		▲9

																				+20.0%		▲26.5%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要 (為替影響)



																(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド						比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		為替の影響額 カワセ エイキョウ ガク		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲962		▲941		▲1,455

														▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲151		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%				▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		-		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%				▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		-		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%				▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		-		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン										▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		-		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]				▲19		▲19



																						利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																								(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																						営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																								為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																						特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																								負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																								投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																						法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																								法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







修正概要計画比 (2)



																								(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ								通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%



				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%		3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%		2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]





























修正セグメント計画比 (2)



																												(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ										通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		16,180		15,239		33,400		32,000		▲962		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		6,200		5,222		13,000		11,200		▲265		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		3,200		3,390		6,600		7,000		▲181		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		2,700		2,823		5,400		5,800		▲127		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		3,900		3,643		8,000		7,600		▲389		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		180		159		400		400		-		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		220		60		800		650		▲59		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		160		▲ 100		500		220		▲12		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		▲ 40		▲55		0		0		▲1		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		90		97		200		250		▲2		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		220		346		500		580		▲42		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		20		24		50		60		-		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		▲ 230		▲251		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期-前期2千万円) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ ゼンキ センマンエン























修正概要計画比



																										(百万円) ヒャクマンエン

						2016年3月期 ネン ガツ キ				2017年3月期 ネン ガツ キ										通期計画比較 ツウ キ ケイカク ヒ クラベル				通期前期比較 ツウキ ゼンキ ヒカク

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン		Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ		通期 ツウキ		伸び率 ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		33,338		16,180		15,239		▲941		33,400		32,000		▲1,400		▲4.2%		▲ 1,338		▲4.0%

														[▲962]

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		553		220		60		▲160		800		650		▲151		▲18.8%		+96		+17.3%

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.7%		1.4%		0.4%		[▲59]		2.4%		2.0%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		769		410		125		▲285		1,000		900		▲100		▲10.0%		+131		+17.0%

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.4%		2.5%		0.8%				3.0%		2.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		1,053		280		167		▲113		700		700		+0		+0.1%		▲353		▲33.6%

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		3.2%		1.7%		1.1%				2.1%		2.2%

				 １株あたり カブ		1.46		10.42		2.91		1.77		▲1.14		7.28		7.38		+0.10		1.4%		▲3.04		▲29.2%

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ		-		3.00		-		-		-		3.00		3.00		-		-		3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ		121		121		120		107		▲13		120		110		▲10		-		▲10		-

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[113]		[120]		[101]		[▲19]		[120]		[110]		[▲10]				[▲3]

														[ ]：為替の影響額-売上高 カワセ エイキョウガク ウリアゲ タカ



























修正セグメント計画比



																																		(百万円) ヒャクマンエン

								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ														通期計画比較				通期前期比較

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期/実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2/計画 ケイカク		Q2/実績 ジッセキ		増減(計画比較) ゾウゲン ケイカク ヒカク		うち為替影響額 カワセ エイキョウ ガク		通期/計画 ツウキ ケイカク		通期/予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		計画比 ケイカク ヒ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		16,180		15,239		▲941		▲962		33,400		32,000		100.0%		▲ 1,400		▲4.2%		▲1,338		▲4.0%



				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		6,200		5,222		▲978		▲265		13,000		11,200		35.0%		▲ 1,800		▲13.8%		▲1,653		▲12.9%



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,200		3,390		+190		▲181		6,600		7,000		21.9%		+400		6.1%		▲65		▲0.9%



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,700		2,823		+123		▲127		5,400		5,800		18.1%		+400		7.4%		+551		10.5%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,900		3,643		▲257		▲389		8,000		7,600		23.8%		▲400		▲5.0%		▲239		▲3.0%



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		180		159		▲21		-		400		400		1.3%		+0		0.0%		+70		21.2%



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		220		60		▲160		▲59		800		650		2.0%		▲ 150		▲18.8%		+97		17.5%



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		160		▲ 100		▲260		▲12		500		220		2.0%		▲ 280		▲56.0%		▲182		▲45.3%



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲ 40		▲55		▲15		▲1		0		0		0.0%		0		-		+280		-



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		90		97		+7		▲2		200		250		4.3%		50		25.0%		+125		100.0%



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		220		346		+126		▲42		500		580		7.6%		80		16.0%		+79		15.8%



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		20		24		+4		-		50		60		0.8%		10		20.0%		+2		3.4%



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲ 230		▲251		▲21		-		▲450		▲ 460		-		▲ 10		-		▲206		-



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

						※為替感応度：1.6百万円(2016年上期) カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン ネン カミキ























修正概要





				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				2016年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2017年3月期 ネン ガツ キ				通　期　比　較 ツウ キ ヒ クラベル						計　　画 ケイ ガ

								Q2		通期 ツウキ		Q2実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増　減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通期 ツウキ		比較/伸び率 ヒカク ノ リツ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ				16,694		33,338		15,239		32,000		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲1,400

																								▲4.2%

						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		35.5%		32.9%		35.1%		36.0%		+3.1p		-				36.0%		-

				 営業利益 エイギョウ リエキ				192		553		60		650		+96		+17.3%				800		▲150

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				1.2%		1.7%		0.4%		2.0%								2.4%		▲18.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ				319		769		125		900		+130		+17.0%				1,000		▲100

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ				1.9%		2.4%		0.8%		2.8%								3.0%		▲10.0%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク				153		1053		167		700		▲353		▲33.6%				700		-

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				0.9%		3.2%		1.1%		2.2%								2.1%		+0.1%

				 １株あたり カブ				1.46		10.42		1.77		7.38		▲3.04		▲29.2%				7.28		+0.10

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン

				 １株あたり カブ				-		3.00		-		3.00		-		-				3.00		-

				配当金(円) ハイトウキン エン

				 為替レート カワセ				121		121		107		110		▲11		-				120		▲10

				 [ ]：末日レート マツ ヒ				[120]		[113]		[101]		[110]		[▲3]						[120]		[▲10]





























修正セグメント別





								2016年3月期　実績 ネン ガツ キ ジッセキ						2017年3月期　予想 ネン ガツ キ ヨソウ						前期比(通期) ゼンキ ヒ ツウキ						計　　画 ケイ ガ

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				Q2		通期実績 ツウキ ジッセキ		比　率 ヒ リツ		Q2実績 ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		比　率 ヒ リツ		増 減 ゾウ ゲン		伸び率 ノ リツ				通 期 ツウ キ		増 減 ゾウ ゲン

						合　　計 ゴウケイ		16,694		33,338		100.0%		15,239		32,000		100.0%		▲1,338		▲4.0%				33,400		▲ 1,400



				売 上 高 バイ ウエ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		12,853		38.6%		5,222		11,200		35.0%		▲1,653		▲12.9%				13,000		▲1,800



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		7,839		23.5%		3,643		7,600		23.8%		▲239		▲3.0%				8,000		▲400



						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		5,249		15.7%		2,823		5,800		18.1%		+551		+10.5%				5,400		+400



						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		7,065		21.2%		3,390		7,000		21.9%		▲65		▲0.9%				6,600		+400



						その他事業 タ ジギョウ		166		330		1.0%		159		400		1.3%		+70		+21.2%				400		+0



						合　　計 ア ケイ		192		553		1.7%		60		650		2.0%		+97		17.5%				800		▲150



				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		402		3.1%		▲ 100		220		2.0%		▲182		▲45.3%				500		▲280



						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		501		6.4%		346		580		7.6%		+79		+15.8%				500		+80



						プレシジョン事業 ジギョウ		56		125		2.4%		97		250		4.3%		+125		+100.0%				200		+50



						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		▲ 280		-		▲55		0		0.0%		+280		-				0		+0



						その他事業 タ ジギョウ		33		58		17.6%		24		60		0.8%		+2		+3.4%				50		+10



						調整額 チョウセイ ガク		▲120		▲ 254		-		▲251		▲ 460		-		▲206		-				▲ 450		▲10



						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ

























セグメント別



								2015年度Q2 ネン ド				2016年度Q2 ネン ド								比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン								計画 ケイカク				実績 ジッセキ				計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

						合　　計 ゴウケイ		16,694		-		16,180		-		15,239		-		▲941		▲1,455

																				▲5.8%		▲8.7%

				売上高 ウリアゲ タカ		時計事業 トケイ ジギョウ		6,133		36.7%		6,200		38.3%		5,222		34.3%		▲978		▲911

																				▲15.8%		▲14.9%

						電子事業 デンシ ジギョウ		3,766		22.6%		3,200		19.8%		3,390		22.2%		+190		▲376

																				+5.9%		▲10.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		2,619		15.7%		2,700		16.7%		2,823		18.5%		+123		+204

																				+4.6%		+7.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		4,007		24.0%		3,900		24.1%		3,643		24.0%		▲257		▲364

																				▲6.6%		▲9.1%

						その他事業 タ ジギョウ		166		1.0%		180		1.1%		159		1.0%		▲21		▲7

																				▲11.7%		▲4.2%

						合　　計 ア ケイ		192		1.2%		220		1.4%		60		0.4%		▲160		▲132

																				▲72.7%		▲68.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		時計事業 トケイ ジギョウ		144		2.4%		160		1.0%		▲100		-		▲260		▲244

																				-		-

						電子事業 デンシ ジギョウ		▲147		-		▲40		-		▲55		-		▲15		+92

																				-		-

						プレシジョン事業 ジギョウ		56		2.2%		90		0.6%		97		3.0%		+7		+41

																				+7.8%		+73.2%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		226		5.7%		220		1.4%		346		8.1%		+126		+120

																				+57.3%		+53.1%

						その他事業 タ ジギョウ		33		19.8%		20		0.1%		24		4.4%		+4		▲9

																				+20.0%		▲27.3%

						調整額 チョウセイ ガク		▲120		-		▲230		-		▲251		-		▲21		▲131

																				-		-

						※比率：売上高-構成比、営業利益-営業利益率を表す ヒリツ ウリアゲ タカ コウセイヒ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ アラワ





																																13/Q2		14/Q2		15/Q2		16/Q2		17/Q2

																												売上高構成比 ウリアゲ タカ コウセイヒ		時計事業 トケイ ジギョウ		39%		42%		36%		37%		34%

																														接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		15%		19%		25%		24%		24%

																														プレシジョン事業 ジギョウ		20%		17%		15%		16%		19%

																														電子事業 デンシ ジギョウ		24%		20%		22%		22%		22%

																														その他 タ		2%		2%		2%		1%		1%

																														合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%		100%









概要



						2015年度Q2 ネン ド		2016年度Q2 ネン ド				比　較 ヒ クラベル

				(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン				計　画 ケイ ガ		実　績 ジツ イサオ		計画比 ケイカク ヒ		前年比 ゼンネン ヒ

				 売　上　高 バイ ウエ タカ		16,694		16,180		15,239		▲941		▲1,455

												▲5.8%		▲8.7%

				 営業利益 エイギョウ リエキ		192		220		60		▲160		▲132

				 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.2%		1.5%		0.4%		▲72.7%		▲68.8%

				 経常利益 ケイジョウ リエキ		319		410		125		▲285		▲194

				 経常利益率 ケイジョウリエキ リツ		1.9%		2.5%		0.8%		▲69.5%		▲60.8%

				 親会社株主帰属 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク		153		280		167		▲113		+14

				 当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				 当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.9%		1.7%		1.1%		▲40.4%		+9.2%

				 １株あたり カブ		1.46		2.91		1.77		▲1.14		+0.31

				 当期純利益(円) トウキ ジュンリエキ エン								▲39.2%		+21.2%

				 為替レート カワセ		121		120		107		▲13		▲14

				 [ ]：末日レート マツ ヒ		[120]		[120]		[101]		▲19		▲19



																				利益増減要因 リエキ ゾウゲン ヨウイン



																						(百万円) ヒャクマンエン		当期計上額 トウキ ケイジョウ ガク		前期比 ゼンキ ヒ

																				営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ		社債発行費用 シャサイ ハッコウ ヒヨウ		0		+60

																						為替差損 カワセ サソン		108		▲104

																				特別　損益 トクベツ ソンエキ		固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		125		+78

																						負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		49		+49

																						投資有価証券売却益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ		39		+39

																				法人　税等 ホウジン ゼイ トウ		税金費用 ゼイキン ヒヨウ		197		▲38

																						法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		▲32		+69







目指すべき分野



										(市場規模：特に注記がない場合2015年実績) シジョウ キボ トク チュウキ バアイ ネン ジッセキ

				事業 ジギョウ		目指す分野 メザ ブンヤ		市場規模 シジョウ キボ		現　状 ゲン ジョウ

				時計　事業 トケイ ジギョウ		クロック		国内市場　推定250億円  コクナイ シジョウ スイテイ オクエン		78億円 オクエン

								北米市場　推定65億円 ホクベイ シジョウ スイテイ オクエン		7億円 オクエン

								中国市場　推定12億円 チュウゴク シジョウ スイテイ オクエン		3億円 オクエン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						小型ファン コガタ		国内市場　約9億円  コクナイ シジョウ ヤク オクエン		4億円 エン

								(当社推定) トウシャ スイテイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						防災行政ラジオ ボウサイ ギョウセイ		整備率78% (ﾃﾞｼﾞﾀﾙ45％) セイビ リツ		280自治体 ジチタイ

								(総務省　電波利用HP) ソウムショウ デンパ リヨウ		[2016.9導入自治体数] ドウニュウ ジチタイ スウ

				電子　事業 デンシ ジギョウ		多用途小型カメラ タヨウト コガタ		市場規模データなし シジョウ キボ		85千台 センダイ

										[カメラ類2016上期出荷数量] ルイ カミキ シュッカ スウリョウ

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		プレジャーボート保有数172千雙 ホユウ スウ セン フタツ		6千台 センダイ

								(日本小型船舶整備機構HP) ニホン コガタ センパク セイビ キコウ		[表示機出荷数量2016上期] ヒョウジ キ シュッカ スウリョウ カミキ

				プレシジョン　事業 ジギョウ		精密金型 セイミツ カナガタ		プラスチック型金型生産実績1.3兆円 カタ カナガタ セイサン ジッセキ チョウエン		12.3億円 オクエン

								(日本金型工業会HP) ニホン カナガタ コウギョウカイ		[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

						精密加工部品 セイミツ カコウ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		21.1億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

				接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		接続端子 セツゾク タンシ		国内PHV,EV販売車種のべ16車種(2016現在) コクナイ ハンバイ シャシュ シャシュ ゲンザイ		6車種 シャシュ

								(経済産業省2016.3「EV・PHVロードマップ検討会報告書」) ケイザイ サンギョウショウ ケントウ カイ ホウコクショ		[のべ採用車種数] サイヨウ シャシュ スウ

						小型精密プレス部品 コガタ セイミツ ブヒン		市場規模データなし シジョウ キボ		33億円 オクエン

										[2015年度出荷ﾍﾞｰｽ] ネン ド シュッカ

										( )内は出典 ナイ シュッテン







BS



																						(百万円) ヒャクマン エン

								2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン						2016年3月期 ネン ガツ キ		2016年9月期 ネン ガツ キ		増 減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				28,012		26,750		▲1,261				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		5,931		+295

				固定資産 コテイ シサン				17,183		16,179		▲1,004				固定負債 コテイ フサイ		7,440		7,137		▲303

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,148		▲144		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,068		▲8

						投資有価証券等 トウシ ユウカ ショウケン トウ		3,740		3,493		▲246				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

						その他 タ		5,151		4,538		▲613				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		21,534		▲1,672

																自己株式 ジコ カブシキ		▲3,460		▲4,045		▲585

														純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		29,861		▲2,257

				資産合計 シサン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264		負債・資本　合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		42,930		▲2,264

						※：百万円未満は、切り捨てて表示しています。 ヒャクマンエン ミマン キ ス ヒョウジ										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		71.1%		69.6%		▲1.5%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		321.68		▲12.32







株式数



				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117,178,939				21,014,681				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117,178,939		3,328,000		24,350,112				20.8%

				10/20		消却 ショウキャク		93,850,939				1,022,112		23,328,000		1.1%







																(百万株) ヒャクマン カブ

				日付 ヒヅケ		イベント		発行済株式数 ハッコウ スミ カブシキ スウ		自己株式　　取得数 ジコ カブシキ シュトク スウ		自己株式数 ジコ カブシキ スウ		消却株数 ショウキャク カブ スウ		自己株式比率 ジコ カブシキ ヒリツ

				3/31				117				21				17.9%

				9/30		自己株式　取得完了 ジコ カブシキ シュトク カンリョウ		117		3		24				20.5%

				10/20		消却 ショウキャク		94				1		23		1.1%











海外売上比率

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ

																海外売上 カイガイ ウリアゲ						比率 ヒリツ

								(百万円) ヒャクマンエン		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前年 ゼンネン		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				全体 ゼンタイ						16,695		15,894		15,241		5,932		5,550		5,347		35.5%		33.6%		35.1%

						時計事業 トケイ ジギョウ				6,133		6,124		5,222		1,523		1,535		1,300		24.8%		21.2%		24.9%

								国内 コクナイ		4,610		4,589		3,922

								RHYWACO		1,095		1,181		978

								UR		326		319		222

								RI		102		35		100

						電子事業 デンシ ジギョウ				3,767		3,149		3,391		1,233		1,032		1,271		32.7%		40.4%		37.5%

								国内 コクナイ		2,534		2,117		2,120

								RI		484		417		393

								RPV		749		615		878

						プレシジョン事業 ジギョウ				2,621		2,672		2,824		846		732		644		32.3%		24.1%		22.8%

								東北リズム トウホク		1,775		1,940		2,065

								プリテック						115

								RI		240		226		194

								RPV		606		506		450

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ				4,007		3,776		3,644		2,330		2,251		2,132		58.1%		56.5%		58.5%

								R協伸 キョウシン		1,677		1,525		1,512

								RPV		639		583		506

								KAI		204		164		101

								RKH		260		229		222

								RKI		1,195		1,128		1,202

								RI		32		147		101

						その他 タ				167		173		160

								Rサービス		68		74		75

								R開発 カイハツ		99		99		85



								レート

								前期末レート ゼンキマツ				120		(19)

								計画：事業計画レート ケイカク ジギョウ ケイカク				120

								実績：期末レート ジッセキ キマツ				101

												(19)

																				為替感応度：16百万円 カワセ カンノウ ド ヒャクマンエン

																		計画比 ケイカク ヒ

								(US$K)				前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		為替の影響 カワセ エイキョウ				前年差異 ゼンネン サイ		為替の影響 カワセ エイキョウ

								時計事業 トケイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ タカ		12,682		13,964		12,848		(265,316)		-8.0%		166		(240,958)

										営業利益 エイギョウ リエキ		640		644		(1,192)		(12,236)				(1,832)		(12,160)

								電子 デンシ		売上高 ウリアゲ タカ		10,196		9,503		12,498		(180,557)		31.5%		2,302		(193,724)

										営業利益 エイギョウ リエキ		111		78		599		(1,482)				488		(2,109)

								プレシジョン		売上高 ウリアゲ タカ		7,030		6,669		6,354		(126,711)		-4.7%		(676)		(133,570)

										営業利益 エイギョウ リエキ		(147)		137		(17)		(2,603)				130		2,793

								接続端子 セツゾク タンシ		売上高 ウリアゲ タカ		19,419		20,513		21,062		(389,747)		2.7%		1,643		(368,961)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,387		2,260		3,419		(42,940)				1,032		(45,353)

								計 ケイ		売上高 ウリアゲ タカ		49,327		50,649		52,762		(962,331)		4.2%		3,435		(937,213)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,991		3,119		2,809		(59,261)				(182)		(56,829)
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中期計画



																										(金額：百万円) キンガク ヒャクマンエン

										2015年度(実績) ネン ド ジッセキ				2016年度(予想) ネン ド ヨソウ				2017年度(計画) ネン ド ケイカク				2018年度(計画) ネン ド ケイカク				2015年度比 ネン ド ヒ

						売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-10.8%

rhval: rhval:
		32,000		-4.0%		34,000		6.3%		35,000		2.9%		1,662

								時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-2.5%		11,200		-12.9%		13,100		17.0%		13,400		2.3%		547

								電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-16.7%		7,000		-0.9%		6,700		-4.3%		6,800		1.5%		(265)

								プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-3.3%		5,800		10.5%		5,500		-5.2%		5,600		1.8%		351

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-19.6%		7,600		-3.0%		8,300		9.2%		8,700		4.8%		861

								その他 タ		330		-38.4%		400		21.2%		400		0.0%		500		25.0%		170

						営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		650		2.0%		1,250		3.7%		1,800		5.0%		1,247

								時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		220		2.0%		700		5.3%		900		6.7%		498

								電子事業 デンシ ジギョウ		-280 		-4.0%		0		0.0%		100		1.5%		250		3.7%		530

								プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		250		4.3%		250		4.5%		300		5.4%		175

								接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		580		7.6%		600		7.2%		700		8.0%		199

								その他 タ		58		17.6%		60		15.0%		50		12.5%		100		20.0%		42

								調整額 チョウセイ ガク		-254 		-		-460 		-		-450 		-		-450 		-		(196)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		900		2.8%		1,500		4.4%		2,000		5.7%		1,231

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		700		2.2%		1,000		2.9%		1,400		4.0%		347

						設備投資 セツビ トウシ				910				1,500				800				1,000				90

						減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312				1,200				1,200				1,200				-112 

						為替レート カワセ				121				110				120				120

						※予想：2016年11月8日発表分 ヨソウ ネン ガツ ニチ ハッピョウ ブン

						※比率：売上高；前年比伸び率、営業利益；売上高営業利益率 ヒリツ ウリアゲ タカ ゼンネン ヒ ノ リツ エイギョウ リエキ ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ

								計画為替レート@120円 ケイカク カワセ エン				予想為替レート@110円 ヨソウ カワセ エン





mailto:計画為替レート@120円mailto:予想為替レート@110円

関係会社マトリクス



										時　計 トキ ケイ		電　子 デン コ		ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ		接続端子 セツゾク タンシ

				①		RHYWACO(H. K. )CO., LTD.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				②		RHYTHM U. S. A. INC.		販売会社-時計 ハンバイ カイシャ トケイ		●

				③		RHYTHM INDUSTRIAL(H. K. )LTD.		中国製造会社支援 チュウゴク セイゾウ カイシャ シエン		●		●		●

				④		KIA HONGKONG REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑤		RHYTHM INDUSTRIAL(D. G. )LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●		●

				⑥		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

				⑦		KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑧		RHYTHM KYOSHIN HANOI CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑨		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑩		KIA BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE		駐在員事務所-接続端子 チュウザイ イン ジム ショ セツゾク タンシ								●

				⑪		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●
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  トピックス(4月～9月) 

 リズム協伸が昨年に引き続き、ドイツ・ニュルンベルクで開催され 
た「PCIM Europe 2016」(5月10～12日：現地時間)に、取引先で 
あるドイツローカル商社ＴＨＯＲＡ社ブースに出展いたしました。 

PCIM Europe 2016に出展 

プリテック買収-東北リズム 

2016年6月1日付。塗装・印刷を 
営む「株式会社プリテック」を、 
東北リズムが買収。 
今後、プラスチック成形＋塗装で 
プレシジョン事業の幅を広げる。 

9月9日東京パレスホテルにて、全国から約200人が参加され、展示会を開催。 
今後1年間に発売する予定の商品やプロモーションのプレゼンテーションを行い 
ました。 

  リズム 新製品発表会2016 

12月3日から6日間、全国でテレビCMを放映いたします。おじいちゃんとおばあ 
ちゃんから孫へのギフトの提案。心温まるストーリーで「ホっと」させるストーリー 
になっております。 

レ ッズ アディショナルタイム新映像 

 埼玉スタジアム2002で表示するアディショナルタイ
ムの映像を10月から一新。 

 T VCM –鳩時計 



  担当窓口/免責条項 

 本資料は当社をご理解いただくために作成されたものです。 

 本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、
確約や保証を与えるものではありません。 

 また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることが
ある点を認識された上で、ご利用ください。 

 更に、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づい
て作成されていますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。 

 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自
身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当
社はいかなる場合においてもその責任は負いません。 
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■担当窓口 

広報ＩＲ担当窓口 

  リズム時計工業株式会社 

  人事総務部 総務課  貞末(サダスエ) 

 

      電話  048-643-7245 

       メール  hrs-sadasue@rhythm.co.jp     

■免責条項 

mailto:hrs-sadasue@rhythm.co.jp
mailto:hrs-sadasue@rhythm.co.jp
mailto:hrs-sadasue@rhythm.co.jp
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