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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)または、2017年3月末現在の状態を表しています。 
 計画は、2016年5月27日発表『2016年～2018年中期経営計画』を使用しています。 
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                                           Ⅰ プロフィール(1) 
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 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 

 発行済株式総数  93,850,939株 

 主要販売品目 

 各種クロック(置時計・掛時計・設備時計)、温湿度計、ファン 
 情報機器、車載機器、電子部品 
 精密金型・精密成形部品 
 接続端子 
 その他精密機械各種 

 当 社 拠 点  販売拠点：6  製造拠点：2 

 関 係 会 社  国内：5社  海外：9社  駐在員事務所：2か所 

 従 業 員 数  連結：3,178名    個別：264人 

(2017年3月31日現在) 



                                           プロフィール(2)-沿革 [クロック専業から精密分野へと発展] 
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1946年 当社の前身である株式会社農村時計製作所設立  
 
1950年 会社設立（東京都港区）  
 
 
1953年 シチズン時計株式会社、シチズン商事株式会社と技術・販売・資本提携 
 
1963年 東京証券取引所第二部へ上場 
 
 
 
1965年 自動車用時計製造開始-電子事業スタート 
        

 
2011年  協伸工業株式会社(現：リズム協伸株式会社)  
 
      KYOSHIN VIETNAM. CO., LTD. KYOSHIN INDUSTRIAL ASIA.PTE.LTD 買収 
 
2013年  PT Umeda Kogyo Indonesia(現：PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA)買収  

 
2014年  国内でリズム時計「RHYTHM」ブランド、45年ぶりに復活 
 
2016年   東北リズム株式会社が株式会社プリテックを買収 

1969年 シチズン時計株式会社と商標の相互使用に関する基本契約を締結 
   
1972年 東京証券取引所第一部市場へ指定  
 
      クロック生産量世界1位となる  クオーツ（水晶）時計発売  

   シチズンクロック製造・販売開始 

   協伸工業株式会社買収-接続端子事業スタート 

   「ＲＨＹＴＨＭブランド」、国内で復活、ブランド強化へ 

   自動車用時計製造・販売開始-電子事業スタート 

   リズム工機株式会社設立-ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ事業スタート 

1977年 リズム工機(現：東北リズム株式会社)設立-プレシジョン事業スタート 
 
1992年 香港にRHYTHM INDUSTRIAL(H. K.)LTD.設立(中国生産開始)   
 
2005年 ベトナムにRHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.を設立  



                                           プロフィール(3)-組織と事業のマトリクス 
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組織及び
事業部 

ﾘｽﾞﾑ時計 
時計事業部 

ﾘｽﾞﾑ時計 
電子事業部 

リズム協伸㈱ 
（100％子会社） 

 
東北リズム㈱ 
（100％子会社） 

 

時計 
事業 

電子 
事業 

プレシジョン
事業 

接続端子 
事業 

その他 
事業 

産業向け３事業 

事業領域 

６ 

２ 

１ 

－ 

３ 

－ 

２ 

1 

販
売  

国内 

海外 

１ 

２ 

１ 

２ 

３ 

２ ４ 

生
産 

国内 

海外 

 計 35 
販売 16 
生産 19 
(拠点数) 

 
３ 

※ 

※：タイ(バンコク)、ドイツ(デュッセルドルフ)に別途駐在員事務所があります。 
(2017年5月31日現在) 

リズムサービス㈱・ 
リズム開発㈱ 
(100％子会社） 

１ 

－ 

１ 

－ 



                                           プロフィール(4)-商品紹介 
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時 計 事 業 接続端子事業 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ事業 電 子 事 業 

LED照明 

精密加工部品 精密金型 
カスタマイズカメラ 

表示機器 

加飾部品 

複合品 

プレス部品 

EMS-基盤 

接続端子 

複合品 

小型ファン 防災行政ﾗｼﾞｵ 
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Ⅱ 中期経営計画(2016.4～2019.3)の取組状況 

 時  計  事  業  

 電  子  事  業  

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ事業  

 接続端子事業  

クロック、防災行政ラジオ、小型ファン 

カスタマイズカメラ(旧：多用途小型カメラ)、ゲージ等の表示機器 

精密金型製造、精密部品加工 

接続端子、小型精密プレス等 

精密分野(9分野)でのカテゴリー№1の実現 



                                           中期経営計画の概要(1)-目標値 
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※：計画想定為替レートUS$1=JPY120 

2015年度 実績 2018年度 計画 2016年度 2017年度 

333 350 
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営業利益率  1.7% 

R O E  3.1% 

売 上 高  333億円 

海外売上比率   33% 

 5.0% 

 5.0% 

  350億円 

  40% 

売 

上 

高 

「収益力強化」に軸足をおいた目標設定 (％) (億円) 

営
業
利
益
率 



                                           中期経営計画の概要(2)-ロードマップ 
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2011～2015年度 
2016～2018年度 

2019年度以降 
現中期経営計画期間 

収
益
力
の
強
化 

R
O

E

の
改
善 

認知率17%  33% 製品の高付加価値化 

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 

・リズムブランドの価値向上 
・お客様ニーズに適合した商品開発 
・技術のレベルアップ 
・信頼性向上と省力化・効率化推進 

カ
テ
ゴ
リ
ー№

1
の
実
現 

新成長戦略 



                                           前期決算の総括(1)-サマリー 
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(百万円) 

                         当期計上額    前期比利益ｲﾝﾊﾟｸﾄ 

    【営業外損益】 
  受取利息           7百万円       ▲13百万円 
    受取配当金       137百万円     ▲31百万円 
  支払利息          50百万円         ▲10百万円  
   為替差損         182百万円     ▲106百万円 
  社債発行費用         -                 +60百万円 
          
     【特別損益】  
  固定資産売却益           165百万円        +118百万円 
  投資有価証券売却益     342百万円      ▲444百万円 
  負ののれん           49百万円      +49百万円 
  海外ウオッチ販売からの 
  事業撤退損        ▲595百万円  ▲595百万円 
  固定資産減損損失   ▲336百万円  ▲336百万円 
           
  【法人税等】 
  税金費用         531百万円         ▲10百万円     
      

当 期 純 利 益 増 減 内 訳 (前期比) 

▲ 1,052

▲ 10

▲ 1,228

▲ 111

298

▲ 1,500 ▲ 1,200 ▲ 900 ▲ 600 ▲ 300 0 300 600

【当期純利益】

税 金 費 用 等

特 別 損 益

営業外損益

【営 業 利 益】

 主 な 利 益 増 減 要 因         2015年度(16/3期)

(実績) (計画) (実績) (計画比) (前期比)

-68 -6

-0.2% -0.0%

営業利益 553 800 851 +51 +298

営業利益率 1.7% 2.4% 2.6% +6.4% +53.9%

経常利益 769 1,000 956 -44 +187

親会社株主帰属当期純
利益 1,053 700 1 -699 -1,052

1株あたり当期純利
益(円)

10.42 7.28 0.02 -7.26 -10.40

ROE 3.10% - 0.00% - -3.10

1株あたり配当(円) 3.00 3.00 3.00 ±0.0 ±0.0

為替レート(US$=\) 121 120 108 -12 -13 

[ ]：期末日レート [113] [120] [112] [-8] [-1]

海外売上比率 32.8% 36.0% 36.4% +0.4% +3.6%

17% - 19% - 2%  ブランド認知率

比　較2016年度(17/3期)

売　上　高 33,338 33,400 33,332

注 計画：2016年5月27日発表『2016年～2018年中期経営計画』 
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資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (数値)



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+3,013		33,916				+1,484		37,392				+3,476		33,338				-4,054		33,332				-6

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+1,085		13,629		40.2%		-143		13,184		35.3%		-445		12,853		38.6%		-331		11,466		34.4%		-1,387

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+2,648		6,808		20.1%		+1,753		9,756		26.1%		+2,948		7,839		23.5%		-1,917		8,063		24.2%		+224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-396		5,043		14.9%		-547		5,430		14.5%		+387		5,249		15.7%		-181		6,217		18.7%		+968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-387		7,651		22.6%		+408		8,484		22.7%		+833		7,065		21.2%		-1,419		7,235		21.7%		+170

						その他 タ		770		2.4%		+62		783		2.3%		+13		536		1.4%		-247		330		1.0%		-206		349		1.0%		+19

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+415		861		2.5%		-928		897		2.4%		+36		553		1.7%		-344		851		2.6%		+298

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+292		569		4.2%		-1,059		128		1.0%		-441		402		3.1%		+274		10		0.1%		-392

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+255		661		9.7%		+264		960		9.8%		+299		501		6.4%		-459		797		9.9%		+296

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-110		17		0.3%		+141		0		-		-17		125		2.4%		+125		383		6.2%		+258

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+30		(113)		-		-227		124		1.5%		+237		(280)		-		-404		71		1.0%		+351

						その他 タ		75		9.7%		+23		60		7.7%		-15		61		11.4%		+1		58		17.6%		-3		57		16.3%		-1

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-73		(335)		-		-34		(376)		-		-41		(254)		-		+122		(469)		-		-215

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+357		1,347		4.0%		-704		1,319		3.5%		-28		769		2.3%		-550		956		2.9%		+187

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+432		851		2.5%		-591		1,061		2.8%		+210		1,053		3.2%		-8		1		0.0%		-1,052

				設備投資 セツビ トウシ				961		-		+461		1,341		-		+380		2,150		-		+809		905		-		-1,245		1,302		-		+397

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815		-		+115		960		-		+145		1,335		-		+375		1,323		-		-12		1,300		-		-23



				ROE				4.6		-		+1.30		2.6		-		-2.00		3.0		-		+0.40		3.1		-		+0.10		0.0		-		-3.10

				1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ				12.10		-		+3.91		7.36		-		-4.74		9.21		-		+1.85		10.42		-		+1.21		0.02		-		-10.40

				1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				276.15		-		+34.08		294.11		-		+17.96		330.17		-		+36.06		334.00		-		+3.83		336.82		-		+2.82

				配当金額(1株あたり) ハイトウ キンガク カブ				3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00

				為替レート(期平均レート) カワセ キ ヘイキン				82		-		+3		100		-		+18		108		-		+8		121		-		+13		108		-		-13

				            (期末日レート) キマツ ビ				94		-		+12		103		-		+9		120		-		+17		113		-		-7		112		-		-1

						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (数値)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ						％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		100%		-6		33,300		100%		-32		34,000		100%		-700 		35,000		100%		+1,700		35,000		100%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-1,387		11,500		35%		+34		13,100		39%		-1,600 		12,200		35%		+700		13,400		38%		-1,200 						-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+224		8,500		26%		+437		8,300		24%		200		8,700		25%		+200		8,700		25%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+968		6,400		19%		+183		5,500		16%		900		6,500		19%		+100		5,600		16%		900						+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+170		6,500		20%		-735		6,700		20%		-200 		7,100		20%		+600		6,800		19%		300						+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+19		400		1%		+51		400		1%		0		500		1%		+100		500		1%		0						+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		+298		1,050		3.2%		+199		1,250		3.7%		-200 		1,800		5.1%		+750		1,800		5.1%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-392		430		3.7%		+420		700		5.3%		-270 		780		6.4%		+350		900		6.7%		-120 						-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+296		600		7.1%		-197		600		7.2%		0		700		8.0%		+100		700		8.0%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+258		440		6.9%		+57		250		4.5%		190		500		7.7%		+60		300		5.4%		200						+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		+351		20		0.3%		-51		100		1.5%		-80 		250		3.5%		+230		250		3.7%		0						+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1		50		12.5%		-7		50		12.5%		0		50		10.0%		+0		100		20.0%		-50 						-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		-215		(490)		-		-21		-450 		-		-40 		(480)		-		+10		-450 		-		-30 						-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+187		1,150		3.5%		+194		1,500		4.4%		-350 		2,000		5.7%		+850		2,000		5.7%		0						+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-1,052		750		2.3%		+749		1,000		2.9%		-250 		1,400		4.0%		+650		1,400		4.0%		0						+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+397		1,220		-		-82		800		-		420		1,120		-		-100		1,000		-		120						+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-23		1,300		-		+0		1,200		-		100		1,300		-		+0		1,200		-		100						+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		-		0		120		-		0		120		-		0						0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																												(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (％)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		1,280		-		-1.5%		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,239		-		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,280		-		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		既存店への営業対応強化と大手量販店の拡大 キゾン テン エイギョウ タイオウ キョウカ オオテ リョウハンテン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661







人員詳細

				人員 ジンイン				15/3		16/3		17/3		前年比 ゼンネン ヒ

				リズム				318		296		264		-32 

						東北リズム トウホク		159		148		142		-6 

						リズム協伸 キョウ シン		139		137		140		3

						リズムサービス		30		27		19		-8 

						リズム開発 カイハツ		6		6		6		0

						プリテック						23		23

				国内計 コクナイ ケイ				652		614		594		-20 

						リワコー		21		21		21		0

						ｕｒ		4		4		4		0

						麗声(HK+DG) レイ コエ		1,297		1,273		971		-302 

						ＲＰＶ		585		656		813		157

						ＫＶＣ		329		323		320		-3 

						ＲＫＩ		343		341		381		40

						ＲＫＨ		59		55		72		17

						ＫＩＡ		2		2		2		0

				海外計 カイガイ ケイ				2,640		2,675		2,584		-91 

				総計 ソウケイ				3,292		3,289		3,178		-111 







                                           前期決算の総括(2)-セグメント別実績 
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【営業利益】

調整額

その他

電子

プレシジョン

接続端子

時計

売 上 高 増 減 内 訳(前期比) 営 業 利 益 増 減 内 訳(前期比) 

(百万円) 

実績 ％ 前期比 計画 実績 ％ 計画比 前期比

売上高 33,338 100% -4,054 33,400 33,332 100% -68 -6

時計事業 12,853 39% -331 13,000 11,466 34% -1,534 -1,387

接続端子事業 7,839 24% -1,917 8,000 8,063 24% +63 +224

プレシジョン事業 5,249 16% -180 5,400 6,217 19% +817 +968

電子事業 7,065 21% -1,418 6,600 7,235 22% +635 +170

その他 330 1% -206 400 349 1% -51 +19

営業利益 553 1.7% -344 800 851 2.6% +51 +298

時計事業 402 3.1% +274 500 10 0.1% -490 -392

接続端子事業 501 6.4% -458 500 797 9.9% +297 +296

プレシジョン事業 125 2.4% +125 200 383 6.2% +183 +258

電子事業 -280 - -404 0 71 1.0% +71 +351

その他 58 17.6% -3 50 57 16.3% +7 -1

調整額 -254 - +123 -450 -469 - -19 -215

※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率

2016年度(2017/3期)2015年度(2016/3期)


資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (数値)



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+3,013		33,916				+1,484		37,392				+3,476		33,338				-4,054		33,332				-6

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+1,085		13,629		40.2%		-143		13,184		35.3%		-445		12,853		38.6%		-331		11,466		34.4%		-1,387

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+2,648		6,808		20.1%		+1,753		9,756		26.1%		+2,948		7,839		23.5%		-1,917		8,063		24.2%		+224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-396		5,043		14.9%		-547		5,430		14.5%		+387		5,249		15.7%		-181		6,217		18.7%		+968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-387		7,651		22.6%		+408		8,484		22.7%		+833		7,065		21.2%		-1,419		7,235		21.7%		+170

						その他 タ		770		2.4%		+62		783		2.3%		+13		536		1.4%		-247		330		1.0%		-206		349		1.0%		+19

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+415		861		2.5%		-928		897		2.4%		+36		553		1.7%		-344		851		2.6%		+298

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+292		569		4.2%		-1,059		128		1.0%		-441		402		3.1%		+274		10		0.1%		-392

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+255		661		9.7%		+264		960		9.8%		+299		501		6.4%		-459		797		9.9%		+296

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-110		17		0.3%		+141		0		-		-17		125		2.4%		+125		383		6.2%		+258

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+30		(113)		-		-227		124		1.5%		+237		(280)		-		-404		71		1.0%		+351

						その他 タ		75		9.7%		+23		60		7.7%		-15		61		11.4%		+1		58		17.6%		-3		57		16.3%		-1

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-73		(335)		-		-34		(376)		-		-41		(254)		-		+122		(469)		-		-215

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+357		1,347		4.0%		-704		1,319		3.5%		-28		769		2.3%		-550		956		2.9%		+187

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+432		851		2.5%		-591		1,061		2.8%		+210		1,053		3.2%		-8		1		0.0%		-1,052

				設備投資 セツビ トウシ				961		-		+461		1,341		-		+380		2,150		-		+809		905		-		-1,245		1,302		-		+397

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815		-		+115		960		-		+145		1,335		-		+375		1,323		-		-12		1,300		-		-23



				ROE				4.6		-		+1.30		2.6		-		-2.00		3.0		-		+0.40		3.1		-		+0.10		0.0		-		-3.10

				1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ				12.10		-		+3.91		7.36		-		-4.74		9.21		-		+1.85		10.42		-		+1.21		0.02		-		-10.40

				1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				276.15		-		+34.08		294.11		-		+17.96		330.17		-		+36.06		334.00		-		+3.83		336.82		-		+2.82

				配当金額(1株あたり) ハイトウ キンガク カブ				3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00

				為替レート(期平均レート) カワセ キ ヘイキン				82		-		+3		100		-		+18		108		-		+8		121		-		+13		108		-		-13

				            (期末日レート) キマツ ビ				94		-		+12		103		-		+9		120		-		+17		113		-		-7		112		-		-1

						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (数値)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ						％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		100%		-6		33,300		100%		-32		34,000		100%		-700 		35,000		100%		+1,700		35,000		100%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-1,387		11,500		35%		+34		13,100		39%		-1,600 		12,200		35%		+700		13,400		38%		-1,200 						-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+224		8,500		26%		+437		8,300		24%		200		8,700		25%		+200		8,700		25%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+968		6,400		19%		+183		5,500		16%		900		6,500		19%		+100		5,600		16%		900						+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+170		6,500		20%		-735		6,700		20%		-200 		7,100		20%		+600		6,800		19%		300						+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+19		400		1%		+51		400		1%		0		500		1%		+100		500		1%		0						+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		+298		1,050		3.2%		+199		1,250		3.7%		-200 		1,800		5.1%		+750		1,800		5.1%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-392		430		3.7%		+420		700		5.3%		-270 		780		6.4%		+350		900		6.7%		-120 						-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+296		600		7.1%		-197		600		7.2%		0		700		8.0%		+100		700		8.0%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+258		440		6.9%		+57		250		4.5%		190		500		7.7%		+60		300		5.4%		200						+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		+351		20		0.3%		-51		100		1.5%		-80 		250		3.5%		+230		250		3.7%		0						+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1		50		12.5%		-7		50		12.5%		0		50		10.0%		+0		100		20.0%		-50 						-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		-215		(490)		-		-21		-450 		-		-40 		(480)		-		+10		-450 		-		-30 						-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+187		1,150		3.5%		+194		1,500		4.4%		-350 		2,000		5.7%		+850		2,000		5.7%		0						+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-1,052		750		2.3%		+749		1,000		2.9%		-250 		1,400		4.0%		+650		1,400		4.0%		0						+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+397		1,220		-		-82		800		-		420		1,120		-		-100		1,000		-		120						+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-23		1,300		-		+0		1,200		-		100		1,300		-		+0		1,200		-		100						+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		-		0		120		-		0		120		-		0						0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																												(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (％)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		1,280		-		-1.5%		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,239		-		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,280		-		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661
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売上高 営業利益、利益率 

時計 

電子 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 

接続端子 

その他 

(億円) (百万円) 

総   括 

・【売上高】プレシジョン(国内は光学向けの精密加工部品等受注が好調)、接続端子(自動車・ 
 二輪および家電向け部品受注が好調)、電子(海外はEMS向けの受注好調)は、増収。時計 
 (国内外での売上減少)は大幅減収。 
 トータルでは、計画はほぼ達成、前期比横ばい。 

・【営業利益】接続端子、プレシジョンで大幅増益、電子は黒字転換。時計は大幅減益。 
 トータルでは計画達成、営業利益率2.6％。計画比＋0.2、前期比＋0.9。 

・【当期純利益】海外でのウオッチ販売事業撤退、電子事業での国内資産の減損等あり、大幅 
 未達。 
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前期決算の総括(3)-時計事業 
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売上高 営業利益、利益率 

総括 
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【国内】 
・減収増益。 
・売上減収、クロックは量販店での売上減少。クロック以外は防災ラジオの需要減、 
 不採算商材の縮小。リズムブランドは、前年上回るも計画未達。 
・営業利益は、売上の大幅減少も、為替益と原価率の改善により増益。 
【海外】 
・減収減益。 
・売上減収、中国向けは増収も中東・アジア向けおよび米国での売上減少。 
・ベトナム工場は、出来高不足による採算の悪化。 

国内 

海外 

34 

(億円) (百万円) 
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Sheet1

		時計売上高		16/3実績 ジッセキ		17/3計画 ケイカク		17/3実績 ジッセキ

		国内クロック		97		98		86

		海外		31		32		28

		合計		128		130		114







                                           前期決算の総括(4)-接続端子事業 

14 

売上高 営業利益・利益率 

総括 

【国内】 
・減収増益。 
・売上高は、家電・自動車向け接続端子部品が堅調、太陽光・電動アシスト自転車向 
 けは減収。 
・営業利益は、合理化や為替の追い風により増益。 
【海外】 
・増収増益。 
・インドネシア・ベトナムでの自動車・二輪向け複合品・小型精密部品の受注が好調。 
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                                           前期決算の総括(5)-プレシジョン事業 
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【国内】 
・増収増益。 
・売上高は、精密金型、精密加工部品及び工作機械部品などの受注が好調と、車 
 載カメラ部品などの新領域における受注拡大。 
・営業利益は、増収効果と変動費の合理化により増益。 
【海外】 
・増収増益。 
・売上高は、精密加工部品の受注拡大により増収。 
・営業利益は、変動費の合理化等により増益。 


Graph1
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Sheet1

		プレ売上高		16/3実績 ジッセキ		17/3計画 ケイカク		17/3実績 ジッセキ

		国内		38		38		47

		海外		14		16		15

		合計		52		54		62







                                           前期決算の総括(6)-電子事業 
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売上高 営業利益・利益率 
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総括 

【国内】 
・減収赤字縮小。 
・売上高は、表示機器、ＥＭＳの売り上げ増加も、情報機器の受注減少により減収。 
・営業利益は、構造改革(内製化等)の効果により収益改善。減損損失が発生。 
【海外】 
・増収増益。 
・売上高は、車載向けカメラ・加飾部品・EMSの受注拡大により増収。 
・営業利益は、増収効果により増益。 
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(MUS$) 

海外売上高と海外販売比率 海外地域別売上高 

海外地域別売上高構成比(17/3) 

実 
績 

実 
績 

実 
績 

計 
画 

16/3期 17/3期

東南アジア 56,824 69,567

中国 34,076 33,779

米国 6,335 5,042

計 97,235 108,388

(US$千)

為替感応度(営業利益への影響：円高->「益」要素) 

2千万円 1.7千万円 2千万円 
※出荷地ベース 

(1円あたり・年間) 


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,239		-		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,280		-		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (2)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		1,280		-		-1.5%		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,302		-		+43.1%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		-		-0.9%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661









                                           

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 
・ 減価償却費                               1,300 
・ のれん償却額              327 
・ 事業撤退損                                 595 
・ 法人税等の支払額                    ▲567 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】  
・ 固定資産の取得、売却による収支      ▲963 
・ 投資有価証券売却による収入                812 
・ 有価証券の取得による支出         ▲1,000 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 
・ 長期借入金の返済による支出        ▲807 
・ 自己株式の取得による支出    ▲586 
・ 配当金の支払                        ▲288 

前期決算の総括(7)-B/S, CF 

18 

Ｂ／Ｓ 

Ｃ／Ｆ 

15/3期 16/3期 17/3期 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,250 1,321 2,420 

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,740 1,125 ▲1,161 

フリーキャッシュ・フロー 94 2,446 1,259 

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,776 2,056 ▲1,677 

現金及び同等物の期末残高 7,299 11,569 11,040 

(百万円) 

(百万円) 

16/3期 17/3期 増　減 16/3期 17/3期 増　減

28,012 28,370 +358 流動負債 5,636 6,504 +868
固定資産 固定負債 7,440 6,753 -687

有形固定資産 8,292 8,359 +67 負債合計 13,076 13,258 +182
投資有価証券 3,740 3,534 -206 資本金 12,372 12,372 +0
その他 5,151 4,257 -894 剰余金、その他 23,206 19,062 -4,144

自己株式 -3,460 -171 +3,289
純資産合計 32,118 31,263 -855

資産合計 45,195 44,521 -674 負債・資本合計 45,195 44,521 -674

注：百万円未満切り捨てて表示しております。 自己資本比率 71.1% 70.2% -0.9%
1株あたり純資産 334.00 336.82 +2.82

流動資産合計


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,239		-		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,280		-		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (2)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		1,280		-		-1.5%		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,302		-		+43.1%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		-		-0.9%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						ASEAN		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										2014年度 ネン ド		2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661
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前期決算の総括(8)-設備投資、減価償却、人員 
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'15/3実績 16/3実績 17/3実績

（億円） 
             （億円） 

［時         計］  2.5 成形機・ 
              ムーブ自動組立機・金型 

[接 続 端 子]   2.5  成形機・プレス機 

［プレシジョン］  2.2 精密加工機 

［電         子］  0.7 機械装置 

［そ   の   他］   5.1  倉庫新設   

  合   計   13.0 

設 備 投 資 主 な 設 備 投 資 実 績 減 価 償 却 費 

（億円） 

時計 

電子 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 

接続端子 

その他 
人員の状況 

(人)

15/3期 16/3期 17/3期

当社 318 296 264

国内関係会社 334 318 330

国内　計 652 614 594

海外関係会社 2,640 2,675 2,584

総合計 3,292 3,289 3,178

※有価証券報告書基準


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,239		-		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,280		-		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (2)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		1,280		-		-1.5%		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,302		-		+43.1%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		-		-0.9%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						ASEAN		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661
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売  上  高 営業利益・利益率 
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(億円) 
(百万円) 

①2017年度は事業環境変化により営業利益・売上高下方修正。 
②2018年度の全体目標(営業利益・売上高)は変更なし。 
③各事業において、方策を追加。 
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（百万円） 

実績 率 前期比 計画 率 前期比 計画 率 差異 計画 率 前期比 計画 率 差異

売上高 33,332 100% -6 33,300 100% -32 34,000 100% -700 35,000 100% +1,700 35,000 100% 0

時計事業 11,466 34% -1,387 11,500 35% +34 13,100 39% -1,600 12,200 35% +700 13,400 38% -1,200 

接続端子事業 8,063 24% +224 8,500 26% +437 8,300 24% 200 8,700 25% +200 8,700 25% 0

プレシジョン事業 6,217 19% +968 6,400 19% +183 5,500 16% 900 6,500 19% +100 5,600 16% 900

電子事業 7,235 22% +170 6,500 20% -735 6,700 20% -200 7,100 20% +600 6,800 19% 300

その他 349 1% +19 400 1% +51 400 1% 0 500 1% +100 500 1% 0

営業利益 851 2.6% +298 1,050 3.2% +199 1,250 3.7% -200 1,800 5.1% +750 1,800 5.1% 0

時計事業 10 0.1% -392 430 3.7% +420 700 5.3% -270 780 6.4% +350 900 6.7% -120 

接続端子事業 797 9.9% +296 600 7.1% -197 600 7.2% 0 700 8.0% +100 700 8.0% 0

プレシジョン事業 383 6.2% +258 440 6.9% +57 250 4.5% 190 500 7.7% +60 300 5.4% 200

電子事業 71 1.0% +351 20 0.3% -51 100 1.5% -80 250 3.5% +230 250 3.7% 0

その他 57 16.3% -1 50 12.5% -7 50 12.5% 0 50 10.0% +0 100 20.0% -50 

調整額 -469 - -215 -490 - -21 -450 - -40 -480 - +10 -450 - -30 

経常利益 956 2.9% +187 1,150 3.5% +194 1,500 4.4% -350 2,000 5.7% +850 2,000 5.7% 0

1 0.0% -1,052 750 2.3% +749 1,000 2.9% -250 1,400 4.0% +650 1,400 4.0% 0

設備投資 1,302 - +397 1,220 - -82 800 - 420 1,120 - -100 1,000 - 120

減価償却 1,300 - -23 1,300 - +0 1,200 - 100 1,300 - +0 1,200 - 100

112 - -1 120 - +8 120 - 0 120 - 0 120 - 0

注　率：売上高-構成比、利益-利益率

親会社株主に対する当期純利益

為替レート(期末日レート)

2018年度(2019/3)

当初計画
2016年度(2017/3)

2017年度(2018/3)

修正計画 当初計画 修正計画


資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (数値)



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+3,013		33,916				+1,484		37,392				+3,476		33,338				-4,054		33,332				-6

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+1,085		13,629		40.2%		-143		13,184		35.3%		-445		12,853		38.6%		-331		11,466		34.4%		-1,387

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+2,648		6,808		20.1%		+1,753		9,756		26.1%		+2,948		7,839		23.5%		-1,917		8,063		24.2%		+224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-396		5,043		14.9%		-547		5,430		14.5%		+387		5,249		15.7%		-181		6,217		18.7%		+968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-387		7,651		22.6%		+408		8,484		22.7%		+833		7,065		21.2%		-1,419		7,235		21.7%		+170

						その他 タ		770		2.4%		+62		783		2.3%		+13		536		1.4%		-247		330		1.0%		-206		349		1.0%		+19

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+415		861		2.5%		-928		897		2.4%		+36		553		1.7%		-344		851		2.6%		+298

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+292		569		4.2%		-1,059		128		1.0%		-441		402		3.1%		+274		10		0.1%		-392

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+255		661		9.7%		+264		960		9.8%		+299		501		6.4%		-459		797		9.9%		+296

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-110		17		0.3%		+141		0		-		-17		125		2.4%		+125		383		6.2%		+258

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+30		(113)		-		-227		124		1.5%		+237		(280)		-		-404		71		1.0%		+351

						その他 タ		75		9.7%		+23		60		7.7%		-15		61		11.4%		+1		58		17.6%		-3		57		16.3%		-1

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-73		(335)		-		-34		(376)		-		-41		(254)		-		+122		(469)		-		-215

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+357		1,347		4.0%		-704		1,319		3.5%		-28		769		2.3%		-550		956		2.9%		+187

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+432		851		2.5%		-591		1,061		2.8%		+210		1,053		3.2%		-8		1		0.0%		-1,052

				設備投資 セツビ トウシ				961		-		+461		1,341		-		+380		2,150		-		+809		905		-		-1,245		1,302		-		+397

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815		-		+115		960		-		+145		1,335		-		+375		1,323		-		-12		1,300		-		-23



				ROE				4.6		-		+1.30		2.6		-		-2.00		3.0		-		+0.40		3.1		-		+0.10		0.0		-		-3.10

				1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ				12.10		-		+3.91		7.36		-		-4.74		9.21		-		+1.85		10.42		-		+1.21		0.02		-		-10.40

				1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				276.15		-		+34.08		294.11		-		+17.96		330.17		-		+36.06		334.00		-		+3.83		336.82		-		+2.82

				配当金額(1株あたり) ハイトウ キンガク カブ				3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00

				為替レート(期平均レート) カワセ キ ヘイキン				82		-		+3		100		-		+18		108		-		+8		121		-		+13		108		-		-13

				            (期末日レート) キマツ ビ				94		-		+12		103		-		+9		120		-		+17		113		-		-7		112		-		-1

						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (数値)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ						％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		100%		-6		33,300		100%		-32		34,000		100%		-700 		35,000		100%		+1,700		35,000		100%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-1,387		11,500		35%		+34		13,100		39%		-1,600 		12,200		35%		+700		13,400		38%		-1,200 						-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+224		8,500		26%		+437		8,300		24%		200		8,700		25%		+200		8,700		25%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+968		6,400		19%		+183		5,500		16%		900		6,500		19%		+100		5,600		16%		900						+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+170		6,500		20%		-735		6,700		20%		-200 		7,100		20%		+600		6,800		19%		300						+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+19		400		1%		+51		400		1%		0		500		1%		+100		500		1%		0						+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		+298		1,050		3.2%		+199		1,250		3.7%		-200 		1,800		5.1%		+750		1,800		5.1%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-392		430		3.7%		+420		700		5.3%		-270 		780		6.4%		+350		900		6.7%		-120 						-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+296		600		7.1%		-197		600		7.2%		0		700		8.0%		+100		700		8.0%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+258		440		6.9%		+57		250		4.5%		190		500		7.7%		+60		300		5.4%		200						+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		+351		20		0.3%		-51		100		1.5%		-80 		250		3.5%		+230		250		3.7%		0						+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1		50		12.5%		-7		50		12.5%		0		50		10.0%		+0		100		20.0%		-50 						-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		-215		(490)		-		-21		-450 		-		-40 		(480)		-		+10		-450 		-		-30 						-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+187		1,150		3.5%		+194		1,500		4.4%		-350 		2,000		5.7%		+850		2,000		5.7%		0						+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-1,052		750		2.3%		+749		1,000		2.9%		-250 		1,400		4.0%		+650		1,400		4.0%		0						+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+397		1,220		-		-82		800		-		420		1,120		-		-100		1,000		-		120						+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-23		1,300		-		+0		1,200		-		100		1,300		-		+0		1,200		-		100						+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		-		0		120		-		0		120		-		0						0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																												(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (％)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		1,280		-		-1.5%		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,239		-		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,280		-		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661
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【国内】 
・[追]クロックギフト啓蒙と連動したリズムブランドの認知拡大。 
・新型開発強化。 
・ラインナップ絞り込みによる原価改善。 
【海外】 
・中国市場向けは、社製品によるインターネットを中心に売上拡大。 
・米国市場向けは、既存店営業強化と大手量販店の拡大。 
・[追]新型開発強化によるラインナップ刷新。 
【生産】 
・ベトナム工場は、生産性向上への取組み(システム運用・品質の安定化)。 

国内 

海外 

（億円） （百万円） 


Graph1

		16/3実績		16/3実績		16/3実績		16/3実績

		17/3実績		17/3実績		17/3実績		17/3実績

		18/3計画		18/3計画		18/3計画		18/3計画
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Sheet1

		時計売上高		16/3実績 ジッセキ		17/3実績 ジッセキ		18/3計画 ケイカク		19/3計画 ケイカク

		国内クロック		97		86		89		94

		海外		31		28		26		28

		合計		128		114		115		122







※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標でありリズム時計工業株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 

タインナップ 

テレビCMによるクロックギフト啓蒙 
(入学・結婚・新築・退職等) 1 デザイン・機能・品質への拘り中高級品強化 

2 

リズムブランド戦略（国内） 

This is a clock      
（見易さ・使い易さ・夜見えるetc.） 

Silky Wind 

RHYTHM SMART WATCH 

ネットワーク技術による新しい価値提案 3 

外部コラボレーションによる魅力拡大 

4 

お客様・販売店ニーズへの対応 

省エネ・静音の追求（二重反転ファン） 

6 

1 

新しい使い方提案（スマートウォッチ） 

●新型開発 

新聞含めメディアへの話題提供 

2 埼玉スタジアム2002でのリズムブランドPR 

3 楽天koboスタジアムでのリズムブランドＰＲ 

©Disney 
©&TM Lucasfilm Ltd. AII rights reserved.  

4 

ラインナップ拡大 

5 
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売上高 営業利益・利益率 

方策 
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【国内】 
・自動車関連向けの複合品・小型精密プレス部品・家電向け電源部品の拡大。 
【海外】 
・非日系、日系の自動車向け複合品・小型精密プレス部品の受注拡大。 
 [追]タイに加え欧州に駐在員事務所開設(5/11開設)。 
【生産】 
・設備の内製化と自動化率向上。 

国内 

海外 

（億円） 
（百万円） 


Graph1

		16/3実績		16/3実績		16/3実績		16/3実績

		17/3実績		17/3実績		17/3実績		17/3実績

		18/3計画		18/3計画		18/3計画		18/3計画

		19/3計画		19/3計画		19/3計画		19/3計画
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Sheet1

		時計売上高		16/3実績 ジッセキ		17/3実績 ジッセキ		18/3計画 ケイカク		19/3計画 ケイカク

		国内		34		31		30		30

		海外		44		49		55		57

		合計		78		80		85		87
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売上高 営業利益・利益率 

方策 
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【国内】 
・高精度ニーズに合致した車載カメラ・工作機械分野向け精密金型及び・精密加工部 
 品の拡大。 
【海外】 
・光学・事務機・自動車分野向け金型及び精密加工部品の拡大。 
【生産】 
・省力化・効率化・クリーン化により品質向上。 
・[追]精密部品の樹脂化にチャレンジ。 

国内 

海外 

（億円） （百万円） 


Graph1

		16/3実績		16/3実績		16/3実績		16/3実績

		17/3実績		17/3実績		17/3実績		17/3実績

		18/3計画		18/3計画		18/3計画		18/3計画

		19/3計画		19/3計画		19/3計画		19/3計画
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Sheet1

		時計売上高		16/3実績 ジッセキ		17/3実績 ジッセキ		18/3計画 ケイカク		19/3計画 ケイカク

		国内		38		47		48		49

		海外		14		15		16		17

		合計		52		62		64		66
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売上高 営業利益・利益率 

方策 

【国内】 
・構造改革の完遂 ～ 国内外最適地生産の評価と方向付け 
【海外】 
・顧客ニーズにマッチしたカスタマイズカメラ、表示機器の開発強化とＥＭＳの受注 
 拡大 
【生産】 
・設備投資による生産性アップ。 
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2019年3月期へ向けて(7)-海外事業戦略 
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(MUS$) 

海外売上高と海外販売比率 重点市場と方策 

計 
画 

計 
画 

実 
績 

実 
績 

目標値 

時　　計 インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販

産業向３事業 日系・非日系企業の深耕開拓

時　　計 既存店への営業対応強化と大手量販店の拡大

産業向３事業 日系・非日系企業の受注獲得

欧
米

時　　計

シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活か
した非日系企業の開拓

産業向３事業

東
南

ア
ジ
ア

中
国

リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販


資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (数値)



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+3,013		33,916				+1,484		37,392				+3,476		33,338				-4,054		33,332				-6

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+1,085		13,629		40.2%		-143		13,184		35.3%		-445		12,853		38.6%		-331		11,466		34.4%		-1,387

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+2,648		6,808		20.1%		+1,753		9,756		26.1%		+2,948		7,839		23.5%		-1,917		8,063		24.2%		+224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-396		5,043		14.9%		-547		5,430		14.5%		+387		5,249		15.7%		-181		6,217		18.7%		+968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-387		7,651		22.6%		+408		8,484		22.7%		+833		7,065		21.2%		-1,419		7,235		21.7%		+170

						その他 タ		770		2.4%		+62		783		2.3%		+13		536		1.4%		-247		330		1.0%		-206		349		1.0%		+19

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+415		861		2.5%		-928		897		2.4%		+36		553		1.7%		-344		851		2.6%		+298

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+292		569		4.2%		-1,059		128		1.0%		-441		402		3.1%		+274		10		0.1%		-392

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+255		661		9.7%		+264		960		9.8%		+299		501		6.4%		-459		797		9.9%		+296

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-110		17		0.3%		+141		0		-		-17		125		2.4%		+125		383		6.2%		+258

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+30		(113)		-		-227		124		1.5%		+237		(280)		-		-404		71		1.0%		+351

						その他 タ		75		9.7%		+23		60		7.7%		-15		61		11.4%		+1		58		17.6%		-3		57		16.3%		-1

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-73		(335)		-		-34		(376)		-		-41		(254)		-		+122		(469)		-		-215

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+357		1,347		4.0%		-704		1,319		3.5%		-28		769		2.3%		-550		956		2.9%		+187

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+432		851		2.5%		-591		1,061		2.8%		+210		1,053		3.2%		-8		1		0.0%		-1,052

				設備投資 セツビ トウシ				961		-		+461		1,341		-		+380		2,150		-		+809		905		-		-1,245		1,302		-		+397

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815		-		+115		960		-		+145		1,335		-		+375		1,323		-		-12		1,300		-		-23



				ROE				4.6		-		+1.30		2.6		-		-2.00		3.0		-		+0.40		3.1		-		+0.10		0.0		-		-3.10

				1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ				12.10		-		+3.91		7.36		-		-4.74		9.21		-		+1.85		10.42		-		+1.21		0.02		-		-10.40

				1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				276.15		-		+34.08		294.11		-		+17.96		330.17		-		+36.06		334.00		-		+3.83		336.82		-		+2.82

				配当金額(1株あたり) ハイトウ キンガク カブ				3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00

				為替レート(期平均レート) カワセ キ ヘイキン				82		-		+3		100		-		+18		108		-		+8		121		-		+13		108		-		-13

				            (期末日レート) キマツ ビ				94		-		+12		103		-		+9		120		-		+17		113		-		-7		112		-		-1

						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (数値)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ						％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		100%		-6		33,300		100%		-32		34,000		100%		-700 		35,000		100%		+1,700		35,000		100%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-1,387		11,500		35%		+34		13,100		39%		-1,600 		12,200		35%		+700		13,400		38%		-1,200 						-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+224		8,500		26%		+437		8,300		24%		200		8,700		25%		+200		8,700		25%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+968		6,400		19%		+183		5,500		16%		900		6,500		19%		+100		5,600		16%		900						+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+170		6,500		20%		-735		6,700		20%		-200 		7,100		20%		+600		6,800		19%		300						+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+19		400		1%		+51		400		1%		0		500		1%		+100		500		1%		0						+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		+298		1,050		3.2%		+199		1,250		3.7%		-200 		1,800		5.1%		+750		1,800		5.1%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-392		430		3.7%		+420		700		5.3%		-270 		780		6.4%		+350		900		6.7%		-120 						-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+296		600		7.1%		-197		600		7.2%		0		700		8.0%		+100		700		8.0%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+258		440		6.9%		+57		250		4.5%		190		500		7.7%		+60		300		5.4%		200						+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		+351		20		0.3%		-51		100		1.5%		-80 		250		3.5%		+230		250		3.7%		0						+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1		50		12.5%		-7		50		12.5%		0		50		10.0%		+0		100		20.0%		-50 						-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		-215		(490)		-		-21		-450 		-		-40 		(480)		-		+10		-450 		-		-30 						-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+187		1,150		3.5%		+194		1,500		4.4%		-350 		2,000		5.7%		+850		2,000		5.7%		0						+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-1,052		750		2.3%		+749		1,000		2.9%		-250 		1,400		4.0%		+650		1,400		4.0%		0						+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+397		1,220		-		-82		800		-		420		1,120		-		-100		1,000		-		120						+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-23		1,300		-		+0		1,200		-		100		1,300		-		+0		1,200		-		100						+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		-		0		120		-		0		120		-		0						0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																												(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (％)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		1,280		-		-1.5%		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,239		-		+36.9%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,280		-		-3.3%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		既存店への営業対応強化と大手量販店の拡大 キゾン テン エイギョウ タイオウ キョウカ オオテ リョウハンテン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661







人員詳細

				人員 ジンイン				15/3		16/3		17/3		前年比 ゼンネン ヒ

				リズム				318		296		264		-32 

						東北リズム トウホク		159		148		142		-6 

						リズム協伸 キョウ シン		139		137		140		3

						リズムサービス		30		27		19		-8 

						リズム開発 カイハツ		6		6		6		0

						プリテック						23		23

				国内計 コクナイ ケイ				652		614		594		-20 

						リワコー		21		21		21		0

						ｕｒ		4		4		4		0

						麗声(HK+DG) レイ コエ		1,297		1,273		971		-302 

						ＲＰＶ		585		656		813		157

						ＫＶＣ		329		323		320		-3 

						ＲＫＩ		343		341		381		40

						ＲＫＨ		59		55		72		17

						ＫＩＡ		2		2		2		0

				海外計 カイガイ ケイ				2,640		2,675		2,584		-91 

				総計 ソウケイ				3,292		3,289		3,178		-111 







                                           2019年3月期へ向けて(8)-設備投資・減価償却費 
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                                           株主還元 
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＊配当基本方針 ： 

          安定配当を基本に、配当性向概ね30％ 

＊自己株式取得 ： 継続的かつ機動的に実施 

[参考] 

14年3月期
（実績) 

15年3月期
(実績) 

16年3月期
(実績) 

17年3月期
(実績) 

18年3月期
（予想） 

親会社株主に属する 
当期純利益(百万円) 851 1,061 1,053 1 750 

１株当り配当(円) 3.00 3.00 3.00 3.00 30.00※1 

配当総額(百万円) 347 332 288 278 278 

配当性向(％) 40.8 31.3 27.4 －   37.1 

自己株式取得額(百万円) 0 825 2,390 583 1,500※2 

株主還元総額(百万円) 347 1,157 2,678 861 1,778 

株主還元性向(％) 40.8 109.0 254.3 -  237.1 

※1：2017年10月1日付。単元株式数の変更、株式併合(10株に対し1株)を予定。 

※2：2017年5月24日公表値。 



                                           (Ⅲ 参考資料)過去5年間の売上・利益等の推移 
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実績 率 前期比 実績 率 前期比 実績 率 前期比 実績 率 前期比 実績 率 前期比

売上高 32,432 +3,013 33,916 +1,484 37,392 +3,476 33,338 -4,054 33,332 -6

時計事業 13,772 42.5% +1,085 13,629 40.2% -143 13,184 35.3% -445 12,853 38.6% -331 11,466 34.4% -1,387

接続端子事業 5,055 15.6% +2,648 6,808 20.1% +1,753 9,756 26.1% +2,948 7,839 23.5% -1,917 8,063 24.2% +224

プレシジョン事業 5,590 17.2% -396 5,043 14.9% -547 5,430 14.5% +387 5,249 15.7% -181 6,217 18.7% +968

電子事業 7,243 22.3% -387 7,651 22.6% +408 8,484 22.7% +833 7,065 21.2% -1,419 7,235 21.7% +170

その他 770 2.4% +62 783 2.3% +13 536 1.4% -247 330 1.0% -206 349 1.0% +19

営業利益 1,789 5.5% +415 861 2.5% -928 897 2.4% +36 553 1.7% -344 851 2.6% +298

時計事業 1,628 11.8% +292 569 4.2% -1,059 128 1.0% -441 402 3.1% +274 10 0.1% -392

接続端子事業 397 7.9% +255 661 9.7% +264 960 9.8% +299 501 6.4% -459 797 9.9% +296

プレシジョン事業 -124 - -110 17 0.3% +141 0 - -17 125 2.4% +125 383 6.2% +258

電子事業 114 1.6% +30 -113 - -227 124 1.5% +237 -280 - -404 71 1.0% +351

その他 75 9.7% +23 60 7.7% -15 61 11.4% +1 58 17.6% -3 57 16.3% -1

調整額 -301 - -73 -335 - -34 -376 - -41 -254 - +122 -469 - -215

経常利益 2,051 6.3% +357 1,347 4.0% -704 1,319 3.5% -28 769 2.3% -550 956 2.9% +187

1,442 4.4% +432 851 2.5% -591 1,061 2.8% +210 1,053 3.2% -8 1 0.0% -1,052

設備投資 961 - +461 1,341 - +380 2,150 - +809 905 - -1,245 1,302 - +397

減価償却 815 - +115 960 - +145 1,335 - +375 1,323 - -12 1,300 - -23

4.6 - +1.30 2.6 - -2.00 3.0 - +0.40 3.1 - +0.10 0.0 - -3.10

12.10 - +3.91 7.36 - -4.74 9.21 - +1.85 10.42 - +1.21 0.02 - -10.40

276.15 - +34.08 294.11 - +17.96 330.17 - +36.06 334.00 - +3.83 336.82 - +2.82

3.00 - +0.00 3.00 - +0.00 3.00 - +0.00 3.00 - +0.00 3.00 - +0.00

82 - +3 100 - +18 108 - +8 121 - +13 108 - -13

94 - +12 103 - +9 120 - +17 113 - -7 112 - -1

※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率

親会社株主に対する当期純利益

            (期末日レート)

1株あたり当期純利益

為替レート(期平均レート)

ROE

1株あたり純資産

配当金額(1株あたり)

2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期


資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (数値)



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+3,013		33,916				+1,484		37,392				+3,476		33,338				-4,054		33,332				-6

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+1,085		13,629		40.2%		-143		13,184		35.3%		-445		12,853		38.6%		-331		11,466		34.4%		-1,387

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+2,648		6,808		20.1%		+1,753		9,756		26.1%		+2,948		7,839		23.5%		-1,917		8,063		24.2%		+224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-396		5,043		14.9%		-547		5,430		14.5%		+387		5,249		15.7%		-181		6,217		18.7%		+968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-387		7,651		22.6%		+408		8,484		22.7%		+833		7,065		21.2%		-1,419		7,235		21.7%		+170

						その他 タ		770		2.4%		+62		783		2.3%		+13		536		1.4%		-247		330		1.0%		-206		349		1.0%		+19

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+415		861		2.5%		-928		897		2.4%		+36		553		1.7%		-344		851		2.6%		+298

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+292		569		4.2%		-1,059		128		1.0%		-441		402		3.1%		+274		10		0.1%		-392

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+255		661		9.7%		+264		960		9.8%		+299		501		6.4%		-459		797		9.9%		+296

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-110		17		0.3%		+141		0		-		-17		125		2.4%		+125		383		6.2%		+258

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+30		(113)		-		-227		124		1.5%		+237		(280)		-		-404		71		1.0%		+351

						その他 タ		75		9.7%		+23		60		7.7%		-15		61		11.4%		+1		58		17.6%		-3		57		16.3%		-1

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-73		(335)		-		-34		(376)		-		-41		(254)		-		+122		(469)		-		-215

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+357		1,347		4.0%		-704		1,319		3.5%		-28		769		2.3%		-550		956		2.9%		+187

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+432		851		2.5%		-591		1,061		2.8%		+210		1,053		3.2%		-8		1		0.0%		-1,052

				設備投資 セツビ トウシ				961		-		+461		1,341		-		+380		2,150		-		+809		905		-		-1,245		1,302		-		+397

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815		-		+115		960		-		+145		1,335		-		+375		1,323		-		-12		1,300		-		-23



				ROE				4.6		-		+1.30		2.6		-		-2.00		3.0		-		+0.40		3.1		-		+0.10		0.0		-		-3.10

				1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ				12.10		-		+3.91		7.36		-		-4.74		9.21		-		+1.85		10.42		-		+1.21		0.02		-		-10.40

				1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				276.15		-		+34.08		294.11		-		+17.96		330.17		-		+36.06		334.00		-		+3.83		336.82		-		+2.82

				配当金額(1株あたり) ハイトウ キンガク カブ				3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00		3.00		-		+0.00

				為替レート(期平均レート) カワセ キ ヘイキン				82		-		+3		100		-		+18		108		-		+8		121		-		+13		108		-		-13

				            (期末日レート) キマツ ビ				94		-		+12		103		-		+9		120		-		+17		113		-		-7		112		-		-1

						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (数値)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		差異 サイ						％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		100%		-6		33,300		100%		-32		34,000		100%		-700 		35,000				+1,700		35,000		100%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-1,387		11,500		35%		+34		13,100		39%		-1,600 		12,200		35%		+700		13,400		38%		-1,200 						-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+224		8,500		26%		+437		8,300		24%		200		8,700		25%		+200		8,700		25%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+968		6,400		19%		+183		5,500		16%		900		6,500		19%		+100		5,600		16%		900						+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+170		6,500		20%		-735		6,700		20%		-200 		7,100		20%		+600		6,800		19%		300						+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+19		400		1%		+51		400		1%		0		500		1%		+100		500		1%		0						+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		+298		1,050		3.2%		+199		1,250		3.7%		-200 		1,800		5.1%		+750		1,800		5.1%		0						+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-392		430		3.7%		+420		700		2.1%		-270 		780		6.4%		+350		900		2.6%		-120 						-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+296		600		7.1%		-197		600		1.8%		0		700		8.0%		+100		700		2.0%		0						+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+258		440		6.9%		+57		250		0.7%		190		500		7.7%		+60		300		0.9%		200						+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		+351		20		0.3%		-51		100		0.3%		-80 		250		3.5%		+230		250		0.7%		0						+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1		50		12.5%		-7		50		0.1%		0		50		10.0%		+0		100		0.3%		-50 						-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		-215		(490)		-		-21		-450 		-		-40 		(480)		-		+10		-450 		-		-30 						-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+187		1,150		3.5%		+194		1,500		4.4%		-350 		2,000		5.7%		+850		2,000		5.7%		0						+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-1,052		750		2.3%		+749		1,000		2.9%		-250 		1,400		4.0%		+650		1,400		4.0%		0						+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,302		-		+392		1,220		-		-82		800		-		420		1,120		-		-100		1,000		-		120						+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		-		-12		1,300		-		+0		1,200		-		100		1,300		-		+0		1,200		-		100						+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		-		0		120		-		0		120		-		0						0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																												(百万円) ヒャクマンエン







ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (％)





								2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ										2018年3月期 ネン ガツ キ						2019年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,200		33,333		-		+0.4%		-0.0%		34,000		-		+2.0%		35,000		-		+2.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		-		-2.5%		11,200		11,466		-		+2.4%		-10.8%		13,100		-		+14.3%		13,400		-		+2.3%						34%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		-		-19.6%		7,600		8,064		-		+6.1%		+2.9%		8,300		-		+2.9%		8,700		-		+4.8%						24%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		-		-3.3%		5,800		6,217		-		+7.2%		+18.4%		5,500		-		-11.5%		5,600		-		+1.8%						19%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		-		-16.7%		7,000		7,235		-		+3.4%		+2.4%		6,700		-		-7.4%		6,800		-		+1.5%						22%

						その他 タ		330		-		-38.4%		400		349		-		-12.8%		+5.8%		400		-		+14.6%		500		-		+25.0%						1%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		650		949		2.8%		+46.0%		71.6%		1,250		3.7%		31.7%		1,800		5.1%		44.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		220		99		0.9%		-55.0%		-75.4%		700		5.3%		607.1%		900		6.7%		28.6%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		580		807		10.0%		+39.1%		+61.1%		600		7.2%		-25.7%		700		8.0%		16.7%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		250		383		6.2%		+53.2%		+206.4%		250		4.5%		-34.7%		300		5.4%		20.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		0		71		1.0%		-		-		100		1.5%		40.8%		250		3.7%		150.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		60		57		16.3%		-5.0%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		-460 		(469)		-		+2.0%		+84.6%		(450)		-		-4.1%		(450)		-		±0

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		900		1,054		3.2%		+17.1%		+37.1%		1,500		4.4%		42.3%		2,000		5.7%		33.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		700		766		2.3%		+9.4%		-27.3%		1,000		2.9%		30.5%		1,400		4.0%		40.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,270		1,239		-		-2.4%		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		1,280		-		-1.5%		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		110		108		-		(2)		-13 		120		-		+12		120		-		±0



																																		(百万円) ヒャクマンエン









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期 (オリジナル)



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド						2018年度(2019/3) ネン ド								2017年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク						2018年度当初計画 ネン ド トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ				計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		35,000		-		+5.1%				34,000		-700 		-2.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,400		38%		+16.5%				13,100		-1,600 		-12.2%		13,400		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,700		25%		+2.4%				8,300		200		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,600		16%		-12.5%				5,500		900		+16.4%		5,600		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,800		19%		+4.6%				6,700		-200 		-3.0%		6,800		0		+0.0%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		500		1%		+25.0%				400		0		+0.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,800		5.1%		71.4%				1,250		-200 		-16.0%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		900		6.7%		109.3%				700		-270 		-38.6%		900		0		+0.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		700		8.0%		16.7%				600		0		+0.0%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		300		5.4%		-31.8%				250		190		+76.0%		300		0		+0.0%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		250		3.7%		－				100		-80 		-80.0%		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		100		20.0%		100.0%				50		0		+0.0%		100		0		+0.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		(450)		-		±0				-450 		-40 		+8.9%		-450 		0		+0.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		2,000		5.7%		73.9%				1,500		-350 		-23.3%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,400		4.0%		86.7%				1,000		-250 		-25.0%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,239		-		+36.2%		800		-		-35.4%		1,000		-		+25.0%				800		0		+0.0%		1,000		0		+0.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,280		-		-2.4%		1,200		-		-6.3%		1,200		-		+0.0%				1,200		0		+0.0%		1,200		0		+0.0%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		108		-		-13 		120		-		+12		120		-		0				120		0		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																								(百万円) ヒャクマンエン







プレシジョン

				プレシジョン事業　重要商品群　売上（前期/計画/実績) ジギョウ ジュウヨウ ショウヒン グン ウリアゲ ゼンキ ケイカク ジッセキ

																												(百万円) ヒャクマンエン

								上期 カミキ						下期 シモキ						通期 ツウキ

								前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		前期 ゼンキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				光学Ａ コウガク				445		480		539		691		700		746		1,136		1,180		1,284		109%		113%

						光学B コウガク		261		395		345		366		372		448		627		767		793		103%		127%

						自動車 ジドウシャ		205		304		280		299		365		298		504		669		578		86%		115%

						事務機 ジムキ		342		565		668		276		310		455		618		875		1,123		128%		182%

						医療機器 イリョウ キキ		75		70		109		105		114		119		180		184		228		124%		127%

				新領域計 シンリョウイキ ケイ				883		1,334		1,401		1,046		1,162		1,320		1,929		2,496		2,721		109%		141%

				ガイド				458		475		501		460		465		545		917		940		1045.6		111%		114%

				省力機器 ショウリョク キキ				17		30		29		45		30		30		62		60		59		98%		95%

				重要商品計 ジュウヨウ ショウヒン ケイ				1,803		2,319		2,470		2,241		2,357		2,640		4,044		4,676		5,110		109%		126%



						前期：2016年3月期 ゼンキ ネン ガツ キ												連結売上高-> レンケツ ウリアゲ タカ		5,249		5,800		6,217

						計画・実績：2017年3月期 ケイカク ジッセキ ネン ガツ キ												重要商品ウエイト-> ジュウヨウ ショウヒン		77%		81%		82%



						※経営会議資料より企画部にて作成 ケイエイ カイギ シリョウ キカク ブ サクセイ





前期対比決算の概要



								2015年度(16/3期) ネン ド キ		2016年度(17/3期) ネン ド キ				比　較 ヒ クラベル

								(実績) ジッセキ		(計画) ケイカク		(実績) ジッセキ		(計画比) ケイカク ヒ		(前期比) ゼンキヒ ヒ

						売　上　高 バイ ウエ タカ		33,338		33,400		33,332		-68		-6

														-0.2%		-0.0%

						営業利益 エイギョウリエキ		553		800		851		+51		+298

						営業利益率 エイギョウリエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		+6.4%		+53.9%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		769		1,000		956		-44		+187

						親会社株主帰属当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,053		700		1		(699)		(1,052)

						1株あたり当期純利益(円) カブ トウキ ジュンリエキ エン		10.42		7.28		0.02		-7.26		-10.40



						ROE		3.10%		-		0.00%		-		-3.10

						1株あたり配当(円) カブ ハイトウ エン		3.00		3.00		3.00		±0.0		±0.0

						為替レート(US$=\) カワセ		121		120		108		-12 		-13 

						[ ]：期末日レート キマツ ビ		[113]		[120]		[112]		[-8]		[-1]



						海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		32.8%		36.0%		36.4%		+0.4%		+3.6%

				  ブランド認知率 ニンチ リツ				17%		-		19%		-		2%



































資料集ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2013年3月期 ネン ガツ キ						2014年3月期 ネン ガツ キ						2015年3月期 ネン ガツ キ						2016年3月期 ネン ガツ キ						2017年3月期 ネン ガツ キ

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				32,432				+10.2%		33,916				+4.6%		37,392				+0.10		33,338				-10.8%		33,332				-0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		13,772		42.5%		+8.6%		13,629		40.2%		-1.0%		13,184		35.3%		-0.03		12,853		38.6%		-2.5%		11,466		34.4%		-10.8%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		5,055		15.6%		+110.0%		6,808		20.1%		+34.7%		9,756		26.1%		+0.43		7,839		23.5%		-19.6%		8,063		24.2%		+2.9%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,590		17.2%		-6.6%		5,043		14.9%		-9.8%		5,430		14.5%		+0.08		5,249		15.7%		-3.3%		6,217		18.7%		+18.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,243		22.3%		-5.1%		7,651		22.6%		+5.6%		8,484		22.7%		+0.11		7,065		21.2%		-16.7%		7,235		21.7%		+2.4%

						その他 タ		770		2.4%		+8.8%		783		2.3%		+1.7%		536		1.4%		-0.32		330		1.0%		-38.4%		349		1.0%		+5.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,789		5.5%		+30.2%		861		2.5%		-51.9%		897		2.4%		+0.04		553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%

						時計事業 トケイ ジギョウ		1,628		11.8%		+21.9%		569		4.2%		-65.0%		128		1.0%		-0.78		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		397		7.9%		+179.6%		661		9.7%		+66.5%		960		9.8%		+0.45		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%

						プレシジョン事業 ジギョウ		(124)		-		-		17		0.3%		-113.7%		0		-		-		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%

						電子事業 デンシ ジギョウ		114		1.6%		+35.7%		(113)		-		-199.1%		124		1.5%		-		(280)		-		-		71		1.0%		-

						その他 タ		75		9.7%		+44.2%		60		7.7%		-20.0%		61		11.4%		+0.02		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%

						調整額 チョウセイ ガク		(301)		-		-		(335)		-		+11.3%		(376)		-		+0.12		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,051		6.3%		+21.1%		1,347		4.0%		-34.3%		1,319		3.5%		-0.02		769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,442		4.4%		+42.8%		851		2.5%		-41.0%		1,061		2.8%		+0.25		1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%

				設備投資 セツビ トウシ				961				+90.7%		1,341				+39.5%		2,150				+60.3%		905		-		-57.7%		1,302		-		+43.9%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				815				+1.9%		960				+17.8%		1,335				+39.1%		1,323		-		+1.8%		1,300		-		-1.7%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				94				12		103				9		120				17		113		-		+13		112		-		-1 



						※率：売上欄-構成比率、営業利益-営業利益率 リツ ウリアゲ ラン コウセイ ヒリツ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ









前期対比ｾｸﾞﾒﾝﾄ別



								2015年度(2016/3期) ネン ド キ								2016年度(2017/3期) ネン ド キ

								実績 ジッセキ		％		前期比 ゼンキ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ		％		計画比 ケイカク ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		100%		-4,054		-10.8%		33,400		33,332		100%		-68		-6						(6)

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-331		-2.5%		13,000		11,466		34%		-1,534		-1,387						(1,387)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-1,917		-19.6%		8,000		8,063		24%		+63		+224						224

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-180		-3.3%		5,400		6,217		19%		+817		+968						968

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-1,418		-16.7%		6,600		7,235		22%		+635		+170						170

						その他 タ		330		1%		-206		-38.4%		400		349		1%		-51		+19						19

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-344		-38.4%		800		851		2.6%		+51		+298						298

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+274		+214.1%		500		10		0.1%		-490		-392						(392)

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-458		-47.8%		500		797		9.9%		+297		+296						296

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		+125		-		200		383		6.2%		+183		+258						258

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-404		-		0		71		1.0%		+71		+351						351

						その他 タ		58		17.6%		-3		-4.9%		50		57		16.3%		+7		-1						(1)

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		+123		-		-450 		(469)		-		-19		-215						(215)

						※　％：売上高欄は、構成比、営業利益欄は、売上高営業利益率 ウリアゲ タカ ラン コウセイヒ エイギョウ リエキ ラン ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 中期



								2015年度(2016/3) ネン ド						2016年度(2017/3) ネン ド						2017年度(2018/3) ネン ド												2018年度(2019/3) ネン ド

																				修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク						修正計画 シュウセイ ケイカク						当初計画 トウショ ケイカク

								実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		実績 ジッセキ		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％		計画 ケイカク		率 リツ		前期比 ゼンキ ヒ		計画 ケイカク		差異 サイ		％

				売上高 ウリアゲ タカ				33,338		-		-10.8%		33,332		-		-0.0%		33,300		-		-0.1%		34,000		-700 		-2.1%		35,000		-		+5.1%		35,000		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		12,853		39%		-2.5%		11,466		34%		-10.8%		11,500		35%		+0.3%		13,100		-1,600 		-12.2%		12,200		35%		+6.1%		13,400		-1,200 		-9.0%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		7,839		24%		-19.6%		8,063		24%		+2.9%		8,500		26%		+5.4%		8,300		200		+2.4%		8,700		25%		+2.4%		8,700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		5,249		16%		-3.3%		6,217		19%		+18.4%		6,400		19%		+2.9%		5,500		900		+16.4%		6,500		19%		+1.6%		5,600		900		+16.1%

						電子事業 デンシ ジギョウ		7,065		21%		-16.7%		7,235		22%		+2.4%		6,500		20%		-10.2%		6,700		-200 		-3.0%		7,100		20%		+9.2%		6,800		300		+4.4%

						その他 タ		330		1%		-38.4%		349		1%		+5.8%		400		1%		+14.6%		400		0		+0.0%		500		1%		+25.0%		500		0		+0.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				553		1.7%		-38.4%		851		2.6%		53.9%		1,050		3.2%		23.4%		1,250		-200 		-16.0%		1,800		5.1%		71.4%		1,800		0		+0.0%

						時計事業 トケイ ジギョウ		402		3.1%		+214.1%		10		0.1%		-97.5%		430		3.7%		4,200.0%		700		-270 		-38.6%		780		6.4%		81.4%		900		-120 		-13.3%

						接続端子事業 セツゾク タンシ ジギョウ		501		6.4%		-47.8%		797		9.9%		+59.1%		600		7.1%		-24.7%		600		0		+0.0%		700		8.0%		16.7%		700		0		+0.0%

						プレシジョン事業 ジギョウ		125		2.4%		-		383		6.2%		+206.4%		440		6.9%		14.9%		250		190		+76.0%		500		7.7%		13.6%		300		200		+66.7%

						電子事業 デンシ ジギョウ		(280)		-		-		71		1.0%		-		20		0.3%		-71.8%		100		-80 		-80.0%		250		3.5%		－		250		0		+0.0%

						その他 タ		58		17.6%		-4.9%		57		16.3%		-1.7%		50		12.5%		-12.3%		50		0		+0.0%		50		10.0%		0.0%		100		-50 		-50.0%

						調整額 チョウセイ ガク		(254)		-		-		(469)		-		+84.6%		(490)		-		+4.5%		-450 		-40 		+8.9%		(480)		-		10		-450 		-30 		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				769		2.3%		-41.7%		956		2.9%		+24.3%		1,150		3.5%		20.3%		1,500		-350 		-23.3%		2,000		5.7%		73.9%		2,000		0		+0.0%

				親会社株主に対する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ タイ トウキ ジュンリエキ				1,053		3.2%		-0.8%		1		0.0%		-99.9%		750		2.3%		74900.0%		1,000		-250 		-25.0%		1,400		4.0%		86.7%		1,400		0		+0.0%

				設備投資 セツビ トウシ				910		-		-57.5%		1,302		-		+43.1%		1,220		-		-6.3%		800		420		+52.5%		1,120		-		-8.2%		1,000		120		+12.0%

				減価償却 ゲンカ ショウキャク				1,312		-		+0.9%		1,300		-		-0.9%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%		1,300		-		+0.0%		1,200		100		+8.3%

				為替レート(期末日レート) カワセ キマツ ビ				121		-		+13		112		-		-1 		120		-		+8		120		0		0		120		-		0		120		0		0



				注　率：売上高-構成比、利益-利益率 チュウ リツ ウリアゲ タカ コウセイ ヒ リエキ リエキ リツ																																						(百万円) ヒャクマンエン







重点実施事項



				時　　計 トキ ケイ		国内 コクナイ		リズムブランドを基軸にギフト需要喚起 キジク ジュヨウ カンキ

						海外 カイガイ		米国-大手量販拡大、中国-インターネット販売強化 ベイコク オオテ リョウハン カクダイ チュウゴク ハンバイ キョウカ

						生産 セイサン		ベトナム工場　生産性・合理化推進 コウジョウ セイサンセイ ゴウリカ スイシン

				接続端子 セツゾク タンシ		販売 ハンバイ		海外の受注拡大（日系・非日系問わず） カイガイ ジュチュウ カクダイ ニッケイ ヒ ニッケイ ト

						生産 セイサン		生産設備の内製化、自動化推進 セイサン セツビ ナイセイ カ ジドウカ スイシン

				プレシジョン		販売 ハンバイ		自動車関連部品の受注拡大 ジドウシャ カンレン ブヒン ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		製造工程の省力化・効率化推進 セイゾウ コウテイ ショウリョクカ コウリツ カ スイシン

				電　　子 デン コ		販売 ハンバイ		新規受注拡大 シンキ ジュチュウ カクダイ

						生産 セイサン		構造改革完了-効率化推進 コウゾウ カイカク カンリョウ コウリツ カ スイシン

















重点指標



						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド				2018年度 ネン ド

						実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		目標 モクヒョウ

				ブランド認知率 ニンチ リツ		17%		23%		20%		33%

				海外売上比率 カイガイ ウリアゲ ヒリツ		33%		36%		36%		40%

				M&A売上高(百万円) ウリアゲ タカ ヒャクマンエン		7,839		8,000		8,410		8,700

				売上高営業利益率 ウリアゲ タカ エイギョウ リエキ リツ		1.7%		2.4%		2.6%		5.0%

				ＲＯＥ		3.3%		-		0.0%		5.0%

				自己株式取得数(千株) ジコ カブシキ シュトク スウ センカブ		14,398		-		3,328		機動的に実施 キドウテキ ジッシ

				非事業資産の売却額(百万円) ヒ ジギョウ シサン バイキャク ガク ヒャクマンエン		1,324		-		1,109		-





















海外子会社一覧



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

				⑤		RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD.		製造会社 セイゾウ カイシャ		●		●		●

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

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

				⑧		KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.		販売会社 ハンバイ カイシャ								●

				⑨		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								●

				⑩		PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA		製造会社 セイゾウ カイシャ								●

				⑪		RHYTHM KYOSHIN CO., LTD. EUROPE 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								●







海外市場と方策



				東南　　　アジア トウナン		時　　計 トキ ケイ		リズムブランド戦略に基づく新型によるクロックの拡販 センリャク モト シンガタ カクハン



						産業向３事業 サンギョウ ム ジギョウ		シンガポール・ベトナム・インドネシア・タイの拠点を活かした非日系企業の開拓 キョテン イ ヒ ニッケイ キギョウ カイタク



				中国 チュウゴク		時　　計 トキ ケイ		インターネットを中心にクロック、非クロックの拡販 チュウシン ヒ カクハン

						産業向３事業		日系・非日系企業の深耕開拓 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ シンコウ カイタク

				欧米 オウベイ		時　　計 トキ ケイ		大手量販の拡大 オオテ リョウハン カクダイ

						産業向３事業		日系・非日系企業の受注獲得 ニッケイ ヒ ニッケイ キギョウ ジュチュウ カクトク













海外



										(US$千) セン



								16/3期 キ		17/3期 キ						2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド

						東南アジア トウナン		56,824		69,567

						中国 チュウゴク		34,076		33,779

						米国 ベイコク		6,335		5,042

						計 ケイ		97,235		108,388



																												2015		2016

																										香港中国 ホンコン チュウゴク		34076		33779

																												2015		2016

																										ASEAN		56824		69567

																												2015		2016

																										欧米 オウベイ		6335		5042



香港中国	

2015	2016	34076	33779	ASEAN	

2015	2016	56824	69567	欧米	

2015	2016	6335	5042	

BS



										2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン						2015年度 ネン ド		2016年度 ネン ド		増　減 ゾウ ゲン

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		11,569		11,040		-529				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		3,061		3,537		+476

								受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		5,588		5,808		+220				ほか		2,575		2,967		+392

								たな卸資産 オロ シサン		8,064		7,692		-372		流動負債 リュウドウ フサイ				5,636		6,504		+868

								ほか		2,791		3,830		+1,039				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		958		337		-621

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				ほか		6,482		6,416		-66

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		固定負債 コテイ フサイ				7,440		6,753		-687

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		3,005		2,423		-582				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								　投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本剰余金 シホン ジョウヨキン		13,681		9,806		-3,875

								　ほか		2,145		1,833		-312				自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

								投資その他有価証券 トウシ タ ユウカ ショウケン		5,885		5,367		-518				ほか		9,525		9,256		-269

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				17,183		16,150		-1,033		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

								資産合計 シサン ゴウケイ		45,195		44,521		-674		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

								注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																		1株あたり純資産 カブ ジュンシサン		334.00		336.82		+2.82





										16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン						16/3期 キ		17/3期 キ		増　減 ゾウ ゲン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				28,012		28,370		+358				流動負債 リュウドウ フサイ		5,636		6,504		+868

						固定資産 コテイ シサン												固定負債 コテイ フサイ		7,440		6,753		-687

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,292		8,359		+67		負債合計 フサイ ゴウケイ				13,076		13,258		+182

								投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		3,740		3,534		-206				資本金 シホンキン		12,372		12,372		+0

								その他 タ		5,151		4,257		-894				剰余金、その他 ジョウヨキン タ		23,206		19,062		-4,144

																		自己株式 ジコ カブシキ		(3,460)		(171)		+3,289

																純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				32,118		31,263		-855

				資産合計 シサン ゴウケイ						45,195		44,521		-674		負債・資本合計 フサイ シホン ゴウケイ				45,195		44,521		-674

						注：百万円未満切り捨てて表示しております。 チュウ 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%		70.2%		-0.9%

																1株あたり純資産 カブ ジュンシサン				334.00		336.82		+2.82







人材



				＜目指す企業像＞ メザ キギョウゾウ

				従業員それぞれが、仕事に誇りとたりがいが持てる ジュウギョウイン シゴト ホコ モ

				[ 項目 ] コウモク								[現況] ゲンキョウ

				世界で通用する人材育成のための仕組み作り セカイ ツウヨウ ジンザイ イクセイ シク ツク								育成プログラム検討中 イクセイ ケントウチュウ







				ダイバーシティを推進し、多様な人材(財)の登用 スイシン タヨウ ジンザイ ザイ トウヨウ								海外関係会社の常勤役員に占める現地人比率：38％ カイガイ カンケイ カイシャ ジョウキン ヤクイン シ ゲンチ ジン ヒリツ







				女性が活躍する雇用環境、人事制度の整備 ジョセイ カツヤク コヨウ カンキョウ ジンジ セイド セイビ								女性管理職比率：当社３％ ジョセイ カンリ ショク ヒリツ トウシャ

												　　　　　　　　　　グループ○％











人員



														(人) ニン

										15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

								当社 トウシャ		318		296		264

								国内関係会社 コクナイ カンケイ カイシャ		334		318		330

								国内　計 コクナイ ケイ		652		614		594

								海外関係会社 カイガイ カンケイ カイシャ		2,640		2,675		2,584

								総合計 ソウ ゴウケイ		3,292		3,289		3,178



								※有価証券報告書基準 ユウカ ショウケン ホウコクショ キジュン







№1



								売上高 ウリアゲ タカ

				時　計 トキ ケイ		クロック		7,183

						非クロック ヒ		512

						防災行政ラジオ・小型ファン ボウサイ ギョウセイ コガタ

				接続端子 セツゾク タンシ		接続端子 セツゾク タンシ		1,471

						小型精密プレス コガタ セイミツ		4,336

				プレシジョン		精密金型製造 セイミツ カナガタ セイゾウ		1,218

						精密部品加工 セイミツ ブヒン カコウ		2,598

				電　子 デン コ		カスタマイズカメラ		500

						ゲージ等の表示機器 トウ ヒョウジ キキ		661
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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。 

また、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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広報ＩＲ担当窓口 

  リズム時計工業株式会社 

  企画部  貞末(サダスエ) 

         佐藤(サトウ) 

    電話  048-643-7241(企画部直通)    
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