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株主の皆様へ

https://www.rhythm.co.jp/
詳しくは当社WEBサイトで
ご覧いただけます。 https://www.facebook.

com/rhythm1950/

SNSでも
情報をお届け
しています。

Facebook
https://www.youtube.com/channel/
UCGiB2zquPKU4Hrb-Jhbplbg

YouTube

　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　はじめに、新型コロナウイルス感染症により罹患された方 に々は心よりお見

舞い申し上げます。当社グループにおきましても危機感を持って日々 対策に

取り組んでおり、グループ一丸となってこの難局を乗り切ってまいります。

　おかげさまで当社は今年創立70周年を迎えます。2019年度は時計事

業における海外生産拠点の集約、北欧ブランド腕時計等の輸入販売を行う

アイ・ネクストジーイー社の子会社化をはじめさまざまな事業改革を推進して

まいりました。70周年という大きな節目となる今年度は改革をさらに加速させ、

4月には電子事業のプレシジョン事業への事業統合を実施しました。さらに

10月には完全子会社である東北リズムおよびリズム協伸を吸収合併し、当

社の商号を「リズム株式会社」に変更することを予定しております。

　当社の経営理念「たゆみない創造と革新を続け、豊かで楽しい安全な社

会づくりに貢献する」は我 の々不変的な思いであります。そして本合併を機

に、この理念に基づく「新しい真のRHYTHMへ」という将来ビジョンを設定

いたします。厳しい事業環境下ではございますが、ガバナンスの強化、イン

フラの統一、共通部門の効率化等により、収益力の強化と持続的な発展を

目指してまいりますので、今後も皆様方のご指導、ご鞭撻を賜ります様よろし

くお願い申し上げます。
代表取締役社長

売上高

299億11百万円
（前期比3.6％減）

営業利益

△2億34百万円
（前期は7億61百万円の営業利益）

親会社株主に帰属する
当期純利益

△11億39百万円
（前期は2億64百万円の

親会社株主に帰属する当期純損失）

１株当たり配当金

30円
　



製品紹介

Segment Overview
セグメント別の概況

TOPICS 2019.4─2020.3

トピックス

時計事業
Clock Division

プレシジョン事業
Precision Division

接続端子事業
Connected terminal Division

電子事業
Electronics Division

売上高構成比

29.3%

売上高構成比

17.9%

売上高構成比

30.7%

売上高構成比

20.9%

売上高

87億64百万円
(前期比8.6％減)

売上高

53億59百万円
(前期比15.6％減)

売上高

91億79百万円
(前期比2.6％減)

売上高

62億48百万円
(前期比18.5％増)

営業利益

△4億17百万円
（前期は2億55百万円の営業損失）

営業利益

2億11百万円
(前期比69.7％減)

営業利益

6億14百万円
(前期比7.9％減)

営業利益

△1億65百万円
（前期は30百万円の営業利益）

　国内では、非クロック分野は堅調に推移しましたが、主力のクロックは、
市場の縮小により減収となりました。海外では、香港デモ活動、米中貿易
摩擦、新型コロナウイルス感染症の影響や米国でのインターネット販売
ルートの売上減少により減収となりました。利益面では、原価改善の遅れ
やベトナム工場からの撤退に伴う費用などにより営業損失となりました。

　国内では、自動車分野の受注減少及び産業機械分野が米中貿易
摩擦の影響を受け、減収となりました。利益面では、受注減少の影響
で減益となりました。海外では、ベトナム及び中国の受注停滞により、
減収となりました。利益面では、中国での受注減少の影響により減
益となりました。

　国内では、米中貿易摩擦の影響と自動車・設備関連など全般的な
受注減少により減収となりました。利益面では、受注減少により減益
となりました。海外では、東南アジアでの自動車や二輪向け部品の
受注が減少しましたが、家電向け部品が堅調に推移し、若干の増収と
なりました。利益面では、受注減少により減益となりました。

　国内では、情報機器製品の受注が大きく落ち込み、自動車関連製
品、EMS製品も売上が減少し、減収となりました。利益面では、受注減
少及び原価率の悪化などにより、営業損失となりました。海外では、引
き続きベトナムのＥＭＳ製品が好調に推移し、増収となりましたが、中国
及びベトナム工場の原価率の悪化などにより営業損失となりました。

置・掛・目覚時計などのクロック全般、防災行政ラジオ、温湿度計、小型ファ
ン、加湿器等の製造販売及びウォッチなどの仕入れ販売をしております。

モバイルファン 加湿器

産業機械、光学機器、事務・通信機器、自動車、時計等に使用される精密部
品及び高難度精密金型の製造販売をしております。

タブ端子・テーピング端子・端子台など、自動車、太陽光発電、電動アシスト
自転車や家電製品に使用される接続端子などの製造販売をしております。

電子機器などのEMS、情報関連機器、自動車時計、船舶用ゲージなどの製
造販売をしております。

製品紹介

製品紹介

製品紹介

テーピング端子

各種プラスチック成形部品 各種インサート成形部品 ボート向けLCDメーター カークロック

工作機械部品

各種端子

エンボス端子

　リズム時計は2020年10月１日をもってリズム時計を存続会社、東北リズムおよびリズム協伸を消滅会社とする吸収合併を
行うことといたしました。ガバナンスの強化、インフラの統一、共通部門の効率化等により収益力の強化と持続的な発展を図
ってまいります。また本合併により「新しい真のRHYTHMへ」を将来ビジョンとし、事業領域を拡大・成長させていくことから、 
当社の商号を「リズム時計工業株式会社」から「リズム株式会社」に変更いたします。

新商号（英文表記）：リズム株式会社（英文：RHYTHM CO.,LTD.）
変更予定日：2020年10月１日

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）・商号変更のお知らせ

　地域貢献の一環として、
埼玉県内の公共施設、公
益法人、保育園等へ時計
の寄贈を行いました。

CSRの取り組み

　東北リズムでは昨年の工作機械部品の
新工場に続き、第二期工事として車載部品
の新工場が竣工しました。またリズム協伸
ハノイでは第二工場が竣工し、第一工場は
引き続きプレス工場としての拡充を図り、
第二工場では増加中のインサート成形品
需要に対応してまいります。

　2020年1月、リズムグループ
の傘下となったアイ・ネクストジー
イーは「北欧の優れたプロダクト
を日本へ」というコンセプトのも
と、北欧ブランドを中心とした腕
時計、クロック、雑貨等の輸入販
売を行っています。卸売販売の
ほか、ネット販売、直営店6店舗

を国内で運営している同社をグループの一員に迎え、時計事業の更なる領域拡
大とリズムグループとしての企業価値向上を図ってまいります。

　2019年7月にオープ
ンしたリズム時計本社シ
ョールームのお披露目を
兼ねて商談会を開催しま
した。会場にはこだわり
のハイグレード新製品を
中心に展示し、デパート

をはじめ多数のお得意先より大変ご好評をいただきました。

　2020年の創立70周年をひ
かえ、クロックの新たな歴史の
一歩を刻むため「RHYTHMデ
ザインアワード2019」を開催し
ました。文字盤デザイン部門、
プロダクトデザイン部門の２部

門にて多数ご応募いただいた中から、文字盤デザイン11点、プ
ロダクトデザイン7点が受賞作品に選ばれました。

プレシジョン事業、
接続端子事業の新工場竣工

アイ・ネクストジーイー社がリズムグループの一員に

リズム時計本社ショールームオープン RHYTHMデザインアワード2019開催

大宮区役所 上尾市長より感謝状の贈呈
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Company and Stock Information　会社・株式情報

株式状況 発行可能株式総数 18,522,900株

発行済株式の総数 8,385,093株

株主数 9,075名

所有者別株式分布状況

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　
三井住友信託銀行株式会社

特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（お問合せ先）

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で
行っております。

会社概要（2020年3月31日現在） 株式情報（2020年3月31日現在）

株主メモ

その他国内法人 11.3% 自己株式 1.5%

証券会社 2.3% 外国法人 8.1%

個人・その他
38.5%

金融機関
38.2%

社名 リズム時計工業株式会社

設立 1950年11月7日

資本金 123億7,284万円

従業員数 連結3,185名　単体199名

主要営業品目 各種クロック・ウオッチ・接続端子部品・精密金型・
成形部品・情報機器・車載機器・電子部品・その他精
密機械各種

本店所在地 〒330-9551　埼玉県さいたま市大宮区
北袋町一丁目299番地12
電話：048（643）7211（代表）

役員
（2020年
7月29日現在）

代表取締役社長 平田　博美

取締役常務執行役員 湯本　武夫

取締役執行役員 荒井　雄司

取締役執行役員 山崎　勝彦

取締役監査等委員 酒井　清貴

取締役監査等委員 山下　和彦※

取締役監査等委員 鈴木　欽哉※

取締役監査等委員 奥野　泰久※

執行役員 関根　文男

執行役員 貞末　浩

執行役員 小林　宏己

執行役員 木村　務

執行役員 呉　　国明
※ 社外取締役

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

お問い合わせ先
〒330-9551　埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
TEL.048（643）7211（代表）　https://www.rhythm.co.jp/

第94期定時株主総会決議ご通知

　当社第94期定時株主総会及び継続会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

報告事項 １． 第94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき３0円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、合併の効力発生（2020年10月１日予定）をもって当
社商号を「リズム株式会社」へと変更すること等を決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に平田
博美、湯本武夫、荒井雄司、山崎勝彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名
選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に酒井清貴、山下和彦、
鈴木欽哉、奥野泰久の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、アーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしま
した。

以上

株主還元策について
当社は、効率的な業務運営・合理化による収益力の向上および財務体質
の強化を通じ、皆様に対する安定的な利益還元を行うことを基本とし
ており、当期の期末配当は1株あたり30円とさせていただきました。


