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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 220,677 △14.1 5,619 △38.2 3,336 △61.4 361 △92.2

23年3月期第3四半期 256,787 △16.1 9,085 ― 8,637 ― 4,649 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △4,914百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 252百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 1.34 1.23
23年3月期第3四半期 17.04 15.58

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 362,629 143,747 39.6
23年3月期 402,456 153,232 38.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  143,531百万円 23年3月期  153,131百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

 平成24年３月期の配当予想額は未定であります。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― ― ― 17.00 17.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 305,000 △10.7 9,000 △25.3 6,000 △48.7 2,000 △64.8 7.44



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。なお、平成23年５月17日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修
正しております。 
2.平成24年３月期の配当予想額につきましては、今後の事業環境等を見極める必要があり、現時点では未定とさせていただきます。配当予想額の開示が可能と
なった時点で速やかに開示いたします。 
3.決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） ─ 、 除外 ―社 （社名） ─

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 279,020,914 株 23年3月期 279,020,914 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 10,167,020 株 23年3月期 10,165,355 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 268,854,890 株 23年3月期3Q 272,852,406 株
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当第３四半期は、国内において東日本大震災からの緩やかな回復が見られたものの、欧州債務危機に

よる世界景気の減速や長期化する円高の影響などに加え、タイの洪水による影響もあり、先行き不透明

感は一段と高まりました。 

 この環境下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、上期の震災影響に加え下期に入り一部タイの洪

水の影響が発生し、対前年同期比１４．１％減の２，２０６億円となりました。セグメント別について

見ますと、コンシューマは１，５９０億円となりました。時計は一部タイ工場の浸水被害の影響があっ

たものの、「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」や「ＥＤＩＦＩＣＥ」といったブランドが、デパートや専門店での拡販

の効果もあり、北米やアジアなどの海外で好調に推移しました。また、女性向けメタルアナログウォッ

チ「ＳＨＥＥＮ」の新商品を発売し、女性向け商品の売上を拡大しました。システムは２９３億円、そ

の他は３２３億円となりました。 

 損益につきましては、コンシューマは１１０億円の営業利益となりました。下期以降、電子辞書は震

災影響から完全に脱却し収益性を回復しました。システムは２９億円の営業損失、その他は１億円の営

業利益となりました。この結果、調整後の連結合計として５６億円の営業利益となりました。また、経

常利益は３３億円、四半期純利益は、税制改正等の影響により３億円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少などにより、前連結会計年度末比３９８億

円減少し、３，６２６億円となりました。純資産は、配当金支払、その他有価証券評価差額金の減少な

どにより、前連結会計年度末比９４億円減少し、１，４３７億円となりました。その結果、自己資本比

率は３９．６％となりました。 

   

タイ工場浸水被害等の状況変化に鑑み、平成２３年５月１７日に公表した平成２４年３月期の通期連

結業績予想を以下の通り修正いたします。 

  

 

 
  

時計のタイ工場浸水被害による稼動停止、デジタルカメラのタイ洪水による部品調達難、新規事業の

本格立上げ時期のズレ、および税制改正等の影響により、売上高、損益ともに前回予想を下回る見通し

となりました。 

（注）業績見通しについて  

①為替水準は１ＵＳ＄＝８０円、１ユーロ＝１００円を想定しております。 

②業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま

す。実際の業績に影響を与える要素としては、当グループの事業をとりまく経済情勢、対ドル

をはじめとする主要為替相場の変動、製品販売価格の大幅な変動などが考えられますが、これ

らに限られるものではありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

【連結業績予想】 （単位：億円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ）

（平成２３年５月１７日発表） 3,300 200 180 100

今回修正予想（Ｂ） 3,050 90 60 20

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △110 △120 △80
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,114 43,121

受取手形及び売掛金 61,744 43,755

有価証券 84,376 74,067

製品 31,586 28,067

仕掛品 5,147 4,814

原材料及び貯蔵品 8,694 11,152

その他 37,069 31,507

貸倒引当金 △580 △549

流動資産合計 269,150 235,934

固定資産   

有形固定資産   

土地 38,319 37,767

その他（純額） 28,114 23,842

有形固定資産合計 66,433 61,609

無形固定資産 6,170 5,954

投資その他の資産   

投資有価証券 45,278 34,994

その他 15,476 24,165

貸倒引当金 △51 △27

投資その他の資産合計 60,703 59,132

固定資産合計 133,306 126,695

資産合計 402,456 362,629
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 51,688 34,599

短期借入金 14,800 12,926

1年内返済予定の長期借入金 10,000 5,000

未払法人税等 2,900 1,769

製品保証引当金 875 845

その他 37,623 33,533

流動負債合計 117,886 88,672

固定負債   

社債 25,000 25,000

新株予約権付社債 50,000 50,000

長期借入金 38,000 38,000

退職給付引当金 10,696 11,438

役員退職慰労引当金 2,785 1,825

その他 4,857 3,947

固定負債合計 131,338 130,210

負債合計 249,224 218,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 48,592 48,592

資本剰余金 65,703 65,703

利益剰余金 57,233 53,024

自己株式 △8,589 △8,590

株主資本合計 162,939 158,729

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,733 △1,034

繰延ヘッジ損益 △238 △261

為替換算調整勘定 △11,303 △13,903

その他の包括利益累計額合計 △9,808 △15,198

少数株主持分 101 216

純資産合計 153,232 143,747

負債純資産合計 402,456 362,629
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 256,787 220,677

売上原価 171,036 142,555

売上総利益 85,751 78,122

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 23,081 23,286

その他 53,585 49,217

販売費及び一般管理費合計 76,666 72,503

営業利益 9,085 5,619

営業外収益   

受取利息 708 665

受取配当金 191 206

為替差益 347 －

その他 518 478

営業外収益合計 1,764 1,349

営業外費用   

支払利息 609 749

為替差損 － 230

持分法による投資損失 747 2,220

その他 856 433

営業外費用合計 2,212 3,632

経常利益 8,637 3,336

特別利益   

固定資産売却益 7 5

投資有価証券売却益 0 133

ゴルフ会員権売却益 18 －

特別利益合計 25 138

特別損失   

固定資産除却損 284 95

減損損失 － 515

災害による損失 － 634

投資有価証券評価損 22 740

事業譲渡損 － 1,640

役員退職慰労金 13 1,319

関係会社整理損 － 2,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 152 －

その他 8 20

特別損失合計 479 7,528

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

8,183 △4,054

法人税等 3,987 △4,534

少数株主損益調整前四半期純利益 4,196 480

少数株主利益又は少数株主損失（△） △453 119

四半期純利益 4,649 361
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,196 480

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,187 △2,767

繰延ヘッジ損益 23 △23

為替換算調整勘定 △2,791 △2,555

持分法適用会社に対する持分相当額 11 △49

その他の包括利益合計 △3,944 △5,394

四半期包括利益 252 △4,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 707 △5,029

少数株主に係る四半期包括利益 △455 115
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

 
（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,629百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△2,629百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

 
（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,602百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△2,602百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 193,974 32,467 30,346 256,787 ― 256,787

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

16 414 4,670 5,100 △5,100 ―

計 193,990 32,881 35,016 261,887 △5,100 256,787

セグメント利益 
又は損失（△）

13,044 △1,892 562 11,714 △2,629 9,085

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 159,042 29,322 32,313 220,677 ― 220,677

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

3 459 3,775 4,237 △4,237 ―

計 159,045 29,781 36,088 224,914 △4,237 220,677

セグメント利益 
又は損失（△）

11,037 △2,935 119 8,221 △2,602 5,619

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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