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（５）連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数 105社
主要な連結子会社名
シチズンマシナリー㈱、シチズン電子㈱、
シチズンファインデバイス㈱、シチズン・システムズ㈱
新規 12社
当連結会計年度より、Frederique Constant Holding SAについて新たに株式を取得したことから、Frederique
Constant Holding SA及びFrederique Constant Holding SAの子会社11社を連結の範囲に含めております。
除外 ６社
当連結会計年度より、江門市訊科電子有限公司は、当社の連結子会社である江門市江星電子有限公司に吸収合併
されたため、シチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株式会社は、当社（旧商号：シチズンホー
ルディングス株式会社）に吸収合併されたため、Miyano Machinery Philippines Inc.は、当社の連結子会社である
Citizen Machinery Philippines Inc.に吸収合併されたため、Bulova Corporationは、当社の連結子会社である
CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA,INC.に吸収合併されたため、またSunciti Trading Dong Guan Ltd.は会社清算
のため、それぞれ連結の範囲から除いております。
(2）非連結子会社 17社
主要な非連結子会社
HESTIKA FRANCE S.A.S.
（連結の範囲から除いた理由）
連結の範囲から除外した非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等の各合計は、連結財務諸表上の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に対し、いずれも僅
少であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法適用の関連会社数 ２社
Marubeni Citizen-Cincom Inc.、First Cainta Resources Corporation
(2）持分法を適用していない非連結子会社（HESTIKA FRANCE S.A.S.等）及び関連会社（合川精密㈱等）は、それぞれ
当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
(1）連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
７月４日

１社

12月31日

80社

(2）連結財務諸表の作成に当たって、連結決算日において連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必
要とされる決算を行っております。
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４．会計方針に関する事項
連結子会社が採用している会計方針は、原則として当社の基準に統一されており、特記すべき差異はありません。当社
及び連結子会社の主要な会計方針は、次のとおりであります。
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
ロ

デリバティブ
時価法

ハ

たな卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物
機械装置及び運搬具

２～60年
２～10年

ロ

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

ハ

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
発生年度に一括償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
イ

貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ま
た、在外連結子会社については、個別の債権の回収可能性を勘案した所要見積額を計上しております。
ロ 投資損失引当金
非連結子会社株式等(減損会計適用銘柄を除く)の著しい価値の下落による損失に備えるため、当連結会計年度末
における実質価額等を考慮して計上しております。
ハ 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。
ニ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。
製品保証引当金

ホ

一部の連結子会社では製品のアフターサービス等に要する費用の引当として、売上高の一定割合を計上しており
ます。
ヘ

事業再編整理損失引当金
事業再編に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。

ト

環境対策引当金
将来の環境対策に伴う支出に備えるため、その合理的な見積額に基づき計上しております。

チ

債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
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(5)退職給付に係る会計処理の方法
①

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

②

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（原則として５年
による定率法）により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（原則として５年による定率法）により発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含
めて計上しております。
(7)重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて、特例処理の要件を満たす場合は、特例処理
を採用しております。
ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息
ハ ヘッジ方針
一部の借入金における金利変動リスクを回避する目的でヘッジを行っております。
ニ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
(8）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間(計上後20年以内)で均等償却を行っておりま
す。
なお、消去差額が重要な金額でない場合は、当該消去差額の生じた期の損益としております。
(9）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
連結納税制度の適用

ロ

連結納税制度を適用しております。
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（会計方針の変更）
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社及び国内連結子会社では主に定率法を採用する一方、海外
連結子会社では定額法を採用しておりましたが、当連結会計年度より当社及び国内連結子会社において定額法に変
更しております。
当社は、平成25年２月に、平成31年３月期を最終年度とする中期経営計画「シチズングローバルプラン2018」を
策定して、構造改革による工場の再編を実施してまいりました。その結果、今後は設備の長期安定的な稼働が見込
まれるため、減価償却方法として定額法を採用することがより当社の実態を適切に反映できると判断いたしまし
た。
これにより、当連結会計年度の営業利益が2,651百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ
2,768百万円増加しております。

（表示方法の変更）
（連結キャッシュ・フロー計算書）
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の引当金の増減額」に含めていた
「貸倒引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表
示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
「その他の引当金の増減額」に表示していた52百万円は、「貸倒引当金の増減額」180百万円、「その他の引当金の増
減額」△128百万円として組み替えております。

（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号
年度から適用しております。

平成28年３月28日）を当連結会計

（連結貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
前連結会計年度
（平成28年３月31日）
減価償却累計額

215,565百万円

当連結会計年度
（平成29年３月31日）
213,138百万円

２．連結会社以外の会社に対する保証は、次のとおりであります。
前連結会計年度
（平成28年３月31日）
当社グループの得意先が抱えるリース債務

75百万円

等に対する保証
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（連結損益計算書関係）
※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
（自
至

前連結会計年度
平成27年４月１日
平成28年３月31日）

（自
至

当連結会計年度
平成28年４月１日
平成29年３月31日）

減価償却費
貸倒引当金繰入額

4,383百万円
△58

3,699百万円
△55

賞与引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額

2,624
72

2,301
88

退職給付費用
人件費

1,404
33,977

1,291
32,521

広告宣伝費
製品保証等引当金繰入額

21,512
61

19,760
51

7,500

7,113

研究開発費

※２．減損損失
当社グループは、原則として管理会計上の事業区分に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位とし、グルーピングを行っています。なお、一部の連結子会社については規模に鑑み、会社単位を基準として
グルーピングを行っています。また、本社等、特定事業との関連が明確でない資産については共用資産としており
ます。
前連結会計年度は、今後使用見込みのない資産、収益性の悪化した事業の資産の減損損失を認識し、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（3,051百万円）として特別損失に計上しました。その主な内訳
は、建物及び構築物31百万円、工具、器具及び備品17百万円、その他無形固定資産2,974百万円であります。
当連結会計年度は、今後使用見込みのない資産、収益性の悪化した事業の資産の減損損失を認識し、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,039百万円）として特別損失に計上しました。その主な内訳
は、建物及び構築物280百万円、機械装置521百万円、土地93百万円であります。
なお、回収可能価額は、正味売却可能価額または使用価値を基に算定しております。正味売却可能価額について
は処分価額により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを主として５％で割り引いて算出しており
ます。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

330,353,809

－

－

330,353,809

330,353,809

－

－

330,353,809

6,371,070

5,689,911

91

12,060,890

6,371,070

5,689,911

91

12,060,890

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式（注）１，２
合計

（注）１．自己株式数の増加5,689,911株は、市場買付による増加5,682,800株及び単元未満株式の買取による増加
7,111株であります。
２．自己株式数の減少91株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
株式の種類

（決議）

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日

効力発生日

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式

2,591

8.50

平成27年３月31日

平成27年６月26日

平成27年11月10日
取締役会

普通株式

2,705

8.50

平成27年９月30日

平成27年12月４日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
（決議）
平成28年６月28日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額
（百万円）
2,705

配当の原資
利益剰余金
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至平成29年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

330,353,809

－

10,000,000

320,353,809

330,353,809

－

10,000,000

320,353,809

12,060,890

4,008

10,000,090

2,064,808

12,060,890

4,008

10,000,090

2,064,808

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式（注）１，２
合計

（注）１．発行済株式数の減少10,000,000株は、自己株式の消却による減少であります。
２．自己株式数の増加4,008株は、単元未満株式の買取による増加であります。
３．自己株式数の減少10,000,090株は、自己株式の消却による減少10,000,000株及び単元未満株式の買増請
求による減少90株であります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
株式の種類

（決議）

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日

効力発生日

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式

2,705

8.50

平成28年３月31日

平成28年６月29日

平成28年11月11日
取締役会

普通株式

2,705

8.50

平成28年９月30日

平成28年12月２日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
（決議）
平成29年６月28日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額
（百万円）
2,705

１株当たり配
当額（円）

配当の原資
利益剰余金

8.50

基準日

効力発生日

平成29年３月31日 平成29年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
（自
至

前連結会計年度
平成27年４月１日
平成28年３月31日）

現金及び預金勘定

99,371百万円

預入期間が３か月を超える定期預金
現金及び現金同等物
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（自
至

当連結会計年度
平成28年４月１日
平成29年３月31日）
80,746百万円

△4,328

△2,858

95,042

77,887

シチズン時計 (株)

(7762) 平成29年３月期

決算短信

（企業結合等関係）
取得による企業結合
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称
Frederique Constant Holding SA
事業の内容
各種時計類及びその部分品の製造、販売
（2）企業結合を行った主な理由
当社グループは、2013年度を初年度とする「シチズングローバルプラン2018」における時計事業の成長戦
略の実現に向けてマルチブランド戦略を進めております。今回のFrederique Constant Holding SAの子会社
化により、シチズンブランドをはじめとする当社グループが保有するブランドではカバーできない流通や高
価格帯市場においてプレゼンスを高めていき、企業価値の向上を目指します。また、当社グループが保有す
るブランドとのシナジー効果の創出を図り、時計事業のブランドポートフォリオを発展させてまいります。
将来的には、相互間でのムーブメント技術の共同開発、インフラの共有も進めてまいります。
（3）企業結合日
平成28年７月11日
（4）企業結合の法的形式
株式取得
（5）結合後企業の名称
Frederique Constant Holding SA
（6）取得した議決権比率
100％
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価としてFrederique Constant Holding SAの株式を100％取得したためです。
２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成28年７月11日から平成29年３月31日まで
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金
13,351百万円
取得原価
13,351
４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 334百万円
５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
5,256百万円
（2）発生原因
企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。
（3）償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産
7,269百万円
固定資産
4,147
資産合計
11,417
流動負債
1,754
固定負債
1,511
負債合計
3,266
７．のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに主要な種類別の加重平均償却期
間
主な種類別の内訳
マーケティング関連資産
顧客関連資産

金額
1,293百万円
2,109

償却期間
7年
10年

８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響
の概算額及びその算定方法
当該影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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シチズン時計 (株)

(7762) 平成29年３月期

決算短信

共通支配下の取引等
当社（旧商号 ：シチズンホールディングス株式会社）は、平成28年４月27日開催の取締役会決議に基づき、平成
28年10月１日付けで当社並びに当社の完全子会社であるシチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株
式会社を当事会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施いたしました。
１.本合併の目的
当社は、平成19年４月以降、純粋持株会社体制の下、グループの競争力強化と成長促進を図るべく取り組んでま
いりました。また、平成25年４月よりスタートした中期経営計画「シチズングローバルプラン 2018」では、「『真
のグローバル企業』を目指して」というスローガンの下、徹底した体質強化と製造力強化を目指した構造改革に取
り組むとともに、事業ポートフォリオを明確にし、強みを発揮できる事業分野へ経営資源を集中させ、時計事業を
中心とした事業の拡大と強化を図るなど、一定の成果を得ることができました。
一方、当社は平成26年４月より、「時計事業の成長戦略の加速」や「経営の効率化」を目指し、本合併の対象と
なる３社の間接機能を一体的に運営するなど、様々な取り組みを行ってまいりました。しかしながら、純粋持株会
社体制化後の内外環境の変化も大きく、今後「シチズングローバルプラン 2018」を更に推し進め、時計事業を中核
としたグループ全体の更なる成長と本社機能の強化を図るためには、当社が直接に時計事業を運営する事業持株会
社体制に移行することが最適であるとの結論に達しました。
移行後は、純粋持株会社体制下において構築したグループ運営の利点を維持しつつ、新しい体制で更なるグルー
プの競争力強化を図り、当社グループの企業価値・株主価値の向上に努めてまいります。
２.本合併の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業
企業の名称
事業の内容
②被結合企業
企業の名称

シチズンホールディングス株式会社
持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発及び
知的財産の管理その他経営管理等
シチズン時計株式会社

事業の内容
企業の名称

各種時計類及びその部分品の製造、販売及び輸出入等
シチズンビジネスエキスパート株式会社

事業の内容

不動産の管理及び賃貸、各種生産設備の保守及び管理、コンピュータシステムの開発、運用及び保
守等の業務の受託、代行又はコンサルティング等

(2)企業結合日
平成28年10月１日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、シチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株式会社は解
散しました。
(4)結合後企業の名称
シチズン時計株式会社（英文名 ：Citizen Watch Co., Ltd.）
３．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共
通支配下の取引として処理しております。
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