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１．平成 18 年 3月期の連結業績（平成 17 年 4月 1日～平成 18 年 3月 31 日） 

(1) 連結経営成績                                     （百万円未満切捨） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円   ％

6,740（ △20.7 ）

8,496（  22.6 ）

百万円   ％

△544（    －   ）

649（    73.1 ）

百万円   ％

△743（  -    ）

632（   58.0 ）

 

 
当 期 純 利 益 

1 株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

1 株当たり当期純利益

株 主 資 本  

当期純利益率 

総 資 本  

経常利益率  

売 上 高

経常利益率

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円   ％

  △613（   －   ）

351（   49.0 ）

円 銭

△45  60  

27  46 

円 銭

－ － 

－ － 

％ 

△12.7 

8.3 

％ 

△6.0 

6.8 

％

△11.0 

7.4 

(注) 1．持分法投資損益     18 年 3 月期    －百万円   17 年 3 月期     －百万円 

   2．期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期  13,455,497 株  17 年 3 月期  12,426,960 株 

   3．会計処理の方法の変更  有 

   4．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率 

 

(2) 連結財政状態                                     （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円 

13,466 

11,141 

百万円

4,532 

5,099 

％ 

33.7 

45.8 

円  銭

336    82    

379  01 

（注） 期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期    13,455,460 株  17 年 3 月期  13,455,600 株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨） 

 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円 

△81 

1,000 

百万円

△4,170   

△2,016 

百万円 

3,885        

1,951 

百万円

 724     

1,071 

 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  5 社 持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 

 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)   2 社  (除外)   －社    持分法(新規)  －社  (除外)  －社 

 

２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 

 

中 間 期 

通 期 

百万円

3,191 

7,754 

百万円

△936 

△214 

百万円

△941 

△224 

(参考) 1 株当たり予想当期純損失（通期）   16 円 65 銭 

 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する

事項は添付資料の 7ページを参照して下さい。
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（添付資料）                    
 

1. 企業集団の状況 
当社の企業集団は、当社と子会社 5 社で構成され、特殊ガラス及び薄膜製品の製造販売を主な事業の内容としており

ます。 
 

会社名 主な事業内容 

岡本硝子株式会社 特殊ガラス及び薄膜製品の製造販売 

台湾岡本硝子股份有限公司 特殊ガラス及び薄膜製品の販売 

岡本光学科技股份有限公司 薄膜製品の製造販売 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 薄膜製品の製造販売 

新潟岡本硝子株式会社 特殊ガラス製品の製造販売 

有限会社オーテック ガラス製品の加工業務 

(注) 新潟岡本硝子株式会社は平成 17 年 4 月に設立され、平成 18 年 4 月に稼動いたしました。 
 

企業集団についての事業系統図は次のとおりです。なお、4 つに区分された事業は「セグメント情報」における事業

の種類別セグメント情報の区分と同様です。 

(1)照明事業 

自動車用ヘッドレンズ、照明用グローブ、水銀灯用ガラス、信号灯用ガラス、船舶用ガラス、カラーフィルター、

色温度変換フィルター、コールドミラー等、主として照明用に使用される工業用ガラス製品の製造販売業務。 

(2)光学事業 

プロジェクター用反射鏡、デンタルミラー、フライアイレンズ、コンデンサーレンズ、UV/IR カットガラス、ダイ

クロイックフィルター等、主として大画面の映像機器市場向け及びその他高付加価値のガラス製品の製造販売業務。 

(3)新規事業 

バンドパスフィルター、エッジフィルター、ビームスプリッター、CWDM フィルター等主として光通信事業に使用

され、合・分波機能を有するガラス製品、高屈折率ガラス製品の製造販売業務。 

(4)その他の事業 

自社開発の高性能液面探知ガラス巻取りロボットシステム、航空機用ガラス、飛行場用ガラス、歯科用うがい鉢等

の製造販売業務等。 
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製品・半製品 ※連結子会社

加工業務

※

光学事業 照明事業 新規事業 その他の事業

光学事業 照明事業

有限会社オーテック
※

光学事業

海外販売会社
台湾岡本硝子股份有限公司

※

海外製造・販売会社
岡本光学科技
(蘇州)有限公司

国内製造会社

光学事業

得意先

岡本硝子株式会社　(製造・販売会社)

海外製造・販売会社
岡本光学科技股份有限公司

※

光学事業 照明事業

その他の事業

 
なお、新潟岡本硝子株式会社は、平成 18 年 4 月より光学事業に属するプロジェクター用反射鏡のガラス半製品を生産

しております。 
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２．経営方針 

 

（1）経営の基本方針 

21 世紀は地球環境問題が大きく取り上げられる世紀と認識しております。当社は環境に優しい特性を持つガラ

スにより、地球環境を汚すこと無く、社会への貢献、事業の拡大発展を図る所存であります。古くて新しいガラス

について、既成概念にとらわれず、大企業では難しい小回りの良さを活かし市場創造を目指します。会社は社員一

人ひとりの事を考え、社員は常に何事にもチャレンジして行く活気あふれる会社にしたいと考え、次に掲げる理念

を経営の基本方針としております。 

①基本理念 特殊ガラスと薄膜で「光の時代」をリードし、世界一満足度の高い製品・サービスを提供し続け

ます。 

②経営理念 常に地球と時代をみつめるダイナミックな経営を行い、社員一人ひとりの人生の充実と会社の発

展を目指します。 

③行動規範 始まりは、いつも私から。それ、私がやります。Yes, I can 

 

（２） 利益配分に関する基本方針 

収益動向と内部留保を考慮しつつ、安定した配当の継続を目指します。内部留保資金は、研究開発投資、設備投

資に充当し、成長の確保と収益の拡大により、株主の皆様への長期的利益還元を図ります。 

 
（３） 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、ジャスダック市場への上場前から 1 単元の株式の数を 100 株といたしております。 

 

（４） 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、21 世紀を光の時代ととらえ、光と相性の良いガラス素材を生かした事業モデルの構築を推進します。 

研究開発型企業として、時代を先取りした製品開発のため積極的な研究開発を行います。 

開発本部ガラス開発部 8 名、同薄膜開発部 10 名、同開発営業部 1 名が開発の中心になり、必要に応じて各部署よ

り人選を行ってプロジェクトチームを作り、バックアップ体制を整え、よりスピーディーな開発に努めております。

平成 17 年 7 月に開発本部に設置した開発営業部は、ガラス開発部、薄膜開発部と連携し、市場とニーズの調査を

実施し、その結果を開発戦略、開発方針にフィードバックすることによる効率的な研究開発の推進を目的としてい

ます。 

又、開発スタッフは、それぞれ承認された年間あるいは半期の研究開発テーマに基づき、個別の計画を立て、毎

月開催される技術検討会においては、社長を含めた関係者による活発な議論、意見交換とともに、進捗度のチェッ

ク、成果の確認、方向性の指示等が行われます。なお、18 年 3月期における研究開発費は、照明事業 57,585 千円、

光学事業 107,972 千円、新規事業 122,368 千円、合計 287,926 千円です。 

 

生産・販売面においては、子会社を含めた生産体制を合理化し再構築することにより、価格競争力のある製品の

提供を目指します。 

17 年 4 月より稼動した岡本光学科技(蘇州)有限公司による薄膜加工、17 年 9 月より製造開始の有限会社オーテ

ックによるガラス基板の孔あけ及び内面研磨、18 年 4 月より稼動した新潟岡本硝子株式会社によるガラス製造な

ど、着々とその体制整備を進めています。 

 

又、これらの事業戦略を実現するために必要な報酬体系、組織等の構築を推進しています。 

既にストックオプション制度を導入し、また賞与制度の見直しを行い、インセンティブを喚起する職務給も整備

中です。これらにより一段と業績との連動を強めた報酬体系への変更を進めています。 

 

（５） 会社の対処すべき課題 

   原価低減と、次に続く成長ドライバーの創出が当グループの課題であり、このために以下の方策を進めます。 

①工程改善 

 ホールパンチ工程 

   ガラスの成型工程を改善し、後工程の穴あけ加工の一部を不要にする。 

②適地生産 

 新潟岡本硝子株式会社への大量生産品の集中 

電気料金の大幅割引、土地リース、各種助成制度により、投資金額・経費を抑制しながら、大量生産によ

る原価低減メリットを享受する。 
岡本光学科技(蘇州)有限公司での薄膜量産 

安価な人件費等での原価抑制、顧客中国工場への直接納入といったメリットを、量産体制構築で最大限活

用する。 
岡本硝子株式会社本社工場 

小ロットで利益率の高い反射鏡生産、反射鏡以外のガラス製品製造、研究開発を行う。 
③内製化 

 有限会社オーテックにより、ガラス基板穴あけと内面研磨を内製化する。 

④新規製品の開発 
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当社の硝材開発力、精密成型技術、薄膜技術を生かし、耐熱性、対紫外線性に優れたスタジオ・舞台照

明用着色フィルターガラス、紫外線を可視光線に変換する蛍光ガラス、電子伝導性ガラスなどの新規製品

の開発を進める。 
 

（6）親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

（7）内部管理体制の整備・運用状況 

      後日発表いたします「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 
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3．経営成績及び財政状態 
 
 （1）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の上昇などの懸念事項がありましたが、企業収益の改善や設

備投資の増加に加え、個人消費も堅調に推移したことから、引き続き緩やかな回復が続きました。 
アメリカ経済は内需の底堅い動きに支えられ緩やかな拡大基調を維持し、中国経済は輸出を中心に高い経済成

長を持続するなど好調を維持しております。 
このような経済環境において、薄型テレビ市場は拡大を続けましたが、セットメーカーの熾烈な競争は、リア

プロジェクションテレビに使用される当社グループのプロジェクター用反射鏡に対する厳しい価格要求につなが

りました。 
当社グループは、加工のグループ内製化、蒸着工程を当社高田工場(柏市)から連結子会社である岡本光学科技(蘇

州)有限公司での外注加工にリプレースを進めるなどの原価低減策を実行しましたが、販売価格低下の影響をすべ

て補うには至りませんでした。 

これらを背景として、当期の連結業績は、売上高 6,740 百万円（前期比 20.7%減）、経常損失 743 百万円（前連

結会計年度の経常利益 632 百万円）、当期純損失 613 百万円（前連結会計年度の当期純利益 351 百万円）となりま

した。  

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの業績並びに概況は次のとおりであります。 

 

 売上高（前連結会計年度比） 営業利益及び営業損失(△)（同）

照明事業 1,276 百万円 （ △15.1％） △183 百万円（  －   ） 

光学事業 5,252 百万円 （ △21.7％）   361 百万円（△72.0％） 

新規事業 33 百万円 （   14.1％）   △117 百万円（  －   ） 

その他の事業 178 百万円 （ △31.5％） 0 百万円（△99.9％） 

 

（照明事業） 

照明事業は、自動車用ガラス、一般照明製品、信号・船舶用ガラスにより構成されます。自動車用ガラスは、

耐熱性や強度が求めらめるフォグレンズにおいて底堅い需要がありますが、ヘッドレンズは、樹脂製品へのシフ

トによる減少が続き、売上高は前期比減少いたしました。照明用グローブ等の一般照明製品は、樹脂製品との競

合や LED 光源の台頭により、厳しい市場環境が続いています。これらにより照明事業の業績は売上高 1,276 百

万円（前連結会計年度比 15.1％減）、営業損失 183 百万円（前連結会計年度の営業利益 34 百万円）となりまし

た。 

（光学事業） 

光学事業は、プロジェクター用部品、メディカル用製品、各種フィルター製品により構成されます。 

主力製品であるプロジェクター用反射鏡は、安価な XHK 硝材製反射鏡の比率が増加したことと、薄型テレビの価

格競争を背景とした価格引下げに歯止めがかからず、当連結会計年度の平均販売価格は前期に比べて 2 割強下落

しました。販売数量は、データプロジェクターとプロジェクションテレビの在庫調整の影響を受けましたが、ほ

ぼ前期並みに至りました。 

 プロジェクター用フライアイレンズは、新生産ラインが稼動したことにより当連結会計年度の販売数量は前期

比で約 2.4 倍となり、平均販売価格の下落を補い、売上高は前期比で 43％増加しました。デンタルミラー等のメ

ディカル用製品は、市場環境に大きな変化はなく、前年同様に推移しました。 
これらにより光学事業は、売上高 5,252 百万円（前連結会計年度比 21.7％減）、営業利益 361 百万円（同 72.0％

減）を計上しました。 

（新規事業） 

新規事業は、光通信に関連する各種フィルター類を事業の中心としています。 

計画したメトロ系(電話局内・局間用)製品への展開は進まず、アクセス系(各家庭への光ファイバー通信)製品

であるエッジフィルターの販売が中心となりました。売上高は前期比で増加しましたが、営業費用の大半を占め

る研究開発費が前期比で 18%増加したことなどにより、営業損失は前連結会計年度比 24 百万円悪化しました。 

これらにより新規事業は、売上高 33 百万円（前連結会計年度比 14.1％増）、営業損失 117 百万円（前連結会

計年度の営業損失 92 百万円）を計上しました。 

（その他の事業） 

その他の事業は、ガラス巻取りロボット、航空機・飛行場用ガラス等の製造販売により構成されます。市場環

境に大きな変化はありませんが、新たな取組みとして歯科用うがい鉢の市場開拓を進めました。当連結会計年度

は製造装置販売の大型案件がなく、売上高は前期比減少いたしました。 

これらにより新規事業は、売上高 178 百万円（前連結会計年度比 31.5％減）、営業利益 0 百万円（同 99.9％

減）を計上しました。 

 

（2）財政状態 

当連結会計年度のキャシュ・フローは、営業活動で81百万円減少し、投資活動で4,170百万円減少し、財務活

動で3,885百万円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は347百万円の減少となり、期末残高は       

724百万円(前連結会計年度比32.4％減)となりました。 
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営業活動により資金は81百万円減少(前連結会計年度は1,000百万円の増加)しました。減価償却費1,169百万

円(前連結会計年度は894百万円)、売上債権の減少296百万円(前連結会計年度は449百万円の増加)などの増加要

因に対し、税金等調整前当期純損失770百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益565百万円)、加工工程

の内製化推進による仕入債務の減少521百万円 (前連結会計年度は433百万円の増加)などの要因がありました。 

投資活動により資金は4,170百万円減少(前連結会計年度は2,016百万円の減少)しました。生産能力増強を目

的とした、本社工場での設備投資、岡本光学科技(蘇州)有限公司及び新潟岡本硝子株式会社の工場建設を実施し

たことが要因です。 

財務活動により資金は3,885百万円増加(前連結会計年度は1,951百万円の増加)しました。長期借入れによる

収入4,853百万円、短期借入金の純増額78百万円などの増加要因に対し、長期借入金の返済による942百万円およ

び配当金の支払額80百万円などの減少要因がありました。 

    
（3）19年3月期の見通し 

データプロジェクターと薄型テレビの普及に伴い、プロジェクター用反射鏡とフライアイレンズの販売数量

は増加する見通しです。販売価格の低下傾向は継続しますが、数量増効果によりこれを補い、19年3月期の売上

高は15％増収となる見通しです。しかしながら、19年3月期は、売上高の増加、原価低減策により収益は改善す

るものの、これまでの積極的な設備投資による減価償却費の負担がピークに達することもあり、経常利益の計上

には至らない見通しです。 

事業別には、光学事業は、プロジェクター用反射鏡、フライアイレンズともに売上高増加を見込んでおりま

すが、特にフライアイレンズはシェアアップによる大幅な販売数量増加を目指しております。新規事業は、アク

セス系(各家庭への光ファイバー通信)製品中心に営業活動に取り組んでまいります。照明事業においては、自動

車用ガラス事業の再構築と利益率の改善を進める予定です。 

これらにより通期の業績見通しは、連結売上高7,754百万円、連結経常損失214百万円、連結当期純損失224百

万円を見込んでおります。 
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４．連結財務諸表等 
(１)連結財務諸表 

①連結貸借対照表 

 (単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日現在) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日現在) 

                
期 別 

 
 
科 目 

金額 構成比 金額 構成比

  
 

増 減 
 
 

 ％  ％
(資産の部)  

Ⅰ 流動資産   

1. 現金及び預金  1,200,108 857,239 

2. 受取手形及び売掛金 ※2 1,951,506 1,655,867 

3. たな卸資産  693,471 825,922 

4. 繰延税金資産  39,529 65,330 

5. 未収消費税等  - 108,496 

6. その他  215,662 65,910 

 貸倒引当金  △1,068 △107 

    流動資産合計  4,099,210 36.8 3,578,660 26.6 △520,550

 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1 2,639,820 4,345,759  

減価償却累計額  △699,689 1,940,130 △902,034 3,443,724 

(2) 機械装置及び運搬具 ※4 4,594,224 7,343,698  

減価償却累計額  △2,104,087 2,490,137 △2,938,693 4,405,004 

(3) 工具器具備品 ※4 718,110 932,644  

減価償却累計額  △551,793 166,316 △676,743 255,900 

(4) 土地 ※1 703,014 764,114 

(5) 建設仮勘定  1,039,819 227,802 

     有形固定資産合計  6,339,418 56.9 9,096,545 67.5 2,757,127

2. 無形固定資産  22,357 0.2 22,006 0.2 △351

3. 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  308,776 393,720 

(2) 長期貸付金  113,794 85,425 

(3) 繰延税金資産  - 55,347 

(4) その他  257,895 234,928 

    貸倒引当金  △84 △10 

投資その他の資産合計  680,382 6.1 769,412 5.7 89,030

    固定資産合計  7,042,158 63.2 9,887,964 73.4 2,845,806

    資産合計  11,141,369 100.0 13,466,624 100.0 2,325,255
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日現在) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日現在) 

                        期 別 
 
 

 
科 目 金額 構成比 金額 構成比 

 

 

増 減 

 
 

  ％  ％ 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

1. 支払手形及び買掛金  1,419,955 889,993  

2. 短期借入金 ※1 - 78,000  

3. １年以内返済予定 
長期借入金 

※1 735,154 1,429,123  

4. 未払金  513,368 255,929  

5. 未払法人税等  121,009 19,096  

6.  未払消費税等  - 19,193  

7. 設備支払手形  1,015,168 905,581  

8. その他  186,985 144,034  

流動負債合計  3,991,641 35.8 3,740,952 27.8 △250,689

Ⅱ 固定負債    

1. 長期借入金 ※1 1,787,700 5,004,875  

2. 長期未払金  37,890 15,272  

3. 繰延税金負債  46,116 -  

4. 退職給付引当金  132,926 133,033  

5. 役員退職慰労引当金  25,640 35,059  

固定負債合計  2,030,273 18.2 5,188,240 38.5 3,157,967

負債合計  6,021,914 54.0 8,929,193 66.3 2,907,279

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  19,659 0.2 5,383 0.0 △14,276

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※5 1,594,256 14.3 1,594,256 11.9 -

Ⅱ 資本剰余金  1,862,176 16.7 1,862,176 13.8 -

Ⅲ 利益剰余金  1,597,404 14.3 893,090 6.6 △704,314

Ⅳ その他有価証券評価差額金  50,460 0.5 79,689 0.6 29,229

Ⅴ 為替換算調整勘定  △4,318 △0.0 103,164 0.8 107,482

Ⅵ 自己株式 ※6 △185 △0.0 △329 △0.0 △144

資本合計  5,099,794 45.8 4,532,048 33.7 △567,746

負債､少数株主持分及び資本合計  11,141,369 100.0 13,466,624 100.0 2,325,255
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②連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

                     期 別 

 

科 目 金額 百分比 金額 百分比 

増 減 

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高  8,496,056 100.0 6,740,023 100.0 △1,756,033

Ⅱ 売上原価  6,445,545 75.9 5,865,854 87.0 △579,691

売上総利益  2,050,510 24.1 874,169 13.0 △1,176,341

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   

1. 役員報酬  72,292 55,754   

2. 給与手当  233,654 251,831   

3. 賞与  43,673 45,472   

4. 退職給付費用  5,444 5,908   

5. 減価償却費  67,482 67,964   

6. 役員退職慰労 
引当金繰入額  5,962 9,418   

7. 旅費交通費  68,202 55,820   

8. 運賃  168,579 126,115   

9. 貸倒引当金繰入額  368 -   

10. 研究開発費  258,851 287,926   

11. その他  476,985 1,401,497 16.5 512,326 1,418,539 21.1 17,042

営業損失(△) 

又は営業利益 
 649,013 7.6 △544,369 △8.1 △1,193,382

Ⅳ 営業外収益    

1. 受取利息  2,198 1,939   

2. 受取配当金  4,973 5,756   

3. 賃貸料収入  9,222 4,630   

4. 為替差益  3,109 40,505   

5. 保険料収入  2,541 60,221   

6. その他  30,400 52,445 0.6 47,890 160,942 2.4 108,497

Ⅴ 営業外費用    

1. 支払利息  29,564 79,488   

2. 新株発行費  18,702 -   

3.  開業費  11,214 279,697   

4. その他  9,914 69,395 0.8 1,359 360,544 5.3 291,149

経常損失(△) 

又は経常利益 
 632,063 7.4 △743,971 △11.0 △1,376,034

Ⅵ 特別利益    

1. 国庫補助金受贈益  21,720 -   

2. 退職給付引当金 
戻入益  - 14,440   

3. 貸倒引当金戻入益  - 1,034   

4. 固定資産売却益 ※2 - 21,720 0.3 140 15,615 0.2 △6,105
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前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

                      期 別 

 

科目 
金額 百分比 金額 百分比 

増 減 

Ⅶ 特別損失    

1. 固定資産除却損 ※3 68,389 104   

2. 固定資産売却損 ※4 104 -   

3. 固定資産圧縮損  19,799 -   

4. 投資有価証券売却損  - 912   

5. 減損損失 ※5 - 88,293 1.0 41,110 42,126 0.6 △46,167

税金等調整前 
当期純損失(△) 
又は税金等調整前 
当期純利益 

 565,490 6.7 △770,483 △11.4 △1,335,973

法人税、住民税 
及び事業税 

219,016 5,647   

法人税等調整額  3,223 222,240 2.6 △148,267 △142,620 △2.1 △364,860

少数株主損失  8,042 △0.0 14,276 △0.2 6,234

当期純損失(△) 

又は当期純利益 
 351,292 4.1 △613,585 △9.1 △964,877

         

 

 

 

 11



③ 連結剰余金計算書 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

         
                      期 別 

 
 
 

科 目 金額 金額 

増 減 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,142,446 1,862,176 719,730

Ⅱ 資本剰余金増加高   

1．増資による新株の発行  719,730 719,730 - - △719,730

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,862,176 1,862,176 -

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,332,417 1,597,404 264,987

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1．当期純利益  351,292 351,292 - - △351,292

Ⅲ 利益剰余金減少高   

1．配当金  76,305 80,728  

2．役員賞与  10,000 10,000  

3．当期純損失  - 86,305 613,585 704,313 618,008

Ⅳ 利益剰余金期末残高  1,597,404 893,090 △704,314
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書                             (単位：千円) 

14. 減損損失 - 41,110 41,110

           
 
 
 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

区分 金額 金額 

増 減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
1. 税金等調整前当期純利益 
  又は税金等調整前当期純損失(△) 

565,490 △770,483 
△1,335,973

2. 減価償却費 894,518 1,169,737 275,219

3. 貸倒引当金の増加・減少（△）額 △41 △1,034 △993

4. 賞与引当金の増加・減少（△）額 △130,737 - 130,737

5. 退職給付引当金の増加・減少（△）額 3,544 107 △3,437

6. 役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 4,546 9,418 4,872

7. 受取利息及び受取配当金 △7,172 △7,695 △523

8. 支払利息 29,564 79,488 49,924

  9. 固定資産売却益 - △140 △140

10. 国庫補助金受贈益 △21,720 - 21,720

11. 固定資産売却損 104 - △104

12. 固定資産除却損 68,389 104 △68,285

13. 固定資産圧縮損 19,799 - △19,799

4. 投資有価証券の売却による収入 - 912 912

15. 投資有価証券売却損 - 912 912

 16. 売上債権の減少・増加（△）額 △449,522 296,697 746,220

 17. たな卸資産の減少・増加（△）額 △272,606 △132,323 140,282

 18. 仕入債務の増加・減少（△）額 433,082 △521,779 △954,861

 19. その他の資産の減少・増加（△）額 △75,853 90,971 166,825

 20.  その他の負債の増加・減少（△）額 227,016 △145,048 △372,064

21.  役員賞与の支払額 △10,000 △10,000 -

小計 1,278,401 100,043 △1,178,358

 22. 利息及び配当金の受取額 5,148 5,851 703

 23. 利息の支払額 △29,525 △79,506 △49,981

 24. 法人税等の支払額 △253,477 △107,622 145,855

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,000,547 △81,234 △1,081,781

  
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

1. 定期預金の預入による支出 △12,894 △4,826 8,068

2. 定期預金の払戻による収入 8,069 - △8,069

3. 投資有価証券の取得による支出 △7,362 △37,694 △30,332

5. 国庫補助金による収入 21,720 - △21,720

6. 有形固定資産の取得による支出 △1,945,474 △4,204,063 △2,258,588

7. 有形固定資産の売却による収入 6,114 1,572 △4,542

8. 無形固定資産の取得による支出 △13,167 △7,805 5,361

9. 貸付金の回収による収入 - 19,159 19,159

10. その他の投資による支出 △77,728 △109,974 △32,245

11. その他の投資による収入 3,886 171,816 167,930

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,016,837 △4,170,903 △2,154,066

  
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1. 短期借入金の純増・減（△）額 △46,018 78,000 124,018

2. 長期借入れによる収入 1,495,000 4,853,519 3,358,519

3. 長期借入金の返済による支出 △820,254 △942,374 △122,120

4. 株式の発行による収入 1,421,873 - △1,421,873

5.  自己株式の取得による支出 △121 △144 △23

6. 割賦取引債務の返済による支出 △22,274 △22,618 △344

7.  配当金の支払額 △76,305 △80,728 △4,422

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,951,899 3,885,654 1,933,754

  
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 674 19,120 18,445

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 936,284 △347,362 △1,283,647

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 135,303 1,071,587 936,284

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,071,587 724,224 △347,363
,  
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

１. 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

台湾岡本硝子股份有限公司 

岡本光学科技股份有限公司 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

なお、岡本光学科技(蘇州)有限公司は、新規設立
により連結の範囲に含めております。 

１. 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

台湾岡本硝子股份有限公司 

岡本光学科技股份有限公司 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

新潟岡本硝子株式会社 

有限会社オーテック 

なお、新潟岡本硝子株式会社及び有限会社オーテ
ックは、新規設立により連結の範囲に含めており
ます。 

２. 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の
名称 

廊坊大阪玻璃有限公司 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、連結純損益及び連結剰余
金に及ぼす影響がないため,持分法の適用から除
外しております。 

 

２. 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の
名称 

同 左 

持分法を適用しない理由 

同 左 

 

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項 
 岡本光学科技(蘇州)有限公司の決算日は 12 月 31
日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、同決
算日の財務諸表を使用しており、連結決算日までの
期間に発生した重要な取引については連結上必要な
調整を行っております。その他の連結子会社の決算
日はすべて連結決算日と一致しております。 

 

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項 
 同 左 

４. 会計処理基準に関する事項 
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 
A たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品 
当社 
移動平均法による原価法 

在外連結子会社 
移動平均法による低価法 

貯蔵品 
最終仕入原価法 

４. 会計処理基準に関する事項 
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 
A たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品 
当社及び国内連結子会社 
同 左 

在外連結子会社 
同 左 

貯蔵品 
同 左 

 

B 有価証券の評価基準及び評価方法 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

b.時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

B 有価証券の評価基準及び評価方法 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

  同 左 

 

 

b.時価のないもの 

  同 左 
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前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

A 有形固定資産 

当社 

定率法 

 ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く。) については定額

法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については法人

税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

A 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社 

同 左 

在外連結子会社 

定額法 

 

B 無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては

社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。 

 

在外連結子会社 

同 左 

 

B 無形固定資産 

  同 左 

 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

開業費 

支出時に全額費用として処理しております。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

開業費 

同 左 

(4)重要な引当金の計上基準 

A 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。 

 

B 賞与引当金 

 ――― 

(追加情報) 

賞与の支給につきましては、支給対象期間後の後

払方式を採用しておりましたが、賞与の支給を会社

の業績に連動させる方式へ変更した結果、支給対象

期間内に賞与の支給額が確定することとなったた

め、当連結会計年度末において賞与引当金は発生し

ておりません。 
 

C 退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末に発生している額

を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)重要な引当金の計上基準 

A 貸倒引当金 

        同 左 

 

 

 

 

B 賞与引当金 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末に発生している額

を計上しております。 

    なお、数理計算上の差異は、各期の発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。 

 

(追加情報) 
当社は当連結会計年度より退職給付債務の算定方法

を簡便法から原則法に変更しております。期首現

在で退職給付債務を計算した結果発生した変更時

差異(14,440 千円)については全額を当連結会計年

度の特別利益に計上しております。 
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前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

D 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

 

D 役員退職慰労引当金 

  同 左 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同 左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

A ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただ

し、特例処理の用件を満たしている金利スワップに

ついては特例処理によっております。 

B ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

    金利スワップ 

 ヘッジ対象 

    借入金の利息 

C ヘッジ方針 

当社グループは将来の金利市場における金利

上昇による変動リスクを回避する目的でデリバテ

ィブ取引を導入しており、借入金の金利変動リス

クをヘッジしております。 

D ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしている

ため、有効性の判定を省略しております。 

 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

A ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

 

B ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 

 

 

C ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 

D ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理

によっております。 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 同 左 

５. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法によっております。 

 

５. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同 左 

６. 連結調整勘定の償却に関する事項 

該当事項はありません。  

６. 連結調整勘定の償却に関する事項 

同 左 

 

７. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の当連結会計年度

中に確定した利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

 

７. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  同 左 

８. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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であります。

 

８. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 同 左 
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会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

――― 「固定資産の減損に係る会計基準」 (「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成 14 年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10
月31日 企業会計基準適用指針第6号)を当連結会計年度
から適用しております。これにより税金等調整前当期純
損失が 41,110 千円増加しております。なお、減損損失累
計額については、当該各資産の金額から直接控除してお
ります。 

 
 

表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

――― (連結貸借対照表) 

前連結会計年度において、流動資産「その他」に含め
ておりました未収消費税等は、重要性が増したため、当
連結会計年度において区分掲記することに変更しまし
た。 

なお、前連結会計年度末の流動資産「その他」に含まれ
ている未収消費税等は 62,716 千円であります。 
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注記事項 

 (連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

※１ 担保資産及び被担保債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

     建 物                   1,270,568千円 

     土 地                     703,014千円 

      計                     1,973,582千円 

 

※１ 担保資産及び被担保債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

    建 物                     1,962,661千円 

    土 地                       703,014千円 

      計                     2,665,675千円 

 

  上記に対応する債務は、次のとおりであります。   上記に対応する債務は、次のとおりであります。 

     １年以内返済予定長期借入金 735,154千円 

     長期借入金         1,787,700千円 

       計           2,522,854千円 

 

    短期借入金                    68,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 1,306,863千円 

    長期借入金           4,632,035千円 

       計           6,006,899千円 

 

※２ 受取手形割引高          192,578千円 ※２ 受取手形割引高          ― 

  

※３ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行っております。 

㈲プラグラ            27,364千円 

日本精機㈱                      5,200千円 

  計                         32,564千円 

 

※３ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行っております。 

㈲プラグラ            23,152千円 

日本精機㈱                      2,080千円 

  計                         25,232千円 

 

※４ 圧縮記帳 

当連結会計年度において、国庫補助金の受入れに

より取得した機械装置について17,757千円、工具器

具備品について2,042千円の圧縮記帳を行いまし

た。 

 なお、有形固定資産に係る国庫補助金の受入れに

よる圧縮記帳累計額は、機械及び装置280,818千円、

工具器具備品39,828千円、計320,646千円でありま

す。 

 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式13,455,740株で

あります。 

 

※４ 圧縮記帳 

有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる

圧縮記帳累計額は、機械及び装置280,818千円、工

具器具備品39,828千円、計320,646千円であります。

 

 

 

 

 

 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式13,455,740株で

あります。 

 

※６ 連結会社が保有する自己株式の数は普通株式140株

であります。 

 

※６ 連結会社が保有する自己株式の数は普通株式280株

であります。 

 

※７ ― ※７ 新潟岡本硝子株式会社の設備資金に充当するため

取引銀行との間にコミット型シンジケートローン契

約を締結しており、当該契約に基づく当連結会計年度

末借入未実行残高は次のとおりであります。 

    貸出コミットメントの総額     405,000千円 

    借入実行残高                   ― 千円 

    差引額                     405,000千円 
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 (連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、258,851千円

であります。 

 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、287,926千円

であります。 

 

※２ ― 

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

    機械装置及び運搬具      140千円 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    建物及び構築物         4,155千円 

機械装置及び運搬具   60,473千円 

工具器具備品            3,760千円 

          計          68,389千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    機械装置及び運搬具      104千円 

 

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

    車両運搬具          104千円 

 

※４ ― 

※５ ― 

 

※５ 減損損失 

当社グループは、以下の資産について減損損失を計

上しました。 

場所 用途 種類 

岡本光学科技股份 

有限公司 

(台湾省台湾縣) 

生産設備 建物 

機械装置 

器具備品 

 

(減損損失の認識に至った経緯) 

上記生産設備は継続的に営業損失を計上しているた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。

 

(減損損失の金額) 

建物及び構築物         1,483千円 

機械装置及び運搬具   39,455千円 

工具器具備品              171千円 

          計          41,110千円 

 

(資産のグルーピングの方法) 

事業の種類別セグメントを基準として資産のグルー

ピングを行っております。 

 

(回収可能価額の算定方法) 

当該資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを6%で割り

引いて算定しております。 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

1 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 

 

   現金及び預金               1,200,108千円

   預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △128,521千円

   現金及び現金同等物             1,071,587千円

 

1 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 

 

   現金及び預金                 857,239千円

   預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △133,015千円

   現金及び現金同等物               724,224千円
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リース取引関係 
 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

  

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

車両運搬具 15,612千円 5,309千円 10,302千円

ソフトウェア 21,960千円 17,690千円 4,270千円

計 37,572千円 22,999千円 14,572千円

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。  

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

車両運搬具 15,612千円 8,432千円 7,180千円

ソフトウェア 21,960千円 21,350千円 610千円

計 37,572千円 29,782千円 7,790千円

  

 (2)未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 6,782千円

１年超 7,790千円

計 14,572千円
 

 (2)未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,732千円

１年超 4,057千円

計 7,790千円
 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）同 左 

  

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 13,606千円

減価償却費相当額 13,606千円
 

 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,782千円

減価償却費相当額 6,782千円
 

  

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

  

 （注）同 左 
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有価証券関係 

1．その他有価証券で時価のあるもの 
前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

区分  

取得原価 

 
(千円) 

連結決算日

における連

結貸借対照

表計上額 
(千円) 

 

差額 

 
(千円) 

 

取得原価 

 
(千円) 

連結決算日

における連

結貸借対照

表計上額 
(千円) 

 

差額 

 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

① 株式 
② 債権 
③ その他 

 

 

92,417 

- 

- 

177,139

-

-

84,721

-

-

 

 

130,111 

- 

- 

 

 

263,908 

- 

- 

133,796

-

-

小計 92,417 177,139 84,721 130,111 263,908 133,796

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの  

① 株式 
② 債権 
③ その他 

 

 

100,000 

- 

- 

100,000

-

-

-

-

-

 

 

100,000 

- 

- 

 

 

100,000 

- 

- 

-

-

-

小計 100,000 100,000 0 100,000 100,000 0

合計 192,417 277,139 84,721 230,111 363,908 133,796

 

2．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成16年4月 1日 

    至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 

    至 平成18年3月31日） 

売却額(千万円) － 912

売却益の合計額(千万円) － －

売却損の合計額(千万円) － 912

 

3．時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年3月31日） 区分 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

① 非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 

② 非上場外国証券 

③ その他 

31,637

-

-

29,812

-

-

合計 31,637 29,812
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 デリバティブ取引関係 

（1） 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

① 取引の内容及び取引の利用目的 

当社グループは、金利スワップ取引を利用しており

ます。 

当社グループのデリバティブ取引は、借入金等の将

来の金利市場における金利上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を 

  行っております。 

（１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

（２）ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

（３）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。 

なお、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。 

② 取引に対する取組方針 

   当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利

  の変動によるリスク回避を目的としており、投機的

  な取引は行わない方針であります。 

① 取引の内容及び取引の利用目的 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 取引に対する取組方針 

同 左 

 

 

③ 取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリス

クを有しております。なお、この取引の契約先は信

用度の高い金融機関に限っているため、相手先の契

約不履行による信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内規程に基づい

て、管理本部財経グループが決裁権限者の承認を得

て行っております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同 左 

 

 

 

 

④ 取引に係るリスク管理体制 

     同 左 

 

 
(2) 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

     当社グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

 

 23



当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

     当社グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

 

 退職給付関係 

前連結会計年度（自平成16年４月31日  至平成17年３月31日） 

1．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、その内訳として一部中小

企業退職金共済制度を利用しております。 

したがって、退職給付債務は退職一時金制度全体について算定し、中小企業退職金共済制度から支払われる期末

日現在の給付額を年金資産として扱っております。なお、退職給付債務の算定に当たっては、簡便法を採用してお

ります。 

 

2．退職給付債務に関する事項 

                           （単位：千円） 
 平成17年３月31日現在 

①退職給付債務 △279,383 

②年金資産   146,457 

③退職給付引当金（①＋②） △132,926 

 

3．退職給付費用に関する事項 

                                                   （単位：千円） 

 自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日 

①勤務費用 32,814 

②退職給付費用（①） 32,814 

 

当連結会計年度（自平成17年４月31日  至平成18年３月31日） 

1．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、その内訳として一部中小

企業退職金共済制度を利用しております。 

したがって、退職給付債務は退職一時金制度全体について算定し、中小企業退職金共済制度から支払われる期末

日現在の給付額を年金資産として扱っております。なお、当社は退職給付債務の算定に当たっては原則法を採用し

ており、国内連結子会社は簡便法を採用しております。 

 

2．退職給付債務に関する事項 

                         （単位：千円） 

 平成18年３月31日現在 

①退職給付債務 △320,948 

②年金資産  197,960 

③未積立退職給付債務（①＋②） △122,987 

④未認識数理計算上の差異 △10,045 

③退職給付引当金（③＋④） △133,033 

 

3．退職給付費用に関する事項 

                                              （単位：千円） 

 自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日 

①勤務費用 32,584 

②利息費用 1,614 

②退職給付費用（①+②+③） 34,198 
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4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   ① 退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準 
   ② 割引率                             1.5％ 
   ③ 期待運用収益率                     0.0％ 
   ④ 数理計算上の差異の処理年数        10 年 
   ⑤ 会計基準変更時差異の処理年数       1 年 
 

税効果会計関係 

 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(1)流動資産 (1)流動資産 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

未払事業税否認 22,560千円

在庫評価損     4,993千円

未実現損益等 921千円

未払事業所税否認 4,279千円

繰越欠損金 －千円

その他     6,774千円

繰延税金資産合計 39,529千円

 

未払事業税否認 4,829千円 

在庫評価損     12,883千円 

未実現損益等 1,264千円 

未払事業所税否認 4,198千円 

繰越欠損金 41,532千円 

その他     622千円 

繰延税金資産合計 65,330千円 

 

(2)固定資産 (2)固定資産 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

退職給付引当金損金算入限度超過額  53,002千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 10,368千円 

投資有価証券評価損否認   674千円

貸倒引当金損金算入限度超過額  486千円

一括償却資産損金算入限度超過額 855千円

ゴルフ会員権評価損否認  2,507千円

繰越欠損金             32,785千円 

その他                2,281千円 

  小計              102,962千円 

評価性引当額           △32,785千円 

繰延税金資産合計               70,176千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額                △70,176千円 

繰延税金資産合計             －千円 

 

退職給付引当金損金算入限度超過額   53,035千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  14,272千円 

投資有価証券評価損否認 674千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額  56千円 

一括償却資産損金算入限度超過額 928千円 

ゴルフ会員権評価損否認       2,507千円 

繰越欠損金             385,684千円 

その他                   2,181千円 

  小計                  459,340千円 

評価性引当額           △302,320千円 

繰延税金資産合計          157,020千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額               △101,672千円 

繰延税金資産合計           55,347千円 

 

(繰延税金負債) (繰延税金負債) 

特別償却準備金                    82,031千円

その他有価証券評価差額金          34,261千円

 小計                116,293千円

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額            △70,176千円

繰延税金負債合計                  46,116千円

 

 

特別償却準備金                    47,565千円

その他有価証券評価差額金          54,107千円

 小計                    101,672千円

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額           △101,672千円

繰延税金負債合計                      －千円
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因の主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因の主な項目別内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。 

 

― 
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セグメント情報 

1 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(単位：千円) 

 照明事業 光学事業 新規事業
その他の
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,503,308 6,703,365 29,177 260,204 8,496,056 － 8,496,056

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,503,308 6,703,365 29,177 260,204 8,496,056 － 8,496,056

営業費用 1,468,477 5,409,402 121,813 196,510 7,196,204 650,838 7,847,043

営 業 利 益 
 (又は営業損失(△)) 

34,830 1,293,962 △92,635 63,694 1,299,851 (650,838) 649,013

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

   

資産 1,360,481 6,938,595 488,873 70,776 8,858,726 2,282,642 11,141,369

減価償却費 53,128 720,606 58,796 8,518 841,048 53,469 894,518

資本的支出 503,450 2,167,580 5,693 3,255 2,679,980 48,800 2,728,781

 (注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
      2. 各事業の主な製品 

 (1) 照明事業……… 自動車用ヘッドレンズ、照明用グローブ、水銀灯用ガラス、信号灯用ガラス、船舶用
ガラス、カラーフィルター、色温度変換フィルター、コールドミラー等主として照明用
に使用される工業用ガラス製品の製造販売業務 

 (2) 光学事業……… プロジェクター用反射鏡、デンタルミラー、フライアイレンズ、ＵＶ/ＩＲカットガラ
ス、ダイクロイックフィルター等、主として大画面の映像機器市場向け及びその他高付
加価値のガラス製品の製造販売業務 

 (3) 新規事業……… バンドパスフィルター、エッジフィルター、ビームスプリッター、ＤＷＤＭフィルタ
ー等主として光通信事業に使用されるガラス製品及び光ピックアップレンズ等高屈折率
ガラス製品の製造販売業務 

(4) その他の事業… 自社開発のガラス巻取りロボットシステム、航空機ガラス、飛行場用ガラス等の製造
販売業務 

  3. 営業費用のうち､消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は650,838千円であり、その主な 
    ものは､親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 
  4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,282,642千円であり、その主なものは、親 
    会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ

ります。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(単位：千円) 

 照明事業 光学事業 新規事業
その他の
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,276,399 5,252,019 33,279 178,324 6,740,023 － 6,740,023

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,276,399 5,252,019 33,279 178,324 6,740,023 － 6,740,023

営業費用 1,459,788 4,890,131 150,706 178,260 6,678,886 605,506 7,284,393

営 業 利 益 
 (又は営業損失(△)) 

△183,389 361,888 △117,426 64 61,137 (605,506) △544,369

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

   

資産 1,695,586 9,377,474 609,475 80,414 11,762,952 1,703,672 13,466,624

減価償却費 218,578 836,095 47,590 24,018 1,126,282 43,455 1,169,737

減損損失 2,055 2,055 － 26,721 30,831 10,277 41,110

資本的支出 44,942 3,808,520 165 144 3,853,772 13,873 3,867,646

 (注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
      2. 各事業の主な製品 

 (1) 照明事業……… 自動車用ヘッドレンズ、照明用グローブ、水銀灯用ガラス、信号灯用ガラス、船舶用
ガラス、カラーフィルター、色温度変換フィルター、コールドミラー等主として照明用
に使用される工業用ガラス製品の製造販売業務 

 (2) 光学事業……… プロジェクター用反射鏡、デンタルミラー、フライアイレンズ、コンデンサーレンズ、
ＵＶ/ＩＲカットガラス、ダイクロイックフィルター等、主として大画面の映像機器市場
向け及びその他高付加価値のガラス製品の製造販売業務 

 (3) 新規事業……… バンドパスフィルター、エッジフィルター、ビームスプリッター、ＣＷＤＭフィルタ
ー等主として光通信事業に使用されるガラス製品、高屈折率ガラス製品の製造販売業務 

(4) その他の事業… 自社開発のガラス巻取りロボットシステム、航空機用ガラス、飛行場用ガラス、歯科
用うがい鉢等の製造販売業務 

  3. 営業費用のうち､消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は605,506千円であり、その主な
ものは､親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

  4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,703,672千円であり、その主なものは、親   
会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり
ます。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(単位：千円) 

 日本 アジア 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

6,587,802 152,221 6,740,023 － 6,740,023

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

172,451 363,788 536,239 △536,239 －

計 6,760,253 516,009 7,276,263 △536,239 6,740,023

営業費用 7,128,412 606,143 7,734,556 △450,162 7,284,393

営 業 利 益 
 (又は営業損失(△)) 

△368,158 △90,134 △458,292 △86,076 △544,369

Ⅱ 資産 9,882,971 1,879,980 11,762,952 1,703,672 13,466,624

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
     2. 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……… 中国、台湾 
     3. 営業費用のうち､消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は605,506千円であり、その主なも 
     のは､親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

 4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,703,672千円であり、その主なものは、親 
    会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ 
   ります。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

                                        （単位：千円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 2,371,534 87,079 1,800 2,460,413 

Ⅱ 連結売上高 － － － 8,496,056 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
27.9％ 1.0％ 0.0％ 29.0％ 

(注)1 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

    2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  （1）欧州…………………ドイツ、ベルギー 

  （2）アジア………………台湾、韓国、中国 

  （3）その他の地域………アメリカ 

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

                                        （単位：千円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,180,237 894,863 86,055 2,161,155 

Ⅱ 連結売上高 － － － 6,740,023 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
17.5％ 13.3％ 1.3％ 32.1％ 

(注)1 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

    2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  （1）欧州…………………ドイツ、ベルギー 

  （2）アジア………………中国、香港、台湾 
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  （3）その他の地域………アメリカ 

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 

関連当事者との取引 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

 
該当事項はありません。 

 
当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 
該当事項はありません。 

 
 

 (１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額      379円01銭 １株当たり純資産額      336円82銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益     27円46銭 １株当たり当期純損失     45円60銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、1株当たり当

期純損失が計上されているため記載

しておりません。 

 

 

（注）１株当たり当期純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

(
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

当期純損失(△) 

又は当期純利益（千円） 
351,292 △613,585 

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,000 -   

(うち利益処分による役員賞与金 

（千円）) 
(10,000) (  -   ) 

普通株式に係る当期純損失（△） 

又は当期純利益（千円） 
341,292 △613,585 

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,426 13,455 

 希薄化効果を有しないため、潜在 

 株式調整後 1株当たり当期純利益 

 の算定に含めなかった潜在株式の 

 概要 

潜在株式の種類  新株予約権 

(商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づくストックオプションとし

て当社並びに子会社の役職員に付与) 

潜在株式数      119,200 株 

潜在株式の種類  新株予約権 

(商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づくストックオプションとし

て当社並びに子会社の役職員に付与) 

潜在株式数      239,200 株 
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５ 生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでございます。 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 4月 1日 

至 平成 17 年 3月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

至 平成 18 年 3月 31 日） 

比較増減 事業の種類別 

セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比

(%) 

照明事業 987,827 1,283,343 295,515 29.9

光学事業 6,808,100 5,201,352 △1,606,748 △23.6

新規事業 30,659 32,832 2,172 7.1

その他の事業 81,456 122,199 40,743 50.0

合計 7,908,043 6,639,727 △1,268,316 △16.0

(注)1 金額は、販売額に在庫増減原価を加えております。 

  2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでございます。 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 4月 1日 

至 平成 17 年 3月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

至 平成 18 年 3月 31 日） 

比較増減 事業の種類別 

セグメントの名称 

受注高   

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高  

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高   

（千円） 

受注残高  

（千円） 

照明事業 1,514,899 55,551 1,279,630 58,782 △235,268 3,231

光学事業 6,938,983 401,064 5,085,946 234,990 △1,853,037 △166,073

新規事業 29,177 0 33,279 0 4,101 0

その他の事業 265,093 4,947 185,146 11,769 △79,946 6,822

合計 8,748,154 461,562 6,584,003 305,542 △2,164,151 △156,020

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでございます。 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 4月 1日 

至 平成 17 年 3月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

至 平成 18 年 3月 31 日） 

比較増減 事業の種類別 

セグメントの名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比

(%) 

照明事業 1,503,308 1,276,399 △226,909 △15.1

光学事業 6,703,365 5,252,019 △1,451,346 △21.7

新規事業 29,177 33,279 4,102 14.1

その他の事業 260,204 178,324 △81,880 △31.5

合計 8,496,056 6,740,023 △1,756,033 △20.7

 (注)1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りです。    

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

Philips Innovative 

Applications NV 
2,324,199 27.4 1,157,719 17.2

松下電器産業株式会社 896,961 10.6 ― ―

   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
   3 当連結会計年度の松下電器産業株式会社は当該割合が 10％未満のため記載を省略いたしました。 

                                                    以上 
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