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１．平成１８年１２月期の連結業績（平成１８年１月１日～平成１８年１２月３１日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 63,685 (  6.8) 6,625 (  37.9） 5,608 (  32.7)

17年12月期 59,607 (△5.9) 4,803 (△33.5） 4,225 (△35.9)

 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

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 4,028 20.5 142 82 ― ― 13.5 12.0 8.8

17年12月期 3,343 (△25.3) 171 59 ― ― 12.6 9.9 7.1

(注） ①持分法投資損益 18年12月期 ―百万円 17年12月期 ―百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年12月期 28,208,973株 17年12月期 19,313,358株

 ③会計処理の方法の変更 無

 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、対前期増減率であります。

 ⑤平成17年８月19日付で、普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が期首に行われたものとし

て算定した平成17年12月期の１株当たり当期純利益は、117円48銭であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 49,528 31,525 63.7 1,117 59

17年12月期 44,081 28,341 64.3 1,003 63

(注） ①期末発行済株式数（連結） 18年12月期 28,208,922株 17年12月期 28,209,014株

 ②平成17年８月19日付で、普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期 7,328 △4,405 △1,175 13,409

17年12月期 6,707 △5,120 △1,500 11,496

(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 ６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） ―社　（除外） ―社　持分法（新規） ―社　（除外） ―社

２．平成１９年１２月期の連結業績予想（平成１９年１月１日～平成１９年１２月３１日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期   30,000   2,300  1,600

通　期   64,000   5,800  4,100

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 145円34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。

- 1 -



１．企業集団の状況

当社グループは、株式会社タムロン（以下「当社」という。）及び子会社６社で構成され、主な事業の内容は写真関連

とレンズ関連並びに特機その他の製造及び販売であります。

事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

事　業　区　分 主　要　製　品 主　要　な　会　社　名

写真関連事業 一眼レフカメラ用交換レンズ

 

 

 

当社

ＴＡＭＲＯＮ ＵＳＡ, Ｉｎｃ． 

ＴＡＭＲＯＮ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ. 

ＴＡＭＲＯＮ Ｆｒａｎｃｅ ＥＵＲＬ. 

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司 

レンズ関連事業 ビデオカメラ用レンズ

デジタルカメラ用レンズ

携帯電話用レンズユニット

当社

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司 

特機その他事業 ＣＣＴＶカメラ用レンズユニット

プロジェクター用レンズユニット

精密金型

精密プラスチック成形品、原器

各種光学用デバイス部品等

当社

ＴＡＭＲＯＮ ＵＳＡ, Ｉｎｃ． 

ＴＡＭＲＯＮ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ. 

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司 

以上に述べた企業集団の概要は、次のとおりであります。

【海外生産・販売子会社】

連結子会社
部品・資材等の流れ
製品の流れ

【海外物流・販売子会社】

得意先（国内・海外）

タムロン光学仏山有限公司
（中国）

TAMRON USA, INC.
（米国）

TAMRON France EURL.
（仏国）

タムロン工業香港有限公司
（香港）

TAMRON Europe GmbH.
（独国）

株

式

会

社

タ

ム

ロ

ン

【海外販売子会社】

タムロン光学上海有限公司
（中国）

- 2 -



２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは創業以来「わが社は世界光学工業界のトップをめざして、堅実に前進し、顧客の要望に適う個性豊かな

高品質の製品を創造し、これを顧客の満足する価格で販売し、顧客の喜びから生ずる利潤に基づいて、企業を発展、充実

させることにより、株主及び社員の幸福を実現することを基本理念とする。」を基本方針とし、無限の可能性を生かした

創造にあふれた企業集団をめざします。

２．利益配分に関する基本方針

  株主の皆様に対して安定した利益配分を継続することを基本方針とし、長期的視野に立って収益力の向上、経営体質強

化及び将来への新事業展開を図るべく各種研究開発や設備投資等を勘案した配当政策を進めるとともに、業績に応じた利

益配分に努めてまいります。

　株主の皆様への具体的な利益還元率につきましては、中長期的に連結ベースで30％程度を目標に努力してまいります。

　なお、当社株式は、平成18年11月13日に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。株主の皆様各位の日頃のご支

援に感謝の意を表すため、平成18年12月期配当金は、当初予想の１株当たり20円に東証市場第一部上場記念配当金として

５円を加え、１株当たり25円とする案を、来る株主総会に付議することを平成18年11月14日に開催の取締役会において決

議いたしました。

　これにより、既に支払済みの中間配当金15円と合わせ、当期の１株当たり年間配当金は40円となる見込みであり、分割

を考慮した17年12月期の年間配当金が32円50銭であることから、前年に比べ７円50銭の増配となります。

３．投資単位引き下げに関する考え方及び方針

　株主重視の経営姿勢のもと、業績の継続的向上が基本的な使命であることを踏まえたうえで、株価水準、株主数、株式

の流動性、需給環境や費用対効果及びその他の状況の推移を考慮のうえ、対処していくことを基本方針としております。

これを踏まえ、当社では、平成16年４月１日に１単元の株式の数を1,000株から100株に引下げております。

　また、平成17年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、平成17年８月19

日を効力発生日とする普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。

４．目標とする経営指標

　中期経営計画を新たにローリングした平成21年12月期の経営指標は以下のとおりです。

①　売上高　　　　　　　　　　　　700億円

②　営業利益　　　　　　　　　　　 75億円　（売上高営業利益率10.7％）

５．中長期の経営戦略

　２１世紀に入り、タムロングループは最初の10年間を視野に入れ価値創造型企業を目指すべく４つの長期戦略テーマを

策定、これを変革の道しるべとして経営活動を進めています。

(１)光学技術の錬磨蓄積と光学を核とした電子技術の強化

技術で世界をリードする創造型企業を目指します。光学技術を核とし、機構、電子、デジタルを融合した『光』

技術の分野を経営領域として成長します。

(２)販売、生産、開発の国際展開

経営のグローバル化を進展させるとともに環境並びに経営品質の国際水準に対応する企業を目指します。

(３)変化を見透かした新規事業の開拓

既存事業の強化進展とともに次代の成長事業に迅速に対応できる機動力と自ら市場創造する開拓型起業を目指

します。

(４)２１世紀の人材育成

当社のミッション（使命）を理解し仕事に挑戦し続け、そして幸せな生活や心身の健康といった自らの人生を

大切にする人。調和の取れた２１世紀型人材を応援し育成します。 
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６．会社の対処すべき課題

  中長期戦略に基づき、当社グループはデジタル技術に対応した光学関連事業に今後も積極的に経営資源を投入し、光技

術をもって社会に貢献すべく「産業の眼を創造貢献するタムロン」をグループ全体のブランドメッセージとして企業革新

を一層進めてまいります。対応する主な課題は以下のとおりです。

（１）内部統制およびリスクマネジメント体制を確立し、コーポレートガバナンスの更なる向上を目指す

（２）「産業の眼を創造貢献するタムロン」として各事業とも魅力的な新製品を積極的に市場投入する

（３）モバイルコンポーネント事業の拡充ならびに車載カメラ事業の推進

（４）光学技術を中心とした要素技術開発と知的財産戦略の強化推進

（５）海外生産ならびに海外調達、さらに国内工場の原価低減活動の一層の推進

（６）金型製造革新によるリードタイム短縮

（７）グループ管理体制強化による収益力強化とコンプライアンス体制の確立

 (８) ＥＲＰシステム活用によるグループ全社的業務改革推進と適正在庫の維持管理

 (９）キャッシュ・フロー経営の推進と連結バランスシートの改善

（10）ISO9001,14001の維持改善とＣＳＲ(企業の社会的責任）への取組強化

 

 

７．親会社等に関する事項

　該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．当期の経営成績

　当連結会計年度における世界経済は、総じて底堅く推移いたしました。米国経済は民間住宅投資が減少しましたが、堅

調な雇用増による個人消費の増加や設備投資に支えられ、順調に拡大いたしました。欧州経済はドイツの企業部門が牽引

役となり堅調な拡大が続きました。アジアでは、中国経済が固定資産投資・輸出の拡大を中心に好調に推移したほか、そ

の他の諸国でも景気は拡大を続けました。

　一方、わが国経済は、個人消費や輸出に弱さが見られましたが、企業業績は好調に推移し緩やかな景気回復が続きまし

た。

　当社グループ関連市場におきましては、デジタルスチルカメラが、高機能化・多様化・低価格化等により、数量ベース

で前年比２桁成長となりました。なかでもレンズ交換式一眼レフカメラは、積極的な新機種投入と低価格化により大きく

伸長いたしました。

　このような環境のもと、当社グループでは「産業の眼を創造貢献するタムロン」のブランドメッセージを掲げ、拡大す

る市場ニーズに対応したデジタル一眼レフ用交換レンズの新製品を３機種発売したほか、超高倍率ズームレンズを中心と

した既存製品の売上が拡大いたしました。また、主力のコンパクトタイプデジタルカメラ用レンズユニットが大きく売上

を伸ばし、市場が拡大している高画素携帯電話用レンズユニットの売上も拡大いたしました。

　このような結果、売上高は636億85百万円（前期比6.8％増）となりました。一方利益面につきましては、国内外で原価

低減に努めたことや、利益率の高い自社ブランド交換レンズの売上が伸長したこと等により、経常利益は56億８百万円（前

期比32.7％増）、当期純利益は40億28百万円（前期比20.5％増）となりました。

（写真関連事業）

　写真関連事業は、デジタル一眼レフカメラ市場の拡大に伴い、当社の定番超高倍率ズームレンズAF18-200mm F/3.5-6.3 

XR Di Ⅱ(Model A14)をはじめ既存自社ブランド製品の販売が好調だったことに加え、新製品３機種が売上拡大に寄与しま

した。特に新製品のSPAF17-50mm F/2.8 XR DiⅡ(Model A16)は軽量コンパクトでありながらズーム全域でF2.8の明るさで

あることに加え低価格を実現したことから人気を博し、ヨーロピアン・レンズ・オブ・ザ・イヤー賞(ＥＩＳＡ)を受賞す

ることができました。

　このような結果、写真関連事業の売上高は172億87百万円（前期比15.9％増）、営業利益は27億92百万円（前期比56.1％

増）となりました。

（レンズ関連事業）

　レンズ関連事業では、ビデオカメラ用レンズは前期比減収となりましたが、主力のコンパクトデジタルカメラ用レンズ

ユニットは、好調な市場にも支えられ大きく売上を伸ばしました。また発売後２年目を迎えた携帯カメラ用レンズユニッ

トは、携帯電話カメラの高画素化による市場拡大もあり前期比増収となりました。

　このような結果、レンズ関連事業の売上高は367億66百万円（前期比8.8％増）、営業利益は52億54百万円（前期比

18.9％増）となりました。

（特機その他事業）

　特機その他事業では、ＣＣＴＶカメラ用レンズは、国内外のセキュリテイー需要の増加により売上を伸ばしました。新

製品の市場投入を積極的に行い、年初にビルトインズームを３機種、年後半にはハイレゾリューション・バリフォーカル

レンズ２機種を新発売いたしました。しかしながら、プロジエクター用レンズユニットはリアプロジェクションＴＶ向け

の売上減少により前期比減収となりました。

　このような結果、特機その他事業の売上高は96億31百万円（前期比11.6％減）、営業利益は５億５百万円（前期比22.1%

減)となりました。
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 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ①日本

　国内は写真関連事業、レンズ関連事業が増収増益となったことから、売上高は574億68百万円（前期比5.2％増）、営業

利益は51億11百万円（前期比6.5％増）となりました。

 ②北米

　北米は写真関連事業の売上が大きく伸長したことから、売上高は53億75百万円（前期比19.1％増）、営業利益は５億75

百万円（前期比166.8％増）となりました。 

 ③欧州

　欧州は写真関連事業の売上が大きく伸長したことから、売上高は42億52百万円（前期比37.1％増）、営業利益は４億27

百万円（前期比226.9％増）となりました。

 ④アジア

　アジアは中国における生産量が増加したことから、売上高は311億13百万円（前期比30.0％増）、営業利益は23億97百万

円（前期比27.5％増）となりました。

２．財政状態

  当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19億

12百万円増加し、134億９百万円となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  税金等調整前当期純利益が56億10百万円、減価償却費が26億20百万円、たな卸資産の減少が11億34百万円、仕入債務

の増加が15億24百万円となり、一方、売上債権の増加が34億68百万円となったこと等により、営業活動によるキャッ

シュ・フローは73億28百万円の収入(前期比9.3％増)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が30億98百万円、ＥＲＰシステム投資を中心とした無形固定資

産の取得による支出が11億52百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは44億５百万円の支出

(前期比14.0％減)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  長短借入金の純減額が１億90百万円、配当金の支払いが９億85百万円となったこと等により、財務活動によるキャッ

シュ・フローは11億75百万円の支出(前期比21.7％減)となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率　（％） 60.9 64.3 63.7

時価ベースの自己資本比率　（％） 102.4 103.9 143.8

債務償還比率　（年） 1.5 1.1 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 32.7 42.3 37.5

※自己資本比率：自己資本/総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー/利払い

　１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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３．次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、最近は落ち着きを見せている原油価格の今後の動向や米国での金利動向、それに伴う為

替レートの動向等先行き不透明な要素が残ることから、わが国経済の先行きも楽観できない状況が続くものと予想されま

す。

　当社グループ関連市場におきましては、デジタルカメラ市場は世界市場では引続き成長していくものと思われますが、

国内外とも価格競争は激化することが予想されます。

　このような状況のもと、進展するデジタル技術領域を睨み、「産業の眼を創造貢献するタムロン」のブランドメッセー

ジを掲げ、あらゆる分野で新製品を投入するとともに、コストダウンを推し進めてまいります。

　これらの状況を踏まえ、次期の連結業績につきましては、売上高640億円、経常利益58億円、当期純利益41億円を見込

んでおります。

　また、単体業績につきましては売上高580億円、経常利益41億円、当期純利益30億円を見込んでおります。

（本見通しにおいては、為替レート１米ドル＝115円、１ユーロ＝150円を前提としております。）

４．事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、決算短信の発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

 （１）特定事業・製品への依存について

　当社グループの売上高構成比は、レンズ関連事業の占める割合が高く、平成18年12月期連結売上高の57.7％に達してお

り、現状では、このうち大半がデジタルカメラ関連製品であります。従って、当該市場全体の需要変動並びに得意先の戦

略変更や売上動向等が当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

 （２）特定の得意先への依存について

　当社グループでは、ソニー㈱の100％出資子会社でありソニーグループの組立系設計・生産プラットフォームを担当して

いるソニーイーエムシーエス㈱に対する売上高が連結売上高の25.4％（平成18年12月期）を占めております。従って同社

の戦略・方針の変更及び取引関係等に変更が生じた場合には、当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性がありま

す。

 （３）拡大事業と新規事業について

　当社グループは、レンズ関連事業におけるカメラ付携帯電話用レンズ事業の拡充、さらには特機その他事業における車

載カメラ市場への新規参入等により業容の拡大を図っていく方針ですが、このような市場は、今後需要の拡大が見込まれ

る市場であることから、価格競争の激化、急速な技術革新、市場ニーズの急激な変化等も予想されます。また、完成品の

市場における評価にもかかっており、開発した製品が必ずしも市場で直接的に販売に結びつくとも限りません。当社グルー

プが今後拡大を計画している事業や新しく参入する事業については、外部環境の急激な変化を予測することは難しく、場

合によっては当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

 （４）原材料等の調達について

　当社グループは、多数の外部の取引先から原材料、部品等を調達しておりますが、特に硝子材料につきましては、限ら

れた取引先に依存しております。

　これら原材料、部品等が、何らかの理由により当社グループが計画していた数量や価格で入手できず、予定していた数

量の生産ができない場合等には、得意先への納品責任を果たせなくなる可能性があり、当社グループの業績に大きく影響

を及ぼす可能性があります。

 （５）製品の欠陥について

　当社グループは、品質マネジメントシステム（ISO9001）並びに環境マネジメントシステム（ISO14001）を、開発・製造

に係わる国内外の全事業所が取得し、品質面には万全を期すべく体制の整備に努めております。しかしながら、全ての製

品について将来的にも製造物賠償責任が発生しないという保証はありません。万一、大規模な製造物責任につながるよう

な製品の欠陥が発生した場合は、多額の費用の発生あるいは当社グループの信用低下等を招き、それらが当社グループの

業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。
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 （６）海外子会社に存在するリスクについて

　当社グループは、米国、独国、仏国及び中国上海市に販売会社を、香港には物流・販売会社を有しております。

　さらに、中国広東省においては、当社グループの重要な生産拠点であるタムロン光学仏山有限公司を有しております。

　これら海外市場での事業には以下に掲げるような幾つかのリスクが内在しており、これらの事象が発生した場合は当社

グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

　①予期しない法律規制の変更

　②予期しない不利な政治又は経済要因の発生

　③不利な影響を及ぼす税制または税率の変更

　④テロ、戦争、自然災害、伝染病、その他の要因による社会的混乱等

 （７）国内生産拠点の青森県への集中について

　当社グループの日本国内の生産拠点は、青森県に３工場が集中しております。当該地域において地震等の自然災害が発

生し、当社グループの製造設備が損害を受けた場合には、当社グループの生産活動に大きく影響を及ぼす可能性がありま

す。

 （８）知的財産権について

　当社グループでは、知的財産権に関するトラブル回避等を目的とした調査・交渉及び知的財産権の取得のための積極的

な申請等を行っております。現時点では、当社グループが他者の知的財産権を侵害していると思われる事例はありません

が、将来、訴訟等に巻き込まれるリスクがないとも限りません。

　こうした訴訟等が当社グループに不利な展開となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （９）環境規制について

　当社グループは、ISO環境基準等に合わせて環境マネジメントシステムを導入し、グループでの環境改善活動を積極的に

推進しております。

　しかしながら、今後の環境関連法案の改正等による環境基準の変更等により汚染が発見された場合には、浄化対策工事

費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループにおいては、平成15年12月、環境保全活動の一環として大宮本社敷地内の土壌及び地下水の自主調査を実

施した際に、土壌汚染が発見されました。当該土壌汚染については、さいたま市に提出した「汚染拡散防止計画」に則り

対策工事を実施し、敷地内の地下水が環境基準値以下となるよう対策をとっております。

　また、国内の他の事業所におきましては、弘前工場、浪岡工場、大鰐工場の土壌調査を実施し、環境基準内であること

が確認されております。

 (10) たな卸資産の廃棄、評価損について

　当社グループは、製品や部品の品質・環境基準や在庫管理には充分留意しておりますが、環境基準や関連市場並びに技

術動向、あるいは製品ライフサイクル等の急激な変化によっては製品並びに仕掛品の評価も見直しせざるをえず、たな卸

資産の廃棄並びに評価損の計上等を実施する必要性が生じることがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 (11）為替レートの変動がもたらす影響について

　当社グループは当社と海外子会社間の取引を外貨建てで行っているほか、国内外の取引先との取引も一部外貨建てで行っ

ているため、為替レートの変動が当社グループの製品の海外市場における競争力、輸出採算、業績等に影響を及ぼす可能

性があります。

 (12) 研究開発投資について

　当社グループは、今後の業容拡大の基盤となる新技術を開発するために研究開発投資を行っており、今後も継続する予

定です。しかしながら、研究開発が計画通り進まない場合や新技術の開発が終了しても市場の変化や当社グループが想定

していないような新技術の出現等があった場合、先行投資した研究開発費の回収が困難となる可能性があり、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（13）厚生年金基金の影響について

　当社が加入する総合型基金である埼玉機械工業厚生年金基金（以下「基金」という）は、過去の運用環境の悪化により、

将来の年金給付に必要な積立金の不足を抱えている状況にあります。平成18年度より、給付水準の引下げの実施による基

金の財務面での改善策は講じられているものの、当社は、以下の基金に加入していることによるリスクを認識しておりま

す。　　

①予定利率を下回った場合のリスク 

　基金の予定利率は5.5％で想定されて年金給付が決められているため、基金の運用利回りが低下した場合、最終的な補填

を加入企業が行うこととされています。現時点ではそういった補填はないものの、当社グループの直接的な業績とは関係

ないところで業績変動リスクを抱えているということになり、そうなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

②脱退企業の増加による負担の増大リスク 

　基金から脱退した事業所が出た場合、過去に加入していた年金受給者を含めて扶助していく仕組みとなっていることか

ら、脱退する事業所が増加した場合、当社の負担が増加することが予想され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 ５．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

  平成16年４月22日付公募増資（調達金額54億33百万円）及び平成16年５月22日付第三者割当増資（調達金額７億40百万

円）の資金使途計画並びに資金充当実績は、以下のとおりであります。

①資金使途計画

  調達資金については、金型製造設備投資（18億90百万円）、金型製造設備増設に伴なう本社建物増築投資(10億円）、レ

ンズ及びプリズム加工設備投資（31億90百万円）に充当する予定でありました。

②上記資金使途計画については、以下のとおり充当いたしました。

　金型製造設備投資　　　　　　　　　　21億71百万円　

　本社建物増築資金　　　　　　　　　　10億円

　レンズ及びプリズム加工設備投資　　　30億３百万円
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 11,496,535 13,409,342 1,912,807

２．受取手形及び売掛金 ※２ 7,360,264 11,006,080 3,645,816

３．たな卸資産 8,026,847 7,045,424 △981,422

４．繰延税金資産 312,175 303,428 △8,747

５．その他 1,431,551 780,189 △651,362

６．貸倒引当金 △80,677 △72,459 8,217

流動資産合計 28,546,696 64.8 32,472,005 65.6 3,925,309

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構築物 7,124,966 7,348,983  

減価償却累計額 3,302,378 3,822,587 3,611,143 3,737,839 △84,748

(2）機械装置及び運搬
具

9,976,034 10,979,661  

減価償却累計額 3,822,560 6,153,474 4,765,194 6,214,466 60,992

(3）工具器具備品 7,097,667 8,046,308  

減価償却累計額 5,184,397 1,913,270 5,943,555 2,102,752 189,481

(4）土地 773,630 804,415 30,784

(5）その他 277,010 309,105 32,095

有形固定資産合計 12,939,972 29.4 13,168,579 26.6 228,606

２．無形固定資産 ※１ 1,514,396 3.4 2,283,702 4.6 769,306

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 623,187 666,609 43,421

(2）繰延税金資産 236,769 412,907 176,137

(3）その他 229,895 534,339 304,444

(4）貸倒引当金 △9,360 △9,363 △3

投資その他の資産合
計

1,080,492 2.4 1,604,491 3.2 523,999

固定資産合計 15,534,861 35.2 17,056,773 34.4 1,521,912

資産合計 44,081,557 100.0 49,528,778 100.0 5,447,221
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 3,958,531 5,569,882 1,611,351

２．短期借入金 ※１ 4,308,409 4,631,503 323,094

３．未払法人税等 214,337 1,063,820 849,483

４．役員賞与引当金 － 51,600 51,600

５．その他 3,063,095 2,760,042 △303,052

流動負債合計 11,544,373 26.2 14,076,849 28.4 2,532,475

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 3,131,468 2,694,797 △436,670

２．退職給付引当金 908,065 1,013,004 104,938

３．役員退職慰労引当金 156,367 218,244 61,877

固定負債合計 4,195,901 9.5 3,926,045 7.9 △269,855

負債合計 15,740,274 35.7 18,002,895 36.3 2,262,620

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 6,923,075 15.7 － － △6,923,075

Ⅱ　資本剰余金 7,440,327 16.9 － － △7,440,327

Ⅲ　利益剰余金 13,797,491 31.3 － － △13,797,491

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

279,464 0.6 － － △279,464

Ⅴ　為替換算調整勘定 △78,797 △0.2 － － 78,797

Ⅵ　自己株式 ※４ △20,278 △0.0 － － 20,278

資本合計 28,341,282 64.3 － － △28,341,282

負債、少数株主持分及
び資本合計

44,081,557 100.0 － － △44,081,557
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  6,923,075 14.0 6,923,075

２．資本剰余金   － －  7,440,327 15.0 7,440,327

３．利益剰余金   － －  16,809,265 33.9 16,809,265

４．自己株式   － －  △20,462 △0.0 △20,462

　　株主資本合計   － －  31,152,205 62.9 31,152,205

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  187,009 0.4 187,009

２．為替換算調整勘定   － －  186,668 0.4 186,668

　　評価・換算差額等合計   － －  373,678 0.8 373,678

純資産合計   － －  31,525,883 63.7 31,525,883

負債純資産合計   － －  49,528,778 100.0 49,528,778
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 59,607,175 100.0 63,685,668 100.0 4,078,493

Ⅱ　売上原価 ※１ 45,099,766 75.7 46,209,060 72.6 1,109,294

売上総利益 14,507,408 24.3 17,476,607 27.4 2,969,199

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 727,016 948,554  

２．販売促進費 364,127 561,856  

３．貸倒引当金繰入額 1,281 10,008  

４．給料及び賞与 1,977,499 2,494,939  

５．役員賞与引当金繰入額 － 51,600  

６．退職給付費用 109,209 136,731  

７．役員退職慰労引当金繰入額 23,663 61,877  

８．技術研究費 ※１ 2,559,773 2,540,809  

９．支払手数料  983,506 －  

１０．その他 2,957,703 9,703,781 16.2 4,044,733 10,851,110 17.0 1,147,329

営業利益 4,803,627 8.1 6,625,497 10.4 1,821,869

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 14,485 23,622  

２．為替差益 26,181 －  

３．その他 269,665 310,332 0.5 165,000 188,623 0.3 △121,708

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 156,784 198,160  

２．為替差損 － 87,349  

３．たな卸資産廃棄損 570,186 372,446  

４．固定資産除却損 92,791 502,099  

５．その他 68,780 888,543 1.5 45,602 1,205,660 1.9 317,116

経常利益 4,225,416 7.1 5,608,460 8.8 1,383,044

Ⅵ　特別利益  

１. 固定資産売却益  ※２ 199,172   －    

２. 貸倒引当金戻入益 7,293   －    

３．投資有価証券売却益 － 206,465 0.3 2,342 2,342 0.0 △204,123

税金等調整前当期純利益 4,431,882 7.4 5,610,803 8.8 1,178,921

法人税、住民税及び事業税 958,153 1,709,338  

法人税等還付額 △47,121 △22,913  

法人税等調整額 177,004 1,088,036 1.8 △104,510 1,581,913 2.5 493,877

当期純利益 3,343,845 5.6 4,028,889 6.3 685,043
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高  7,440,327

Ⅱ　資本剰余金期末残高 7,440,327

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  11,197,882

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 3,343,845 3,343,845

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 705,237

２．役員賞与 39,000 744,237

Ⅳ　利益剰余金期末残高 13,797,491
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 6,923,075 7,440,327 13,797,491 △20,278 28,140,615

連結会計年度中の変動額

利益処分による利益配当   △564,180  △564,180

剰余金の配当   △423,134  △423,134

利益処分による役員賞与   △29,800  △29,800

当期純利益   4,028,889  4,028,889

自己株式の取得    △184 △184

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

- - 3,011,774 △184 3,011,590

平成18年12月31日　残高（千円） 6,923,075 7,440,327 16,809,265 △20,462 31,152,205

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高（千円） 279,464 △78,797 200,667 - 28,341,282

連結会計年度中の変動額

利益処分による利益配当     △564,180

剰余金の配当     △423,134

利益処分による役員賞与     △29,800

当期純利益     4,028,889

自己株式の取得     △184

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
（千円）

△92,455 265,466 173,010  173,010

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△92,455 265,466 173,010 - 3,184,601

平成18年12月31日　残高（千円） 187,009 186,668 373,678 - 31,525,883
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,431,882 5,610,803

減価償却費 2,210,838 2,620,680

役員賞与引当金の増加額 － 51,600

退職給付引当金の増加額 85,245 104,938

受取利息及び受取配当金 △37,420 △26,371

支払利息 156,784 198,160

有形固定資産除却損 92,791 502,099

有形固定資産売却益 △199,172 －

投資有価証券売却益 － △2,342

売上債権の減少額
（△は増加額）

698,022 △3,468,378

たな卸資産の減少額 943,025 1,134,377

仕入債務の増加額 295,200 1,524,442

その他 63,094 7,235

小計 8,740,293 8,257,245

利息及び配当金の受取額 37,420 26,371

利息の支払額 △158,610 △195,268

法人税等の支払額 △1,959,027 △1,032,831

法人税等の還付額 47,121 273,454

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

6,707,197 7,328,971
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△4,860,591 △3,098,616

有形固定資産の売却によ
る収入

359,348 12,567

無形固定資産の取得によ
る支出

△861,431 △1,152,711

投資有価証券の取得によ
る支出 

－ △199,804

投資有価証券の償還によ
る収入

300,000 －

投資有価証券の売却によ
る収入 

－ 2,784

貸付けによる支出 △19,235 △76,950

貸付金の回収による収入 20,939 74,517

その他 △59,537 32,723

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,120,508 △4,405,490

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増減額 △312,360 84,560

長期借入れによる収入 1,550,000 1,799,096

長期借入金の返済による
支出

△2,036,465 △2,073,993

自己株式の取得による支
出

△1,246 △184

配当金の支払額 △700,910 △985,406

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,500,983 △1,175,926

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

266,124 165,252

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

351,830 1,912,493

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

11,144,704 11,496,535

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 11,496,535 13,409,342
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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17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　６社

ＴＡＭＲＯＮ ＵＳＡ，Ｉｎｃ．

ＴＡＭＲＯＮ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ．

ＴＡＭＲＯＮ Ｆｒａｎｃｅ ＥＵＲＬ．

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司 

上記のうち、タムロン光学上海有限公司については、

当連結会計年度において新たに設立したため、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

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　６社

ＴＡＭＲＯＮ ＵＳＡ，Ｉｎｃ．

ＴＡＭＲＯＮ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ．

ＴＡＭＲＯＮ Ｆｒａｎｃｅ ＥＵＲＬ．

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司 

 

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

 （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

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産………当社は月別移動平均法による原

価法によっておりますが、海外

連結子会社は主として先入先出

法による低価法によっておりま

す。

ロ　たな卸資産………当社は主として月別移動平均法

による原価法によっております

が、海外連結子会社は主として

先入先出法による低価法によっ

ております。

ハ　デリバティブ……時価法 ハ　デリバティブ……同左
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前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産……当社は定率法によっておりますが、

海外連結子会社は定額法によって

おります。なお、当社は、平成10

年４月１日以降取得した建物（附

属設備を除く）については、定額

法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　 30～40年

機械装置 ５～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産……当社は定率法によっておりますが、

海外連結子会社は定額法によって

おります。なお、当社は、平成10

年４月１日以降取得した建物（附

属設備を除く）については、定額

法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　 10～40年 

機械装置　　　     ５～10年

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、主として社内における

利用可能期間（５年）に基づく定

額法。

無形固定資産

同左

(3）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、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。

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

ロ　　　　　　　 ───── ロ　役員賞与引当金…役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号平成17年11月29

日）を適用しております。これ

により、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は

51,600千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

ハ　退職給付引当金…従業員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

に基づき計上しております。数

理計算上の差異は、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（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

 ハ　退職給付引当金

同左 
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前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

ニ　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、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上してお

ります。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(4）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、連

結決算日の直物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

は資本の部における為替換算調整勘定に含めており

ます。

(4）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、連

結決算日の直物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に含めてお

ります。

(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

イ　ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約につい

てヘッジ会計の振当処理の要

件を満たしている場合には振

当処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引、通貨オプション取引

ヘッジ対象

外貨建債権・債務、外貨建予定取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針…………デリバティブ取引の内部規定

に基づき、為替変動リスクを

ヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

……ヘッジ対象の相場変動、

キャッシュ・フローとヘッジ

手段の間に高い相関関係があ

ることを確認し、有効性の評

価としております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(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

税抜方式を採用しております。

(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方法は、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．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書における利益処分については、連結

会計年度中において確定した利益処分に基づいて作成

しております。

６．　　　　　　　　──────

７．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、要求払預金及び容易に

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ケ月以内に満期日の到来

する短期投資等からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は31,525,883千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 （連結損益計算書）

前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「支払手数料」は販売費及

び一般管理費の100分の10を超えたため、当連結会計年

度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「その他」に含まれる「支払手数料」は737,501千円で

あります。

 （連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払手数

料」は販売費及び一般管理費の100分の10以下となった

たため、当連結会計年度より販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会

計年度の「その他」に含まれる「支払手数料」は854,235

千円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（ローン・パーティシペーション）

 会計制度委員会報告第３号「ローン・パーティシペー

ションの会計処理及び表示」（平成７年６月１日　日本

公認会計士協会）に基づいて、参加者へ売却したものと

して会計処理した売掛金の元本の当連結会計年度末残高

の総額は1,340,000千円であります。

（ローン・パーティシペーション）

 会計制度委員会報告第３号「ローン・パーティシペー

ションの会計処理及び表示」（平成７年６月１日　日本

公認会計士協会）に基づいて、参加者へ売却したものと

して会計処理した売掛金の元本の当連結会計年度末残高

の総額は469,000千円であります。

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法） 

────── 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割66,396千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。
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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12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

①工場財団 ①工場財団

建物及び構築物 739,140千円

機械装置及び運搬具 938,210

工具器具備品 175,204

土地 96,179

無形固定資産 11,049

計 1,959,784

建物及び構築物 789,175千円

機械装置及び運搬具 759,459

工具器具備品 131,514

土地 96,179

無形固定資産 11,049

計 1,787,379

②その他 ②その他

建物及び構築物 1,835,652千円

土地 138,961

計 1,974,614

建物及び構築物 1,671,744千円

土地 96,043

計 1,767,788

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 820,000千円

長期借入金 3,405,570

（１年以内返済予定額含む）

計 4,225,570

短期借入金 756,000千円

長期借入金 2,868,780

（１年以内返済予定額含む）

計 3,624,780

※２．連結会計年度末日満期手形の処理

当連結会計年度末日は、金融機関の休業日に当たる

為、次の連結会計年度末日満期手形については、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

※２．連結会計年度末日満期手形の処理

当連結会計年度末日は、金融機関の休業日に当たる

為、次の連結会計年度末日満期手形については、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

受取手形 19,608千円

  

受取手形 291,225千円

  

※３．当社の発行済株式総数は普通株式28,235,000株であ

ります。

※３．　　　　　　　──────

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式25,986株

であります。

※４．　　　　　　　──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、2,590,739千円であります。

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、2,583,321千円であります。

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　──────

土地 199,172千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12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

前連結会計年度末株
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）

発行済株式

普通株式 28,235,000   28,235,000

合計 28,235,000   28,235,000

自己株式

普通株式 25,986 92  26,078

合計 25,986 92  26,078

 　(注）普通株式の自己株式の株式数の増加92株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 564,180 20 平成17年12月31日 平成18年３月31日

平成18年８月４日

取締役会
普通株式 423,134 15 平成18年６月30日 平成18年９月11日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　次のとおり、決議を予定しております。

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 705,223 利益剰余金 25 平成18年12月31日 平成19年３月30日

（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17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

※　　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

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 11,496,535千円

現金及び現金同等物 11,496,535

現金及び預金勘定 13,409,342千円

現金及び現金同等物 13,409,342
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①　リース取引

前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12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
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

1,341,095 758,486 582,608

工具器具備品 475,521 288,808 186,712

計 1,816,616 1,047,294 769,321

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

1,227,895 822,951 404,944

工具器具備品 173,785 101,712 72,073

ソフトウェア 122,487 61,788 60,698

計 1,524,167 986,452 537,715

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 277,350千円

１年超 527,260

計 804,610

１年内 214,643千円

１年超 349,422

計 564,066

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 323,865千円

減価償却費相当額 290,956

支払利息相当額 29,796

支払リース料 294,024千円

減価償却費相当額 264,655

支払利息相当額 21,501

(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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

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 153,134 622,035 468,900 152,613 465,975 313,361

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － 198,989 199,551 562

小計 153,134 622,035 468,900 351,603 665,527 313,923

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 － － － 520 371 △149

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 520 371 △149

合計 153,134 622,035 468,900 352,124 665,898 313,774

　（注）　　減損処理にあたっては、時価が取得原価に対して50％以上下落したもの、及び30％以上50％未満下落したも

ののうち回復可能性が乏しいと総合的に判断されたものについて減損処理をしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

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

非上場株式 1,152 710

③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、通

貨オプション取引等であります。なお、当社以外の連結

子会社はデリバティブ取引を全く行っておりません。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・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。

(2）取引に対する取組方針

同左
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前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用

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。

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約に

ついてヘッジ会計の振当処理の要件を満たしている場合

には、振当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…為替予約取引、通貨オプション取引

ヘッジ対象…外貨建債権・債務、外貨建予定取引

ヘッジ方針

　デリバティブ取引の内部規定に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ

手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の

評価としております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替変動によるリスクを有しており

ます。しかし、当社の利用しているデリバティブ取引は、

全てヘッジ目的であり、経営に重大な影響を及ぼすよう

な取引は行っておりません。

　また、取引の相手先は高い信用格付けの金融機関であ

るため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　当社には、デリバティブ取引に関する権限及び取引限

度額を定めた取引管理規定があり、この規定に基づいて、

経理部が決裁者の承認を得て取引及びリスク管理の運営

を行っております。

(5）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

前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているた

め、記載を省略しております。

同左
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④　退職給付

前連結会計年度
（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職などに際して割増退職金を支払う場

合があります。なお、一部の在外連結子会社は確定拠出

型年金制度を設けております。　 

１．採用している退職給付制度の概要

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

（単位：千円） （単位：千円）

(1）退職給付債務 △1,859,906

(2）年金資産 913,524

(3）未積立退職給付債務(1）＋(2） △946,381

(4）未認識年金資産 △61,188

(5）未認識数理計算上の差異 99,505

(6）退職給付引当金(3)+(4)+(5) △908,065

  

  

(1）退職給付債務 △1,898,421

(2）年金資産 1,011,074

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2） △887,346

(4）未認識数理計算上の差異 △115,863

(5）計(3)＋(4） △1,003,209

(6）前払年金費用 9,794

(7）退職給付引当金(5)-(6) △1,013,004

　（注）　上記内訳には、総合設立型厚生年金基金の年金

資産額4,488,507千円は含めておりません。

　（注）　上記内訳には、総合設立型厚生年金基金の年金

資産額4,928,903千円は含めておりません。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

（単位：千円） （単位：千円）

(1）勤務費用 310,843

(2）利息費用 34,275

(3）期待運用収益 △10,685

(4）数理計算上の差異 68,316

(5）退職給付費用(1）＋(2）＋(3）＋(4） 402,749

(1）勤務費用 335,905

(2）利息費用 37,198

(3）期待運用収益 △13,952

(4）数理計算上の差異 53,758

(5）退職給付費用(1）＋(2）＋(3）＋(4） 412,909

　（注）　総合設立型厚生年金基金への拠出額201,363千

円は勤務費用に含めております。

　（注）　総合設立型厚生年金基金への拠出額214,051千

円は勤務費用に含めております。

　 　

(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 2.0％

(3）期待運用収益 2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ５年

(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 　2.0％

(3）期待運用収益 　2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 　５年

⑤　ストック・オプション等

該当事項はありません。
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

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

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払事業税 26,824千円

貸倒引当金 17,221

未実現利益 79,847

退職給付引当金 381,131

子会社繰越欠損金 41,181

役員退職慰労引当金 63,172

たな卸資産廃棄損 73,796

たな卸資産評価損 50,883

その他 114,991

小計 849,051

評価性引当額 △41,181

繰延税金資産合計 807,869

未払事業税 77,407千円

貸倒引当金 13,434

未実現利益 75,453

退職給付引当金 446,379

子会社繰越欠損金 38,065

役員退職慰労引当金 88,170

たな卸資産廃棄損 67,720

たな卸資産評価損 39,071

その他 101,272

小計 946,975

評価性引当額 △38,065

繰延税金資産合計 908,910

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

圧縮記帳積立金 △60,300 

特別償却準備金 △9,187 

その他有価証券評価差額金 △189,435 

繰延税金負債合計 △258,924

繰延税金資産純額 548,945

圧縮記帳積立金 △58,858 

特別償却準備金 △6,890 

その他有価証券評価差額金 △126,825 

繰延税金負債合計 △192,574

繰延税金資産純額 716,335

    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.6

住民税均等割等 0.5

税額控除 △15.5

評価性引当額 0.1

海外子会社の適用税率差 △12.3

受取配当金消去に伴う影響 11.8

法人税等還付 △1.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
24.6

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.3

住民税均等割等 0.4

税額控除 △12.1

評価性引当額 0.1

海外子会社の適用税率差 △9.9

受取配当金消去に伴う影響 8.5

法人税等還付 △0.4

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
28.2

- 29 -



⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

写真関連事
業（千円）

レンズ関連
事業
（千円）

特機その他事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

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 14,912,504 33,800,418 10,894,251 59,607,175 － 59,607,175

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 14,912,504 33,800,418 10,894,251 59,607,175 － 59,607,175

営業費用 13,123,595 29,382,399 10,245,142 52,751,137 2,052,410 54,803,547

営業利益 1,788,908 4,418,019 649,109 6,856,037 (2,052,410) 4,803,627

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 10,362,240 14,022,834 8,953,328 33,338,403 10,743,153 44,081,557

減価償却費 715,747 764,280 715,116 2,195,145 15,693 2,210,838

資本的支出 1,244,980 2,205,294 2,123,880 5,574,154 443,578 6,017,733

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

写真関連事
業（千円）

レンズ関連
事業
（千円）

特機その他事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

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 17,287,172 36,766,496 9,631,999 63,685,668 － 63,685,668

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 17,287,172 36,766,496 9,631,999 63,685,668 － 63,685,668

営業費用 14,494,672 31,511,805 9,126,016 55,132,494 1,927,676 57,060,171

営業利益 2,792,499 5,254,691 505,982 8,553,173 (1,927,676) 6,625,497

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 13,307,160 16,852,190 8,230,987 38,390,338 11,138,440 49,528,778

減価償却費 790,500 855,615 933,933 2,580,049 40,631 2,620,680

資本的支出 1,122,613 1,172,255 1,351,171 3,646,040 169,961 3,816,001
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　（注）１．事業区分の方法

各事業区分の主要製品は次のとおりです。

事業区分 主要製品

写真関連事業 一眼レフカメラ用交換レンズ

レンズ関連事業
ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、携帯電話用レンズユ

ニット

特機その他事業
ＣＣＴＶカメラ用レンズユニット、プロジェクター用レンズユニット、

精密金型、精密プラスチック成形品、原器、各種光学用デバイス部品等

２．前連結会計年度における営業費用のうち、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2,052,410

千円であり、その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

当連結会計年度における営業費用のうち、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1,927,676

千円であり、その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

３．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、10,743,153千円であ

り、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係わる資産等であります。

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、11,138,440千円であ

り、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係わる資産等であります。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」を適用しております。

これにより、「消去又は全社」の営業利益が51,600千円減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

日本（千円） 北米（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

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
49,036,292 4,513,779 3,101,477 2,955,625 59,607,175 － 59,607,175

(2）セグメント間の内部

売上高
5,614,493 － 1,298 20,987,206 26,602,998 (26,602,998) －

計 54,650,785 4,513,779 3,102,776 23,942,831 86,210,173 (26,602,998) 59,607,175

営業費用 49,851,767 4,298,059 2,972,077 22,061,566 79,183,470 (24,379,922) 54,803,547

営業利益 4,799,018 215,720 130,698 1,881,265 7,026,703 (2,223,075) 4,803,627

Ⅱ　資産 25,330,604 2,004,892 1,151,244 10,950,243 39,436,985 4,644,571 44,081,557

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

日本（千円） 北米（千円） 欧州（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

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
50,339,853 5,375,735 4,252,739 3,717,339 63,685,668 － 63,685,668

(2）セグメント間の内部

売上高
7,128,630 － － 27,395,936 34,524,566 (34,524,566) －

計 57,468,484 5,375,735 4,252,739 31,113,275 98,210,235 (34,524,566) 63,685,668

営業費用 52,357,052 4,800,278 3,825,542 28,715,304 89,698,178 (32,638,006) 57,060,171

営業利益 5,111,432 575,457 427,197 2,397,970 8,512,057 (1,886,559) 6,625,497

Ⅱ　資産 26,638,102 2,077,387 2,164,937 13,344,976 44,225,404 5,303,374 49,528,778

　（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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

①　北米………………米国

②　欧州………………ドイツ、フランス

③　アジア……………香港、中国

３．前連結会計年度における営業費用のうち、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、2,052,410

千円であり、その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

当連結会計年度における営業費用のうち、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、　　

1,927,676千円であり、その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

４．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、10,743,153千円であり、そ

の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係

わる資産等であります。

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、11,138,440千円であり、そ

の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係

わる資産等であります。

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」を適用しております。

これにより、「消去又は全社」の営業利益が51,600千円減少しております。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,858,436 4,180,251 9,805,749 18,844,437

Ⅱ　連結売上高（千円） 59,607,175

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.2 7.0 16.5 31.6

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,565,776 5,319,492 24,744,479 35,629,749

Ⅱ　連結売上高（千円） 63,685,668

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.7 8.3 38.9 55.9

　（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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

①　北米………………米国、カナダ

②　欧州………………ドイツ、イギリス、フランス、北欧等

③　アジア……………香港、中国等

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あります。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び近親

者が議決権の

過半数を所有

している会社

（株）宏

友興産

埼玉県さ

いたま市

見沼区

20,000
不動産賃

貸管理
5.4％ 役員1名

当社社

宅の賃

貸

社宅の賃貸借

契約
17,361 － －

　（注）１．取引価格については、市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、交渉の上決定しております。取引条件に

ついては、特に優遇しておりません。

２．取引金額は消費税等を含んでおりません。

３. 社宅の賃貸借契約は平成17年８月末日をもって終了しております。

(2）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株

主の子会社

ソニーイー

エムシーエ

ス（株）

東京都品

川区
6,741,000 製造業 － －

当社製

品の販

売

デジタルカ

メラ用レン

ズの販売

29,231,808 売掛金 2,344,564

　（注）１．販売価格については、市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、交渉の上決定しております。取引条件に

ついては、特に優遇しておりません。

２．取引金額は消費税等抜きであり、期末残高は消費税等を含んでおります。

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株

主の子会社

ソニーイー

エムシーエ

ス（株）

東京都品

川区
6,741,000 製造業 － －

当社製

品の販

売

デジタルカ

メラ用レン

ズの販売

16,184,694 売掛金 4,362,992

索尼電子

（無錫）有

限公司 

中国江蘇

省 

千米ドル 

50,430
製造業 － －

当社製

品の販

売 

デジタルカ

メラ用レン

ズの販売

9,611,230 売掛金 1,811,978

　（注）１．販売価格については、市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、交渉の上決定しております。取引条件に

ついては、特に優遇しておりません。

２．取引金額は消費税等抜きであり、期末残高は消費税等を含んでおります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 

(1)生産実績
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 前期比

事業の種類別セグメントの名称 （自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）
金額 伸び率

写真関連事業（千円） 14,008,470 16,941,417 2,932,946 20.9%

レンズ関連事業（千円） 33,387,537 36,572,827 3,185,289 9.5%

特機その他事業（千円） 11,632,917 9,028,339 △2,604,578 △22.4%

合計（千円） 59,028,926 62,542,584 3,513,658 6.0%

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況
 

 

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

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）
 前期比 前期比 前期比 前期比

写真関連事業 － － － － － － － － 

レンズ関連事業 34,925,664 82.7% 5,602,172 125.1% 36,090,567 103.3% 4,926,243 87.9%

特機その他事業 － － － － － － － － 

合計 34,925,664 82.7% 5,602,172 125.1% 36,090,567 103.3% 4,926,243 87.9%

　（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績
 

事業の種類別セグメント

の名称

 

 

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 伸び率

 国内 4,937,213 33.1% 5,194,227 30.0% 257,014 5.2%

写真関連事業（千円） 海外 9,975,291 66.9% 12,092,945 70.0% 2,117,653 21.2%

 計 14,912,504 25.0% 17,287,172 27.2% 2,374,668 15.9%

 国内 28,903,134 85.5% 17,410,447 47.4% △11,492,686 △39.8%

レンズ関連事業（千円） 海外 4,897,284 14.5% 19,356,049 52.6% 14,458,764 295.2%

 計 33,800,418 56.7% 36,766,496 57.7% 2,966,077 8.8%

 国内 6,922,390 63.5% 5,451,244 56.6% △1,471,145 △21.3%

特機その他事業（千円） 海外 3,971,861 36.5% 4,180,754 43.4% 208,893 5.3%

 計 10,894,251 18.3% 9,631,999 15.1% △1,262,252 △11.6%

 国内 40,762,737 68.4% 28,055,919 44.1% △12,706,818 △31.2%

合計（千円） 海外 18,844,437 31.6% 35,629,749 55.9% 16,785,311 89.1%

 計 59,607,175 100.0% 63,685,668 100.0% 4,078,493 6.8%

　（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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