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                  (財)財務会計基準機構会員  
 

 

平成20年３月期 中間決算短信 
平成19年11月13日 

上 場 会 社 名 岡本硝子株式会社          上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ７７４６              ＵＲＬ http://www.ogc-jp.com 
代  表  者（役職名）代表取締役社長   （氏名） 岡本  毅 

問合せ先責任者（役職名）専務取締役コーポレートサービス本部長（氏名）衆 樹
も ろ き

  健 

ＴＥＬ ( ０４) ７１３７―３１１１ 
半期報告書提出予定日  平成19年12月24日            
 

（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％
3,394 △4.8 
3,563   3.5 

百万円   ％
△253   ― 
△678   ― 

百万円   ％ 
△187   ― 
△720   ― 

百万円   ％
△909   ― 
△569   ― 

19年３月期 7,369    ― △824   ― △857   ― △1,100   ― 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）

純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
△67   62 
△42   35 

円 銭
―   ― 
―   ― 

19年３月期 △81   77 ―   ― 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円  18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円     
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
10,049 
12,207 

百万円
2,532 
3,920 

％ 
25.1 
32.1 

円 銭
187   64 
291   19 

19年３月期 11,173 3,421 30.6 253   98 
(参考) 自己資本 19年９月中間期  2,524百万円  18年９月中間期  3,918百万円  19年３月期  3,417百万円 
 
（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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
346 
371 

百万円
△132 
△620 

百万円 
△207 
△229 

百万円
381 
242 

19年３月期 1,007 △777 △588 372 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金   

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
― 

円 銭
― 

円 銭
0   00 

20年３月期 ― 

20年３月期（予想）  ― 
 
0   00 

 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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 

 

通  期 

百万円 ％ 

7,757   5.3 
百万円 ％

123   ― 
百万円 ％

135   ― 
百万円 ％ 

△620   ― 
円 銭

△46   08 
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４．その他 
（１）期中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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
 （注）詳細は、22ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年９月中間期  13,455,740株 18年９月中間期  13,455,740株 

19年３月期     13,455,740株 
② 期末自己株式数          19年９月中間期  300株 18年９月中間期  280株 19年３月期  300株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 
3,301 △5.9 
3,510   3.0 

百万円   ％
△44   ― 
△393   ― 

百万円   ％
△15   ― 
△370   ― 

百万円   ％
△939   ― 
△456   ― 

19年３月期 7,228    ― △386   ― △399   ― △1,321   ― 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 
△69   81 
△33   91 

19年３月期 △98   21 

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
7,791 
9,675 

百万円
2,499 
4,310 

％
32.0 
44.5 

円 銭
185   47 
320   32 

19年３月期 8,742 3,442 39.4 255   72 

 (参考)  自己資本   19年９月中間期 2,495百万円   18年９月中間期 4,310百万円   19年３月期 3,440百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 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 

 

通  期 

百万円 ％ 

7,355   1.8 

百万円 ％

43    ― 

百万円 ％

79    ― 

百万円 ％ 

△866    ― 

円 銭

△64   36 

 

 
 
(将来に関する記述等についてのご注意) 

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仮定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、3ページ「1.経営成績(1)経営成績の分析」をご覧ください。 
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Ⅱ 定性情報・財務諸表等 
1.経営成績 
（1）経営成績の分析 

①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの懸念材料を抱えながらも、堅調な設備投資

に支えられ引き続き緩やかな拡大を続けました。アメリカ経済は、住宅建設が減少するとともに個人消費の伸び

がスローダウンするなど景気の減速感を示し、中国経済は、設備投資の伸びはやや鈍化しているものの、成長を

続けました。 

このような経済環境において、データプロジェクターは教育用途への普及により引き続き需要が拡大しており

ますが、リアプロジェクションテレビは、プラズマテレビの価格下落と液晶テレビの大型化の影響を受け、需要

が縮小しました。このため、当社のプロジェクター用反射鏡およびフライアイレンズの売上高は減少しました。

一方で、自動車用製品は、平成 18 年 9月の事業譲受が寄与し、売上高は増加しました。 

これらにより、当中間期の売上高は、中期経営計画の想定を若干下回りましたが、既存事業の再構築・原価低

減の推進によりコスト削減を進めたことで、概ね中期経営計画通りに収益性の改善が進んでいます。 

しかしながら、リアプロジェクションテレビ向け製品の蒸着加工を行う岡本光学科技(蘇州)有限公司の収益改

善が遅れるなど、拠点別では、中期経営計画の進捗状況にばらつきがでています。 

岡本光学科技(蘇州)有限公司が２期連続で営業損失を計上していることおよびリアプロジェクションテレビの

動向に不透明さが生じたことから、同社の設備等について、減損損失 674 百万円を計上しました。 

これらを背景として、当中間期の連結業績は売上高 3,394 百万円（前中間連結会計期間比 4.8%減）、経常損失

187 百万円（前中間連結会計期間の経常損失 720 百万円）、中間純損失 909 百万円（前中間連結会計期間の中間純

損失 569 百万円）となりました。 

当中間連結会計期間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（前年同期比） 営業利益又は営業損失(△)（同） 

照明事業      819 百万円   （21.1％）    27 百万円  （   －   ） 

光学事業           2,397 百万円 （△14.2％）   △10 百万円  （   －   ） 

新規事業       9 百万円 （△47.0％）   △45 百万円  （   －   ）  

その他の事業     167 百万円  （126.4％）   24 百万円  （ 653.1％）  

（照明事業） 

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

自動車用製品は、平成 18 年 9 月の事業譲受が、当中間期はフルに寄与したことにより、販売数量が前年同期

比で 76.1％増加し、売上高は 43.2％増加しました。同時に、量産品を生産効率の高い本社工場に集中させたこ

となどによりコスト削減を進めました。 

一般照明製品は、市場環境に大きな変化はなく、前年同様の事業推移となりました。 

これらにより照明事業の業績は、売上高 819 百万円（前中間連結会計期間比 21.1％増）、営業利益 27 百万円

（前中間連結会計期間の営業損失 24 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部品は、リアプロジェクションテレビ販売不振の影響により、販売数量は前年

同期より減少しました。 

プロジェクター用反射鏡は、販売数量が前年同期比で 17.9％減少しました。価格の低い XHK 硝材製を中心に

販売数量が減少したため、平均価格は僅かながら上昇し、売上高は 16.2％減少に留まりました。 
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このような厳しい環境の中で、設備投資の抑制による減価償却費負担の減少、需要に応じた製造ラインの 3

直から 2直への切替えなどによりコスト削減を進めました。 

フライアイレンズは、販売数量が前年同期比で 6.9％減少しました。価格の低下は小幅に留まり、売上高は

11.2％減少となりました。 

これらにより、光学事業は、売上高 2,397 百万円(前中間連結会計期間比  14.2％減）、営業損失 10 百万円（前

中間連結会計期間の営業損失 313 百万円）を計上しました。 

（新規事業） 

新規事業は、これまで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おりましたが、中期経営計画に

沿って、通信用フィルター事業を縮小させ、研究開発費および経費削減で営業損失は減少しました。事業化に向

けた体制作りを進めている液晶プロジェクター用ガラス偏光子は、製品サンプルの出荷を開始しました。従来の

有機樹脂フィルム製に比べ耐熱性と耐光性で優位なことを武器に営業活動を強めています。 

新規事業の業績は、売上高 9 百万円（前中間連結会計期間比 47.0％減）、営業損失 45 百万円（前中間連結会

計期間の営業損失 53 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、歯科用うがい鉢、洗濯機用ドアガラス、

エキシマランプ加工等の製造販売により構成されます。 

洗濯機用ドアガラスの販売が好調なことにより大幅な増収となりました。 

売上高 167 百万円（前中間連結会計期間比 126.4％増）、営業利益 24 百万円（前中間連結会計期間比 653.1％増）

を計上しました。 

②当期の見通し 

リアプロジェクションテレビの今後の見通しは不透明でありますが、一方で、データプロジェクター市場は、

教育用途を中心に拡大することが予想されます。 

中期経営計画に基づく既存事業の再構築・原価低減の徹底は、引き続き順調に進捗する見通しです。 

当中間期で計上した岡本光学科技(蘇州)有限公司の製造設備等についての減損損失 674 百万円などの影響によ

り通期で当期純損失となる見通しです、 

これらにより、通期の連結業績につきましては、売上高 7,757 百万円、営業利益 123 百万円、経常利益 135 百

万円、当期純損失 600 百万円を見込んでおります。 

 
（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産は、前連結会計年度末に対して 1,124 百万円減少し、10,049 百万円となりました。これは主として建物及

び構築物、機械装置及び運搬具などの有形固定資産が 1,006 百万円減少したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に対して 234 百万円減少し、7,517 百万円となりました。これは主として短期借入金

が 355 百万円増加したものの、一方で長期借入金が 532 百万円減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に対して 889 百万円減少し、2,532 百万円となりました。これは主として利益剰余

金が 909 百万円減少したことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 9 百万円増加し、381 百万円

となりました。   

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 



岡本硝子㈱ (7746) 平成 20 年３月期中間決算短信 

5 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により資金は 346 百万円増加(前中間連結会計期間は 371 百万円増加)しました。 

減価償却費 521 百万円(前中間連結会計期間は 620 百万円)、減損損失 711 百万円などの増加要因に対し、税金

等調整前中間純損失 909 百万円(前中間連結会計期間は 662 百万円)などの要因がありました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により資金は 132 百万円減少(前中間連結会計期間は 620 百万円減少)しました。 

有形固定資産の取得による支出 132 百万円(前中間連結会計期間は 1,062 百万円)などの要因がありました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により資金は 207 百万円減少(前中間連結会計期間は 229 百万円減少)しました。 

短期借入金の純増 318 百万円、長期借入れによる収入 240 百万円、長期借入金の返済 753 百万円などの要因が

ありました。 

 
（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

当中間期は、大幅な中間純損失を計上したことから誠に遺憾ながら無配とさせて頂きます。 

通期においても当期純損失となる見込みのため、期末配当につきましても無配を予定しております。 

 
（4）事業等のリスク 

① 主要顧客への販売依存度について 

当 社 グ ル ー プ の 業 績 は 、 Philips Innovative Applications NV 、 Philips Electronics 

Technology(Shanghai)Co.,Ltd.(以下 Royal Philips Electronics グループ)、セイコーエプソン株式会社、 Epson 

Precision(Hong Kong)Ltd.(以下、セイコーエプソングループ)、株式会社小糸製作所などの主要顧客との取引状

況の影響を受けます。現在、Royal Philips Electronics グループ、セイコーエプソングループ及び株式会社小

糸製作所とは良好な取引関係を維持しておりますが、将来にわたり、当社グループの製品が採用される保証はあ

りません。 

当社グループの前中間連結期間、当中間連結期間および前連結会計年度における Royal Philips Electronics

グループ、セイコーエプソングループ及び株式会社小糸製作所への販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は下表のとおりであります。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

Philips Innovative 
Applications NV及び 

Philips Electronics 
Technology(Shanghai)Co.,Ltd. 
  注1 

755,024 21.2 389,203 11.5 1,362,414 18.5

セイコーエプソン株式会社及び 

Epson Precision(Hong Kong)Ltd. 

  注2 

469,639 13.2 653,822 19.3 1,024,536 13.9

株式会社小糸製作所 221,302 6.2 388,409 11.4 648,857 8.8

注1 Philips Innovative Applications NVとPhilips Electronics Technology(Shanghai)Co.,Ltd.は、取引相
手先として一体性が高いため合算いたしました。 

注2   Epson Precision(Hong Kong)Ltd.に販売した製品の多くは、 終的にセイコーエプソン株式会社の製品に
組み込まれるため合算いたしました。 
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② 競合状況について 

当社グループの主要製品であるプロジェクター用反射鏡の市場は当社が先駆を示したものの、市場の拡大とと

もに他の特殊ガラスメーカーも参入し、競合が発生しております。当社グループとしては市場競争力の強化を図

るため、プロジェター用反射鏡の小型化や、耐熱性、反射度の向上等が可能な材料及び精密成型技術の開発を進

めております。しかし、当該開発の成否によっては、会社製品の優位性の低下により、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。また、競合の激化による販売価格の下落を、販売数量の増加あるいはコストダウ

ンで吸収できなくなれば、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ 特許について 

当社グループが保有する主要な特許は、「耐熱性セラミックス成形体及びその製造法」、「反射鏡」、並びに「光

源装置の製造方法、およびプロジェクタの製造方法、ならびに光源装置用リフレクタの成型法」に関するもので

あります。将来、特許期限を過ぎても、製品化に関する技術・ノウハウは内部に蓄積しているため、当該特許に

記載されている組成や製法が他社に利用されることにより当社グループの業績が重大な影響を受けるとは認識

しておりません。また、当該特許は国内特許であり、外国の同業他社から日本国外に出荷される 終製品につい

ての対抗力は有しておりません。 

当社グループでは他社の特許を侵害している可能性はないと考えておりますので、他社から特許侵害の訴訟を

受ける懸念はありません。ただし、他社の類似製品の進出で当社グループの業績が影響を受ける可能性はありま

す。 

④ 為替変動について 

当社グループは、製品販売の一部を外貨建てで行っておりますが、その一方で海外の生産拠点において外貨建

ての支払いがあるため、為替リスクは軽減されていると考えております。しかし、急激な為替変動は、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 海外事業展開について 

一般的に、海外事業展開は、予期しない法律または規制の変更、不利な政治または経済要因、戦争、テロその

他の社会的混乱などのリスクを内在しております。当社グループは、台湾、中国に生産・販売拠点を設けており

ますが、政治・経済体制に違いがある中国での税制、通貨規制その他の諸規制の変更が、同国内での生産・販売

活動の制約となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

なお、上記に記載されている当社グループの将来の予測に関する事項は、当中間連結期間末現在において判

断したものであります。 
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2. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社と子会社 6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 所在地 主な事業内容 

岡本硝子株式会社 千葉県 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 台湾 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 台湾 薄膜製品の製造販売 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 中国 薄膜製品の製造販売 

新潟岡本硝子株式会社 新潟県 特殊ガラス製品の製造販売 

有限会社オーテック 千葉県 ガラス製品の加工業務 

蘇州岡本貿易有限公司 中国 照明製品の仕入販売 

 

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、自動車用赤外線透過フィルター、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・分波機能等を有するガラス製品、高屈折率ガラス製品、ガラス偏光子の製造販売業務。 

（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、洗濯機用ドアガラス、エキシマランプ加工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

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
岡本光学科技股フン有限公司

その他の事業

海外販売会社
台湾岡本硝子股フン有限公司

光学事業 照明事業

※

※

光学事業

国内製造会社

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

光学事業

新潟岡本硝子株式会社
※

国内製造会社
有限会社オーテック

※

光学事業

海外販売会社
蘇州岡本貿易有限公司

※

照明事業

海外製造・販売会社
岡本光学科技
(蘇州)有限公司

※
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3．経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

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）目標とする経営指標 

当社グループは、株主、従業員、顧客、地域社会などのステークホルダーの期待と要請に応える企業活動を目

指します。そのためには、財務健全性を維持しながら、継続して収益力を向上させていくことが必要と考えます。 

従って、成果を計測する尺度のひとつとして ROA(総資産利益率)を経営指標とし、この向上を目標とします。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

データプロジェクターは、オフィス用に加えて、教育分野での利用が拡大しているため、この用途の反射鏡は

価格低下を伴いながらも需要は安定的に拡大すると想定しています。 

一方で、リアプロジェクションテレビは、プラズマテレビの価格低下と液晶テレビの大画面化が進む中で、今

後の市場展開に不透明さが生じております。このため、反射鏡全体の需要の急速な拡大を期待することは難しく

なっております。このため、シェア維持のための受注、生産能力増大という方針を見直し、採算性を重視した受

注及び原価低減を目指します。 

通信事業については、光通信用フィルターの市場規模が当初期待したものではないことから、開発投資を絞り

込み、縮小均衡を模索します。 

一方で、今後の主柱事業として、ガラス偏光子、太陽光発電用集光ミラーなど新事業を育成する方針です。 

これらの方針に基づき、各事業への経営資源の配分を見直し、継続的な製造原価低減ならびに経費削減を進め

て参ります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、2期連続の営業損失を計上している損益状況から脱却し、リアプロジェクションテレビ向け

需要の不透明化などの市場変化に対応するため、抜本的な事業構造改革を内容とした中期経営計画を平成 19 年

4月に策定しました。 

中期経営計画の概要は次の通りです。 

 

①既存事業の再構築 
設備投資を抑制し、歩留まりの向上により生産量を増大させる。受注は採算性を重視し、そのために製品

別の売上利益管理を強化する。 
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蒸着機を移設し、新潟岡本硝子株式会社で XHK 硝材製反射鏡を一貫生産することにより、生産効率を向上
させる。 

 
②通信事業の縮小 

研究開発費負担のため、多額の営業損失が継続している通信事業については、研究開発費と営業経費を絞
り込み、縮小均衡を図る。 

 

③ガラス偏光子、太陽光発電用集光ミラーの事業化 
可視光用ガラス偏光子を液晶プロジェクター向けに市場開拓する。当社グループの反射鏡製造のノウハウ

をいかせる太陽光発電用集光ミラーの事業化を図る。 

 

④経営資源の再配分 

ガラス偏光子、太陽光発電用集光ミラーの製造販売には、既存事業の再構築、通信事業の縮小により余剰
となる経営資源を活用する。 

 
⑤原価低減の徹底 

工程改善の徹底、設備の効率利用および需要の増減に応じた設備の休止と再稼動、適地生産体制の構築を
内容とする「経営革新プログラム」を引き続き推進し、原価低減を徹底する。 

 
当中間連結会計期間における進捗は以下の通りです。 
 

①既存事業の再構築と原価低減の徹底 

既存事業全般において、設備投資を必要 小限に抑制し、減価償却費負担が減少いたしました。 
自動車用製品は、生産規模の拡大及び本社工場、横浜事業所間での生産品種の割振りの見直しによる効率

化、買入部品の減少でコスト削減が進みました。 
反射鏡は、生産量に応じた 3 直と 2直の切替え及び検査工程での効率化による人件費の減少などでコスト

削減が進みました。 

②通信事業の縮小 

通信事業に関する研究開発活動を大幅に縮小しました。 

③ガラス偏光子、太陽光発電用光学部品の事業化と既存事業の余剰人員の活用 

ガラス偏光子の製品サンプルの出荷を開始いたしました。 
ガラス偏光子および太陽光発電用光学部品事業化のための要員は、通信事業の縮小と既存事業の効率化に

よる余剰人員で対応いたしました。 
 

当中間連結会計期間は、概ね予定通りの進捗でしたが、リアプロジェクションテレビ市場の減速が大きい状
況において、事業構造改革の遅延は許されないという認識の下、今後とも一層の努力を続ける所存です。 
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４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間末

平成18年9月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成19年9月30日現在 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成19年3月31日現在科目 
注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※2 377,412 512,577  503,567

２ 受取手形及び売掛金 ※2,3 1,402,275 946,377  1,102,756

３ たな卸資産  898,262 939,954  864,478

４ その他  335,265 45,984  62,018

 貸倒引当金  △262 △2,113  △277

流動資産合計  3,012,953 24.7 2,442,780 24.3 2,532,543 22.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1,2,5 3,236,328 2,956,966  3,137,229

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,5 4,050,292 2,923,452  3,656,603

(3) 工具器具備品 ※1,5 261,252 171,349  187,357

(4) 土地 ※2 764,114 764,114  764,114

(5) 建設仮勘定  67,575 41,168  118,266

有形固定資産合計  8,379,563 68.7 6,857,050 68.2 7,863,571 70.4

２ 無形固定資産合計  212,726 1.7 210,002 2.1 212,121 1.9

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  315,992 306,268  312,431

(2) その他  288,762 235,540  255,330

 貸倒引当金  △2,571 △2,304  △2,651

投資その他の資産合計  602,183 4.9 539,503 5.4 565,109 5.1

固定資産合計  9,194,473 75.3 7,606,556 75.7 8,640,802 77.4

資産合計  12,207,426 100.0 10,049,337 100.0 11,173,345 100.0
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(単位：千円) 

前中間連結会計期間末

平成18年9月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成19年9月30日現在 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成19年3月31日現在科目 
注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※6 1,063,071 847,591  854,796

２ 短期借入金 ※2 1,595,659  2,253,255  1,898,132  

３ 賞与引当金  29,992  66,312  －  

４ 設備支払手形 ※6 93,444 63,746  73,257

５ その他  331,759 235,974  332,690

流動負債合計  3,113,927 25.5 3,466,879 34.5 3,158,876 28.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  ※2 4,840,419 3,700,201  4,232,819

２ 退職給付引当金  144,418 157,605  146,620

３ 役員退職慰労引当金  31,014 39,997  33,920

４ 負ののれん  152,951 121,816  137,367

５ その他  3,832 30,566  42,291

固定負債合計  5,172,636 42.4 4,050,186 40.3 4,593,018 41.1

負債合計  8,286,564 67.9 7,517,065 74.8 7,751,895 69.4

(純資産の部)  
Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  1,594,256 1,594,256  1,594,256

２ 資本剰余金  1,862,176 1,862,176  1,862,176

３ 利益剰余金  323,217 △1,117,048  △207,224

４ 自己株式  △329 △339  △339

株主資本合計  3,779,321 31.0 2,339,045 23.3 3,248,869 29.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  41,679 31,757  37,657

２ 為替換算調整勘定  97,134 153,934  130,863

評価・換算差額等合計  138,813 1.1 185,691 1.9 168,520 1.5

Ⅲ 新株予約権  － － 3,657  1,801 0.0

Ⅳ 少数株主持分  2,727 0.0 3,877  2,259 0.0

純資産合計  3,920,862 32.1 2,532,271 25.2 3,421,450 30.6

負債純資産合計  12,207,426 100.0 10,049,337 100.0 11,173,345 100.0
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（2）中間連結損益計算書 

 (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成19年 3月31日 

科目 
注記 

番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高  3,563,450 100.0 3,394,157 100.0  7,369,964 100.0

Ⅱ 売上原価  3,449,190 96.8 2,982,411 87.9  6,637,363 90.1

売上総利益  114,260 3.2 411,746 12.1  732,601 9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬  55,775 41,921  104,585 

２ 給与手当  115,112 132,972  243,061 

３ 賞与  21,864 22,911  34,996 

４ 退職給付費用  4,833 6,521  9,411 

５ 減価償却費  46,586 42,016  94,176 

６ 賞与引当金繰入額  1,335 11,499  － 

７役員退職慰労引当金繰入額  1,008 6,076  1,558 

８ 旅費交通費  29,139 31,715  58,967 

９ 運賃  73,559 60,473  222,093 

10 貸倒引当金繰入額  2,715 800  2,811 

11 研究開発費  122,083 46,524  224,124 

12 その他  318,941 792,954 22.2 261,430 664,864 19.6 561,286 1,557,074 21.1

営業損失(△)   △678,693 △19.0 △253,118 △7.5  △824,472 △11.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,401 1,042  2,327 

２ 受取配当金  6,139 6,094  6,687 

３ 賃貸料収入  1,920 2,820  3,840 

４ 為替差益  2,776 58,547  49,514 

５ 負ののれん償却額  2,558 15,551  18,142 

６ その他  6,565 22,361 0.6 46,689 130,746 3.9 34,443 114,956 1.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  58,654 55,908  116,526 

２ 手形売却損  － 7,000  － 

３ その他  5,341 63,996 1.8 1,957 64,866 1.9 31,288 147,815 2.0

経常損失(△)   △720,328 △20.2 △187,238 △5.5  △857,331 △11.6

Ⅵ 特別利益    

１ 国庫補助金受贈益  388,371 2,520  388,371 

２ 固定資産売却益 ※1 294 －  2,141 

３ 役員退職慰労引当金戻入益  4,103 －  1,747 

４ 投資有価証券売却益  27,607 －  27,607 

５ その他  － 420,375 11.8 6,217 8,737 0.3 － 419,866 5.7

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※2 228 451  16,704 

２ 固定資産売却損 ※3 － －  2 

３ 固定資産圧縮損  362,285 1,879  362,285 

４ 減損損失 ※4 － 711,014  74,360 

５ 地震災害による損失  － 362,514 10.2 17,762 731,108 21.6 － 453,353 6.2

税金等調整前中間(当期)純損失

(△) 
 △662,467 △18.6 △909,609 △26.8  △890,818 △12.1

法人税、住民税及び事業税  33,801 6,825  25,119 

法人税等調整額  △123,521 △89,719 △2.5 △8,228 △1,403 △0.0 187,720 212,839 2.8

少数株主利益 

又は少数株主損失(△) 
 △2,874 △0.1 1,618 0.0  △3,342 △0.0

中間(当期)純損失(△)  △569,873 △16.0 △909,824 △26.8  △1,100,315 △14.9



岡本硝子㈱ (7746) 平成 20 年３月期中間決算短信 

14 

（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成 18 年 4月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) 

(単位：千円) 

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 18 年 3月 31 日残高 1,594,256 1,862,176 893,090 △329 4,349,194

中間連結会計期間中の変動額  

中間純損失 － － △569,873 － △569,873

 株主資本以外の項目 

 の中間連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △569,873 － △569,873

平成 18 年 9月 30 日残高 1,594,256 1,862,176 323,217 △329 3,779,321

  

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 18 年 3月 31 日残高 79,689 103,164 182,853 5,383 4,537,431

中間連結会計期間中の変動額  

中間純損失 － － － － △569,873

 株主資本以外の項目 

 の中間連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

△38,009 △6,029 △44,039 △2,655 △46,695

中間連結会計期間中の変動額合計 △38,009 △6,029 △44,039 △2,655 △616,569

平成 18 年 9月 30 日残高 41,679 97,134 138,813 2,727 3,920,862
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当中間連結会計期間(自 平成 19 年 4月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) 

(単位：千円) 

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 19 年 3月 31 日残高 1,594,256 1,862,176 △207,224 △339 3,248,869

中間連結会計期間中の変動額  

中間純損失 － － △909,824 － △909,824

株主資本以外の項目 

 の中間連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △909,824 － △909,824

平成 19 年 9月 30 日残高 1,594,256 1,862,176 △1,117,048 △339 2,339,045

  

評価・換算差額等  

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

新株予約

権 
少数株主持分 純資産合計

平成 19 年 3月 31 日残高 37,657 130,863 168,520 1,801 2,259 3,421,450

中間連結会計期間中の変動額  

中間純損失 － － － － － △909,824

 株主資本以外の項目 

 の中間連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

△5,899 23,070 17,171 1,855 1,618 20,645

中間連結会計期間中の変動額合

計 
△5,899 23,070 17,171 1,855 1,618 △889,178

平成 19 年 9月 30 日残高 31,757 153,934 185,691 3,657 3,877 2,532,271
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前連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3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18年３月31日残高(千円) 1,594,256 1,862,176 893,090 △329 4,349,194

連結会計年度中の変動額  

当期純損失(千円) ― ― △1,100,315 ― △1,100,315

自己株式の取得(千円) ― ― ― △9 △9

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) 

― ― △1,100,315 △9 △1,100,325

平成19年３月31日残高(千円) 1,594,256 1,862,176 △207,224 △339 3,248,869

 

評価・換算差額等 

 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

新株予約
権 

少数株主 
持分 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 79,689 103,164 182,853 ― 5,383 4,537,431

連結会計年度中の変動額  

当期純損失(千円) ― ― ― ― ― △1,100,315

自己株式の取得(千円) ― ― ― ― ― △9

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) △42,032 27,698 △14,333 1,801 △3,124 △15,656

連結会計年度中の変動額 
合計(千円) △42,032 27,698 △14,333 1,801 △3,124 △1,115,981

平成19年３月31日残高(千円) 37,657 130,863 168,520 1,801 2,259 3,421,450
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

(
自 平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日)
当中間連結会計期間 

(
自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(
自 平成18年 4月1日

至 平成19年3月31日)
科目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー    

1.税金等調整前中間(当期)純損失  △662,467 △909,609 △890,818

2.減価償却費  620,535 521,710 1,290,511

3.減損損失  － 711,014 74,360

4.負ののれん償却額  △2,558 △15,551 △18,142

5.貸倒引当金の増加・減少（△）額  2,715 1,489 2,811

6.賞与引当金の増加・減少（△）額  29,992 66,312 －

7.退職給付引当金の増加・減少（△）額  11,384 10,984 13,586

8.役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額  △4,044 6,076 △1,138

9.受取利息及び受取配当金  △8,540 △7,137 △9,014

10.支払利息  58,654 55,908 116,526

11.為替差損益  － △58,547 －

12.固定資産売却益  △294 － △2,141

13.国庫補助金受贈益  △388,371 △2,520 △388,371

14.固定資産売却損  － － 2

15.固定資産除却損  228 451 16,704

16.固定資産圧縮損  362,285 1,879 362,285

17.投資有価証券売却益  △27,607 － △27,607

18.売上債権の減少・増加（△）額  252,092 162,404 555,991

19.たな卸資産の減少・増加（△）額  4,848 △69,233 40,203

20.仕入債務の増加・減少（△）額  175,873 △18,384 △37,472

21.その他の資産の減少・増加（△）額  95,528 35,247 125,569

22.その他の負債の増加・減少（△）額  △72,279 △88,191 △82,073

小計  447,976 404,304 1,141,774

23.利息及び配当金の受取額  7,691 6,582 7,432

24.利息の支払額  △58,506 △55,848 △116,238

25.法人税等の支払額  △25,603 △8,920 △25,216

営業活動によるキャッシュ・フロー  371,557 346,117 1,007,752

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  △3,006 △2,400 △7,800

2.定期預金の払戻による収入  17,100 296 22,800

3.投資有価証券の取得による支出  △3,777 △3,741 △6,969

4.投資有価証券の売却による収入  45,295 － 45,295

5.国庫補助金による収入  388,371 2,520 388,371

6.有形固定資産の取得による支出  △1,062,867 △132,017 △1,234,467

7.有形固定資産の売却による収入  936 － 10,466

8.無形固定資産の取得による支出  △15,237 △2,283 △18,549

9.貸付金の回収による収入  7,650 6,684 22,486

10.事業譲受による支出 ※2 △16,584 － △39,604

11.その他の投資による支出  △2,977 △1,328 △3,129

12.その他の投資による収入  24,440 172 43,672

投資活動によるキャッシュ・フロー  △620,656 △132,098 △777,428
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前中間連結会計期間 

(
自 平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日)
当中間連結会計期間 

(
自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(
自 平成18年 4月1日

至 平成19年3月31日)科目 
注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 

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  △27,964 318,334 372,035

2.長期借入れによる収入  635,000 240,000 635,000

3.長期借入金の返済による支出  △825,460 △753,952 △1,579,769

4.自己株式の取得による支出  － － △9

5.割賦取引債務の返済による支出  △11,439 △11,439 △15,272

財務活動によるキャッシュ・フロー  △229,864 △207,057 △588,016

  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,669 2,297 5,495

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △481,633 9,259 △352,196

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  724,224 372,027 724,224

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

※1 242,591 381,287 372,027
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 

(
自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日) 

― 当社グループは、前々連結会計
年度に 544,369 千円、前連結会計
年度に 824,472 千円、当中間連結
会計期間に 253,118 千円の各々
営業損失を計上しております。 
当該状況により、継続企業の前

提に重要な疑義が存在しており
ますが、当該状況を解消するため
に以下の通り、中期経営計画を策
定し推進しております。 

1.中期経営計画の進捗状況 
リアプロジェクションテレビ

の動向に不透明さが生じたこと
などにより、当社は厳しい経営環
境にあり、前連結会計年度に
824,472千円という多額の連結営
業損失を計上しました。こうした
全社的な危機を乗り越えるため、
平成 19 年 4 月に原価低減を含む
既存事業の再構築及び新技術の
事業化を中心とした中期経営計
画を策定しました。 
中期経営計画の概要 

①既存事業の再構築 
設備投資を抑制し、歩留まりの向
上により生産量を増大させる。受
注は採算性を重視し、そのために
製品別の売上利益管理を強化す
る。 
蒸着機を移設し、新潟岡本硝子株
式会社で XHK 硝材製反射鏡を一
貫生産することにより、生産効率
を向上させる。 

②通信事業の縮小 
研究開発費負担のため、多額の営
業損失が継続している通信事業
については、研究開発費と営業経
費を絞り込み、縮小均衡を図る。

③ガラス偏光子、太陽光発電用集光
ミラーの事業化 
可視光用ガラス偏光子を液晶プ
ロジェクター向けに市場開拓す
る。当社グループの反射鏡製造の
ノウハウをいかせる太陽光発電
用集光ミラーの事業化を図る。 

④経営資源の再配分 

ガラス偏光子、太陽光発電用集光
ミラーの製造販売には、既存事業
の再構築、通信事業の縮小により
余剰となる経営資源を活用する。

⑤原価低減の徹底 
「工程改善の徹底」、「設備の

効率利用および需要の増減に応
じた設備の休止と再稼動」および
「適地生産体制の構築」を内容と
する「経営革新プログラム」を引
き続き推進し、原価低減を徹底す
る。 
当中間連結会計期間における

当社グループは、前連結会計年度に
544,369 千円、当連結会計年度に
824,472 千円の各々営業損失を計上
することとなったことにより、継続企
業の前提に関する重要な疑義が存在
しております。 
当社グループは、このような状況を

解消するため、平成 19 年 4 月に原価
低減を含む既存事業の再構築及び新
技術の事業化を中心とした中期経営
計画を策定し、当該経営計画の実行に
より継続企業の前提に関する重要な
疑義は解消されるものと考えており
ます。 
従って、連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、当該重要
な疑義の影響を連結財務諸表には反
映しておりません。 
 

中期経営計画の概要 
①既存事業の再構築 
設備投資を抑制し、歩留まりの向上
により生産量を増大させる。受注は
採算性を重視し、そのために製品別
の売上利益管理を強化する。 
蒸着機を移設し、新潟岡本硝子株式
会社で XHK 硝材製反射鏡を一貫生
産することにより、生産効率を向上
させる。 

②通信事業の縮小 
研究開発費負担のため、多額の営業
損失が継続している通信事業につ
いては、研究開発費と営業経費を絞
り込み、縮小均衡を図る。 

③ガラス偏光子、太陽光発電用集光ミ
ラーの事業化 
可視光用ガラス偏光子を液晶プロ
ジェクター向けに市場開拓する。当
社グループの反射鏡製造のノウハ
ウをいかせる太陽光発電用集光ミ
ラーの事業化を図る。 

④経営資源の再配分 

ガラス偏光子、太陽光発電用集光ミ
ラーの製造販売には、既存事業の再
構築、通信事業の縮小により余剰と
なる経営資源を活用する。 

⑤原価低減の徹底 
「工程改善の徹底」、「設備の効率
利用および需要の増減に応じた設
備の休止と再稼動」および「適地生
産体制の構築」を内容とする「経営
革新プログラム」を引き続き推進
し、原価低減を徹底する。 
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前中間連結会計期間 

(
自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日) 

進捗は以下の通りです。 
 

①既存事業の再構築と原価低減の
徹底 
既存事業全般において、設備投

資を必要 小限に抑制し、減価償
却費負担が減少いたしました。 
自動車用製品は、生産規模の拡大
及び本社工場、横浜事業所間での
生産品種の割振りの見直しによ
る効率化、買入部品の減少でコス
ト削減が進みました。 
反射鏡は、生産量に応じた 3 直と
2直の切替え及び検査工程での効
率化による人件費の減少などで
コスト削減が進みました。 

②通信事業の縮小 
通信事業に関する研究開発活動
を大幅に縮小しました。 

③ガラス偏光子、太陽光発電用光学
部品の事業化と既存事業の余剰
人員の活用 
ガラス偏光子の製品サンプルの
出荷を開始いたしました。 
ガラス偏光子および太陽光発電
用光学部品事業化のための要員
は、通信事業の縮小と既存事業の
効率化による余剰人員で対応い
たしました。 

 
２.今後の方針 

ガラス偏光子については、顧客
企業への対応を含め、早急な量産
化を図ります。 
太陽光発電用製品については、

集光レンズが、サンプル出荷の段
階にあり、事業化に向けた努力を
続けます。 
新潟岡本硝子株式会社への蒸

着機移設による反射鏡の一貫生
産については、データプロジェク
ターおよびリアプロジェクショ
ンテレビの市場動向を見ながら、
実施の時期及び規模を検討中で
す。 
これらにより、収益性を改善す

ることで、継続企業の前提となる
重要な疑義を解消できるものと
判断しております。 
従って、中間連結財務諸表は継

続企業を前提として作成されて
おり、当該重要な疑義の影響を中
間連結財務諸表には反映してお
りません。 
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（6）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１.連結の範囲に関
する事項 

すべての子会社を連結してお
ります。 

連結子会社の数 6 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 

蘇州岡本貿易有限公司 

なお、蘇州岡本貿易有限公司は、

新規設立により連結の範囲に含め

ております。 

すべての子会社を連結しており
ます。 

連結子会社の数 6 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 

蘇州岡本貿易有限公司 

― 

 

すべての子会社を連結してお
ります。 

連結子会社の数 6 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 

蘇州岡本貿易有限公司 

なお、蘇州岡本貿易有限公司は、

新規設立により連結の範囲に含

めております。 

２.持分法の適用に
関する事項 

― 

 

なお、廊坊大阪玻璃有限公司
は、平成 18 年 4月 11 日に清
算いたしました。 

― 

 

― 

 

なお、廊坊大阪玻璃有限公司
は、平成 18 年 4月 11 日に清
算いたしました。 

３.連結子会社の
(中間)決算日等
に関する事項 

岡本光学科技(蘇州)有限公司
および蘇州岡本貿易有限公司
の中間決算日は 6 月 30 日であ
り、中間連結財務諸表の作成に
あたっては、同中間決算日の中
間財務諸表を使用しており、中
間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
中間決算日はすべて連結中間
決算日と一致しております。 

同左 岡本光学科技(蘇州)有限公司
および蘇州岡本貿易有限公司
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。 

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 

①有価証券（その他有価証券）

a.時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市

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 

②たな卸資産 

a.商品・製品・原材料・ 

仕掛品 

当社及び国内連結子会社 

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 

b.貯蔵品 

終仕入原価法 

①有価証券（その他有価証券）

a.時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

b.時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

a.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 

b.貯蔵品 

同左 

①有価証券（その他有価証券）

a.時価のあるもの 

連結会計期間末日の市場価

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 

同左 

②たな卸資産 

a.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 

b.貯蔵品 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(2)重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

 ①有形固定資産 

a.当社及び国内連結子会社 

定率法によっております。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。 

①有形固定資産 

a.当社及び国内連結子会社 

同左 

 

 

 

 

①有形固定資産 

a.当社及び国内連結子会社 

同左 

 

 

 

 

 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等

の一部を改正する法律 平成19

年3月30日 法律第6号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年3月30日 政令

第83号))に伴い、平成19年4月1

日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

これに伴い、前中間連結会計

期間と同一の方法によった場合

と比べ、売上総利益は8,857

千円減少し、営業損失、経常損

失、税金等調整前中間純損失が

各々8,952千円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与

える影響については、当該箇所

に記載しております。 

(追加情報) 

当中間連結会計期間から、平

成19年3月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から

5年間で均等償却する方法によ

っております。 

これにともない、従来の方法

によった場合と比較し、営業損

失、経常損失、税金等調整前中

間純損失は各々4,494千円増加

しております。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.在外連結子会社 

定額法によっております。 

 

 

b.在外連結子会社 

同左 

 

 

b.在外連結子会社 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。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。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

(3)重要な引当金

の計上基準 

①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。 

①貸倒引当金 
同左 
 
 
 
 
 
 

①貸倒引当金 
同左 
 
 
 
 
 
 

 ②賞与引当金 

従業員への賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

②賞与引当金 

同左 
 
 

②賞与引当金 

― 
 
 

 ③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、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

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。

③退職給付引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③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

会計年度末において発生して

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。
 

 ④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、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額

を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④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。 

(4)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。 

同左 同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(5)重要なヘッジ会計の

方法 

 

①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

処理の要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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②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 

③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。 

④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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 
 
 
 
 
 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 
 
 
 
 
 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6)その他中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な

事項 

①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっており

ます。 

②税効果会計に関する事項 

中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定

している利益処分による特別

償却準備金の積立て及び取崩

しを前提として、当中間連結

会計期間に係る金額を計算し

ております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

②税効果会計に関する事項 

中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当

連結会計年度において予定し

ている特別償却準備金の積立

て及び取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

― 

５.中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書（連
結キャッシュ・フロー
計算書）における資金
の範囲 

 

中間連結キャッシュ・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、
要求払預金及び取得日から 3
ヶ月以内に満期日又は償還日
の到来する流動性の高い、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
スクしか負わない短期的な投
資であります。 

同左 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
求払預金及び取得日から 3ヶ
月以内に満期日又は償還日
の到来する流動性の高い、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短期的
な投資であります。 
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（7）中間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 

会計処理の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等) 
 (自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正) 
 当連結中間会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 平成 17
年 12月 9日企業会計基準第5号)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
会計基準委員会平成 17 年 12 月 9 日 
企業会計基準適用指針第 8 号)並びに
改正後の「自己株式及び準備金の額の
減少等に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 終改正平成 18 年 8 月
11 日 企業会計基準第 1 号)及び「自
己株式及び準備金の額の減少等に関
する会計基準の適用指針」(企業会計
基準委員会 終改正平成 18 年 8 月
11 日 企業会計基準適用指針第 2 号)
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。 
 なお、従来の「資本の部」の合計に
相当する金額は3,918,135千円であり
ます。 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成 17 年 12

月 9 日 企業会計基準第 5 号)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

委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会

計基準適用指針第 8 号)を適用してお

ります。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相
当する金額は 3,417,389 千円でありま
す。 

― ― (企業結合に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会  平成 15 年

10 月 31 日)及び「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 終

改正平成 18 年 12 月 22 日 企業会計基

準第 7 号)並びに「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」(企業会計基準委員会 終改正平

成 18 年 12 月 22 日 企業会計基準適用

指針第 10 号)を適用しております。 

― ― (ストック・オプション等に関する会計

基準) 

 当連結会計年度より「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日企

業会計基準第 8号)及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 終改正平

成 18 年 5 月 31 日 企業会計基準適用

指針第 11 号)を適用しております。こ

れにより営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ

1,801 千円増加しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

― (中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間まで営業外費用「その他」に
含めて表示しておりました「手形売却損」について
は、当中間連結会計期間にて営業外費用の 10/100
を超えることとなったため、当中間連結会計期間よ
り区分掲記することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の「手形売却損」は、
4,063 千円であります。 
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（8）中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成19年3月31日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

5,113,508千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額

6,105,063千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額

5,580,719千円

※2 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          1,828,732千円 

土 地         703,014千円 

計           2,531,747千円 

※2 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。 

預 金          100,033千円 

売掛金           92,284千円 

建 物        1,769,599千円 

土 地        703,014千円 

計         2,664,931千円 

※2 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          1,806,964千円 

土 地         703,014千円 

計           2,509,979千円 

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。 

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 1,367,453千円 

長期借入金         4,421,234千円 

計                 5,788,687千円 

短期借入金           268,334千円 

１年以内返済予定長期借入金 1,316,261千円 

長期借入金         3,262,376千円 

計                 4,846,971千円 

短期借入金            50,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 1,281,512千円 

長期借入金         3,798,644千円 

計                 5,130,156千円 

※3 受取手形割引高     202,219千円 ※3 受取手形割引高     305,334千円 ※3 受取手形割引高     350,884千円

4 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        21,046千円 

日本精機㈱            520千円 

計           21,566千円 

4 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        16,834千円 

 

 

4 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        18,940千円 

 

 

※5 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、建物及

び構築物156,281千円、機械装置及び

運搬具431,072千円、工具器具備品

45,282千円、計632,635千円でありま

す。 

 

 

 

 

 

※6 － 

※5 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201千円、工具器具備品に

ついて1,678千円、計1,879千円の圧

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、建物及び構築物156,281千円、機

械装置及び運搬具431,273千円、工具

器具備品46,961千円、計634,515千円

であります。 

 

※6 期末日満期手形の会計処理につ

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。 

なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。 

支払手形   177,597千円 

設備支払手形  12,994千円 

※5 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建物及

び構築物について156,281千円、機械

装置について200,550千円、工具器具

備品について5,453千円、計362,285

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、建物及び構築物156,281千円、機

械装置及び運搬具431,072千円、工具

器具備品45,282千円、計632,635千円

であります。 

※6 期末日満期手形の会計処理につ

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。 

なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。 

支払手形   204,889千円 

設備支払手形  13,259千円 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日 

※1 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  294千円 

※1 － ※1 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 2,141千円 

※2 固定資産除却損の内容は、次の 

とおりであります。 

  工具器具備品       228千円 

 

※2 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      173千円 

機械装置及び運搬具   118千円 

工具器具備品        158千円 

    計        451千円 

※2 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    1,723千円 

機械装置及び運搬具  1,522千円 

工具器具備品    13,458千円 

    計     16,704千円 

※3 － 

 

※3 － 

 

※3 固定資産売却損の内容は、次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬具    2千円 
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前中間連結会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日 

※4 － 

 

※4 減損損失 

当社グループは、以下の資産グ

ループ及び資産について減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類 

岡本硝子

株式会社 

(千葉県) 

生産管

理用ソ

フトウ

ェア 

建設仮勘

定 

 

岡本光学

科技 (蘇

州 )有限

公司（中

国蘇州） 

 

薄膜製

造・販

売子会

社 

建物 

機械装置 

工具器具

備品 

 

(減損損失の認識に至った経緯) 

生産管理用ソフトウェアは導入準

備から長期間が経過したが、いまだ

に稼動の見込みが立たないため、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。 

岡本光学科技(蘇州)有限公司は継

続的に営業損失を計上しているた

め、建物、機械装置及び工具器具備

品は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) 

生産管理用ソフトウェア 

建設仮勘定        36,546千円 

      計       36,546千円 

 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

建物        104,952千円 

機械装置及び運搬具 550,435千円 

工具器具備品    19,080千円 

      計      674,467千円 

 

減損損失合計      711,014千円 

 

(回収可能価額の算定方法) 

当該資産の回収可能価額は、建物及

び建設仮勘定については使用価値

により測定し、将来キャッシュ・フ

ローを 6%で割り引いて算定してお

り、機械装置及び運搬具、工具器具

備品については正味売却価額によ

り算定しております 

※4 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 

岡本硝子株

式会社 

(千葉県) 

生産 

設備 

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) 

機械装置及び運搬具 53,500千円 

工具器具備品       20,860千円 

      計      74,360千円 

 

(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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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自平成 18 年 4 月 1日 至平成 18 年 9月 30 日) 

1.発行済株式および自己株式に関する事項 

(単位:株) 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

残高 

発行済株式 普通株式 13,455,740 ― ― 13,455,740

自己株式 普通株式 280 ― ― 280

 

2.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会

計年度末
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高(千円)

平成 16 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 119,200 ― ― 119,200 ― 

提出会社 
平成 17 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 120,000 ― ― 120,000 ― 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― ― 
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当中間連結会計期間(自平成 19 年 4 月 1日 至平成 19 年 9月 30 日) 

1.発行済株式および自己株式に関する事項 

(単位:株) 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

残高 

発行済株式 普通株式 13,455,740 ― ― 13,455,740

自己株式 普通株式 300 ― ― 300

 

2.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前連結会

計年度末
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高(千円)

平成 16 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 91,300 ― 3,300 88,000 ― 

平成 17 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 91,500 ― 7,000 84,500 ― 

平成 18 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 64,500 ― 2,100 62,400 2,945

提出会社 

平成 19 年新株

予約権(ストッ

ク・オプショ

ン) 

普通株式 ― 100,000 ― 100,000 712

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 3,657
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前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

１ 発行済株式および自己株式に関する事項 

 株式の種類 前連結会計年

度末 

増加 減少 当連結会計年度末 

発行済株式 普通株式 13,455,740 ― ― 13,455,740

自己株式 普通株式 280 20 ― 300
 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(千株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結 
会計年度
末残高 
（千円）

平成 16 年新株予約権

(ストック・オプショ

ン) 

普通株式 119,200 ― 27,900 91,300 ―

平成 17 年新株予約権

(ストック・オプショ

ン) 

普通株式 120,000 ― 28,500 91,500 ―提出会社 

平成 18 年新株予約権

(ストック・オプショ

ン) 

普通株式 100,000 ― 35,500 64,500 1,801

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 1,801

(注) 1 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

2 平成17年ストックオプションとしての新株予約権及び平成18年ストックオプションとしての新株予約権は権利行使期間

の初日が到来しておりません。 
 

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日 

※1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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        377,412千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △134,820千円 

現金及び現金同等物   242,591千円 

※1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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        512,577千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △131,290千円

現金及び現金同等物   381,287千円

※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         503,567千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △131,540千円 

現金及び現金同等物   372,027千円 

― ― ※2 事業の譲受けにより増加した資

産及び負債の主な内訳 

 横浜硝子株式会社 

  （平成18年8月31日現在） 

流動資産           81,865千円 

固定資産           255,789千円 

資産合計           337,654千円 

固定負債           142,540千円 

負債合計           142,540千円 

事業の譲受けの対価   39,604千円 

横浜硝子株式会社の 

現金及び現金同等物対価   －千円 

差引：事業の譲受けの 

      ための支出     39,604千円 
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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 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30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 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 676,732 2,795,610 17,164 73,944 3,563,450 － 3,563,450

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 676,732 2,795,610 17,164 73,944 3,563,450 － 3,563,450

営業費用 701,385 3,109,412 70,729 70,746 3,952,273 289,871 4,242,144

営業利益又は営業損失（△） △24,653 △313,802 △53,565 3,197 △388,822 (289,871) △678,693

(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、自動車用赤外線透過フィルター、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、
洗濯機用ドア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289,871千円であり、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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30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 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 819,690 2,397,948 9,103 167,416 3,394,157 － 3,394,157

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 819,690 2,397,948 9,103 167,416 3,394,157 － 3,394,157

営業費用 792,673 2,408,199 54,263 143,339 3,398,476 248,799 3,647,276

営業利益又は営業損失（△） 27,016 △10,251 △45,160 24,076 △4,319 (248,799) △253,118

(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、自動車用赤外線透過フィルター、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
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通信事業に使用されるガラス製品、高屈折率ガラス製品、ガラス偏光子の製造販売業務 
(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、

洗濯機用ドアガラス、エキシマランプ加工等の製造販売業務 
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248,799千円であり、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 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4、（2）」に記載のとおり、当中間連結会計期間において、

当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、減価償却の方法を変更しております。この変更に伴い、従
来の償却方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間における営業費用は、照明事業が5千円、光学事業
が7,263千円、新規事業が1,588千円、消去又は全社が94千円増加し、営業損失がそれぞれ同額増加しておりま
す。  

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19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 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 1,566,816 5,526,341 37,038 239,768 7,369,964 － 7,369,964

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

計 1,566,816 5,526,341 37,038 239,768 7,369,964 － 7,369,964

営業費用 1,584,447 5,746,125 131,743 215,672 7,677,988 516,449 8,194,437

営業利益又は営業損失

（△） 
△17,631 △219,784 △94,704 24,096 △308,023 (516,449) △824,472

(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、自動車用赤外線透過フィルター、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、
洗濯機用ドアガラス、エキシマランプ加工等の製造販売業務 

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516,449千円であり、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。 

 

(1) 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成19年4月

1日 至 平成19年9月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
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(2) 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

（単位：千円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 227,697 1,142,967 46,357 1,417,022

Ⅱ 連結売上高 － － － 3,563,450

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合（％） 
6.4 32.1 1.3 39.8

(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 

(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。 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

（単位：千円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 136,488 1,126,272 8,035 1,270,796

Ⅱ 連結売上高 － － － 3,394,157

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合（％） 
4.0 33.2 0.2 37.4

(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主な国又は地域 

(1) 欧州----------------ベルギー、チェコ 

(2) アジア--------------中国、香港、台湾 

(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。 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19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 
439,319 2,261,472 46,357 2,747,150

Ⅱ 連結売上高 － － － 7,369,964

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合（％） 
6.0％ 30.7％ 0.6％ 37.3％

(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主な国又は地域 

(1) 欧州----------------ドイツ、ベルギー、チェコ 

(2) アジア--------------中国、香港、台湾 

(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。 
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リース取引関係 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19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 

(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中間期末

残高相当額 

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中間期末

残高相当額 

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 
 

取得価額 
相当額 

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 

相当額 

工具器具
備品 

 27,048
千円 

  2,568
千円 

 24,480
千円 

車両運搬
具 

 15,612
千円 

  9,993
千円 

  5,618
千円 

ソフトウ
エア 

― 
千円 

― 
千円 

― 
千円 

計 
 42,660

千円 
 12,561

千円 
 30,098

千円 

 

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 

相当額

構築物
 23,284

千円
  1,509

千円
 21,775

千円

工具器具
備品 

 39,187
千円

  7,620
千円

  31,566
千円

車両運搬
具 

12,162
千円

9,320
千円

  2,841
千円

計 
 74,634

千円
 18,450

千円
 56,183

千円

 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

構築物 
 23,284

千円 
    215

千円
 23,069

千円

工具器具
備品 

 27,048
千円 

  5,010
千円

  22,038
千円

車両運搬
具 

 12,162
千円 

  8,104
千円

  4,057
千円

計 
 62,494

千円 
 13,330

千円
 49,164

千円

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が、有形固定資産

の中間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 （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。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内         7,661千円 

1年超         22,437千円 

計           30,098千円 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内        10,873千円 

1年超         45,309千円 

計           56,183千円 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

1年以内         9,550千円 

1年超         39,614千円 

計           49,164千円 

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

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 （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。 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料      4,175千円 

減価償却費相当額    4,175千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     5,120千円 

減価償却費相当額   5,120千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料      8,394千円 

減価償却費相当額    8,394千円 

(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 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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有価証券関係 

前中間連結会計期間末(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

（1）時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

計 － － －

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(2)その他有価証券   

①株式 216,201 286,180 69,978 

②債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  その他 － － － 

③その他 － － － 

計 216,201 286,180 69,978

 

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券 －

計 －

(2)その他有価証券  

非上場株式 

（店頭売買株式を除く）

29,812 

計 29,812
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当中間連結会計期間末(平成 19 年 9 月 30 日現在) 

（1）時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

計 － － －

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(2)その他有価証券   

①株式 223,134 276,455 53,320 

②債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  その他 － － － 

③その他 － － － 

計 223,134 276,455 53,320

 

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券 －

計 －

(2)その他有価証券  

非上場株式 

（店頭売買株式を除く）

29,812 

計 29,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡本硝子㈱ (7746) 平成 20 年３月期中間決算短信 

40 

前連結会計年度(平成 19 年 3月 31 日現在) 

(1) 時価のある有価証券 

区分 
連結貸借対照表計上額  

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

計 － － －

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額  

（千円） 
差額（千円） 

(2)その他有価証券   

①株式 219,393 282,618 63,225

②債券    

  国債・地方債等 － － － 

  社債 － － － 

  その他 － － － 

③その他 － － － 

計 219,393 282,618 63,225

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券 －

計 －

(2)その他有価証券  

非上場株式 

（店頭売買株式を除く）

29,812 

計 29,812
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デリバティブ取引関係 

前中間連結会計期間末（平成 18 年 9月 30 日） 

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。 

当中間連結会計期間末（平成 19 年 9月 30 日） 

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。  

前連結会計年度末（平成 19 年 3 月 31 日） 

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。 
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ストック・オプション等関係 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

1.当該連結会計期間における費用計上額および科目名 

株式報酬費用 1,855 千円 

2.ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 16 年 6月 26 日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役  10 

当社監査役   3 

当社従業員 190 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 119,200 

付与日 平成 16 年 9月 15 日 

権利確定条件 権利行使時に、引続き当社の取締役・従業員・顧問・嘱

託及び監査役、並びに子会社の役職員であること。 

対象勤務期間 平成 16 年 9月 15 日～平成 18 年 6月 26 日 

権利行使期間 平成 18 年 6月 27 日～平成 20 年 6月 26 日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 17 年 6月 25 日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   8 

当社監査役   3 

当社従業員及び子会社従業員 148 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 120,000 

付与日 平成 17 年 9月 15 日 

権利確定条件 権利行使時に、引続き当社の取締役・従業員・顧問・嘱

託及び監査役、並びに子会社の役職員であること。 

対象勤務期間 平成 17 年 9月 15 日～平成 19 年 6月 30 日 

権利行使期間 平成 19 年 7月 1日～平成 21 年 6月 30 日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 18 年 6月 24 日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   8 

当社監査役   3 

当社従業員及び子会社従業員 249 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 100,000 

付与日 平成 18 年 10 月 2 日 

権利確定条件 権利行使時に、引続き当社の取締役・従業員・顧問・嘱

託及び監査役、並びに子会社の役職員であること。 

対象勤務期間 平成 18 年 10 月 2 日～平成 20 年 6 月 30 日 

権利行使期間 平成 20 年 7月 1日～平成 22 年 6月 30 日 

 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 19 年 6月 27 日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   8 

当社監査役   3 

当社従業員及び子会社従業員 84 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 100,000 

付与日 平成 19 年 8月 31 日 

権利確定条件 権利行使時に、引続き当社の取締役・従業員・顧問・嘱

託及び監査役、並びに子会社の役職員であること。 

対象勤務期間 平成 19 年 8月 31 日～平成 21 年 6月 30 日 

権利行使期間 平成 21 年 7月 1日～平成 23 年 6月 30 日 
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企業結合等関係 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月 31 日  至平成 19 年３月 31 日） 

１ 譲渡企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

(1)譲渡企業の名称及び事業の内容 

  横浜硝子株式会社 自動車用レンズの製造販売事業 

(2)企業結合を行った主な理由 

本事業を譲受けることにより、業界におけるシェアを拡大し自動車用レンズマーケットで残存者利益を得

るため。 

(3)企業結合日 

  平成18年9月1日 

(4)企業結合の法的形式 

  事業譲受 

２ 連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成18年9月1日から平成19年3月31日まで 

３ 取得した事業の取得原価 

  39,604千円 

４ 発生した負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1)負ののれんの金額  155,510 千円 

(2)発生原因 

譲渡会社から取得した借地権の時価が譲渡会社における帳簿価額を上回っていたことにより発生した

もの。 

(3)償却の方法及び償却期間  5 年間で均等償却 

５ 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 

(1)資産の額   

たな卸資産    81,865千円 

有形固定資産   76,604千円 

無形固定資産  179,184千円 

合計      337,654千円 

(2)負債の額 

長期借入金   142,540千円 
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１株当たり情報 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１株当たり純資産額 291円19銭

 

１株当たり純資産額 253円98銭

 

１株当たり中間純損失 42円35銭

 

１株当たり当期純損失 81円77銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。 

 

 

 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。 

 
 

１株当たり純資産額 187円64銭

１株当たり中間純損失 67円62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、1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 

 

(注)算定上の根拠 

１株当たり中間(当期)純損失(△) 

 
前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

中間(当期)純損失(△) △569,873千円 △909,824千円 △1,100,315千円

普通株式に係る中間(当期)純損失(△) △569,873千円 △909,824千円 △1,100,315千円

普通株式の期中平均株式数  13,455,460株 13,455,440株 13,455,457株

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    239,200株

潜在株式の種類 新株予約権 

(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    334,900株 

潜在株式の種類 新株予約権

(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    247,300株
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重要な後発事象 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(ストックオプションの払込金額等の

決定) 

 平成18年６月24日開催の定時株主総

会および平成18年９月25日開催の取

締役会に基づくストックオプション 

<当社取締役および監査役を対象とす

るストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

 平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数200個(新株予約

権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類及

び数   普通株式20,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込金

額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額6,780,000円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30日

まで 

8.新株予約権の行使により新株を発行

する場合の発行価額のうち資本に組

入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 取締役8名、監査役3名 

<当社従業員および子会社従業員を対

象とするストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

  平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数800個(新株予約

権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類及

び数   普通株式80,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込金

額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額27,120,000円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30日

まで 

8.新株予約権の行使により新株を発行

する場合の発行価額のうち資本に組

入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 当社従業員220名、子会社従業員29

名 

― ― 
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5．中間個別財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

 (単位：千円) 

前中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成19年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成19年3月31日現在 
科目 

 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※2 223,015 277,945  278,238

２ 受取手形 ※4 112,627 11,388  12,260

３ 売掛金 ※2 1,324,485 1,031,079  1,116,316

４ たな卸資産  829,351 730,734  738,699

５ 関係会社短期貸付金  － 443,392  －

６ その他 ※5 567,873 223,337  353,945

貸倒引当金  △300 △140,517  △336  

流動資産合計  3,057,053 31.6 2,577,358 33.1 2,499,124 28.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1    

(1) 建物及び構築物 ※2 1,956,727 1,820,859  1,888,350  

(2) 機械装置及び運搬具 ※6 2,219,380 1,681,341  1,861,486  

(3) 工具器具備品 ※6 204,138 152,903  145,892  

(4) 土地 ※2 758,514 758,514  758,514  

(5) 建設仮勘定  60,881 39,108  81,062

有形固定資産合計  5,199,641 53.7 4,452,726 57.1 4,735,306 54.2

２ 無形固定資産合計  210,288 2.2 207,625 2.7 209,767 2.4

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  315,992 306,268  312,431

(2) 関係会社株式  673,767 35,078  417,367

(3) 関係会社長期貸付金  － 555,860  －

(4) その他  430,843 183,973  621,014

貸倒引当金  △2,571 △527,304  △52,651

投資損失引当金  △209,200 －  －

投資その他の資産合計  1,208,832 12.5 553,875 7.1 1,298,161 14.8

固定資産合計  6,618,762 68.4 5,214,227 66.9 6,243,235 71.4

資産合計  9,675,815 100.0 7,791,586 100.0 8,742,359 100.0
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(単位：千円) 

前中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成19年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成19年3月31日現在 科目 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※7 726,552 540,838  576,911

２ 買掛金  500,471 306,012  320,142

３ 短期借入金 ※2 794,686 1,422,380  1,083,472

４ 賞与引当金  18,244 61,519  －

５ 設備支払手形 ※7 87,827 42,425  34,496

６ その他 ※5 333,049 254,450  299,189

流動負債合計  2,460,831 25.5 2,627,626 33.7 2,314,211 26.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※2 2,581,371 2,037,325  2,240,635

２ 退職給付引当金  136,745 146,416  136,823

３ 役員退職慰労引当金  30,006 38,597  32,362

４ 債務保証損失引当金  － 290,000  396,000

５ 負ののれん  152,951 121,816  137,367

６ その他  3,832 30,566  42,291

固定負債合計  2,904,906 30.0 2,664,721 34.2 2,985,479 34.1

負債合計  5,365,738 55.5 5,292,348 67.9 5,299,690 60.6
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前中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成19年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成19年3月31日現在科目 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本   

1.資本金  1,594,256 16.5 1,594,256 20.4 1,594,256 18.2

2.資本剰余金   

資本準備金  1,862,176 1,862,176  1,862,176

資本剰余金合計  1,862,176 19.2 1,862,176 23.9 1,862,176 21.3

3.利益剰余金   

(1)利益準備金  26,750 26,750  26,750

(2)その他利益剰余金   

特別償却準備金  70,054 24,629  24,629

別途積立金  1,380,750 1,380,750  1,380,750

繰越利益剰余金  △665,259 △2,424,400  △1,485,012

利益剰余金合計  812,294 8.4 △992,270 △12.7 △52,883 △0.6

4.自己株式  △329 △0.0 △339 △0.0 △339 △0.0

株主資本合計  4,268,398 44.1 2,463,823 31.6 3,403,210 38.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

1.その他有価証券評価差額金  41,679 31,757  37,657

評価・換算差額等合計  41,679 0.4 31,757 0.5 37,657 0.5

Ⅲ 新株予約権  － － 3,657 0.0 1,801 0.0

純資産合計  4,310,077 44.5 2,499,238 32.1 3,442,669 39.4

負債及び純資産合計  9,675,815 100.0 7,791,586 100.0 8,742,359 100.0
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（2）中間損益計算書 

 (単位：千円) 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

科目 
注記 
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 
百分
比

 ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  3,510,448 100.0 3,301,669 100.0 7,228,266 100.0

Ⅱ 売上原価  3,259,083 92.8 2,802,224 84.9 6,363,577 88.0

売上総利益  251,364 7.2 499,444 15.1 864,688 12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

1 給与手当  91,090 104,891 193,427 

2 賞与  18,981 19,703 29,907 

3 賞与引当金繰入額  748 11,286 － 

4 役員退職慰労引当金
繰入額 

 － 6,235 － 

5 退職給付費用  4.185 6,117 8,139 

6 法定福利費  25,232 24,200 42,849 

7 旅費交通費  22,573 24,771 44,640 

8 減価償却費  30,410 28,067 61,308 

9 賃借料  21,691 14,388 40,266 

10 消耗品費  11,171 7,103 18,592 

11 租税公課  18,901 20,336 39,145 

12 運賃  69,559 55,513 161,028 

13 貸倒引当金繰入額  2,731 834 2,847 

14 研究開発費  122,083 46,524 224,124 

15 その他  205,789 645,150 18.4 174,393 544,367 16.5 384,947 1,251,226 17.3

営業損失(△)   △393,785 △11.2 △44,922 △1.4 △386,537 △5.3

Ⅳ 営業外収益  

1 受取利息  2,845 6,487 7,300 

2 受取配当金  6,139 6,079  6,682 

3 賃貸料収入  16,296 18,915  32,592  

4 負ののれん償却額  2,558 15,551  18,142 

5 その他  26,350 54,190 1.5 27,020 74,053 2.3 51,750 116,468 1.6

Ⅴ 営業外費用    

1 支払利息  24,996 24,898  48,403 

2 貸倒引当金繰入額  － －  50,000 

3 その他  6,382 31,378 0.9 19,832 44,731 1.4 31,258 129,662 1.8

経常損失(△)   △370,974 △10.6 △15,600 △0.5  △399,731 △5.5

Ⅵ 特別利益    

1 固定資産売却益 ※1 294 －  2,141 

2 役員退職慰労引当金
戻入益 

 4,103 －  1,747 

3 投資有価証券売却益  27,607 32,004 0.9 － － － 27,607 31,495 0.4

Ⅶ 特別損失    

1 固定資産除却損 ※2 228 451  16,704 

2 固定資産売却損 ※3 － －  2 

3 減損損失 ※4 － 36,546  74,360 

4 関係会社株式評価損  － 382,289  256,399 

5 投資損失引当金 
繰入額 

 209,200 －  － 

6 貸倒引当金繰入額 ※6 － 508,000  － 

7 債務保証損失引当金
繰入額 

 － 209,428 5.9 － 927,287 28.1 396,000 743,468 10.3

税引前中間(当期)純損失(△)  △548,398 △15.6 △942,887 △28.6  △1,111,703 △15.4

法人税、住民税及び事業税  27,036 4,219  21,696 

法人税等調整額  △119,149 △92,113 △2.6 △7,719 △3,500 △0.1 188,062 209,759 2.9

中間(当期)純損失(△)   △456,284 △13.0 △939,387 △28.5  △1,321,462 △18.3
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（3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年 3月 31日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176

中間会計期間中の変動額 

特別償却準備金の 

取崩し(注) 
－ － －

中間純損失 － － －
株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額) 

－ － －

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － －

平成 18 年 9月 30 日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 

利益準備金 特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 26,750 120,816 1,380,750 △259,737 1,268,579 △329 4,724,683
中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の 

取崩し(注) 
－ △50,762 － 50,762 － － －

中間純損失 － － － △456,284 △456,284 － △456,284
株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額) 

－ － － － － － －

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ △50,762 － △405,522 △456,284 － △456,284

平成 18 年 9月 30 日残高 26,750 70,054 1,380,750 △665,259 812,294 △329 4,268,398

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 79,689 79,689 4,804,372

中間会計期間中の変動額 

特別償却準備金の 

取崩し(注) 
－ － －

中間純損失 － － △456,284

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額) 

△38,009 △38,009 △38,009

中間会計期間中の 

変動額合計 
△38,009 △38,009 △494,294

平成 18 年 9月 30 日残高 41,679 41,679 4,310,077

(注)平成 18 年 6月の定時総会における損失処理項目であります。 
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成 19 年 3月 31 日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176

中間会計期間中の変動額 － － －

中間純損失 － － －

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額) 

－ － －

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － －

平成 19 年 9月 30 日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 

利益準備金 特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成 19 年 3月 31 日残高 26,750 24,629 1,380,750 △1,485,012 △52,883 △339 3,403,210

中間会計期間中の変動額   

中間純損失 － － － △939,387 △939,387 － △939,387

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額) 

－ － － － － － －

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － △939,387 △939,387 － △939,387

平成 19 年 9月 30 日残高 26,750 24,629 1,380,750 △2,424,400 △992,270 △339 2,463,823

 

評価・換算差額等 

項目 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差額

等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 19年 3月 31日残高 37,657 37,657 1,801 3,442,669 

中間会計期間中の変動

額 
  

中間純損失 － － － △939,387 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

△5,899 △5,899 1,855 △4,043 

中間会計期間中の 

変動額合計 
△5,899 △5,899 1,855 △943,430 

平成 19年 9月 30日残高 31,757 31,757 3,657 2,499,238 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成 18 年４月 31 日  至平成 19 年３月 31 日） 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,594,256 1,862,176 1,862,176 

事業年度中の変動額  

 特別償却準備金の取崩し(千円) ― ― ― 

 当期純損失(千円) ― ― ― 

 自己株式の取得(千円) ― ― ― 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)(千円) ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成19年３月31日残高(千円) 1,594,256 1,862,176 1,862,176 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

利益準備金 特別償却準

備金 
別途積立金 繰越利益剰余

金 

利益剰余金合
計 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 26,750 120,816 1,380,750 △259,737 1,268,579 △329 4,724,683

事業年度中の変動額   

 特別償却準備金の取崩し
(千円) ― △96,187 ― 96,187 ― ― ―

 当期純損失(千円) ― ― ― △1,321,462 △1,321,462 ― △1,321,462

 自己株式の取得(千円) ― ― ― ― ― △9 △9

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)(千円) ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
(千円) ― △96,187 ― △1,225,275 △1,321,462 △9 △1,321,472

平成19年３月31日残高(千円) 26,750 24,629 1,380,750 △1,485,012 △52,883 △339 3,403,210

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券

評価差額金 
評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 79,689 79,689 ― 4,804,372 

事業年度中の変動額  

 特別償却準備金の取崩し 
 (千円) ― ― ― ― 

 当期純損失(千円) ― ― ― △1,321,462 

 自己株式の取得(千円) ― ― ― △9 

 株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)(千円) △42,032 △42,032 1,801 △40,230 

事業年度中の変動額合計(千円) △42,032 △42,032 1,801 △1,361,703 

平成19年３月31日残高(千円) 37,657 37,657 1,801 3,442,669 
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（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

(
自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日) 

― 
 

 

当社は、前々事業年度に
471,805 千円、前事業年度に
386,537 千円、当中間会計期間
に 44,922 千円の各々営業損失
を計上しております。 
当該状況により、継続企業の

前提に重要な疑義が存在して
おりますが、当該状況を解消す
るために以下の通り、中期経営
計画を策定し推進しておりま
す。 

1.中期経営計画の進捗状況 
リアプロジェクションテレ

ビの動向に不透明さが生じた
ことなどにより、当社は厳しい
経営環境にあり、前連結会計年
度に824,472千円という多額の
連結営業損失を計上しました。
こうした全社的な危機を乗り
越えるため、平成 19 年 4 月に
原価低減を含む既存事業の再
構築及び新技術の事業化を中
心とした中期経営計画を策定
しました。 
中期経営計画の概要 

①既存事業の再構築 
設備投資を抑制し、歩留まりの
向上により生産量を増大させ
る。受注は採算性を重視し、そ
のために製品別の売上利益管
理を強化する。 
蒸着機を移設し、新潟岡本硝子
株式会社でXHK硝材製反射鏡を
一貫生産することにより、生産
効率を向上させる。 

②通信事業の縮小 
研究開発費負担のため、多額の
営業損失が継続している通信
事業については、研究開発費と
営業経費を絞り込み、縮小均衡
を図る。 

③ガラス偏光子、太陽光発電用集
光ミラーの事業化 
可視光用ガラス偏光子を液晶
プロジェクター向けに市場開
拓する。当社グループの反射鏡
製造のノウハウをいかせる太
陽光発電用集光ミラーの事業
化を図る。 

④経営資源の再配分 

ガラス偏光子、太陽光発電用集
光ミラーの製造販売には、既存
事業の再構築、通信事業の縮小
により余剰となる経営資源を
活用する。 

⑤原価低減の徹底 
「工程改善の徹底」、「設備

の効率利用および需要の増減
に応じた設備の休止と再稼動」

当社は、前事業年度に 471,805 千
円、当事業年度に 386,537 千円の
各々営業損失を計上することとな
ったことにより、継続企業の前提に
関する重要な疑義が存在しており
ます。 
当社は、このような状況を解消す

るため、平成 19 年 4 月に原価低減
を含む既存事業の再構築及び新技
術の事業化を中心とした中期経営
計画を策定し、当該経営計画の実行
により継続企業の前提に関する重
要な疑義は解消されるものと考え
ております。 
従って、財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、当該重要
な疑義の影響を財務諸表には反映
しておりません。 
 

中期経営計画の概要 
 
①既存事業の再構築 

設備投資を抑制し、歩留まりの向
上により生産量を増大させる。受
注は採算性を重視し、そのために
製品別の売上利益管理を強化す
る。 
蒸着機を移設し、新潟岡本硝子株
式会社で XHK 硝材製反射鏡を一
貫生産することにより、生産効率
を向上させる。 

②通信事業の縮小 
研究開発費負担のため、多額の営
業損失が継続している通信事業
については、研究開発費と営業経
費を絞り込み、縮小均衡を図る。

③ガラス偏光子、太陽光発電用集光
ミラーの事業化 

可視光用ガラス偏光子を液晶プ
ロジェクター向けに市場開拓す
る。当社グループの反射鏡製造の
ノウハウをいかせる太陽光発電
用集光ミラーの事業化を図る。 

④経営資源の再配分 
ガラス偏光子、太陽光発電用集光
ミラーの製造販売には、既存事業
の再構築、通信事業の縮小により
余剰となる経営資源を活用する。

⑤原価低減の徹底 
「工程改善の徹底」、「設備の効
率利用および需要の増減に応じ
た設備の休止と再稼動」および
「適地生産体制の構築」を内容と
する「経営革新プログラム」を引
き続き推進し、原価低減を徹底す
る。 
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前中間会計期間 

(
自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(
自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日) 

および「適地生産体制の構築」
を内容とする「経営革新プログ
ラム」を引き続き推進し、原価
低減を徹底する。 
当中間会計期間における進

捗は以下の通りです。 
①既存事業の再構築と原価低減
の徹底 
既存事業全般において、設備

投資を必要 小限に抑制し、減
価償却費負担が減少いたしま
した。 
自動車用製品は、生産規模の拡
大及び本社工場、横浜事業所間
での生産品種の割振りの見直
しによる効率化、買入部品の減
少でコスト削減が進みました。
反射鏡は、生産量に応じた 3 直
と2直の切替え及び検査工程で
の効率化による人件費の減少
などでコスト削減が進みまし
た。 

②通信事業の縮小 
通信事業に関する研究開発活
動を大幅に縮小しました。 

③ガラス偏光子、太陽光発電用製
品の事業化と既存事業の余剰
人員の活用 
ガラス偏光子の製品サンプル
の出荷を開始いたしました。 
ガラス偏光子および太陽光発
電用製品事業化のための要員
は、通信事業の縮小と既存事業
の効率化による余剰人員で対
応いたしました。 

２.今後の方針 
ガラス偏光子については、顧

客企業への対応を含め、早急な
量産化を図ります。 
太陽光発電用製品について

は、集光レンズが、サンプル出
荷の段階にあり、事業化に向け
た努力を続けます。 
新潟岡本硝子株式会社への蒸

着機移設による反射鏡の一貫
生産については、データプロジ
ェクターおよびリアプロジェ
クションテレビの市場動向を
見ながら、実施の時期及び規模
を検討中です。 
これらにより、収益性を改善

することで、継続企業の前提と
なる重要な疑義を解消できる
ものと判断しております。 
従って、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されて
おり、当該重要な疑義の影響を
中間財務諸表には反映してお
りません。 
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（5）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１.資産の評価基準及び評
価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 

移動平均法による原価法 

②貯蔵品 

終仕入原価法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 
同左 

②貯蔵品 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

②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） 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 
同左 

②貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の
方法 

 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。

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。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年3月30日 法律第6

号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成

19年3月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年4月1

日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更してお

ります。 

これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法によった

場合と比べ、売上総利益は

7,184千円減少し、営業損

失、経常損失、税引前中間

純損失は各々7,279千円増

加しております。 

(追加情報) 

当中間会計期間から、平

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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項目 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。

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。 

成19年3月31日以前に取得

したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了

した翌年から5年間で均等

償却する方法によっており

ます。 

これにともない、従来の

方法によった場合と比較

し、営業損失、経常損失、

税引前中間純損失は各々

4,494千円増加しておりま

す。 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

 

(1)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。 

(2)賞与引当金 

従業員への賞与の支出に備

えるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

― 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

同左 
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項目 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

 (4)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中
間期末要支給額を計上して
おります。 

(5)投資損失引当金 

関係会社への投資に係る

損失に備えるため当該会

社の財政状態等を勘案し

て必要額を計上しており

ます。 

(6)債務保証損失引当金 

― 

 

 (4)役員退職慰労引当金 

同左 
 
 
 

(5)投資損失引当金 

― 

 

 

 

 

(6)債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備

えるため、保証先の財政

状態等を個別に勘案し、

損失負担見込額を計上し

ております。 

 

 (4)役員退職慰労引当金 

同左 
 
 
 

(5)投資損失引当金 

― 

 

 

 

 

(6)債務保証損失引当金 

同左 

 

４．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。 

同左 同左 
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項目 前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

５．ヘッジ会計の方法 

    

 

 

 

 

 

 

 

            

(1)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、特例処理の要件を満た

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。 

(2)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

(3)ヘッジ方針 

当社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。 

(4)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。 

(1)ヘッジ会計の方法 

－ 

 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

－ 

 

(3)ヘッジ方針 

－ 

 

 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

－ 

(1)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、特例処理の要件を満た

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。 

 (2)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

(3)ヘッジ方針 

当社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。 

(4)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．その他中間財務諸表
（財務諸表）作成のた
めの基本となる重要
な事項 

 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方法によ

っております。 

(2)税効果会計に関する事項

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による特別

償却準備金の積立て及び

取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を

計算しております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2)税効果会計に関する事項

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定し

ている特別償却準備金の

積立て及び取崩しを前提

として、当中間会計期間

に係る金額を計算してお

ります。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

― 
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（6）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計処理の変更 

 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 

 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成 17
年 12 月 9 日企業会計基準第 5 号)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
業会計基準委員会平成 17 年 12 月 9
日 企業会計基準適用指針第8号)並
びに改正後の「自己株式及び準備金
の額の減少等に関する会計基準」(企
業会計基準委員会 終改正平成 18
年 8 月 11 日 企業会計基準第 1 号)
及び「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 終改正平
成 18 年 8 月 11 日 企業会計基準適
用指針第 2号)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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は 4,310,077 千円で
あります。 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月 9 日企業会計基準第 5 号)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」

(企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月 9 日 企業会計基準適用指針

第 8号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は 3,440,867 千円で
あります。 

― ― (企業結合に係る会計基準) 

 当事業年度から「企業結合に係る
会計基準」(企業会計審議会  平成
15 年 10 月 31 日)及び「事業分離等
に関する会計基準」(企業会計基準
委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企
業会計基準第 7 号)並びに「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」(企業会計基
準委員会 終改正平成18年 12月
22 日 企業会計基準適用指針第 10
号)を適用しております。 
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前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

― ― (ストック・オプション等に関する

会計基準) 

 当事業年度から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27

日企業会計基準第 8 号)及び「スト

ック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員

会 終改正平成 18 年 5 月 31 日

企業会計基準適用指針第11号)を適

用しております。これにより営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失

は、それぞれ 1,801 千円増加してお

ります。 

 

 

表示方法の変更 

 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

― (中間貸借対照表) 

前中間会計期間まで流動資産「その他」に含めて
表示しておりました「関係会社短期貸付金」につい
ては、当中間会計期間にて資産の 5/100 を超えるこ
ととなったため、当中間会計期間より区分掲記する
ことといたしました。 

なお、前中間会計期間の「関係会社短期貸付金」は、
154,392 千円であります。 

 

― 

 

前中間会計期間まで投資その他の資産「その他」
に含めて表示しておりました「関係会社長期貸付
金」については、当中間会計期間にて投資その他の
資産の 5/100 を超えることとなったため、当中間会
計期間より区分掲記することといたしました。 

なお、前中間会計期間の「関係会社長期貸付金」
は、210,618 千円であります。 
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（7）個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
平成18年9月30日現在 

当中間会計期間末 
平成19年9月30日現在 

前事業年度末 
平成19年3月31日現在 

※1 有形固定資産減価償却累計額 

                   4,716,916千円 

※1 有形固定資産減価償却累計額 

               5,283,400千円 

※1 有形固定資産減価償却累計額 

                   4,957,451千円

※2 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        1,320,616千円 

土地                703,014千円 

計              2,023,630千円 

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 

656,386千円 

長期借入金        2,222,146千円 

計             2,878,532千円 

上記の他、被担保債務として関係会社

の金融機関からの借入金 

1,836,738千円があります。 

 

※2 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｡ 

預金           100,033千円 

売掛金         92,284千円 

建物       1,271,138千円 

土地             703,014千円 

計           2,166,471千円 

上記に対応する債務は次のとおり

であります。 

短期借入金        218,334千円 

1年以内返済予定長期借入金 

                     581,386千円 

長期借入金       1,760,760千円 

計              2,560,480千円 

上記の他、被担保債務として関係会

社の金融機関からの借入金 

1,165,447千円があります。 

 

※2 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        1,298,848千円

土地                703,014千円

計              2,001,862千円

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 

559,012千円

長期借入金        1,942,640千円

計             2,501,652千円

上記の他、被担保債務として関係会

社の金融機関からの借入金 

1,614,710千円があります。 

 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 

下記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      21,046千円 

日本精機㈱              520千円 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

902,898千円 

新潟岡本硝子(株)  1,133,260千円 

計              2,057,724千円 

 

岡本光学科技(蘇州)有限公司の延払

の機械購入代金51,720千円に対して、債

務保証を行っております。 

(2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする新

潟岡本硝子株式会社の日本政策投資

銀行からの借入金に係る連帯債務額

は1,000,000千円です。 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 

下記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      16,834千円

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

551,146千円

新潟岡本硝子(株)    647,780千円

(有)オーテック       50,000千円

計              1,265,760千円

 

岡本光学科技(蘇州)有限公司の延

払の機械購入代金41,376千円に対し

て、債務保証を行っております。 

(2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする

新潟岡本硝子株式会社の日本政策

投資銀行からの借入金に係る連帯

債務額は830,000千円です。 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 

下記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      18,940千円

岡本光学科技(蘇州)有限公司 

732,530千円 

新潟岡本硝子(株)    614,520千円 

(有)オーテック       50,000千円

計              1,415,990千円 

 

岡本光学科技(蘇州)有限公司の延払

の機械購入代金46,548千円に対して、

債務保証を行っております。 

(2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする新

潟岡本硝子株式会社の日本政策投資

銀行からの借入金に係る連帯債務額

は915,000千円です。 
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前中間会計期間末 
平成18年9月30日現在 

当中間会計期間末 
平成19年9月30日現在 

前事業年度末 
平成19年3月31日現在 

※4 受取手形割引高 

202,219千円 

※5 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺の上、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

※6 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230,521千円、工具器具備品

39,828千円、計270,350千円でありま

す。  

 

※7 ― 

 

 

 

 

 

※4 受取手形割引高 

305,334千円

※5 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※6 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230,521千円、工具器具

備品39,828千円、計270,350千円で

あります。 

 

※7 期末日満期手形の会計処理に

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。 

なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。

支払手形    170,148千円 

設備支払手形   12,189千円 

※4 受取手形割引高 

350,884千円

※5 消費税等の取扱い 

― 

 

 

※6 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。  

 

※7 期末日満期手形の会計処理につ

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。 

なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。

支払手形    197,093千円 

設備支払手形   12,891千円 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日 

前事業年度 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日 

※1 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         164千円 

  車両運搬具       130千円 

   計          294千円 

※1 ― ※1 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      1,723千円 

   車両運搬具       418千円 

     計        2,141千円 

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

 工具器具備品        228千円 

  

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

   建物         173千円 

   車両運搬具       118千円 

   工具器具備品      158千円 

   計          451千円 

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

   建物            9千円 

   構築物        1,714千円 

   機械装置       1,463千円 

   車両運搬具         58千円 

   工具器具備品    13,458千円 

     計        16,704千円 

※3 ― ※3 ― ※3 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          2千円 

※4 ― ※4 減損損失 

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 

岡本硝子

株式会社 

(千葉県) 

生産管

理用ソ

フトウ

ェア 

建設仮勘

定 

 

(減損損失の認識に至った経緯) 

生産管理用ソフトウェアは導入準

備から長期間が経過したが、いまだ

に稼動の見込みが立たないため、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) 

建設仮勘定        36,546千円 

  

 
 

※4 減損損失 

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 

本社工場 

(千葉県) 

生産 

設備 

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) 

機械装置        53,500千円 

工具器具備品     20,860千円 

        計     74,360千円 

(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。 
 5 減価償却実施額 

有形固定資産    407,421千円 

無形固定資産      3,624千円 

 5 減価償却実施額 

有形固定資産    330,816千円 

無形固定資産      3,911千円 

 5 減価償却実施額 

有形固定資産    850,983千円 

無形固定資産      7,375千円 
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前中間会計期間 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日 

前事業年度 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日 

※6― ※6貸倒引当金繰入額 

新潟岡本硝子㈱に対して追加融

資を行ったことに伴い生じた債務

保証損失引当金戻入額106,000千円

と、同社に対して計上した貸倒引当

金繰入額169,000千円を相殺して表

示しております。なお、その他に岡

本光学科技(蘇州)有限公司への債

権に対して445,000千円を計上して

おります。 

※6― 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 18 年 9月 30 日) 

自己株式に関する事項 

(単位:株) 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 280 － － 280

 

 

当中間会計期間(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 19 年 9月 30 日) 

自己株式に関する事項 

(単位:株) 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 300 － － 300

 

前事業年度（自平成 18 年４月 31 日  至平成 19 年３月 31 日） 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 280 20 － 300

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 20 株 
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リース取引関係 

前中間会計期間 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日 

前事業年度 
自 平成18年 4月 1日 
至 平成19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 

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 

(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 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が、有形固定資

産の中間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

中間期末
残高 

相当額 

工具器具 
備品 

 27,048
千円 

  2,568
千円 

 24,480
千円 

車両 
運搬具 

  15,612
    千円 

   9,993
   千円 

  5,618
 千円 

ソフト 
ウエア 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

計 
  42,660

 千円 
  12,561

千円 
 30,098

千円 

(注) 同左 

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高 

相当額

構築物
 23,284

千円
  1,509

千円
 21,775

千円

工具器具
備品 

  39,187
千円

   7,620
千円

 31,566
千円

車両 
運搬具

  12,162
千円

  9,320
千円

  2,841
千円

計 
  74,634

千円
  18,450

千円
 56,183

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

構築物 
 23,284

千円 
    215

千円
 23,069

千円

工具器具
備品 

  27,048
    千円 

   5,010
   千円

 22,038
 千円

車両 
運搬具 

 12,162 
千円 

 8,104
千円

4,057
千円

計 
  62,494

 千円 
  13,330

千円
 49,164

千円

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内            7,661千円 

1年超         22,437千円 

計          30,098千円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残

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。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内         10,873千円 

1年超          45,309千円 

計           56,183千円 

（注）同左 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内           9,550千円 

1年超         39,614千円 

計           49,164千円 

（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。 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料       4,175千円 

減価償却費相当額     4,175千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料    5,120千円 

減価償却費相当額  5,120千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料    8,394千円 

減価償却費相当額  8,394千円 

(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 

 

 

 

                                  

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は
ありません。 
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有価証券関係 

前中間会計期間末(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末(平成 19 年 9 月 30 日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度(平成 19 年 3月 31 日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

１株当たり情報 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１株当たり純資産額 320円32銭

 

１株当たり純資産額 185円47銭

 

１株当たり純資産額 255円72銭

 

１株当たり中間純損失 33円91銭

 

１株当たり中間純損失 69円81銭

 

１株当たり当期純損失 98円21銭

 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、1株当たり中間純損失

が計上されているため記載しておりませ

ん。 
   

      
なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、1株当たり中間純損失

が計上されている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)算定上の基礎 

１株当たり中間(当期)純損失(△)  

 
前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

中間(当期)純損失(△) △456,284千円 △939,387千円 △1,321,462千円

普通株式に係る中間(当期)純損

失(△)  
△456,284千円 △939,387千円 △1,321,462千円

普通株式の期中平均株式数 13,455,460株 13,455,440株 13,455,457株
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重要な後発事象 

前中間会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(ストックオプションの払込金額等の

決定) 

 平成18年６月24日開催の定時株主総

会および平成18年９月25日開催の取

締役会に基づくストックオプション 

<当社取締役および監査役を対象とす

るストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

 平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数200個(新株予約

権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類及

び数   普通株式20,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込金

額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額6,780,000円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30日

まで 

8.新株予約権の行使により新株を発行

する場合の発行価額のうち資本に組

入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 取締役8名、監査役3名 

<当社従業員および子会社従業員を対

象とするストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

  平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数800個(新株予約

権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類及

び数   普通株式80,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込金

額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額27,120,000円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30日

まで 

8.新株予約権の行使により新株を発行

する場合の発行価額のうち資本に組

入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 当社従業員220名、子会社従業員29

名 

― ― 
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6.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間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、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間連結会計期間 

自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 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 454,544 790,480 335,936 73.9

光学事業 2,613,250 2,389,229 △224,020 △8.6

新規事業 11,895 16,612 4,717 39.7

その他の事業 39,139 167,805 128,666 328.7

合計 3,118,828 3,364,127 245,298 7.9

(注)1 金額は、販売価格によっております。 

  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 

当中間連結会計期間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、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間連結会計期間 

自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 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 658,273 40,323 784,132 33,599 125,859 △6,724

光学事業 3,179,578 618,958 2,274,591 353,284 △904,986 △265,673

新規事業 21,218 4,054 13,091 6,000 △8,127 1,945

その他の事業 78,356 16,181 214,703 60,927 136,347 44,745

合計 3,937,426 679,518 3,286,519 453,811 △650,907 △225,706

 (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 

当中間連結会計期間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、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

自 平成 18 年 4月 1 日 

至 平成 18 年 9月 30 日 

当中間連結会計期間 

自 平成 19 年 4月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 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 676,732 819,690 142,957 21.1

光学事業 2,795,610 2,397,948 △397,661 △14.2

新規事業 17,164 9,103 △8,061 △47.0

その他の事業 73,944 167,416 93,471 126.4

合計 3,563,450 3,394,157 △169,293 △4.8
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 (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。    

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

Epson Precision(Hong Kong)Ltd. 380,833 10.7 549,966 16.2

株式会社小糸製作所 ― ― 388,409 11.4

Philips Electronics 

Technology(Shanghai)Co.,Ltd. 
530,708 14.9 ― ―

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3 前 中 間 連 結 会 計 期 間 の 株 式 会 社 小 糸 製 作 所 と 当 中 間 連 結 会 計 期 間 の Philips Electronics 

Technology(Shanghai)Co.,Ltd.は当該割合が 10%未満のため記載を省略いたしました。 

 


