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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 130,156 ― 21,857 ― 22,473 ― 21,198 ―

20年3月期第1四半期 97,779 5.6 22,640 △16.9 23,976 △4.6 17,097 △20.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 48.97 48.97
20年3月期第1四半期 39.61 39.51

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

21年3月期第1四半期 685,555 415,781 60.1 951.69
20年3月期 689,443 394,625 56.7 903.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  411,949百万円 20年3月期  391,082百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）配当予想は未定とさせていただいております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

（注）当社は、第１四半期（４月1日より６月30日まで）の決算発表時（７月下旬または８月上旬）に第２四半期連結累計期間の連結業績予想を公表し、第３四半期（10月１
日より12月31日まで）の決算発表時（翌年１月下旬または２月上旬）に通期の連結業績予想を公表しております。したがって、今回公表の平成21年3月期の第２四半期連
結累計期間の予想数値が、業績予想としては、当期（平成21年3月期）における初めての公表となります。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 263,800 32.7 45,000 △9.1 48,400 △7.1 40,400 6.0 93.33
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社グループの収益の大きな部分を占めるエレクトロオプティクスの製品群は、その全てが中間生産材・部材であり、当社製品を使用して製造されるハイテク部品、さ
らにそれらを使用して製造されるデジタル家電製品等 終消費財の景況によってその伸長が大きく左右されます。また、海外売上比率が大きく、為替変動の影響を受け
る可能性が大きいことから、連結業績予想が困難であります。そこで、第１四半期の決算発表時に第２四半期連結累計期間の連結業績予想を公表し、第３四半期の決
算発表時に通期の連結業績予想を公表しております。 
２．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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページおよび４ペ
ージ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．当社の配当金は、 終利益確定後、今後の設備投資や研究開発あるいは企業買収等の資金需要とのバランスを考え、その時点の株価の動向や経済環境等を考慮
に入れながら決定するため、配当予想は未定とさせていただいております。中間配当予想は、10月下旬または11月上旬の第２四半期連結累計期間の決算発表時に公
表し、期末配当予想は４月下旬または５月上旬の期末決算発表時に公表します。 
４．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 1 社 （社名 HOYA PARTICIPACOES BRAZIL LTDA ） 除外 3 社 （社名 HOYA VISION (THAILAND) LTD. 他 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  435,017,020株 20年3月期  435,017,020株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,158,133株 20年3月期  2,158,291株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  432,858,844株 20年3月期第1四半期  432,758,139株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
（１）業績の概要       

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、原油等の原材料価格の高騰や、米国における景気回復懸念、急激な

円高や株価の低迷といった金融・資本市場の不安定な動きの影響で、景況感が悪化し個人消費や設備投資に力強さ

を欠くなど景気の先行き不透明感が増してまいりました。 

 そうしたなか当社グループの当第１四半期連結会計期間は、前連結会計年度に連結範囲に加わりましたペンタッ

クス㈱およびその子会社の業績が加算されていますので、エレクトロオプティクス部門およびビジョンケア部門等

の従来からの主力部門が減収となりましたものの、グループ全体では増収となりました。 

 営業利益は前年同期に比べて減益となりました。特別利益として、持分法適用関連会社のＮＨテクノグラス㈱の

持分一部譲渡による売却益及び、ライセンス契約の見直しにともなう過年度受取手数料が発生したため、税金等調

整前四半期純利益は前年同期に比べて増加しました。法人税等調整額が前年同期に比べて大幅に増加したものの、

四半期純利益は増益となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,301億５千６百万円となりました。また、営業利益は218億５

千７百万円、四半期純利益は211億９千８百万円となりました。  

  

（２）当第１四半期連結会計期間の部門別の状況            

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①エレクトロオプティクス部門   

 エレクトロオプティクス部門では、半導体製造用のマスクブランクスおよびフォトマスクは、高精度品の受注

比率が増加したものの、景気低迷の影響でマスク受注が減少し、前年同期に比べて減収となりました。液晶パネ

ル製造用の大型マスクは、依然として価格低下が激しい中、高精度品の受注の増加により増収となりました。Ｈ

ＤＤ（ハードディスク装置）用ガラスディスクは、数量面では大幅に増加したものの、価格低下があり、売上高

は微増にとどまりました。光学レンズは、コンパクトデジタルカメラ向け受注が減少し、減収となりました。 

 営業利益額は、前年同期に比べて減益となりましたが、その背景は、世界的な景気の減速感が強まる中で製品

の価格低下が継続し、加えて原材料費の上昇や円高等の為替の影響により生産コストが上昇したことが要因とな

りました。 

この結果、当部門の売上高は484億２百万円となりました。営業利益は141億５千３百万円となりました。  

  

②ホトニクス部門  

ホトニクス部門は、受注が減少したこともあり、前年同期に比べて減収となりました。また、世界的な原材料

の値上がりによる部材コストアップの影響もあり、営業利益額は、前年同期に比べて減益となりました。  

この結果、当部門の売上高は18億３百万円となりました。営業利益は１億１千７百万円となりました。  

  

③ビジョンケア部門  

 ビジョンケア部門では、メガネレンズの国内市場は価格低下の影響で依然として低迷が続いており、海外市場

でも景気減速に加え低価格帯レンズの攻勢が次第に激しさを増し販売数量が伸び悩んだ結果、事業全体で前年同

期に比べて減収となりました。 

 この結果、当部門の売上高は308億９千９百万円となりました。営業利益は57億２千８百万円となりました。 

  

④ヘルスケア部門  

 ヘルスケア部門では、コンタクトレンズは、当社直営の小売店舗におけるコンサルティング販売と効果的な価格

戦略が販売拡大につながり、また、眼内レンズ（ＩＯＬ）は軟性（ソフト）レンズが好調に推移し、ともに前年同

期に比べて増収となりました。 

 この結果、当部門の売上高は123億６千９百万円となりました。営業利益は30億５千２百万円となりました。  

  

⑤ペンタックス部門  

ペンタックスの医療用内視鏡は、メガピクセル画像対応の新しい内視鏡システムが海外で好調に推移し、前年同

期に比べて増収となりました。デジタルカメラは、コンパクトカメラが販売量の減少で売上は減少し、一眼レフカ

メラも、新製品が他社との厳しい価格競争となり減収となりました。当部門では、将来の成長を見据えた機構改革

を推進しており、事業戦略の見直しや組織変更、また資産の再評価等を実施したことに加え、統合に際して発生し

たのれんの償却もあり、営業損失となりました。 

この結果、当部門の売上高は364億５千１百万円となりました。営業損失は３千８百万円となりました。   

  



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  

エレクトロオプティクス部門は製品単価の下落等が影響し、ビジョンケア部門は国内市場の低迷をうけ、前年同

期に比べて、ともに減収・減益となりましたが、ペンタックス部門の売上が貢献し、当地域としては増収となりま

した。  

この結果、当地域の売上高は730億７千６百万円となりました。営業利益は72億５百万円となりました。 

  

②北米  

金融不安や原油高により、消費者のマインドが冷え込んでいる傾向にあるため、ビジョンケア部門は減収とな

りました。ペンタックス部門が連結に加わったため、当地域としては前年同期に比べて増収となりましたが、損

益としては厳しい結果となりました。  

この結果、当地域の売上高は149億８千２百万円となりました。営業損失は３億７千万円となりました。  

  

③欧州  

小売市場は若干ではありますが、成長しており、ビジョンケア部門の売上は微増いたしました。また、当地域

ではペンタックス部門の売上に対する貢献が大きく、前年同期に比べて大幅に増収となりました。  

この結果、当地域の売上高は290億７千３百万円となりました。営業利益は31億８千２百万円となりました。 

  

④アジア  

エレクトロオプティクス部門では、ＨＤＤ（ハードディスク装置）用ガラスディスクが前年同期に大きく落ち

込んでいたこともあり、前年同期に比べて増収増益となりました。ペンタックス部門も連結に加わったため、前

年同期に比べて増収となりました。  

この結果、当地域の売上高は130億２千３百万円となりました。営業利益は121億９百万円となりました。   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 
（１）当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末では、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が40億２千６百万円増加したた

め、流動資産は124億３千６百万円増加しました。固定資産は163億２千３百万円減少しましたので、総資産は前連

結会計年度末に比べて38億８千８百万円減少し、6,855億５千５百万円となりました。負債合計は未払法人税等が

245億１千９百万円減少したため、250億４千４百万円減少し、2,697億７千４百万円となりました。純資産は、為替

換算調整勘定が173億９千９百万円増加したため、4,157億８千１百万円となりました。純資産から新株予約権と少

数株主持分を引いた自己資本は4,119億４千９百万円となり、自己資本比率は60.1％となりました。 

  

（２）当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間は、税金等調整前四半期純利益354億３千２百万円と減価償却費125億８千９百万円を

主体としたキャッシュの増加、および法人税等の支払額271億５千７百万円を主体としたキャッシュの減少により、

営業キャッシュ・フローは28億８千３百万円の純収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、エレクトロオプティクス部門の次期製品対応投資を中心とした有形固定

資産の取得による支出92億８千２百万円、ＮＨテクノグラス株式の売却を中心とした投資有価証券の売却による収

入174億８千６百万円、少数株主に対する合併交付金の支出93億２千１百万円を主体として、18億９千２百万円の純

支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額143億７千８百万円、コマーシャル・ペーパーの増減額87

億９千８百万円を中心として、54億８千２百万円の純支出となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、1,853億６千１百万円となりました。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
第２四半期連結累計期間（平成20年９月）の連結業績予想 

当社グループの収益の大きな部分を占めるエレクトロオプティクスの製品群は、その全てが中間生産材・部材

であり、当社製品を使用して製造されるハイテク部品、さらにそれらを使用して製造されるデジタル家電製品等

終消費財の景況によってその伸長が大きく左右されます。また、海外売上比率が大きく、為替変動の影響を受

ける可能性が大きいことから、連結業績予想が困難であります。そこで、当社は、第１四半期（４月１日より６

月30日まで）の決算発表時（７月下旬または８月上旬）に第２四半期連結累計期間の連結業績予想を公表し、第

３四半期（10月１日より12月31日まで）の決算発表時（翌年１月下旬または２月上旬）に通期の連結業績予想を

公表しております。したがって、今回公表の平成21年3月期の第２四半期連結累計期間の予想数値が、業績予想と

しては、当期（平成21年3月期）における初めての公表となります。 



当期の経済状況は、米国経済の低迷により、さらなる景気の下振れリスクを抱えており、原油等の原材料価格

の高騰と合わせて世界経済への影響が懸念されております。国内経済においては、外需の牽引力低下に加えて、

為替、株価、物価、雇用等の要因により企業収益への影響、消費者心理に対してネガティブな見通しとなってお

ります。               

そうしたなか当社グループでは、前述のように、当第２四半期連結累計期間は、ペンタックスの売上高が連結

算入されますので、全体の売上高は前年同期に比べて増加を見込んでおりますが、エレクトロオプティクス部門

では、景気の減速による主要製品の価格低下や受注量の減少は続き、減収となる見通しです。ビジョンケア部門

では国内のみならず海外の市場でも景気減速・物価上昇による個人消費の減退により厳しい状況を予測しており

ます。ヘルスケア部門は増収を見込んでおります。ペンタックスは、医療用内視鏡は増収を見込んでおります

が、デジタルカメラは依然として厳しい状況が続いており、減収を見込んでおります。                     

営業利益につきましては上記のエレクトロオプティクス部門の価格低下による減収の影響、およびペンタック

スののれんの償却および将来の成長のために進めております事業再編等の影響で、前年同期に比べて減益となる

見通しです。経常利益も前年同期に比べて減益となる見通しですが、特別利益として、当第１四半期連結累計期

間に、持分法適用関連会社のＮＨテクノグラス㈱の持分一部譲渡による売却益及び、ライセンス契約の見直しに

伴う過年度受取手数料が発生したため、法人税等調整額が大幅に増加するものの当期純利益は前年同期に比べて

増益となる見通しです。 

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） 

新規1社  社名 HOYA PARTICIPACOES BRAZIL LTDA 

除外3社  社名 HOYA VISION (THAILAND) LTD.,THAI HOYA GLASS DISK. LTD., THAI HOYA OPTICS LTD.         

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸高を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  

（３）四半期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 

①会計処理基準に関する事項の変更 

１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

２．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、これに伴い、利益剰余金が2,750百万円減少しますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響は軽微であります。 

３．リース取引に関する会計基準の適用  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号 （平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 なお、これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

②追加情報  

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、有

形固定資産の利用状況を見直しした結果、当連結会計年度より、その一部について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法を適用しております。 

なお、これに伴う、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 185,493 181,467

受取手形及び売掛金 121,633 120,521

商品及び製品 42,458 39,080

原材料 12,315 10,705

仕掛品 15,461 18,737

貯蔵品 13,843 14,299

繰延税金資産 12,567 10,867

その他 21,626 16,982

貸倒引当金 △2,693 △2,388

流動資産合計 422,708 410,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,669 40,636

機械装置及び運搬具（純額） 65,694 67,264

工具、器具及び備品（純額） 20,485 17,202

土地 16,769 16,887

建設仮勘定 10,992 10,211

有形固定資産合計 156,611 152,202

無形固定資産   

のれん 30,249 32,680

その他 22,604 23,624

無形固定資産合計 52,853 56,304

投資その他の資産   

投資有価証券 16,958 22,202

繰延税金資産 28,592 41,159

その他 8,147 7,626

貸倒引当金 △316 △325

投資その他の資産合計 53,382 70,663

固定資産合計 262,847 279,170

資産合計 685,555 689,443



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 51,627 55,539

短期借入金 7,133 6,465

1年内返済予定の長期借入金 8,689 8,749

コマーシャル・ペーパー 14,990 6,191

未払法人税等 6,274 30,793

未払費用 23,041 22,514

賞与引当金 6,362 7,452

役員賞与引当金 13 68

製品保証引当金 839 977

その他 22,831 30,103

流動負債合計 141,803 168,855

固定負債   

社債 99,968 99,966

長期借入金 13,265 13,268

退職給付引当金 10,579 10,210

特別修繕引当金 1,068 1,017

その他 3,090 1,500

固定負債合計 127,970 125,962

負債合計 269,774 294,818

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,264 6,264

資本剰余金 15,898 15,898

利益剰余金 377,184 373,887

自己株式 △7,983 △7,984

株主資本合計 391,364 388,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △667 △834

為替換算調整勘定 21,250 3,851

評価・換算差額等合計 20,583 3,016

新株予約権 711 632

少数株主持分 3,121 2,909

純資産合計 415,781 394,625

負債純資産合計 685,555 689,443



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 130,156

売上原価 72,901

売上総利益 57,255

販売費及び一般管理費 35,397

営業利益 21,857

営業外収益  

受取利息 1,221

持分法による投資利益 801

その他 1,653

営業外収益合計 3,676

営業外費用  

支払利息 604

為替差損 1,363

その他 1,093

営業外費用合計 3,061

経常利益 22,473

特別利益  

投資有価証券売却益 9,704

過年度受取手数料 3,200

固定資産売却益 57

その他 182

特別利益合計 13,144

特別損失  

固定資産売却損 117

退職特別加算金 28

減損損失 18

環境対策費 16

その他 4

特別損失合計 185

税金等調整前四半期純利益 35,432

法人税、住民税及び事業税 2,480

法人税等調整額 11,664

法人税等合計 14,144

少数株主利益 89

四半期純利益 21,198



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 35,432

減価償却費 12,589

減損損失 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,145

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 51

受取利息及び受取配当金 △1,274

支払利息 604

為替差損益（△は益） △1,381

持分法による投資損益（△は益） △801

有形固定資産売却損益（△は益） 59

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △9,675

売上債権の増減額（△は増加） 1,797

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,174

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,484

仕入債務の増減額（△は減少） △4,612

未払消費税等の増減額（△は減少） 679

その他の流動負債の増減額（△は減少） 416

その他 △2

小計 29,612

利息及び配当金の受取額 526

利息の支払額 △98

法人税等の支払額 △27,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,883

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 △9,282

有形固定資産の売却による収入 495

投資有価証券の取得による支出 △747

投資有価証券の売却による収入 17,486

少数株主に対する合併交付金の支出 △9,321

貸付けによる支出 △111

貸付金の回収による収入 25

その他の支出 △581

その他の収入 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,892



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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（△は減少） 158

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 8,798

長期借入れによる収入 101

長期借入金の返済による支出 △120

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △14,378

少数株主への配当金の支払額 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,025

現金及び現金同等物の期首残高 181,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 185,361



（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１．当社の事業区分の方法は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．事業区分並びに主要製品及び役務は次のとおりであります。 

  

  

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

情報・通信 アイケア 
ペンタック

ス  
その他 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円）

連結 
（百万円）

エレクト
ロオプテ
ィクス 
（百万円） 

ホトニク
ス 
（百万円）

ビジョン
ケア 
（百万円）

ヘルスケ
ア 
（百万円）

  
（百万円）

  
（百万円）

売上高                  

(1）外部顧客に対する売上高 48,402 1,803 30,899 12,369 36,451 231 130,156 － 130,156 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
84 113 0 － 0 998 1,197 (1,197) － 

計 48,486 1,916 30,899 12,369 36,451 1,230 131,354 (1,197) 130,156 

営業利益又は営業損失（△） 14,153 117 5,728 3,052 △38 25 23,039 (1,181) 21,857 

分野 事業区分 主要製品及び役務 

情報・通信 

エレクトロオプティク

ス 

半導体用フォトマスク・マスクブランクス、液晶用マスク・液

晶パネル用部品、ＨＤＤ用ガラスディスク、光学レンズ・光学

ガラス、電子用ガラス、光通信関連製品 

ホトニクス 各種レーザー機器、電子産業用光源、特殊光学ガラス 

アイケア 
ビジョンケア メガネ用レンズ・フレーム 

ヘルスケア コンタクトレンズ、眼内レンズ 

 ペンタックス ペンタックス 

内視鏡、メディカルアクセサリー、骨補填材、充填材 

デジタルカメラ、交換レンズ、カメラ用アクセサリー 

デジタルカメラモジュール、微小レンズ、監視カメラ用レンズ 

 その他 その他 クリスタルガラス製品、情報システムの構築、業務請負 



ｂ．所在地別セグメント情報 

  

ｃ．海外売上高 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この結果、当第１四半期連結会計期間期首に

おいて、在外子会社ののれんの償却等により、利益剰余金が2,750百万円減少しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

日本 
（百万円） 

北米 
（百万円）

欧州 
（百万円）

アジア 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
73,076 14,982 29,073 13,023 130,156 － 130,156 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
17,586 263 206 39,338 57,394 (57,394) － 

計 90,662 15,245 29,280 52,362 187,550 (57,394) 130,156 

営業利益又は営業損失

（△） 
7,205 △370 3,182 12,109 22,126 (269) 21,857 

 
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

北米 欧州 アジア その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 15,656 29,779 37,716 322 83,475 

連結売上高（百万円）         130,156 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
12.0 22.9 29.0 0.2 64.1 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年6月30日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 97,779 

Ⅱ 売上原価 52,120 

売上総利益 45,658 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 23,018 

営業利益 22,640 

Ⅳ 営業外収益 2,435 

1.受取利息  1,030 

2.持分法による投資利益  599 

3.その他  805 

Ⅴ 営業外費用 1,099 

1.支払利息  10 

2.為替差損  440 

3.その他  649 

経常利益 23,976 

Ⅵ 特別利益 121 

1.固定資産売却益  22 

2.その他  98 

Ⅶ 特別損失 1,089 

1.固定資産売却損  66 

2.退職特別加算金  62 

3.減損損失  22 

4.環境対策費  5 

5.その他  932 

税金等調整前四半期純利益 23,008 

法人税、住民税及び事業税 3,956 

法人税等調整額  1,932 

少数株主損益  21 

四半期純利益 17,097 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年4月1日     
至 平成19年6月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  23,008 

減価償却費  9,985 

減損損失  22 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 225 

賞与引当金の増減額（△は減少）  △2,099 

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 81 

受取利息及び受取配当金  △1,050 

支払利息  10 

為替差損益（△は益）  2,195 

持分法による投資損益（△は益） △599 

有形固定資産売却損益 （△は益） 43 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）  871 

売上債権の増減額（△は増加）  1,570 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △2,899 

その他の流動資産の増減額（△は増加）  △1,695 

仕入債務の増減額（△は減少）  30 

未払消費税等の増減額（△は減少）  939 

その他の流動負債の増減額（△は減少）  787 

その他  1,966 

小計 33,395 

利息及び配当金の受取額  972 

利息の支払額  △10 

法人税等の支払額  △12,541 

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,815 

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  △10,212 

有形固定資産の売却による収入  135 

投資有価証券の取得による支出  △0 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △364 

貸付けによる支出  △0 

貸付金の回収による収入  8 

その他の支出  △554 

その他の収入 97 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,891 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 7,991 

自己株式の取得による支出   △3 

自己株式の売却による収入  368 

配当金の支払額  △14,336 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,980 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,045 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,988 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 120,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 131,610 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日） 

 （注）１．当社の事業区分の方法は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

 ２．事業区分並びに主要製品及び役務は次のとおりであります。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日） 

 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日） 

情報・通信 アイケア その他 

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

エレクト
ロオプテ
ィクス 
（百万円） 

ホトニク
ス 
（百万円）

ビジョン
ケア 
（百万円）

ヘルスケ
ア 
（百万円）

  
（百万円）

売上高                

(1）外部顧客に対する売上高 51,549 2,210 32,455 11,223 340 97,779 － 97,779 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
59 50 0 － 680 791 (791) － 

計 51,609 2,261 32,455 11,223 1,020 98,570 (791) 97,779 

営業利益又は営業損失（△） 15,973 183 5,276 2,437 △47 23,823 (1,183) 22,640 

分野 事業区分 主要製品及び役務 

情報・通信 

エレクトロオプティク

ス 

半導体用フォトマスク・マスクブランクス、液晶用マスク・液

晶パネル用部品、ＨＤＤ用ガラスディスク、光学レンズ・光学

ガラス、電子用ガラス、光通信関連製品 

ホトニクス 各種レーザー機器、電子産業用光源、特殊光学ガラス 

アイケア 
ビジョンケア メガネ用レンズ・フレーム 

ヘルスケア コンタクトレンズ、眼内レンズ 

 その他 その他 クリスタルガラス製品、情報システムの構築、業務請負 

 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日） 

日本 
（百万円） 

北米 
（百万円）

欧州 
（百万円）

アジア 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
64,515 10,332 14,779 8,150 97,779 － 97,779 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,060 52 137 38,227 45,478 (45,478) － 

計 71,576 10,385 14,917 46,377 143,257 (45,478) 97,779 

営業利益 9,190 761 1,790 9,159 20,902 1,738 22,640 



ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日）） 

 
前第１四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日） 

北米 欧州 アジア その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 10,822 15,448 27,393 179 53,843 

連結売上高（百万円）         97,779 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
11.1 15.8 28.0 0.2 55.1 
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