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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 258,528 ― 42,468 ― 49,984 ― 40,333 ―

20年3月期第2四半期 198,759 3.7 49,489 △10.6 52,095 2.5 38,117 △14.1

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2四半期 93.18 93.18
20年3月期第2四半期 88.25 88.06

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2四半期 651,744 404,594 61.5 926.52
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2四半期  401,050百万円 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 ― 30.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

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】４．その他をご覧ください。  

(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  無  

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

(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】４．その他をご覧ください。  

(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、そのすべてが中間生産材・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３四半期の決算発表時に通期の連結累計期間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当たっての注意事項等については、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、その時点で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きます。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）及び「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）を適用しております。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おります。 

新規 1 社 （社名 HOYA PARTICIPACOES BRASIL 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  2,158,720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2四半期  432,858,762株 20年3月期第2四半期  431,922,697株









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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 189,584 181,467

受取手形及び売掛金 114,002 120,521

商品及び製品 40,161 39,080

原材料 11,867 10,705

仕掛品 13,962 18,737

貯蔵品 13,246 14,299

繰延税金資産 12,348 10,867

その他 9,250 16,982

貸倒引当金 △2,804 △2,388

流動資産合計 401,619 410,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 39,625 40,636

機械装置及び運搬具（純額） 58,162 67,264

工具、器具及び備品（純額） 18,862 17,202

土地 16,122 16,887

建設仮勘定 15,304 10,211

有形固定資産合計 148,078 152,202

無形固定資産   

のれん 30,108 32,680

その他 22,907 23,624

無形固定資産合計 53,015 56,304

投資その他の資産   

投資有価証券 15,093 22,202

繰延税金資産 26,344 41,159

その他 7,902 7,626

貸倒引当金 △309 △325

投資その他の資産合計 49,031 70,663

固定資産合計 250,125 279,170

資産合計 651,744 689,443



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 46,938 55,539

短期借入金 5,354 6,465

1年内返済予定の長期借入金 8,369 8,749

コマーシャル・ペーパー 7,994 6,191

未払法人税等 7,639 30,793

未払費用 21,770 22,514

賞与引当金 5,477 7,452

役員賞与引当金 31 68

製品保証引当金 1,029 977

その他 16,641 30,103

流動負債合計 121,246 168,855

固定負債   

社債 99,969 99,966

長期借入金 11,611 13,268

退職給付引当金 10,375 10,210

特別修繕引当金 1,152 1,017

その他 2,794 1,500

固定負債合計 125,903 125,962

負債合計 247,149 294,818

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 396,319 373,887

自己株式 △7,983 △7,984

株主資本合計 410,498 388,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △763 △834

為替換算調整勘定 △8,684 3,851

評価・換算差額等合計 △9,447 3,016

新株予約権 791 632

少数株主持分 2,752 2,909

純資産合計 404,594 394,625

負債純資産合計 651,744 689,443



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 258,528

売上原価 146,547

売上総利益 111,981

販売費及び一般管理費 69,513

営業利益 42,468

営業外収益  

受取利息 2,630

持分法による投資利益 589

為替差益 3,043

その他 3,806

営業外収益合計 10,069

営業外費用  

支払利息 1,300

その他 1,252

営業外費用合計 2,553

経常利益 49,984

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

事業譲渡益 883

固定資産売却益 105

その他 555

特別利益合計 14,449

特別損失  

退職特別加算金 1,658

減損損失 1,389

投資有価証券評価損 402

固定資産売却損 378

環境対策費 16

その他 136

特別損失合計 3,982

税金等調整前四半期純利益 60,450

法人税、住民税及び事業税 6,590

法人税等調整額 13,705

法人税等合計 20,296

少数株主損失（△） △179

四半期純利益 40,333



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 60,450

減価償却費 24,997

減損損失 1,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） 468

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,013

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 135

受取利息及び受取配当金 △2,686

支払利息 1,300

為替差損益（△は益） △5,046

持分法による投資損益（△は益） △589

有形固定資産売却損益（△は益） 273

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △9,273

事業譲渡損益（△は益） △883

退職特別加算金 1,658

売上債権の増減額（△は増加） 5,178

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,257

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,782

仕入債務の増減額（△は減少） △8,152

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） △2,426

その他 △17

小計 65,917

利息及び配当金の受取額 1,959

利息の支払額 △892

退職特別加算金の支払額 △101

法人税等の支払額 △29,582

法人税等の還付額 7,387

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,687

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 △21,278

有形固定資産の売却による収入 957

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△603

少数株主に対する合併交付金の支出 △9,272

貸付けによる支出 △134

貸付金の回収による収入 79

事業譲渡による収入 1,300

その他の支出 △1,630



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

その他の収入 362

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,483

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） △1,518

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,802

長期借入れによる収入 131

長期借入金の返済による支出 △1,545

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 2

配当金の支払額 △15,098

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 △16,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,137

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 189,473
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