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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31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10月期第1四半期 6,021 ― 822 ― 236 ― △232 ―

20年10月期第1四半期 7,726 12.3 2,049 5.8 2,003 △1.2 1,195 1.0

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10月期第1四半期 △9.55 ―

20年10月期第1四半期 46.99 ―

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10月期第1四半期 54,859 40,957 73.4 1,655.02
20年10月期 60,394 44,214 71.9 1,784.50

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  40,259百万円 20年10月期  43,409百万円

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  
 

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10月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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  
 

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 10,500 △29.4 380 △89.1 420 △88.2 270 △85.7 11.10
通期 26,300 △14.0 1,910 △70.0 2,130 △67.0 1,370 △65.0 56.32

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) 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・財務諸表等】 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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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10月期第1四半期  25,450,000株 20年10月期  25,450,000株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  1,124,109株 20年10月期  1,124,089株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  24,325,901株 20年10月期第1四半期  25,448,564株

　　　　　　　－1－



（当第１四半期の経営成績）  

  当第１四半期連結会計期間の国内外の経済は、昨年後半の米国大手金融機関の経営破綻を機に金融不安が深刻

さを増して各国に連鎖し、欧米やアジア諸国を巻き込む世界的な規模で貿易取引が激減するなど、実体経済に大

きな影響を及ぼし、世界同時不況の様相を呈しました。わが国経済は、世界的な需要の減少と急激な円高によ

り、輸出が大幅に減少し、生産や雇用面で調整を余儀なくされるなど急速に悪化いたしました。 

 当社グループが関連する光事業の関連機器市場では、デジタルカメラは、コンパクトタイプに急激な需要の減

少と価格の下落が見られ、比較的堅調であった一眼レフタイプも需要が減少いたしました。エレクトロニクス事

業の関連機器市場では、ハードディスクドライブはメーカーの生産・在庫調整により、需要が大幅に減少いたし

ました。また、半導体露光装置市場は、需要の回復が見られず、硝材の需要も減少いたしました。液晶露光装置

市場も液晶パネルメーカーの設備投資抑制に伴い、硝材の需要は減少いたしました。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の業績は、次のとおりとなりました。 

 売上高は、㈱オハラ・クオーツの売上が新たに加わったものの、デジタル一眼レフカメラ、交換レンズ向け光

学ガラス製品の需要減少や、ハードディスク基板材の在庫調整による需要減少などにより、前年同期比22.1%減

の6,021百万円となりました。 

 損益面では、売上総利益率は、全社を挙げて原価低減活動を推進し、生産効率向上に努め、間接業務の効率化

も進めてまいりましたが、主要製品の需要減少と販売価格の下落を吸収しきれず、前年同期比6.6ポイント減の

36.9％となりました。営業利益は、運賃は売上減少に伴い減少したものの、研究開発費などが増加したことから

822百万円（前年同期比59.9％減）となりました。経常利益は、負ののれん償却額などがあったものの、急激な

円高による為替評価差損が発生したことなどから、236百万円（同88.2％減）となりました。また、特別損失と

して有価証券評価損を計上したことなどにより、四半期純損失は232百万円(前年同期四半期純利益1,195百万

円）となりました。 

  

 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 光事業 

 当事業の主力製品であります光学プレス品は、デジタルカメラや交換レンズの世界的な需要減少に伴う光学

機器メーカーの生産・在庫調整により、レンズブランクスの需要も減少いたしました。また、光学ブロック品

もプロジェクター向けの需要が減少いたしました。 

 これらの結果、当事業の売上高は3,919百万円、営業利益は615百万円となりました。 

② エレクトロニクス事業 

 当事業の主力製品でありますディスク品は、メーカーの在庫調整などにより需要が大幅に減少いたしまし

た。また、半導体露光装置向け高均質硝材や液晶露光装置向け極低膨張ガラスセラミックスの需要も、半導体

メーカーや液晶ガラスパネルメーカーの設備投資抑制などにより需要は減少いたしました。 

 なお、当連結会計期間より、㈱オハラ・クオーツの業績を当事業に反映しております。 

 これらの結果、当事業の売上高は2,101百万円、営業利益は206百万円となりました。 

  

 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 

 デジタルカメラ向け光学プレス品の需要が大幅に減少し、半導体露光装置向け高均質硝材の需要やハードデ

ィスク基板材の需要も減少いたしました。一方、石英ガラスは当期より売上に寄与したものの、業績は低迷い

たしました。 

 以上のことから、売上高は3,349百万円となり、営業損失は99百万円となりました。 

② アジア 

  デジタルカメラ向けレンズブランクスの需要が減少し、コンパクトデジタルカメラ向けボールガラスの需要

も減少いたしました。 

 以上のことから、売上高は2,106百万円となり、営業利益は499百万円となりました。 

③ 北米 

  エレクトロニクス事業の特殊品の需要は増加したものの、光事業のブロック品の需要が減少したことなどか

ら、売上高は262百万円となり、営業利益は50百万円となりました。 

④ 欧州  

  エレクトロニクス事業の半導体露光装置向け高均質硝材や、極低膨張ガラスセラミックスの需要が大きく減

少したことから、売上高は302百万円となり、営業利益は75百万円となりました。  

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 
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（１）当第１四半期の財政状態の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は54,859百万円（前連結会計年度末比9.2％減）となりました。これ

は主に、受取手形及び売掛金の減少や、固定資産の減少並びに投資有価証券の減少があったことなどによるも

のであります。 

 負債合計は13,902百万円（同14.1％減）となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少や、未払法

人税等の減少並びに賞与引当金の減少があったことなどによるものであります。 

  純資産合計は40,957百万円（同7.4％減）となりました。これは主に、為替換算調整勘定が円高に振れた事

により増加したことや、利益剰余金が配当金の支払いにより減少したこと、並びにその他有価証券評価差額金

が時価の下落により減少したことなどによるものであります。 

  

（２）当第１四半期のキャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得

や配当金の支払いなどがあったものの、売上債権の減少による収入などがあったことにより、前年度末に比べ

微増し、6,210百万円となりました。 

   

 当第１四半期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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られた資金は1,551百万円となりました。 

 これは法人税等の支払い811百万円や賞与引当金の減少340百万円、たな卸資産の増加による支出434百万円

などがあったものの、売上債権の減少による収入1,829百万円があったこと及び、減価償却費の計上が599百万

円あったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は328百万円となりました。  

 これは定期預金払戻による収入が214百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が528百万円あっ

たことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動の結果使用した資金は594百万円となりました。  

  これは主に、長期及び短期の借入金の増加20百万円があったものの、配当金の支払い608百万円あったこと

によるものであります。 

  

（当年度の見通し） 

 平成21年10月期の通期連結業績予想につきましては、平成20年12月18日に開示いたしましたが、その後、経

営環境が急激に変化しており、見通しについて現在集計中であり、業績修正が必要な場合には、適宜開示いた

します。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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  該当事項はありません。 

  

 一部の項目については簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。 

   

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） 

（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 

（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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。  

② 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することが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より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。また、リース取引開始日が

会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これに伴う損益及びセグメント情報への影響はありません。 

③ 「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。 

 これに伴う損益及びセグメント情報への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１月31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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,023,962 6,274,569

受取手形及び売掛金 ※  8,389,707 ※  11,013,864

有価証券 705,263 704,375

商品及び製品 1,814,607 2,094,200

仕掛品 4,063,928 4,103,057

原材料及び貯蔵品 2,238,294 2,109,666

繰延税金資産 615,498 799,822

その他 346,085 764,188

貸倒引当金 △7,798 △12,087

流動資産合計 24,189,549 27,851,657

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,107,553 9,457,589

減価償却累計額 △4,315,775 △4,323,064

建物及び構築物（純額） 4,791,778 5,134,525

機械装置及び運搬具 20,535,202 21,479,967

減価償却累計額 △12,008,410 △12,224,715

機械装置及び運搬具（純額） 8,526,791 9,255,252

工具、器具及び備品 11,897,195 11,891,534

減価償却累計額 △1,409,741 △1,383,349

工具、器具及び備品（純額） 10,487,453 10,508,184

土地 208,149 407,732

建設仮勘定 1,015,203 1,017,599

有形固定資産合計 25,029,375 26,323,294

無形固定資産 71,471 69,252

投資その他の資産   

投資有価証券 3,086,203 3,794,008

長期預金 1,800,000 1,800,000

繰延税金資産 70,460 70,527

その他 612,918 485,461

投資その他の資産合計 5,569,582 6,149,997

固定資産合計 30,670,429 32,542,544

資産合計 54,859,978 60,394,202
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１月31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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  3,394,927 ※  4,183,570

短期借入金 5,376,425 5,310,907

1年内償還予定の社債 125,000 125,000

未払法人税等 73,991 818,357

繰延税金負債 6,338 6,338

賞与引当金 374,391 736,433

役員賞与引当金 42,349 68,484

未払金 950,505 1,306,098

その他 972,531 666,225

流動負債合計 11,316,460 13,221,416

固定負債   

長期借入金 118,453 165,739

繰延税金負債 581,722 871,011

退職給付引当金 1,061,974 1,029,850

役員退職慰労引当金 248,980 283,409

特別修繕引当金 43,700 46,400

環境対策引当金 27,734 27,973

長期未払金 24,706 30,498

負ののれん 477,554 502,688

その他 870 870

固定負債合計 2,585,694 2,958,441

負債合計 13,902,154 16,179,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,855,000 5,855,000

資本剰余金 7,930,785 7,930,785

利益剰余金 29,302,758 30,143,224

自己株式 △1,548,627 △1,548,610

株主資本合計 41,539,916 42,380,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 983,612 1,306,024

為替換算調整勘定 △2,263,616 △276,779

評価・換算差額等合計 △1,280,003 1,029,245

少数株主持分 697,910 804,700

純資産合計 40,957,824 44,214,345

負債純資産合計 54,859,978 60,394,202
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 6,021,180

売上原価 3,800,899

売上総利益 2,220,281

販売費及び一般管理費 ※1  1,398,044

営業利益 822,237

営業外収益  

受取利息 21,117

受取配当金 9,366

受取地代家賃 3,588

負ののれん償却額 25,134

その他 22,537

営業外収益合計 81,743

営業外費用  

支払利息 16,950

為替差損 642,289

その他 8,719

営業外費用合計 667,959

経常利益 236,021

特別利益  

固定資産売却益 352

特別利益合計 352

特別損失  

固定資産除却損 215

投資有価証券評価損 164,750

特別損失合計 164,965

税金等調整前四半期純利益 71,408

法人税等 ※2  335,561

少数株主損失（△） △31,834

四半期純損失（△） △232,317
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31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 71,408

減価償却費及びその他の償却費 599,973

負ののれん償却額 △25,134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,748

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,843

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △2,700

投資有価証券評価損益（△は益） 164,750

受取利息及び受取配当金 △30,483

支払利息 16,950

為替差損益（△は益） 257,450

固定資産売却損益（△は益） △352

固定資産除却損 215

売上債権の増減額（△は増加） 1,829,264

たな卸資産の増減額（△は増加） △434,730

仕入債務の増減額（△は減少） △160,529

その他 411,994

小計 2,345,211

利息及び配当金の受取額 31,049

利息の支払額 △13,773

法人税等の支払額 △811,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,551,332

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 214,899

定期預金の預入による支出 △2,844

有形固定資産の取得による支出 △528,315

有形固定資産の売却による収入 551

無形固定資産の取得による支出 △14,567

その他 1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,708

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） 136,477

長期借入金の返済による支出 △116,430

自己株式の取得による支出 △16

配当金の支払額 △608,326

その他 △5,835

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △626,583
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,908

現金及び現金同等物の期首残高 6,208,311

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,210,219
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、製品の機能類似性等の観点から「光学製品事業」及び「情報製品事

業」の区分としておりましたが、当第１四半期連結累計期間より、製品用途の事業類似性等に基づき「光事

業」及び「エレクトロニクス事業」の区分に変更いたしました。 

 これは、㈱オハラ・クオーツを連結子会社化したことに伴い、当社グループの事業展開を踏まえて事業区

分を見直した結果、当社グループの事業区分の実態をより適切に反映し、事業の種類別セグメント情報の有

効性を高めるために行ったものであります。 

 この結果、従来の方法に比較して当第１四半期累計期間の売上高は、光事業が79,220千円減少し、エレク

トロニクス事業が同額増加しております。また、営業利益は、光事業が7,599千円減少し、エレクトロニク

ス事業が同額増加しております。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
光事業
（千円） 

エレクトロニクス
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,919,560  2,101,620  6,021,180 －  6,021,180

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  3,919,560  2,101,620  6,021,180 －  6,021,180

営業利益  615,564  206,672  822,237 －  822,237

事業区分 主要製品

光事業 光学ガラス素材、光学機器用レンズ材 

エレクトロニクス事業 
ハードディスク装置用ガラスディスク、石英ガラス、半導体露光装置向け高均質ガラス、液

晶露光装置向け特殊ガラス 
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当第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、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）アジア・・・・マレーシア、台湾、香港、中国 

(２）北米 ・・・・米国 

(３）欧州 ・・・・ドイツ 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、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）アジア・・・・マレーシア、台湾、中国等 

(２）北米 ・・・・米国、カナダ 

(３）欧州 ・・・・ドイツ、ヨーロッパ地域等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本

（千円） 
アジア 
（千円） 

北米
（千円） 

欧州
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 3,349,350  2,106,745  262,238  302,846  6,021,180 －  6,021,180

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,388,600  1,563,422 － －  2,952,022 (2,952,022) － 

計  4,737,950  3,670,167  262,238  302,846  8,973,203 (2,952,022)  6,021,180

営業利益又は営

業損失（△） 
 △99,814  499,230  50,215  75,731  525,361  296,875  822,237

〔海外売上高〕 

  アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,703,460  237,192  300,046  3,240,699

Ⅱ 連結売上高（千円）    －        －      －   6,021,180

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 44.9  3.9  5.0  53.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,726,287

Ⅱ 売上原価  4,364,444

売上総利益  3,361,843

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,312,391

営業利益  2,049,451

Ⅳ 営業外収益  67,081

Ⅴ 営業外費用  112,602

経常利益  2,003,930

Ⅵ 特別損失  139

税金等調整前四半期純利益      2,003,790

法人税等  800,562

少数株主利益  7,287

四半期純利益  1,195,940
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（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（平成19年11月１日～平成20年１月31日）  

   

  

  

前年同四半期 

（平成20年10月期 

第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,003,790

減価償却費及び償却費 431,707

持分法による投資利益 △1,332

退職給付引当金の増減額（減少：△） △25,554

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 15,139

賞与引当金の増減額（減少：△） △273,498

貸倒引当金の増減額（減少：△） 393

特別修繕引当金の増減額（減少：△） 8,100

環境対策引当金の増減額（減少：△） △15,000

受取利息及び受取配当金 △43,860

支払利息 10,265

為替差損益 19,528

固定資産除却損 139

売上債権の増減額（増加：△） △635,386

たな卸資産の増減額（増加：△） △221,709

仕入債務の増減額（減少：△） 596,648

その他 △51,213

小計 1,818,159

利息及び配当金の受取額 42,622

利息の支払額 △9,198

法人税等の支払額 △1,049,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,880

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金払戻による収入 17,616

定期預金預入による支出  △2,592

有形固定資産の取得による支出 △1,065,227

その他 △16,166

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,066,370

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（減少：△） △75,000

長期借入金の返済による支出 △237,130

自己株式の取得による支出 △39

配当金の支払額 △636,328

少数株主への配当金の支払額 △4,000

その他 △5,678

財務活動によるキャッシュ・フロー △958,176

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △173,012

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,395,678

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,160,815

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 7,765,137
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前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
光学製品事業 

（千円） 

情報製品事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,696,797 2,029,490 7,726,287 － 7,726,287

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － －

計 5,696,797 2,029,490 7,726,287 － 7,726,287

営業費用 4,193,433 1,483,402 5,676,836 － 5,676,836

営業利益 1,503,363 546,087 2,049,451 － 2,049,451

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 アジア 北米 欧州 計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高及び営業損益        
売上高        
(1) 外部顧客に対す

る売上高 
4,148,861 2,665,710 300,297 611,419 7,726,287 － 7,726,287

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

1,866,628 1,170,209 146 4,675 3,041,659 (3,041,659) －

計 6,015,489 3,835,919 300,443 616,095 10,767,947 (3,041,659) 7,726,287

営業費用 5,101,981 3,166,113 224,764 402,250 8,895,109 (3,218,272) 5,676,836

営業利益 913,508 669,805 75,679 213,844 1,872,838 176,612 2,049,451

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日）  

  

  アジア  北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,311,679  267,277  610,694  4,189,652

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  7,726,287

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 42.9  3.5  7.9  54.2
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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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