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平成21 年５月22 日 

各位 

     会 社 名  HOYA株式会社 

代表者名  代表執行役 鈴木 洋 

（コード番号 7741 東証第一部） 

問合せ先  HOYAグループ IR・広報担当 

マネージャー 伊藤直司 

電話：IR・広報担当  03-3232-0062 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 21 年４月 30 日 13 時 00 分に発表した「平成 21 年３月期決算短信」について、一部に訂正がありまし

たので、お知らせします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 
サマリー情報及び定性的情報・財務諸表等のうち、下記について訂正すべき箇所がありました。 
株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の金額の変更は軽微であります。また、貸借対照表

及び連結貸借対照表の資産及び負債の区分に影響を及ぼすものはありません。 
 
【訂正箇所】 

「平成21 年３月期 決算短信」  

Ⅰ サマリー情報 

１．21 年３月期の連結業績 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 1 ページ 

Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

 ②キャッシュ・フローの状況 5 ページ 

４．連結財務諸表 

 （1）連結貸借対照表   11 ページ 

（3）連結株主資本等変動計算書  14 ページ 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 17・18 ページ 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表   33・34 ページ 

（3）株主資本等変動計算書  38・39 ページ 
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＜1 ページ＞ 

（訂正前） 

１．21 年３月期の連結業績 （平成20 年4 月1 日～平成21 年3 月31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛ  ー 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 現金及び現金同等物期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年３月期 88,687 △32,020 △5,800 207,928

20 年３月期 119,809 △113,036 68,252 181,335

 

（訂正後） 

１．21 年３月期の連結業績 （平成20 年4 月1 日～平成21 年3 月31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛ  ー 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 現金及び現金同等物期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年３月期 90,975 △34,328 △5,800 207,928

20 年３月期 119,809 △113,036 68,252 181,335

 

＜5 ページ＞ 

（訂正前） 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

② 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 88,667
百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,020
百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,800
百万円 

現金及び現金同等物期末残高 207,928
百万円 

 

当連結会計期間は、税金等調整前当期純利益440億５千８百万円と減価償却費500億３千万円、減損

損失304億５千８百万円、売上債権の減少305億４千３百万円を主体としたキャッシュの増加、仕入債

務の減少額234億６千５百万円、法人税等の支払額349億９千万円を主体としたキャッシュの減少によ

り、営業活動によるキャッシュ・フローは886億６千７百万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 341 億７千３百万円を主体として、320 億２千万円の純支出となりま

した。 

 （以下略） 
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（訂正後） 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

② 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 90,975
百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,328
百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,800
百万円 

現金及び現金同等物期末残高 207,928
百万円 

 

当連結会計期間は、税金等調整前当期純利益440億５千８百万円と減価償却費500億３千万円、減損

損失304億５千８百万円、売上債権の減少305億４千３百万円を主体としたキャッシュの増加、仕入債

務の減少額234億６千５百万円、法人税等の支払額349億９千万円を主体としたキャッシュの減少によ

り、営業活動によるキャッシュ・フローは909億７千５百万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 341 億７千３百万円を主体として、343 億２千８百万円の純支出とな

りました。 

 （以下略） 

 

＜11 ページ＞ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

負債の部 

   流動負債 

      支払手形及び買掛金 55,539 29,557

      短期借入金 6,465 2,144

      １年内返済予定の長期借入金 8,749 4,402

      コマーシャル・ペーパー 6,191 41,978

      未払法人税等 30,793 7,273

      未払費用 22,514 19,149

      賞与引当金 7,452 4,754

      役員賞与引当金 68 51

      製品保証引当金 977 793

      その他 30,103 20,885

      流動負債合計 168,855 130,989



－4－ 

（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

負債の部 

   流動負債 

      支払手形及び買掛金 55,539 29,557

      短期借入金 6,465 2,144

      １年内返済予定の長期借入金 8,749 4,402

      コマーシャル・ペーパー 6,191 41,978

      未払法人税等 30,793 7,273

      未払費用 22,514 17,884

      賞与引当金 7,452 4,754

      役員賞与引当金 68 51

      製品保証引当金 977 793

      その他 30,103 22,150

      流動負債合計 168,855 130,989

 

＜14 ページ＞ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（3）連結株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

株主資本 

： （中略） 

   利益剰余金 

      前期末残高 322,513 373,887

      在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,750

      当期変動額 

        剰余金の配当 △28,089 △28,135

        当期純利益 81,725 25,109

        自己株式の処分 △2,261 △2

        当期変動額合計 51,374 △3,028

      当期末残高 373,887 368,108
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（3）連結株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

株主資本 

： （中略） 

   利益剰余金 

      前期末残高 322,513 373,887

      在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,750

      当期変動額 

        剰余金の配当 △28,089 △28,135

        当期純利益 81,725 25,109

        自己株式の処分 △2,261 △2

        当期変動額合計 51,374 △3,029

      当期末残高 373,887 368,108

 

＜17 ページ＞ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

： （中略） 

   為替差損又は差益（△） △2,121 △9,533

： （中略） 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △7,163 5,432

   その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,039 △2,284

   仕入債務の増減額（△は減少） △3,169 △23,465

   未払消費税等の増減額（△は減少） 42 △60

   その他の流動負債の増減額（△は減少） 874 △958

   小計 145,412 114,668

： （中略） 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 119,809 88,667
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

： （中略） 

   為替差損又は差益（△） △2,121 △8,032

： （中略） 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △7,163 6,240

   その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,039 △2,284

   仕入債務の増減額（△は減少） △3,169 △23,465

   未払消費税等の増減額（△は減少） 42 △60

   その他の流動負債の増減額（△は減少） 874 △958

   小計 145,412 116,976

： （中略） 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 119,809 90,975

 

 

＜18 ページ＞ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 － △7,108

   定期預金の払戻による収入 － 590

   有形固定資産の取得による支出 △38,888 △34,173

   有形固定資産の売却による収入 1,215 3,478

： （中略） 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △113,036 △32,020
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 － △7,108

   定期預金の払戻による収入 － 590

   有形固定資産の取得による支出 △38,888 △34,173

   有形固定資産の売却による収入 1,215 1,170

： （中略） 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △113,036 △34,328

 

＜33 ページ＞ 

（訂正前） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

資産の部 

   流動資産 

      現金及び預金 33,553 47,218

： （中略） 

      関係会社短期貸付金 1,632 2,537

      未収入金 8,480 12,394

      未収還付法人税等 7,718 2,225

      繰延税金資産 9,858 5,838

      その他 2,317 1,621

      貸倒引当金 △1,073 △1,246

      流動資産合計 200,237 172,027
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（訂正後） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

資産の部 

   流動資産 

      現金及び預金 33,553 45,910

： （中略） 

      関係会社短期貸付金 1,632 1,303

      未収入金 8,480 12,394

      未収還付法人税等 7,718 2,225

      繰延税金資産 9,858 5,838

      その他 2,317 2,928

      貸倒引当金 △1,073 △1,246

      流動資産合計 200,237 170,793

 

＜34 ページ＞ 

（訂正前） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

      関係会社株式 70,193 58,746

      出資金 2,252 2,252

      長期貸付金 5 3

      関係会社長期貸付金 4,942 3,369

      破産更生債権等 137 431

      長期前払費用 1,336 145

      繰延税金資産 40,819 35,190

      その他 697 630

      貸倒引当金 △139 △364

      投資その他の資産合計 125,093 103,803

   固定資産合計 231,720 170,410
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（訂正後） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

      関係会社株式 70,193 58,746

      出資金 2,252 2,252

      長期貸付金 5 3

      関係会社長期貸付金 4,942 4,603

      破産更生債権等 137 431

      長期前払費用 1,336 145

      繰延税金資産 40,819 35,190

      その他 697 630

      貸倒引当金 △139 △364

      投資その他の資産合計 125,093 105,037

   固定資産合計 231,720 171,644

 

＜34 ページ＞ 

（訂正前） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

負債の部 

   流動負債 

： （中略） 

      未払金 14,498 13,804

      未払外注加工費 9,130 2,579

      未払法人税等 25,581 3,241

      未払費用 10,893 9,525

      前受金 503 420

      預り金 11,338 10,577

      賞与引当金 5,678 3,223

      製品保証引当金 622 469

      設備関係未払金 4,642 3,692

      設備関係支払手形 10 5

      その他 12 236

      流動負債合計 202,834 163,597

 



－10－ 

（訂正後） 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20 年３月31 日） （平成21 年３月31 日） 

負債の部 

   流動負債 

： （中略） 

      未払金 14,498 15,276

      未払外注加工費 9,130 2,579

      未払法人税等 25,581 3,241

      未払費用 10,893 8,260

      前受金 503 420

      預り金 11,338 10,577

      賞与引当金 5,678 3,223

      製品保証引当金 622 469

      設備関係未払金 4,642 3,692

      設備関係支払手形 10 5

      その他 12 30

      流動負債合計 202,834 163,597

 

＜38 ページ＞ 

（訂正前） 

５．個別財務諸表 

（3）株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

株主資本 

： （中略） 

   利益剰余金 

      その他利益剰余金 

         特別償却準備金 

            前期末残高 438 299

            当期変動額 

               特別償却準備金の取崩 △288 △113

               特別償却準備金の繰入れ △149 △40

               当期変動額合計 △138 △73

            当期末残高 299 226



－11－ 

 

（訂正後） 

５．個別財務諸表 

（3）株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

株主資本 

： （中略） 

   利益剰余金 

      その他利益剰余金 

         特別償却準備金 

            前期末残高 438 299

            当期変動額 

               特別償却準備金の積立 149 40

               特別償却準備金の取崩 △288 △113

               当期変動額合計 △138 △73

            当期末残高 299 226

 

＜39 ページ＞ 

（訂正前） 

５．個別財務諸表 

（3）株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

            当期変動額 

               特別償却準備金の取崩 288 113

               固定資産圧縮積立金の取崩 177 161

               特別償却準備金の繰入れ △149 △40

               剰余金の配当 △28,089 △28,135

               当期純利益 31,546 △16,953

               自己株式の処分 △2,261 △2

               当期変動額合計 1,512 △44,859

            当期末残高 89,227 44,369

 
 
 
 



－12－ 

 
（訂正後） 

５．個別財務諸表 

（3）株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成19 年４月 1 日 （自 平成20 年４月 1 日 

 至 平成20 年３月31 日） 至 平成21 年３月31 日） 

            当期変動額 

               特別償却準備金の積立 △149 △40

               特別償却準備金の取崩 288 113

               固定資産圧縮積立金の取崩 177 161

               剰余金の配当 △28,089 △28,135

               当期純利益又は当期純損失（△） 31,546 △16,953

               自己株式の処分 △2,261 △2

               当期変動額合計 1,512 △44,857

            当期末残高 89,227 44,369

 
以上 
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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 454,194 △5.7 59,094 △37.8 71,080 △29.0 25,109 △69.3
20年3月期 481,631 23.5 95,073 △11.3 100,175 △2.7 81,725 △2.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 58.01 58.00 6.9 11.1 13.0
20年3月期 189.01 188.78 21.6 17.6 19.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △314百万円 20年3月期  5,925百万円

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 591,096 338,009 56.7 774.65
20年3月期 689,443 394,625 56.7 903.49

（参考） 自己資本   21年3月期  335,313百万円 20年3月期  391,082百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 90,975 △34,328 △5,800 207,928
20年3月期 119,809 △113,036 68,252 181,335

2.  配当の状況 

（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 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00 28,134 34.4 7.4
21年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00 28,135 112.0 7.7
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）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する予定であります。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

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  

(2) 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（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） 

（注）詳細は、19ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、24ページ「(7)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」をご参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 3社 （社名
SHENZHEN KTM GLASS SUBSTRAT
E CO.,LTD. 他

） 除外 4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 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  2,160,060株 20年3月期  2,158,291株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 279,618 8.4 △5,734 ― 8,971 △74.7 △16,953 ―
20年3月期 258,008 △6.2 19,289 △32.2 35,439 △9.1 31,546 6.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △39.17 ―
20年3月期 72.96 72.87

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 342,438 61,228 17.6 139.28
20年3月期 431,958 105,482 24.3 242.23

（参考） 自己資本 21年3月期  60,290百万円 20年3月期  104,849百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 本資料は、当社の評価を行なうための参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資等の 終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い 
  します。投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 

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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―




