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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4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10月期第2四半期 9,028 ― △124 ― △337 ― △740 ―

20年10月期第2四半期 14,864 11.5 3,475 4.8 3,555 △5.7 1,892 △18.5

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10月期第2四半期 △30.45 ―

20年10月期第2四半期 75.15 ―

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2四半期 52,863 40,469 75.4 1,638.17
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2四半期  39,849百万円 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 ― 0.00

21年10月期 
（予想）

― 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 20,000 △34.6 △510 ― △560 ― △970 ― △39.88
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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) 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、５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、５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2四半期 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2四半期  1,124,118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2四半期 24,325,893株 20年10月期第2四半期 25,448,564株
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 当第２四半期連結累計期間の経済情勢を概観しますと、米国発の金融不安は深刻さを増して各国に拡が

り、欧米やアジア諸国を巻き込んだ世界的な規模で実体経済に影響を及ぼしました。わが国経済は、製造業

の輸出依存度が高く、世界的な需要の減少により、輸出の落ち込みが深まり、大きな打撃を受けました。ま

た、雇用・所得環境の悪化から、個人消費も低迷するなど、景気の後退色が強まりました。 

 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、期後半には持ち直す動きが見ら

れたものの、コンパクトタイプでは需要減少と価格下落が進み、一眼レフタイプでも需要が減少するなど、

生産・在庫調整の影響が深刻化しました。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

イブはドライブメーカーの生産・在庫調整により、需要は大幅に減少しました。また、半導体露光装置市場

は、需要の回復が依然として見られず、硝材の需要も低迷しました。液晶露光装置市場も液晶パネルメーカ

ーの設備投資抑制が続き、硝材の需要も減少しました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、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生産・在庫調整による大幅な需要減少などによ

り、前年同期比39.3％減の9,028百万円となりました 。 

 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、主要製品の需要が大幅に減少したことから、前年同期比14.0ポイント減の

27.5％となりました。販売費及び一般管理費は、運賃や消耗品費などは売上減少に伴い削減したものの、研

究開発費などが増加したことから、営業損失は124百万円（前年同期営業利益3,475百万円）となりました。

経常損失は、保険返戻金を計上したものの、為替が前連結会計年度末と比し円高傾向となり、為替差損が生

じたことなどから、337百万円（前年同期経常利益3,555百万円）となりました。また、固定資産除却損や法

人税等を計上した結果、四半期純損失は740百万円（前年同期四半期純利益1,892百万円）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しました。 

 これらの結果、当事業の売上高は6,189百万円、営業利益は153百万円となりました。 

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、メーカーの生産・在庫調整などにより、需要が大幅に減少

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しました。 

 これらの結果、当事業の売上高は2,838百万円、営業損失は277百万円となりました。 

  

 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、ハードディスク基板材の需要も生産・在庫調

整の影響を受けて大幅に減少しました。一方、石英ガラスは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5,050百万円となり、営業損失は1,230百万円となりました。  

② アジア 

  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、コンパクトデジタルカメラ向けボールガラス

の需要も減少しました。 

 以上のことから、売上高は2,885百万円となり、営業利益は398百万円となりました。 

③ 北米 

 エレクトロニクス事業の特殊品など一部製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498百万円となり、営業利益は67百万円となりました。  

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減少

したことなどから、売上高は593百万円となり、営業利益は142百万円となりました。 

  

  

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２四半期の財政状態の変動状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は52,863百万円（前連結会計年度末比12.5％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12,394百万円（同23.4％減）となりました。これは主に、長期借入金の増加はあったものの、

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40,469百万円（同8.5％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、利益剰余金が四半期純損失の計上や当期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２四半期のキャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ2,519百万円増加し、8,727百万円となりました。 

  当第２四半期連結累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3,103百万円（前年同期比11.8％減）となりました。 

 これは仕入債務の減少による支出2,198百万円や法人税等の支払い937百万円、並びに、たな卸資産の増加

による支出490百万円などがあったものの、売上債権の減少による収入6,090百万円があったこと及び、減価

償却費の計上が1,202百万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743百万円（同64.4％減）となりました。  

 これは、有価証券の売却による収入500百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1,329百万

円があったことなど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）  

 財務活動によって得られた資金は757百万円（前年同期は支出3,020百万円）となりました。 

 これは、長期借入金の返済267百万円があったものの、長期借入れによる収入1,000百万円があったことな

どが主な要因であります。 

  

 当第２四半期連結会計期間の状況などを踏まえ、平成21年５月21日に、平成20年12月18日公表の平成21年10月期

連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。 

  

（１）平成21年10月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

  

（２）修正の理由  

 米国における金融不安の深刻化は実体経済に大きな影響を及ぼし、今や世界同時不況の様相を呈しております。

原材料価格は下落し始めたものの、急激な需要の減少、円高の進行、設備投資の抑制などにより景気の後退局面が

一層顕著になりました。当社グループの各事業が関連する市場におきましても顧客メーカーの生産・在庫調整など

により、需要が大幅に減少いたしました。 

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

  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 

前回発表予想（Ａ） 26,300 1,910 2,130 1,370 56 32 

今回修正予想（Ｂ） 20,000 △510 △560 △970 △39 88 

増減額（Ｂ－Ａ） △6,300 △2,420 △2,690 △2,340 －   

増減率（％） △24.0 － － － －   

前期実績 30,574 6,372 6,458 3,915 158 19 

－4－

㈱オハラ（5218）　平成21年10月期 第２四半期決算短信

－4－



 当社グループは急激な市場環境の悪化に対応すべく、原価低減活動を推進し、生産効率向上に努め、間接業務の

効率化も進めておりますが、今後の経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと予想されますので、業績予想

を修正いたしました。  

  

 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。 

  

  

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、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  

 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。 

  

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,105,690 6,274,569

受取手形及び売掛金 4,265,448 11,013,864

有価証券 1,705,982 704,375

商品及び製品 1,701,818 2,094,200

仕掛品 3,927,380 4,103,057

原材料及び貯蔵品 2,554,663 2,109,666

繰延税金資産 569,224 799,822

その他 449,376 764,188

貸倒引当金 △9,676 △12,087

流動資産合計 22,269,908 27,851,657

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,094,495 9,457,589

減価償却累計額 △4,398,536 △4,323,064

建物及び構築物（純額） 4,695,958 5,134,525

機械装置及び運搬具 20,634,187 21,479,967

減価償却累計額 △12,355,441 △12,224,715

機械装置及び運搬具（純額） 8,278,746 9,255,252

工具、器具及び備品 11,904,365 11,891,534

減価償却累計額 △1,461,467 △1,383,349

工具、器具及び備品（純額） 10,442,897 10,508,184

土地 208,673 407,732

建設仮勘定 1,011,359 1,017,599

有形固定資産合計 24,637,636 26,323,294

無形固定資産 65,995 69,252

投資その他の資産   

投資有価証券 3,392,942 3,794,008

長期預金 1,800,000 1,800,000

繰延税金資産 10,435 70,527

その他 686,693 485,461

投資その他の資産合計 5,890,071 6,149,997

固定資産合計 30,593,703 32,542,544

資産合計 52,863,612 60,394,202
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,454,812 4,183,570

短期借入金 5,958,306 5,310,907

1年内償還予定の社債 112,500 125,000

未払法人税等 41,207 818,357

繰延税金負債 9,801 6,338

賞与引当金 384,855 736,433

役員賞与引当金 22,384 68,484

未払金 407,334 1,306,098

その他 540,666 666,225

流動負債合計 8,931,870 13,221,416

固定負債   

長期借入金 901,570 165,739

繰延税金負債 654,576 871,011

退職給付引当金 1,098,261 1,029,850

役員退職慰労引当金 257,165 283,409

特別修繕引当金 51,200 46,400

環境対策引当金 27,734 27,973

長期未払金 18,617 30,498

負ののれん 452,419 502,688

その他 870 870

固定負債合計 3,462,415 2,958,441

負債合計 12,394,285 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 28,782,303 30,143,224

自己株式 △1,548,633 △1,548,610

株主資本合計 41,019,455 42,380,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,067,912 1,306,024

為替換算調整勘定 △2,237,556 △276,779

評価・換算差額等合計 △1,169,643 1,029,245

少数株主持分 619,515 804,700

純資産合計 40,469,327 44,214,345

負債純資産合計 52,863,612 60,394,202
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 9,028,000

売上原価 6,541,175

売上総利益 2,486,825

販売費及び一般管理費 2,610,955

営業損失（△） △124,129

営業外収益  

受取利息 33,140

受取配当金 49,497

受取地代家賃 6,598

負ののれん償却額 50,268

保険返戻金 117,826

その他 106,511

営業外収益合計 363,842

営業外費用  

支払利息 34,539

為替差損 532,168

その他 10,407

営業外費用合計 577,115

経常損失（△） △337,402

特別利益  

固定資産売却益 27,696

特別利益合計 27,696

特別損失  

固定資産除却損 56,897

特別損失合計 56,897

税金等調整前四半期純損失（△） △366,603

法人税等 478,029

少数株主損失（△） △103,914

四半期純損失（△） △740,718
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４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損失（△） △366,603

減価償却費及びその他の償却費 1,202,481

負ののれん償却額 △50,268

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △329,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） 165

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 4,800

受取利息及び受取配当金 △82,637

支払利息 34,539

為替差損益（△は益） 189,487

固定資産売却損益（△は益） △27,696

固定資産除却損 56,897

売上債権の増減額（△は増加） 6,090,026

たな卸資産の増減額（△は増加） △490,276

仕入債務の増減額（△は減少） △2,198,689

その他 △108,638

小計 3,931,500

利息及び配当金の受取額 93,284

利息の支払額 △70,283

保険金の受取額 86,718

法人税等の支払額 △937,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,103,998

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 201,534

定期預金の預入による支出 △69,691

有価証券の売却による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △1,329,288

有形固定資産の売却による収入 534

無形固定資産の取得による支出 △15,498

その他 △31,165

投資活動によるキャッシュ・フロー △743,574
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４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） 656,478

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △267,860

社債の償還による支出 △12,500

自己株式の取得による支出 △23

配当金の支払額 △606,490

その他 △11,750

財務活動によるキャッシュ・フロー 757,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △599,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,519,084

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 8,727,396
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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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30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、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２四半期連結累計期間の売上高は、光事業が183,736千円減少し、

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14,338千円減少し、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  6,189,613  2,838,386  9,028,000 －  9,028,000

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  6,189,613  2,838,386  9,028,000 －  9,028,000

営業利益又は営業損失

（△） 
 153,862  △277,992  △124,129 －  △124,129

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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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 
 5,050,282  2,885,527  498,361  593,828  9,028,000 －  9,028,000

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,877,922  2,046,613 － －  3,924,535 (3,924,535) － 

計  6,928,205  4,932,141  498,361  593,828  12,952,536 (3,924,535)  9,028,000

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △1,230,792  398,354  67,711  142,816  △621,909  497,779  △124,129

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,514,416  450,522  593,698  4,558,637

Ⅱ 連結売上高（千円）    －        －      －   9,028,000

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 38.9  5.0  6.6  50.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   14,864,320 100.0

Ⅱ 売上原価   8,694,072 58.5

売上総利益   6,170,248 41.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,695,016 18.1

営業利益   3,475,232 23.4

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 72,553     

２．受取配当金 55,423     

３．受取地代家賃 4,939     

４．持分法による投資利益 1,164     

５．保険返戻金 127,231     

６．その他 75,284 336,596 2.2

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 19,372     

２．為替差損 227,279     

３．その他 9,955 256,607 1.7

経常利益   3,555,221 23.9

Ⅵ 特別利益       

固定資産売却益 2,169 2,169 0.0

Ⅶ 特別損失       

 固定資産除却損 4,207 4,207 0.0

税金等調整前中間純利益   3,553,182 23.9

法人税、住民税及び事業税 1,212,188     

過年度法人税等 256,502     

法人税等調整額 191,678 1,660,369 11.2

少数株主利益   179 0.0

中間純利益   1,892,633 12.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 3,553,182 

減価償却費及び償却費 906,345 

持分法による投資利益 △1,164 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △55,608 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △2,717 

賞与引当金の増減額（減少：△） △97,857 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △5,485 

特別修繕引当金の増減額（減少：△） 17,000 

受取利息及び受取配当金 △127,976 

支払利息 19,372 

為替差損益 7,411 

固定資産売却益 △2,169 

固定資産除却損 4,207 

売上債権の増減額（増加：△） 32,097 

たな卸資産の増減額（増加：△） △691,028 

仕入債務の増減額（減少：△） 1,137,767 

その他 68,061 

小計 4,761,438 

利息及び配当金の受取額 125,155 

利息の支払額 △18,598 

保険金の受取額 69,068 

法人税等の支払額 △1,417,945 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,519,120 

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 1,016,415 

定期預金預入による支出  △1,377 

有形固定資産の取得による支出 △3,085,689 

有形固定資産の売却による収入 2,832 

無形固定資産の取得による支出 △2,315 

その他 △17,397 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,087,531 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

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：△） △293,334 

長期借入金の返済による支出 △520,260 

社債の償還による支出 △12,500 

自己株式の取得による支出 △1,544,461 

割賦債務の支払額 △11,434 

配当金の支払額 △634,828 

少数株主への配当金の支払額 △4,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,020,818 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △150,072 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,739,301 

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中間期末残高 7,421,513 
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前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日） 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日） 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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 10,934,286 3,930,034 14,864,320 － 14,864,320

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － －

計 10,934,286 3,930,034 14,864,320 － 14,864,320

営業費用 8,593,304 2,795,783 11,389,088 － 11,389,088

営業利益 2,340,981 1,134,250 3,475,232 － 3,475,232

〔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 
8,343,739 4,869,154 543,103  1,108,322 14,864,320 － 14,864,320

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

3,850,355 2,421,895 3,736  12,522 6,288,511 (6,288,511) －

計 12,194,094 7,291,050 546,840 1,120,845 21,152,832 (6,288,511) 14,864,320

営業費用 10,478,236 6,164,814 438,538 771,815 17,853,404 (6,464,316) 11,389,088

営業利益 1,715,858 1,126,236 108,301 349,030 3,299,427 175,804 3,475,232

〔海外売上高〕

  アジア  北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  6,338,958  477,007  1,109,675  7,925,641

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  14,864,320

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
42.6 3.2 7.5 53.3 
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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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