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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 94,988 △27.0 9,297 △57.5 6,483 △71.2 3,850 △81.8
21年3月期第1四半期 130,156 ― 21,857 ― 22,473 ― 21,198 ―

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

22年3月期第1四半期 8.90 8.89
21年3月期第1四半期 48.97 48.97

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

22年3月期第1四半期 537,676 335,700 61.9 768.72
21年3月期 591,096 338,009 56.7 774.65

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  332,746百万円 21年3月期  335,313百万円

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

21年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）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22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22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

195,000 △24.6 24,000 △43.5 20,400 △59.2 13,500 △66.5 31.19

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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） 

(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、５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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 435,017,020株 21年3月期  435,017,020株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,160,316株 21年3月期  2,160,060株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 432,856,882株 21年3月期第1四半期 432,858,844株
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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１四半期連結累計期間（以下「当四半期」）のわが国経済は、2008年秋以降の急速な景気の悪化にある程度の

歯止めがかかり、生産や輸出の一部に持ち直しの動きが見られるようになってまいりました。ただ、依然として生産

設備や雇用の過剰感が強く、景気の先行きについては、再び悪化するリスクが懸念されております。

　そうしたなか当社グループの状況も、前年同四半期の実績に比べると力強さに欠け、また、為替の影響もあり減収

となりましたが、４月以降受注が回復傾向にあり、直前の平成21年３月期第４四半期連結会計期間（以下「直前四半

期」）と比べると増収となりました。

　営業利益は、主力部門の減収の影響とペンタックス部門の営業損失により、前年同四半期に比べて減益となりまし

たが、営業赤字であった直前四半期と比べると増益となりました。

　この結果、当四半期の売上高は949億８千８百万円となりました。また、営業利益は92億９千７百万円、四半期純利

益は38億５千万円となりました。

 

（２）当第１四半期連結累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

　半導体製造用のマスクブランクス及びフォトマスクは、半導体産業の低迷が続いているものの、景気の悪化は底を

打った感があり、ブランクス／フォトマスク受注は前年同四半期に比べて減収となりましたが、直前四半期に比べる

と増収となりました。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厳しく、前年同四半期に比べて減収

となりましたものの、３月以降パネルメーカーの新規開発に対する意欲の高まりが見られ、直前四半期に比べて数量

的に増加し増収となりました。ＨＤＤ（ハードディスク装置）用ガラスディスクは、直前四半期に大幅な在庫調整が

あった影響で、直前四半期に比べると受注の大きな戻りがあり増収となりましたが、円高とＨＤＤの価格下落による

価格低下が大きく、また、ＨＤＤ業界の再編による影響があり、前年同四半期に比べて減収となりました。光学レン

ズは、デジタルカメラの販売台数は当四半期になって増加し、直前四半期に比べて増収となったものの、デジカメメー

カーによる自社のレンズ内製設備の稼動のために当社の受注には直接結びつかず、価格の大幅な低下もあり、前年同

四半期に比べて減収となりました。

　営業利益は、世界的な景気悪化は底打ち感が出てきて、受注の戻りがあり、利益の出なかった直前四半期に比べて

大きく増益となりましたものの、全体的に受注はリーマンショック以前ほどの強さはなく、受注額の減少と製品価格

の低下により前年同四半期比較では減益となりました。

　この結果、当部門の売上高は304億４千２百万円となりました。営業利益は27億１千３百万円となりました。

　　②ホトニクス部門

　ホトニクス部門は景気の低迷による市場の設備投資の縮小・延期により当社の受注が減少し、前年同四半期に比べ

て減収となりました。構造改革により固定費削減を進め、直前四半期に比べて営業利益は増益となりましたが前年同

四半期に比べますと減益となりました。

　　　この結果、当部門の売上高は11億５千２百万円となりました。営業利益は１億１千万円となりました。

　　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

低価格帯レンズの攻勢が次第に厳しさを増し、景気の悪化による消費の低迷に円高の影響が加わって事業全体で前年

同四半期に比べて減収となりました。特注品生産の効率化等により生産コストが低下し利益率が向上しましたが、売

上高の減少により営業利益は前年同四半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256億２千８百万円となりました。営業利益は53億４千４百万円となりました。

　　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、直営店舗におけるコンサルティング販売による集客数の増加及び高付

加価値商品の販売拡大により、前年同四半期に比べて増収となりました。一方眼内レンズ（ＩＯＬ）は軟性（ソフト）

レンズが好調に推移し直前四半期に比べて増収となりましたものの、前年同四半期に比べて円高の影響が大きく、新

型インフルエンザの流行の影響で手術件数が伸びなかったこともあり、売上高は微減となりました。

　　　この結果、当部門の売上高は129億８百万円となりました。営業利益は27億３千６百万円となりました。
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　　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好調に推移しましたが、海外売

上が円高の影響を受けたこともあり、前年同四半期に比べて減収となりました。デジタルカメラは、販売台数は直前

四半期と比べて減少したものの単価の向上により増収となりましたが、前年同四半期と比べるとコンパクトカメラの

売上が減少し、一眼レフカメラも他社との厳しい価格競争となり減収となりました。

　この結果、当部門の売上高は246億４千万円となりました。営業損益は、前期に実施した構造改革によるコスト削減

の効果等により直前四半期に比べて損失が減少し、９億４千１百万円の営業損失となりました。

    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受注額の減少・製品単価の下落により、減収・減益となりました。ペンタックス部

門は構造改革によるコスト削減の効果等があったものの、減収・減益となり、当地域としては前年同四半期連結会計

期間に比べ、減収・減益となりました。　

　　　この結果、当地域の売上高は538億９千２百万円となりました。営業利益は16億４千９百万円となりました。

　　②米州

　金融危機以降の景気後退により、消費者のマインドが冷え込んでおり、デジタルカメラやメガネレンズの販売が低

調に推移し、前年同四半期連結会計期間に比べ、減収となりましたが、コスト削減の効果等により、損失が減少しま

した。

　　　この結果、当地域の売上高は120億５千９百万円となりました。営業損失は２億３百万円となりました。

　　③欧州

　メガネレンズは販売数量は増加したものの、強い価格圧力及び円高により、減収・減益となりました。ペンタック

ス部門は、円高により減収となりましたが、経費削減により増益となりました。

　　　この結果、当地域の売上高は204億５千３百万円となりました。営業利益は18億９千１百万円となりました。

　　④アジア

　エレクトロオプティクス部門は、円高と製品単価による価格低下により、減収・減益となりました。ビジョンケア

部門は主要市場である豪州と韓国の通貨が弱含みで推移したため、減収となったものの、売上原価率が改善し、増益

となりました。

　　　この結果、当地域の売上高は85億８千２百万円となりました。営業利益は55億８千７百万円となりました。
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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、純資産等の状況　

　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、流動資産が548億３千７百万円減少しました。これ

は、主に現金及び預金が481億２千７百万円、たな卸資産が67億８千８百万円それぞれ減少したためであります。固定

資産は、14億１千７百万円増加しました。総資産は前連結会計年度末に比べて534億２千万円減少し、5,376億７千６

百万円となりました。

　負債は511億１千万円減少し、2,019億７千５百万円となりました。これは、主にコマーシャル・ペーパーが419億７

千８百万円減少したためであります。純資産は、期末配当により利益剰余金が減少しましたが、為替換算調整勘定が

82億８千６百万増加したため、3,357億円となりました。

　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3,327億４千６百万円となり、自己資本比率は61.9％とな

りました。

（２）当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益55億５百万円と減価償却費84億９千４百万円、たな卸資

産の増減額75億７千７百万円を主体としたキャッシュの増加、退職特別加算金の支払額37億１百万円、法人税等の支

払額37億９千１百万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156億６千５百万

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、有形固定資産の取得による支出54億４千４百万円、連結範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出32億６千８百万円を主体として87億９千４百万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、コマーシャル・ペーパーの減少額419億７千８百万円、配当金の支払額143

億６千９百万円を主体として、597億２千２百万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、1,599億４千２百万円となりました。

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21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最終消費

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22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22年3月期）

における初めての公表となります。

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）

　　　該当事項はありません。

（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．簡便な会計処理

　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。　

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　該当事項はありません。

（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

　　　該当事項はありません。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 166,413 214,540

受取手形及び売掛金 83,057 82,874

商品及び製品 30,420 35,366

仕掛品 10,515 11,434

原材料及び貯蔵品 23,533 24,456

繰延税金資産 6,453 6,368

その他 12,026 12,106

貸倒引当金 △2,792 △2,683

流動資産合計 329,627 384,465

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 37,560 37,097

機械装置及び運搬具（純額） 44,347 47,075

工具、器具及び備品（純額） 16,152 16,429

土地 15,979 15,755

建設仮勘定 13,760 12,959

有形固定資産合計 127,800 129,317

無形固定資産 26,323 22,150

投資その他の資産   

投資有価証券 10,639 11,328

繰延税金資産 36,304 36,643

その他 7,454 7,740

貸倒引当金 △473 △548

投資その他の資産合計 53,924 55,163

固定資産合計 208,048 206,630

資産合計 537,676 591,096

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,531 29,557

短期借入金 554 2,144

1年内返済予定の長期借入金 2,679 4,402

コマーシャル・ペーパー － 41,978

未払費用 18,521 17,884

未払法人税等 5,559 7,273

賞与引当金 2,341 4,754

役員賞与引当金 16 51

製品保証引当金 733 793

その他 19,061 22,150
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

流動負債合計 79,000 130,989

固定負債   

社債 99,974 99,972

長期借入金 9,609 9,688

退職給付引当金 8,285 8,488

特別修繕引当金 1,113 998

その他 3,993 2,948

固定負債合計 122,975 122,097

負債合計 201,975 253,086

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 356,809 368,108

自己株式 △7,985 △7,984

株主資本合計 370,986 382,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 △304

為替換算調整勘定 △38,383 △46,669

評価・換算差額等合計 △38,240 △46,973

新株予約権 1,020 938

少数株主持分 1,933 1,758

純資産合計 335,700 338,009

負債純資産合計 537,676 591,096
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 130,156 94,988

売上原価 72,901 57,153

売上総利益 57,255 37,834

販売費及び一般管理費 35,397 28,537

営業利益 21,857 9,297

営業外収益   

受取利息 1,221 290

持分法による投資利益 801 －

その他 1,653 859

営業外収益合計 3,676 1,149

営業外費用   

支払利息 604 558

持分法による投資損失 － 548

為替差損 1,363 1,934

その他 1,093 922

営業外費用合計 3,061 3,963

経常利益 22,473 6,483

特別利益   

過年度受取手数料 3,200 －

固定資産売却益 57 60

投資有価証券売却益 9,704 －

その他 182 17

特別利益合計 13,144 77

特別損失   

固定資産売却損 117 69

固定資産除却損 － 45

投資有価証券評価損 － 414

減損損失 18 4

退職特別加算金 28 299

環境対策費 16 －

その他 4 223

特別損失合計 185 1,056

税金等調整前四半期純利益 35,432 5,505

法人税、住民税及び事業税 2,480 1,446

法人税等調整額 11,664 115

法人税等合計 14,144 1,562

少数株主利益 89 91

四半期純利益 21,198 3,850
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 5,505

減価償却費 12,589 8,494

減損損失 18 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,145 △2,417

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 51 114

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △233

受取利息及び受取配当金 △1,274 △338

支払利息 604 559

為替差損益（△は益） △1,381 3,954

持分法による投資損益（△は益） △801 548

有形固定資産売却損益（△は益） 59 －

固定資産売却損益（△は益） － 9

固定資産除却損 － 45

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △9,675 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 414

退職特別加算金 － 299

その他 △2 △30

売上債権の増減額（△は増加） 1,797 1,389

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,174 7,577

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,484 △2,513

仕入債務の増減額（△は減少） △4,612 △379

未払消費税等の増減額（△は減少） 679 1,400

その他の流動負債の増減額（△は減少） 416 △1,509

小計 29,612 22,856

利息及び配当金の受取額 526 369

利息の支払額 △98 △66

退職特別加算金の支払額 － △3,701

法人税等の支払額 △27,157 △3,791

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,883 15,665
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 － △551

定期預金の払戻による収入 － 646

有形固定資産の取得による支出 △9,282 △5,444

有形固定資産の売却による収入 495 202

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

－ △3,268

少数株主に対する合併交付金の支出 △9,321 △21

貸付けによる支出 △111 △24

貸付金の回収による収入 25 16

その他の支出 △581 △532

その他の収入 145 182

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,892 △8,794

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 △1,589

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 8,798 △41,978

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 △1,784

自己株式の売却による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △14,378 △14,369

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 △59,722

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,516 4,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,025 △47,985

現金及び現金同等物の期首残高 181,335 207,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 185,361 159,942
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（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

〔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

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 30,442 1,152 25,628 12,908 24,640 216 94,988 － 94,988

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
166 174 0 － 9 967 1,319 (1,319) －

計 30,608 1,327 25,628 12,908 24,649 1,184 96,307 (1,319) 94,988

営業利益又は営業損失（△） 2,713 110 5,344 2,736 △941 138 10,101 (803) 9,297

 （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。

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 情報システムの構築、業務請負
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〔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

　（注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。

(2)各区分に属する主な国又は地域…北米：米国、カナダ等

欧州：オランダ、ドイツ、イギリス等（南アフリカを含む）

アジア：シンガポール、タイ、中国、韓国、台湾等（オーストラリアを含む）

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

日本
（百万円）

米州
（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
53,892 12,059 20,453 8,582 94,988 － 94,988

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
10,471 127 114 28,793 39,506 (39,506) －

計 64,364 12,187 20,567 37,375 134,494 (39,506) 94,988

営業利益又は営業損失（△） 1,649 △203 1,891 5,587 8,924 372 9,297

　（注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。

(2)各区分に属する主な国又は地域…米州：米国、カナダ等

欧州：オランダ、ドイツ、イギリス等（南アフリカを含む）

アジア：シンガポール、タイ、中国、韓国、台湾等（オーストラリアを含む）
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〔海外売上高〕

前第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

　（注）１．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であります。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域…北米：米国、カナダ等

欧州：オランダ、ドイツ、イギリス等（南アフリカを含む）

アジア：シンガポール、タイ、韓国、台湾等（オーストラリアを含む）

その他の地域：サウジアラビア、ブラジル等

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

米州 欧州 アジア その他の地域 計

海外売上高（百万円） 12,240 20,878 26,640 268 60,027

連結売上高（百万円） 94,988

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
12.9 22.0 28.0 0.3 63.2

　（注）１．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であります。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域…米州：米国、カナダ、ブラジル等

欧州：オランダ、ドイツ、イギリス等（南アフリカを含む）

アジア：シンガポール、タイ、韓国、台湾等（オーストラリアを含む）

その他の地域：サウジアラビア、アラブ首長国連邦等

（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、平成21年６月１日付で平成21年３月31日を基準日とする剰余金の配当を行いました。これにより当第

１四半期連結累計期間において利益剰余金が15,149百万円減少しております。
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