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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 21,653 ― △29 ― △40 ― △677 ―
20年12月期第2四半期 30,321 △9.2 3,424 △24.4 3,470 △13.6 2,280 △0.7

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12月期第2四半期 △24.67 ―
20年12月期第2四半期 80.85 ―

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12月期第2四半期 46,457 32,410 69.8 1,180.67
20年12月期 49,176 33,126 67.4 1,206.77

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  32,410百万円 20年12月期  33,126百万円

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  
平成21年12月期の１株当たり期末配当金については未定です。 

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12月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年12月期 ― 15.00
21年12月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 51,000 △18.4 2,500 △59.7 2,500 △57.2 1,100 △63.7 40.07
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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、４～５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、４～５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．本資料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
況の変化により、予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、資料の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」をご覧ください。 
２．当期の配当（予想）につきましては、経営環境の先行きが依然不透明であることから、当期の業績、将来の投資計画等を見極めた上で、別途決定いた
したいと存じます。なお、配当予想額の開示につきましては、可能となった時点で速やかに開示を行う予定であります。 
３．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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号た
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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12月期第2四半期 28,235,000株 20年12月期  28,235,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  784,141株 20年12月期  784,082株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 27,450,895株 20年12月期第2四半期 28,208,759株
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当第２四半期累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）における世界経済は、金融危機の影響が実

体経済に波及し、景気悪化が鮮明となりました。米国経済は設備投資や住宅投資の大幅な減少が見られ、個人

消費も低迷する等総じて悪化が続きました。欧州経済も生産や輸出が減少し、雇用情勢の悪化から個人消費が

低迷しました。中国経済は公共投資を中心とした大規模な景気刺激策の効果もあり、景気持ち直しの動きが見

られました。  

一方わが国経済は、世界的な景気悪化の影響により、大規模な生産調整や企業収益の悪化を背景に、雇用情

勢が一段と厳しくなり、個人消費が落ち込むなど景気は後退し、非常に厳しい経営環境となりました。 

当社グループ関連市場におきましても、急激な市場の悪化を受け、デジタルスチルカメラの出荷台数・金額は

コンパクトタイプ、一眼レフタイプともに減少となりました。  

このような状況の下、当社グループの当第２四半期累計期間における経営成績は、コンパクトデジタルカメ

ラ市場低迷の影響や前年同期に比べ為替レートが円高で推移したこと等により、売上高は216億53百万円（前年

同期比28.6％減）となりました。利益面につきましては、原価の低減や販管費の抑制に注力した結果、第２四

半期の営業損益はプラスに転じたものの、第１四半期のマイナスを補いきれず、営業損失29百万円（前年同期

は営業利益34億24百万円）、経常損失40百万円（前年同期は経常利益34億70百万円）となりました。また、厚

生年金基金脱退に伴う追加損失11億30百万円の特別損失計上等により、四半期純損失は６億77百万円（前年同

期は四半期純利益22億80百万円）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写真関連事業 

写真関連事業は、昨年発売いたしました世界最高倍率15倍を誇る超高倍率ズームのAF18-270mm F/3.5-6.3 

DiⅡ VC （Model B003）や超広角ズームレンズSP AF10-24mm F/3.5-4.5 DiⅡ（Model B001）等の売上が順調

に伸びたことで、自社ブランド製品は増収となりましたが、顧客メーカーの生産・在庫調整の影響を受けた

ことにより、ＯＥＭ関連が減収となりました。 

このような結果、写真関連事業の売上高は123億80百万円（前年同期比7.4％減）となり、営業利益は９億

50百万円（前年同期比54.2％減）となりました。 

②レンズ関連事業 

レンズ関連事業は、主にコンパクトデジタルカメラ用レンズユニットが、急激な市場の悪化による顧客メー

カーの生産・在庫調整や販売価格下落の影響により、大幅な減収となりました。 

このような結果、レンズ関連事業の売上高は57億93百万円（前年同期比53.2％減）となり、営業損失は２億

93百万円（前年同期は営業利益16億92百万円）となりました。 

③特機その他事業 

特機その他事業は、主にＣＣＴＶカメラ用レンズが世界的な景気後退を受けた設備投資の落ち込み等の影響

により、減収となりました。 

この結果、特機その他事業の売上高は34億79百万円（前年同期比23.9％減）となり、営業利益は２億49百万

円（前年同期比63.1％減）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は464億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億19百万円減少いた

しました。うち、流動資産が28億87百万円減少し、271億75百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金

が19億98百万円減少したことによるものであります。固定資産は１億68百万円増加し、192億81百万円となりまし

た。これは主に繰延税金資産が６億18百万円増加したことによるものであります。 

また負債は140億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億２百万円減少いたしました。うち、流動負債が

23億10百万円減少し、110億58百万円となりました。これは主に厚生年金基金脱退損失引当金が11億49百万円減少

したことによるものであります。固定負債は、３億７百万円増加し、29億87百万円となりました。これは主に長

期借入金が２億80百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、324億10百万円となり前連結会計年度末に比べ７億16百万円減少いたしました。これは主に利益剰余

金が13億63百万円減少したこと、為替換算調整勘定の残高が△９億48百万円(前連結会計年度末は△14億96百万

円)となったことによるものであります。 この結果、自己資本比率は69.8%(前連結会計年度末比2.4ポイント増

加)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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ４億９

百万円減少し、103億42百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

減価償却費が18億71百万円、売上債権の減少額が20億81百万円となった一方、税金等調整前四半期純

損失が11億65百万円、厚生年金基金脱退損失引当金の減少額が11億49百万円、法人税等の支払額が６億

39百万円となったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、11億17百万円(前年同期は34億

23百万円）の収入となりました。 

（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が10億35百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・

フローは11億30百万円(前年同期は30億60百万円)の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金による収入が10億円あった一方、短期借入金の純減少額が１億91百万円、長期借入金返済

による支出が７億18百万円、配当金の支払による支出６億87百万円となったこと等により、財務活動に

よるキャッシュ・フローは５億98百万円(前年同期は15億７百万円)の支出となりました。 

（注）前年同四半期との増減値等は参考値として記載しております。 

第３四半期以降の景気動向につきましては、一部では在庫調整の一巡等により生産に回復の動きが見られます

が、雇用・所得環境の悪化を背景とした個人消費の低迷が懸念される等、景気低迷の長期化が予想されます。 

通期の業績見通しにつきましては、このような厳しい経営環境が当面続くものと予想されることから、平成21年

２月６日発表の通期業績予想を平成21年７月28日に発表いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に関す

るお知らせ」にて以下の通り修正しております。  

  なお、この業績予想は、為替レート１米ドル＝95円、１ユーロ＝130円を前提としております。 

平成21年12月期通期の連結業績予想の修正（平成21年1月１日～平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

一部の海外連結子会社において、税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計

年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

（百万円）

  
前回発表予想 

（Ａ） 

今回修正予想 

（Ｂ） 

増減額 

（Ｂ-Ａ） 

前期実績 

（Ｃ） 

増減率 

（Ｂ-Ｃ）/（Ｃ） 

売上高  53,600  51,000  △2,600  62,537  △18.4％ 

営業利益  4,200  2,500  △1,700  6,198 △59.7％ 

経常利益  3,600  2,500  △1,100  5,842 △57.2％ 

当期純利益  2,500  1,100  △1,400  3,029 △63.7％ 

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
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１．「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（たな卸資産）  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社は主として月別移動平均法による原価

法、海外連結子会社は主として先入先出法による低価法によっておりましたが、当連結会計年度の第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）が適用されたことに伴い、当社および海外連結子会社は、主として月別移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

また、上記の会計基準の適用にあたって、従来は営業外費用に計上していた「たな卸資産廃棄損」を、

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より売上原価に含めております。 

この変更に伴い、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、183,351千円増加

し、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ141,926千円増加しております。なお、セグメ

ント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。 

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 

当連結会計年度の第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）を適用しております。 

この変更に伴う、損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、当連結会計年

度の第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更して

おります。 

この変更に伴う、損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,342,961 10,752,065

受取手形及び売掛金 7,500,882 9,499,434

製品 4,836,082 4,886,292

仕掛品 1,393,888 1,509,495

原材料及び貯蔵品 1,451,923 1,563,706

繰延税金資産 883,332 830,972

その他 816,183 1,093,531

貸倒引当金 △49,337 △71,949

流動資産合計 27,175,918 30,063,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,426,970 8,297,092

減価償却累計額 △4,260,877 △4,069,963

建物及び構築物（純額） 4,166,092 4,227,128

機械装置及び運搬具 13,066,740 12,677,063

減価償却累計額 △7,018,795 △6,312,021

機械装置及び運搬具（純額） 6,047,944 6,365,041

工具、器具及び備品 11,876,365 11,097,451

減価償却累計額 △9,327,725 △8,534,961

工具、器具及び備品（純額） 2,548,640 2,562,490

その他 1,355,003 1,187,451

有形固定資産合計 14,117,681 14,342,112

無形固定資産 1,436,021 1,687,809

投資その他の資産   

投資有価証券 1,233,720 1,066,642

繰延税金資産 1,258,245 640,190

その他 1,310,216 1,383,277

貸倒引当金 △74,647 △7,110

投資その他の資産合計 3,727,535 3,083,000

固定資産合計 19,281,238 19,112,922

資産合計 46,457,156 49,176,471
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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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,382,104 3,694,320

短期借入金 4,706,340 4,781,966

未払法人税等 147,684 708,100

役員賞与引当金 12,500 69,000

厚生年金基金脱退損失引当金 － 1,149,664

その他 2,810,368 2,966,113

流動負債合計 11,058,997 13,369,164

固定負債   

長期借入金 1,555,464 1,274,848

退職給付引当金 1,160,274 1,134,728

その他 271,902 270,819

固定負債合計 2,987,640 2,680,395

負債合計 14,046,638 16,049,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,923,075 6,923,075

資本剰余金 7,440,327 7,440,327

利益剰余金 20,426,808 21,790,201

自己株式 △1,521,290 △1,521,227

株主資本合計 33,268,920 34,632,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,765 △9,455

為替換算調整勘定 △948,166 △1,496,010

評価・換算差額等合計 △858,401 △1,505,465

純資産合計 32,410,518 33,126,911

負債純資産合計 46,457,156 49,176,471
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 21,653,599

売上原価 15,887,156

売上総利益 5,766,443

販売費及び一般管理費 5,795,844

営業損失（△） △29,401

営業外収益  

受取利息 15,989

その他 101,345

営業外収益合計 117,334

営業外費用  

支払利息 67,444

製品補償費用 32,005

その他 28,940

営業外費用合計 128,390

経常損失（△） △40,457

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,997

特別利益合計 5,997

特別損失  

厚生年金基金脱退損失 1,130,776

特別損失合計 1,130,776

税金等調整前四半期純損失（△） △1,165,236

法人税等 △488,116

四半期純損失（△） △677,120
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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21年１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損失（△） △1,165,236

減価償却費 1,871,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,807

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減
少）

△1,149,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,545

受取利息及び受取配当金 △29,752

支払利息 67,444

売上債権の増減額（△は増加） 2,081,486

たな卸資産の増減額（△は増加） 482,494

仕入債務の増減額（△は減少） △452,858

その他 32,040

小計 1,797,034

利息及び配当金の受取額 28,912

利息の支払額 △69,558

法人税等の支払額 △639,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,117,359

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 △1,035,242

無形固定資産の取得による支出 △95,796

その他 1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,130,018

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） △191,942

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 △718,524

配当金の支払額 △687,198

その他 △1,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △598,843

現金及び現金同等物に係る換算差額 202,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △409,103

現金及び現金同等物の期首残高 10,752,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,342,961
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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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正

後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

各事業区分の主要製品は次のとおりです。 

２．会計処理の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、当連結

会計年度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日公表分）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「写真

関連事業」で80,288千円、「特機その他事業」で14,609千円それぞれ減少し、営業損失は、「レンズ関連

事業」で88,453千円増加しております。 

（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〕

  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

写真関連 
事業（千円） 

レンズ関連
事業（千円） 

特機その他
事業（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 
 12,380,205 5,793,796 3,479,597 21,653,599  － 21,653,599

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  12,380,205 5,793,796 3,479,597 21,653,599  － 21,653,599

営業利益又は 

営業損失（△） 
 950,816 △293,363 249,068 906,522 ( ) 935,923 △29,401

事業区分 主要製品

写真関連事業 一眼レフカメラ用交換レンズ 

レンズ関連事業 
ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、携帯電話用レン

ズユニット 

特機その他事業 
ＣＣＴＶカメラ用レンズユニット、精密金型、精密プラスチック成

形品、原器、各種光学用デバイス部品等 
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 （注）１．国又は地域の区分は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

① 北米………………米国 

② 欧州………………ドイツ、フランス 

③ アジア……………香港、中国 

３．会計処理の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、当連結

会計年度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日公表分）を適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「欧

州」で103千円、「アジア」で32,389千円それぞれ減少し、営業損失は、「日本」で150,857千円増加して

おります。 

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

・北米  ………  米国、カナダ 

・欧州  ………  ドイツ、イギリス、フランス、北欧等 

・アジア ………  香港、中国等 

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〕

  
当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

  
日 本 
（千円） 

北 米 
（千円） 

欧 州
（千円） 

アジア
（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 
 14,606,013 2,134,582 3,640,365 1,272,638  21,653,599  － 21,653,599

（2）セグメント間

の内部売上高 
 4,675,095 2,890 － 9,811,963  14,489,949 ( )14,489,949 －

計  19,281,108 2,137,473 3,640,365 11,084,601  36,143,549 ( )14,489,949 21,653,599

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △186,904 11,739 302,133 680,101  807,069 ( )836,470 △29,401

〔海外売上高〕

  
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

  北 米 欧 州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,512,786  3,906,826  7,715,965  14,135,577

Ⅱ 連結売上高（千円）          21,653,599

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.6  18.1  35.6  65.3

（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等 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高    30,321,830

Ⅱ 売上原価  20,841,955

売上総利益  9,479,875

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,055,087

営業利益  3,424,788

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息  39,895

２．為替差益 55,324

３．その他 163,068  258,289

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 82,465

２．棚卸資産廃棄損 91,441

３．固定資産除却損 20,031

４．その他 18,173  212,111

経常利益  3,470,965

Ⅵ 特別利益 

  貸倒引当金戻入益 12,303  12,303

税金等調整前中間純利益  3,483,269

法人税、住民税及び事業税 1,271,629

法人税等調整額 △69,012  1,202,617

中間純利益  2,280,651
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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20年１月１日 
至 平成20年６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      

１．税金等調整前中間純利益  3,483,269

２．減価償却費   1,759,563

３．役員賞与引当金の減少額 △46,000

４．退職給付引当金の減少額 △1,086

５．受取利息及び受取配当金 △51,101

６．支払利息   82,465

７．有形固定資産除却損  20,031

８．売上債権の増加額 △1,321,768

９．たな卸資産の増加額 △118,054

10．仕入債務の増加額  557,482

11．その他   97,801

小計   4,462,602

12．利息及び配当金の受取額   51,101

13．利息の支払額 △87,164

14．法人税等の支払額 △1,002,796

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,423,743

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１．有形固定資産の取得による支出 △2,351,009

２．無形固定資産の取得による支出 △125,078

３．投資有価証券の取得による支出 △527,452

４．貸付による支出 △8,060

５．貸付金の回収による収入  5,001

６．その他 △54,226

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,060,825

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入金の純増減 △422,081

２．長期借入れによる収入  700,000

３．長期借入金返済による支出 △799,291

４．配当金の支払額 △985,998

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,507,371

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △217,311

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,361,764

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  13,520,940

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  12,159,176
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前中間連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,017,718千円であり、 

その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。 

前中間連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

・北米  ………  米国 

・欧州  ………  ドイツ、フランス 

・アジア ………  香港、中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,017,718千円であり、 

その主なものは、当社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
写真関連 
事業（千円） 

レンズ関連
事業（千円） 

特機その他
事業（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 
 13,365,421  12,382,594  4,573,815  30,321,830  －  30,321,830

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  13,365,421  12,382,594  4,573,815  30,321,830  －  30,321,830

営業費用  11,290,707  10,689,676  3,898,939  25,879,323  1,017,718  26,897,042

営業利益  2,074,714  1,692,917  674,875  4,442,507  (1,017,718)  3,424,788

事業区分 主要製品 

写真関連事業 一眼レフカメラ用交換レンズ 

レンズ関連事業 
ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、

携帯電話用レンズユニット 

特機その他事業 

ＣＣＴＶカメラ用レンズユニット、プロジェクター

用レンズユニット、精密金型、精密プラスチック成

形品、原器、各種光学用デバイス部品等 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日 本 
（千円） 

北 米 
（千円） 

欧 州
（千円） 

アジア
（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 
 23,326,877 2,508,581 3,483,233 1,003,138  30,321,830  － 30,321,830

（2）セグメント間

の内部売上高 
 4,501,037 － － 13,940,872  18,441,910 (18,441,910) －

計  27,827,914 2,508,581 3,483,233 14,944,011  48,763,740 (18,441,910) 30,321,830

営業費用  25,212,745 2,342,024 2,918,848 13,875,994  44,349,612 (17,452,569) 26,897,042

営業利益  2,615,169 166,557 564,384 1,068,016  4,414,128 (989,340) 3,424,788
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前中間連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

・北米  ………  米国、カナダ 

・欧州  ………  ドイツ、イギリス、フランス、北欧等 

・アジア ………  香港、中国等 

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であります。 

〔海外売上高〕

  
北 米
（千円） 

欧 州
（千円） 

アジア
（千円） 

計 
（千円） 

Ⅰ 海外売上高  2,644,705  4,087,391  11,007,680  17,739,778

Ⅱ 連結売上高  30,321,830

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.7  13.5  36.3  58.5
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