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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 308,685 △16.9 46,999 △20.6 40,793 △40.2 25,993 △50.9
21年3月期第3四半期 371,269 ― 59,155 ― 68,260 ― 52,944 ―

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3四半期 60.05 60.00
21年3月期第3四半期 122.31 122.31

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3四半期 552,748 340,881 61.3 782.28
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3四半期  338,619百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 30.00 ―
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  
（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。ただし、通期業績の予想
が、前連結会計年度の実績値との対比においてその差異が開示基準に達する見通しとなりました。詳細は、本日公表の「平成22年３月期 通期業績予想
に関するお知らせ」をご覧ください。 

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

通期 411,000 △9.5 61,000 3.2 55,500 △21.9 35,000 39.4 80.86
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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、６ページ【定性的情報・財務諸表】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） 

(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（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。 
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、その時点での株価の動向や経
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きます。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3四半期 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3四半期  2,157,112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3四半期 432,857,227株 21年3月期第3四半期 432,858,542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３四半期連結累計期間のわが国経済は、2008年秋以降の急速な景気の悪化から 悪期を脱し、生産や輸出に回

復基調が出てまいりました。ただ、依然として生産設備や雇用の過剰感は強く、円高やデフレの進行と併せて先行き

不透明な状況が続いております。 

 そうしたなか当社グループの状況も、４月以降の受注に戻り感があり、当第３四半期連結累計期間は、当第１四半

期連結会計期間、同じく第２四半期連結会計期間と、四半期ごとに直前四半期連結会計期間比較では増収となりまし

た。しかしながら、前第３四半期連結累計期間との９ヶ月間の比較では、景気の悪化による受注の減少と円高の影響

により減収となりました。 

 営業利益は、主力部門の減収の影響により前第３四半期連結累計期間に比べて減益となりましたが、営業損失であ

った前第４四半期連結会計期間を底に収益性は改善しております。 

 この結果、当累計期間の売上高は3,086億８千５百万円となりました。また、営業利益は469億９千９百万円、四半

期純利益は259億９千３百万円となりました。 

 （2）当第３四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。売上高は外部顧客に対する売上高を記載しております。

   ①エレクトロオプティクス部門 

 世界的な景気の悪化は底を打った感があり、半導体産業も全般的には回復基調にありますが、半導体製造用のマス

クブランクスおよびフォトマスクは、開発用あるいは高精度品の受注は遅れ気味で、円高の影響も受け、前第３四半

期連結累計期間に比べて減収となりました。液晶パネル製造用の大型マスクは、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、前第３四半期連結累計期間に比べて数量的に増加しましたが、依然として価格低下

が厳しく減収となりました。ＨＤＤ（ハードディスク装置）用ガラスディスクは、前第４四半期連結累計期間の市場

の大幅な在庫調整からの受注の回復がありましたが、前第３四半期連結累計期間と比べますと円高とＨＤＤの単価下

落による価格低下が大きく、また、ＨＤＤ業界の再編による受注数の減少があり減収となりました。光学レンズは、

デジタルカメラの販売台数は当年度になって増加に転じたものの、デジカメメーカーの自社のレンズ内製設備の稼働

率の向上により当社レンズの受注増加には直接結びつかず、平均単価も製品ミックスの影響で低下しており、前第３

四半期連結累計期間に比べて減収となりました。 

  営業利益は、利益の出なかった前第４四半期連結会計期間を底に四半期ごとに収益性は回復してまいりましたもの

の、当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）を前第３四半期連結累計期間に比べますと、受注額の減少と製品価格の低

下、また受注の急回復に一部製品の製造が追いつかなかったことによる生産効率の低さ等により減益となりました。

 この結果、当部門の売上高は1,066億６千７百万円となりました。営業利益は204億７千６百万円となりました。 

  ②ホトニクス部門 

 景気の低迷による設備投資の縮小・延期の状況は、一部市場では明るさが見えましたものの全般的には低調で、当

社製品の受注も減少し、前第３四半期連結累計期間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て

おりますが、前第３四半期連結累計期間に比べて減益となりました。 

   この結果、当部門の売上高は39億２千２百万円となりました。営業利益は４億７千１百万円となりました。 

  ③ビジョンケア部門 

 メガネレンズの国内市場は価格低下の影響で低迷が続いており、売上高の半分以上を占める海外市場では円高の影

響が大きく、事業全体で前第３四半期連結累計期間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第３四半期連結累計期間に比べて減益とな

りました。 

    この結果、当部門の売上高は770億２千４百万円となりました。営業利益は168億５千９百万円となりました。 

  ④ヘルスケア部門 

 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、前第３四半期連結累計期間に比べて増収となりました。眼内レンズ（ＩＯＬ）は軟性（ソフト）レンズが

好調に推移しましたので、前第３四半期連結累計期間に比べますと円高の影響がありましたものの増収となりまし

た。 

    この結果、当部門の売上高は402億６千８百万円となりました。営業利益は94億５千６百万円となりました。 
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  ⑤ペンタックス部門 

 医療用内視鏡は、景気の低迷による医療機関の買い控えがあり、売上高の大半を占める海外売上が円高の影響を大

きく受けましたので、前第３四半期連結累計期間に比べて減収となりました。 

 デジタルカメラは、意欲的な新製品を市場に投入した結果、一眼レフカメラの販売台数は前第３四半期連結累計期

間と比べて増加しましたが、他社との厳しい価格競争もあり全体としては減収となりました。 

 この結果、当部門の売上高は802億３千万円となりました。営業損益は、前連結会計年度に実施した構造改革によ

るコスト削減の効果等により、14億３千６百万円の営業利益となり、営業損失であった前第３四半期連結累計期間に

比べて収益性が大きく改善しました。 

   所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。売上高は外部顧客に対する売上高を記載しております。  

 ①日本 

 エレクトロオプティクス部門は製品単価の下落や円高の影響により、減収・減益となりました。ビジョンケア部門

は価格低下の影響で低迷が続いており、減収となりましたが、コスト削減の結果、増益となりました。ペンタックス

部門は、景気の低迷している中で他社との厳しい価格競争もあり減収となりましたが、前年度に実施した構造改革に

よるコスト削減の効果等があったため、損失が縮小いたしました。 

   この結果、当地域の売上高は1,802億６千４百万円となりました。営業利益は115億９千９百万円となりました。 

 ②米州 

 北米は景気の回復は始まっているものの依然として低迷した状態がつづいております。消費者のマインドが冷え込

んでおり減収となりましたが、ペンタックス部門を中心としたコスト削減の効果等もあり、増益となりました。 

   この結果、当地域の売上高は367億７百万円となりました。営業利益は２千７百万円となりました。 

 ③欧州 

 ビジョンケア部門は、市場としては厳しい状況の中、売上が順調に推移し、増収・増益となりました。ペンタック

ス部門は、デジタルカメラ市場の落ち込みが大きく、減収となりましたが、構造改革によるコスト削減の効果等があ

り、増益となりました。 

   この結果、当地域の売上高は627億２千２百万円となりました。営業利益は58億２千３百万円となりました。 

 ④アジア 

 エレクトロオプティクス部門は、円高の影響と製品単価の下落により、減収・減益となりました。ビジョンケア部

門は増収・増益となったものの、エレクトロオプティクス部門の落ち込みを補えず、アジア全体では減収・減益とな

りました。 

   この結果、当地域の売上高は289億９千万円となりました。営業利益は260億３百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）当第３四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産等の状況 

 当第３四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382億４千１百万円減少しました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が107億３千４百万円増加しましたが、現金及び預金が396億６千５百万円、たな卸資

産が81億３千２百万円それぞれ減少したためであります。固定資産は、１億６百万円減少しました。総資産は前連結

会計年度末に比べて383億４千８百万円減少し、5,527億４千８百万円となりました。 

 負債は412億１千９百万円減少し、2,118億６千７百万円となりました。これは、主にコマーシャル・ペーパーが

319億８千１百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が80億５千２百万円それぞれ減少したため

であります。純資産は、3,408億８千１百万円となりました。 

 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3,386億１千９百万円となり、自己資本比率は61.3％と

なりました。 

（２）当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益331億１千６百万円と減価償却費255億５千２百万円、た

な卸資産の増減額79億３百万円を主体としたキャッシュの増加、売上債権の増減額101億１千８百万円、退職特別加

算金の支払額61億６千３百万円、法人税等の支払額95億４千５百万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591億７千８百万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152億２千４百万円、連結範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出34億２千２百万円を主体として279億４千５百万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319億８千万円、配当金の支払額282億５

千４百万円を主体として、708億４千８百万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、1,705億１千１百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   （通期の予想） 

   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 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しております。 

   ただし、通期業績の予想が、前連結会計年度の実績値との対比においてその差異が開示基準に達する見通しとな

りました。詳細は、本日公表の「平成22年３月期 通期業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 
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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） 

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３四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、第２四半期連結会計期間

末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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 174,875 214,540

受取手形及び売掛金 93,608 82,874

商品及び製品 28,539 35,366

仕掛品 8,964 11,434

原材料及び貯蔵品 25,620 24,456

繰延税金資産 5,427 6,368

その他 11,027 12,106

貸倒引当金 △1,839 △2,683

流動資産合計 346,224 384,465

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 35,507 37,097

機械装置及び運搬具（純額） 41,598 47,075

工具、器具及び備品（純額） 15,851 16,429

土地 14,383 15,755

建設仮勘定 9,276 12,959

有形固定資産合計 116,617 129,317

無形固定資産 25,644 22,150

投資その他の資産   

投資有価証券 9,984 11,328

繰延税金資産 37,151 36,643

その他 17,628 7,740

貸倒引当金 △502 △548

投資その他の資産合計 64,262 55,163

固定資産合計 206,524 206,630

資産合計 552,748 591,096
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,251 29,557

短期借入金 382 2,144

1年内返済予定の長期借入金 3,615 4,402

コマーシャル・ペーパー 9,997 41,978

未払費用 18,510 17,884

未払法人税等 4,919 7,273

賞与引当金 2,437 4,754

役員賞与引当金 38 51

製品保証引当金 749 793

その他 18,996 22,150

流動負債合計 95,898 130,989

固定負債   

社債 99,977 99,972

長期借入金 2,423 9,688

退職給付引当金 8,182 8,488

特別修繕引当金 1,223 998

その他 4,161 2,948

固定負債合計 115,968 122,097

負債合計 211,867 253,086

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 365,958 368,108

自己株式 △7,972 △7,984

株主資本合計 380,148 382,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △219 △304

為替換算調整勘定 △41,309 △46,669

評価・換算差額等合計 △41,529 △46,973

新株予約権 1,183 938

少数株主持分 1,078 1,758

純資産合計 340,881 338,009

負債純資産合計 552,748 591,096
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 371,269 308,685

売上原価 211,249 174,985

売上総利益 160,020 133,699

販売費及び一般管理費 100,864 86,700

営業利益 59,155 46,999

営業外収益   

受取利息 3,647 624

為替差益 5,318 －

その他 4,578 3,617

営業外収益合計 13,545 4,242

営業外費用   

支払利息 1,899 1,692

持分法による投資損失 985 873

為替差損 － 5,821

その他 1,555 2,061

営業外費用合計 4,440 10,448

経常利益 68,260 40,793

特別利益   

過年度受取手数料 3,200 －

固定資産売却益 118 255

投資有価証券売却益 9,704 －

事業譲渡益 883 －

その他 953 77

特別利益合計 14,859 333

特別損失   

固定資産売却損 781 637

固定資産除却損 － 266

減損損失 1,523 789

環境対策費 18 2,246

退職特別加算金 2,141 1,691

投資有価証券評価損 2,419 253

その他 541 2,124

特別損失合計 7,425 8,010

税金等調整前四半期純利益 75,695 33,116

法人税、住民税及び事業税 8,965 6,642

法人税等調整額 13,865 316

法人税等合計 22,831 6,959

少数株主利益又は少数株主損失（△） △79 163

四半期純利益 52,944 25,993
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 75,695 33,116

減価償却費 37,397 25,552

減損損失 1,523 789

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158 △915

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,666 △2,323

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 59 224

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △324

受取利息及び受取配当金 △3,710 △679

支払利息 1,899 1,692

為替差損益（△は益） △10,063 6,589

持分法による投資損益（△は益） 985 873

固定資産売却損益（△は益） 663 382

固定資産除却損 － 266

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △7,255 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 253

事業譲渡損益（△は益） △883 －

退職特別加算金 2,141 1,691

売上債権の増減額（△は増加） 10,198 △10,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 580 7,903

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,084 △1,291

仕入債務の増減額（△は減少） △13,386 6,631

未払消費税等の増減額（△は減少） 271 609

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,041 2,913

その他 △484 △36

小計 85,994 73,799

利息及び配当金の受取額 3,127 745

利息の支払額 △905 △1,227

退職特別加算金の支払額 △271 △6,163

法人税等の支払額 △32,638 △9,545

法人税等の還付額 7,387 1,570

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,693 59,178
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 △6,709 △2,341

定期預金の払戻による収入 － 4,700

有形固定資産の取得による支出 △28,326 △15,224

有形固定資産の売却による収入 2,062 1,893

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 17,875 42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,153 △3,422

少数株主に対する合併交付金の支出 △9,319 △72

貸付けによる支出 △139 －

貸付金の回収による収入 162 －

事業譲渡による収入 1,300 －

その他の支出 △2,764 △14,107

その他の収入 415 586

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,344 △27,945

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） △3,342 △1,761

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 10,778 △31,980

長期借入れによる収入 133 225

長期借入金の返済による支出 △1,546 △8,212

自己株式の売却による収入 2 6

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △28,130 △28,254

少数株主への配当金の支払額 △304 △158

子会社の自己株式の取得による支出 － △709

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,413 △70,848

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,928 2,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,992 △37,416

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 164,343 170,511
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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〕 

 （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。 

  

  

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

情報・通信 アイケア 

ペンタック
ス  

（百万円）

その他 
（百万円）

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）

売上高                  

(1）外部顧客に対する売上高 141,328 5,310 86,037 37,641 100,159 792 371,269 － 371,269

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
250 487 6 － 664 3,054 4,464 (4,464) －

計 141,579 5,798 86,043 37,641 100,824 3,846 375,734 (4,464) 371,269

営業利益又は営業損失（△） 39,678 549 16,948 8,909 △3,930 95 62,251 (3,095) 59,155

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

情報・通信 アイケア 

ペンタック
ス  

（百万円）

その他 
（百万円）

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）

売上高                  

(1）外部顧客に対する売上高 106,667 3,922 77,024 40,268 80,230 572 308,685 － 308,685

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
734 438 0 － 10 2,911 4,095 (4,095) －

計 107,402 4,360 77,024 40,268 80,241 3,483 312,780 (4,095) 308,685

営業利益 20,476 471 16,859 9,456 1,436 516 49,216 (2,217) 46,999

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、充填剤 

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〕 

 （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） 

  

 （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） 

なお、第１四半期連結会計期間より、海外売上高区分を変更したことに伴い、「北米」区分を「米州」区分に名称

変更しております。 

  

  

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
214,207 43,506 77,264 36,290 371,269 － 371,269 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
47,823 550 699 116,418 165,493 (165,493) － 

計 262,031 44,057 77,964 152,709 536,762 (165,493) 371,269 

営業利益又は営業損失

（△） 
13,671 △465 2,739 36,121 52,066 7,088 59,155 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
180,264 36,707 62,722 28,990 308,685 － 308,685 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
31,755 453 458 99,021 131,688 (131,688) －

計 212,020 37,160 63,181 128,011 440,373 (131,688) 308,685 

営業利益 11,599 27 5,823 26,003 43,454 3,545 46,999 
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〔海外売上高〕 

 （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 

 （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 

３．海外売上高区分の変更 

従来、中南米（ブラジル）を「その他の地域」に含めて表示しておりましたが、グループ戦略として重要性

が高まることから、第１四半期連結会計期間より従来の「北米」に中南米を加え「米州」として区分表示す

ることに変更しております。なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

  

（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。また、平成21年

11月25日付で平成21年９月30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３四半期連結累計期

間において利益剰余金が28,135百万円減少しております。 

 
前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

北米 欧州 アジア その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 44,615 79,516 109,654 1,124 234,909 

連結売上高（百万円）         371,269 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
12.0 21.4 29.6 0.3 63.3 

 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

米州 欧州 アジア その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 37,106 63,951 93,179 647 194,885 

連結売上高（百万円）         308,685 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
12.0 20.7 30.2 0.2 63.1 
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６．その他の情報 

（重要な後発事象） 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

連結子会社の吸収合併に係る反対株主からの自己株式買取請求について  

 当社は、平成22年１月１日を合併期日として、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社であるＨＯＹＡヘル

スケア株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（簡易合併）を実施いたしましたが、この合併に反対する当社

の株主から会社法第797条第１項に基づく株式買取請求（1,876,000株）が行われました。 

 当該株主と買取価格について、個別に協議を行い、一部の株主との間で現在も協議を行っております。 

（四半期貸借対照表関係） 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

偶発債務（訴訟関係） 

 当社子会社であるHOYA LENS DEUTSCHLAND GMBH（ドイツ）は、2008年12月、ドイツ連邦カルテル庁より異議告

知書を受領しました。当社及びHOYA LENS DEUTSCHLAND GMBHは本件に対し、当局による調査に適切に対応してま

いりました。 

 これにより、現時点において将来発生が見込まれる金額を合理的に見積り、特別損失の「その他」（976百万

円）として計上しております。 

 なお、合意を予定していない項目については、当局の今後の調査の進展に伴い、追加的な損失等が発生する可

能性もありますが、現在のところその影響を合理的に見積ることは困難であり、当該事象が四半期連結財務諸表

に与える影響は明らかではありません。 
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