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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 6,417 6.6 619 △24.7 536 127.2 477 ―

21年10月期第1四半期 6,021 ― 822 ― 236 ― △232 ―

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10月期第1四半期 19.63 ―

21年10月期第1四半期 △9.55 ―

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10月期第1四半期 52,851 38,967 73.2 1,591.21
21年10月期 52,367 39,250 74.4 1,601.91

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  38,707百万円 21年10月期  38,967百万円

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

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10月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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  有  
 

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

12,800 41.8 900 ― 800 ― 600 ― 24.67

通期 25,000 28.3 1,400 ― 1,500 ― 900 ― 37.00
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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  無  
（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 

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。 

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10月期第1四半期 25,450,000株 21年10月期  25,450,000株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  1,124,281株 21年10月期  1,124,281株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 24,325,719株 21年10月期第1四半期 24,325,901株
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（当第１四半期の経営成績） 

  当第１四半期連結会計期間における国内外の経済の概況は、アジア地域では景気刺激策の効果もあり、中国やイ

ンドは内需を中心に景気は拡大し、その他の諸国も総じて、回復基調となりました。一方、米国や欧州地域では雇

用情勢が引き続き悪化するなど厳しい状況となったものの、景気刺激策により景気は緩やかな持ち直しが見られま

した。わが国経済も雇用情勢は依然として厳しく、消費者物価が継続的に下落するなど、景気は力強さに欠ける緩

やかな持ち直しとなりました。 

 当社グループが関連する光事業の関連機器市場では、デジタルカメラは一眼レフタイプの需要は底堅く推移した

ものの、コンパクトタイプでは需要の停滞や販売価格の下落が続きました。エレクトロニクス関連機器市場では、

ハードディスクドライブはモバイル用途の小型ノートパソコン向けに需要は増加しましたが、販売価格は下落傾向

が続きました。また、液晶用露光装置向け極低膨張ガラスセラミックスも需要の回復が見られました。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の業績は、次のとおりとなりました。 

 売上高は、一眼レフカメラや交換レンズ向け光学ガラス製品の需要が堅調に推移したことや、ハードディスク基

板材の需要が回復したことなどにより、6,417百万円（前年同期比6.6％増）となりました。  

 損益面では、前期後半からの稼働率の上昇に対して固定費の削減に取り組んでまいりましたが、販売価格の下落

を吸収しきれず、売上総利益は1,889百万円（同14.9％減）となりました。販売費及び一般管理費は、グループを

挙げて業務の効率化活動に取り組んだ結果、1,270百万円（同9.1％減）となりましたが、営業利益は619百万円

（同24.7％減）となりました。経常利益は為替差損の減少などにより536百万円（同127.2％増）となりました。 

 これらの結果、四半期純利益は477百万円（前年同期は232百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 事業別の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、一眼レフデジタルカメラや交換レンズの需要が底堅く推移した

ことに伴いレンズブランクスの需要も増加しましたが、一部製品では販売価格が下落しました。一方、光学ブロ

ック品は特殊用途向け指定型品の需要が減少しました。これらの結果、当事業の売上高は3,963百万円（前年同

期比1.1％増）、営業利益は328百万円（同46.6％減）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、ノートパソコン用ハードディスクドライブ向けに需要が大幅に増

加しました。また、極低膨張ガラスセラミックスは特殊用途向けの需要が増加しました。一方、半導体用露光装

置向け高均質硝材や石英ガラスは、需要の回復が遅れました。これらの結果、当事業の売上高は2,453百万円

（前年同期比16.8％増）、営業利益は290百万円（同40.5％増）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堅調に推移し、特殊用途向け極低膨張ガラスセラミックスの需要や

ハードディスク基板材の需要が増加したことから、売上高は4,054百万円（前年同期比21.0％増）、営業利益は

333百万円（前年同期は99百万円の営業損失）となりました。 

② アジア 

  デジタル一眼レフや交換レンズ向けレンズブランクスは需要が増加したものの、コンパクトデジタルカメラ向

けは、需要の停滞や販売価格の下落が見られたことから、売上高は1,962百万円（前年同期比6.8％減）となりま

したが、固定費の圧縮など生産効率の向上に努めた結果、営業利益は522百万円（同4.7％増）となりました。 

③ 北米 

  特殊用途向け光学製品や半導体用露光装置向け高均質硝材の需要が減少したことなどから、売上高は197百万

円（前年同期比24.6％減）、営業利益は17百万円（同64.5％減）となりました。 

④ 欧州  

  光学プレス品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202百万円（前年同期

比33.2％減）、営業利益は29百万円（同60.8％減）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１四半期の財政状態の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は52,851百万円（前連結会計年度末比0.9％増）となりました。これは

主に、有形固定資産の減少653百万円などがあったものの、受取手形及び売掛金の増加842百万円や、現金及び預

金の増加366百万円があったことなどによるものであります。 

 負債合計は13,883百万円（同5.8％増）となりました。これは主に、賞与引当金の減少104百万円や未払金の減

少152百万円はあったものの、支払手形及び買掛金の増加1,020百万円があったことなどによるものであります。

  純資産合計は38,967百万円（同0.7％減）となりました。これは主に、四半期純利益を477百万円計上したもの

の、配当金の支払い364百万円や為替が円高に振れたことにより、為替換算調整勘定が345百万円変動したことな

どによるものであります。 

  

(２)当第１四半期のキャッシュ・フローの状況 

  当第１四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、売上債権の増加によ

る支出などがあったものの、税金等調整前四半期純利益を計上したことや、仕入債務の増加があったことなどに

より、前連結会計年度末に比べ346百万円増加し、8,918百万円となりました。      

 当第１四半期連結会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1,019百万円（前年同期は1,551百万円の収入）となりました。 

 これは売上債権の増加による支出1,031百万円などがあったものの、仕入債務の増加による収入が1,208百万円

あったことや、税金等調整前四半期純利益を537百万円計上したこと、減価償却費及びその他の償却費の計上が

511百万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148百万円（前年同期は328百万円の支出）となりました。   

  これは定期預金の払戻による収入が44百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が119百万円あっ

たこと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）  

  財務活動の結果使用した資金は409百万円（前年同期は594百万円の支出）となりました。    

  これは主に、長期及び短期の借入金の減少による支出が38百万円があったことや、配当金の支払いが365百万

円あったことが主な要因であります。 

  

  

 当社グループの第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間の状況を踏まえ、

売上高や利益面で予想を上回る見込みであることから、平成21年12月17日に公表いたしました連結業績予想を修正い

たしました。詳細につきましては本日発表の「平成22年10月期 第２四半期累計期間業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、国内外の景気見通しが、依然として不透明であることから、期初の通期業

績予想についての修正はありません。 

  

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
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 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採用しておりますが、重要なものはありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,180,563 6,814,275

受取手形及び売掛金 8,065,689 7,222,694

有価証券 2,007,034 2,006,664

商品及び製品 1,299,068 1,511,876

仕掛品 3,337,503 3,344,187

原材料及び貯蔵品 1,791,480 1,581,903

繰延税金資産 573,112 478,791

その他 292,678 391,727

貸倒引当金 △15,407 △16,765

流動資産合計 24,531,722 23,335,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,063,847 9,130,811

減価償却累計額 △4,625,169 △4,562,911

建物及び構築物（純額） 4,438,678 4,567,900

機械装置及び運搬具 18,827,031 18,945,453

減価償却累計額 △11,713,204 △11,446,860

機械装置及び運搬具（純額） 7,113,826 7,498,593

工具、器具及び備品 11,825,430 11,858,782

減価償却累計額 △1,522,932 △1,490,031

工具、器具及び備品（純額） 10,302,497 10,368,751

土地 209,007 210,498

建設仮勘定 75,508 147,578

有形固定資産合計 22,139,519 22,793,322

無形固定資産 60,824 57,999

投資その他の資産   

投資有価証券 4,052,473 4,097,996

長期貸付金 2,229 2,432

長期預金 1,400,000 1,400,000

繰延税金資産 9,480 13,185

その他 654,997 667,700

投資その他の資産合計 6,119,181 6,181,314

固定資産合計 28,319,524 29,032,637

資産合計 52,851,247 52,367,992
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,141,083 2,121,016

短期借入金 5,809,240 5,834,360

未払法人税等 108,642 62,635

繰延税金負債 － 2,584

賞与引当金 331,291 435,955

役員賞与引当金 13,566 56,056

未払金 814,978 967,223

その他 406,290 347,455

流動負債合計 10,625,091 9,827,288

固定負債   

長期借入金 759,970 773,280

繰延税金負債 967,999 973,283

退職給付引当金 1,187,960 1,161,203

役員退職慰労引当金 239,052 280,257

特別修繕引当金 74,600 66,800

環境対策引当金 27,734 27,734

長期未払金 145 6,308

その他 870 870

固定負債合計 3,258,332 3,289,736

負債合計 13,883,424 13,117,025

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 27,745,811 27,633,281

自己株式 △1,548,850 △1,548,850

株主資本合計 39,982,746 39,870,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,459,076 1,486,252

為替換算調整勘定 △2,734,505 △2,388,936

評価・換算差額等合計 △1,275,429 △902,683

少数株主持分 260,505 283,434

純資産合計 38,967,823 39,250,967

負債純資産合計 52,851,247 52,367,992
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 6,021,180 6,417,041

売上原価 3,800,899 4,527,516

売上総利益 2,220,281 1,889,524

販売費及び一般管理費 1,398,044 1,270,264

営業利益 822,237 619,260

営業外収益   

受取利息 21,117 6,492

受取配当金 9,366 6,415

受取地代家賃 3,588 3,338

負ののれん償却額 25,134 －

その他 22,537 29,249

営業外収益合計 81,743 45,496

営業外費用   

支払利息 16,950 20,608

為替差損 642,289 102,667

その他 8,719 5,237

営業外費用合計 667,959 128,514

経常利益 236,021 536,242

特別利益   

固定資産売却益 352 1,060

特別利益合計 352 1,060

特別損失   

固定資産除却損 215 270

投資有価証券評価損 164,750 －

特別損失合計 164,965 270

税金等調整前四半期純利益 71,408 537,032

法人税等 335,561 53,466

少数株主利益又は少数株主損失（△） △31,834 6,148

四半期純利益又は四半期純損失（△） △232,317 477,416
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 71,408 537,032

減価償却費及びその他の償却費 599,973 511,917

負ののれん償却額 △25,134 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,748 20,533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,429 6,916

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,341 △101,351

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,843 △493

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △2,700 7,800

投資有価証券評価損益（△は益） 164,750 －

受取利息及び受取配当金 △30,483 △12,908

支払利息 16,950 20,608

為替差損益（△は益） 257,450 56,940

固定資産売却損益（△は益） △352 △1,060

固定資産除却損 215 270

売上債権の増減額（△は増加） 1,829,264 △1,031,114

たな卸資産の増減額（△は増加） △434,730 △111,551

仕入債務の増減額（△は減少） △160,529 1,208,872

その他 411,994 △13,202

小計 2,345,211 1,099,209

利息及び配当金の受取額 31,049 12,536

利息の支払額 △13,773 △11,261

法人税等の支払額 △811,156 △80,994

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,551,332 1,019,490

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 214,899 44,016

定期預金の預入による支出 △2,844 △67,870

有形固定資産の取得による支出 △528,315 △119,302

有形固定資産の売却による収入 551 1,581

無形固定資産の取得による支出 △14,567 △7,484

その他 1,568 658

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,708 △148,400

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） 136,477 6,000

長期借入金の返済による支出 △116,430 △44,430

自己株式の取得による支出 △16 －

配当金の支払額 △608,326 △365,077

その他 △5,835 △5,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,131 △409,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 △626,583 △115,335
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,908 346,249

現金及び現金同等物の期首残高 6,208,311 8,572,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,210,219 8,918,570
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31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 

  

（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）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,919,560  2,101,620  6,021,180  －  6,021,180

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （ ）－  －

計  3,919,560  2,101,620  6,021,180 （ ）－  6,021,180

営業利益  615,564  206,672  822,237 （ ）－  822,237

  
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）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,963,156  2,453,884  6,417,041  －  6,417,041

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （ ）－  －

計  3,963,156  2,453,884  6,417,041 （ ）－  6,417,041

営業利益  328,843  290,417  619,260 （ ）－  619,260

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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前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31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   

〔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 
 3,349,350  2,106,745  262,238  302,846  6,021,180  －  6,021,180

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,388,600  1,563,422  －  －  2,952,022 (2,952,022)  －

計  4,737,950  3,670,167  262,238  302,846  8,973,203 (2,952,022)  6,021,180

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △99,814  499,230  50,215  75,731  525,361  296,875  822,237

  
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 
 4,054,247  1,962,914  197,715  202,164  6,417,041  －  6,417,041

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,545,726  1,577,111  －  －  3,122,838 (3,122,838)  －

計  5,599,974  3,540,025  197,715  202,164  9,539,879 (3,122,838)  6,417,041

営業利益  333,930  522,744  17,816  29,691  904,183  (284,922)  619,260
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１月31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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,703,460  237,192  300,046  3,240,699

Ⅱ 連結売上高（千円）       －         －       －  6,021,180

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 44.9  3.9  5.0  53.8

  アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,041,733  184,015  203,225  3,428,974

Ⅱ 連結売上高（千円）       －         －       －  6,417,041

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 47.4  2.9  3.1  53.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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