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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 11,168 20.7 705 ― 709 ― 447 ―
21年12月期第1四半期 9,252 ― △485 ― △546 ― △677 ―

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12月期第1四半期 16.32 ―
21年12月期第1四半期 △24.70 ―

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12月期第1四半期 48,419 32,756 67.7 1,193.28
21年12月期 47,391 32,929 69.5 1,199.58

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  32,756百万円 21年12月期  32,929百万円

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22年12月期の１株当たり配当金については未定であります。 

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12月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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   

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

23,900 10.4 1,300 ― 1,200 ― 800 ― 29.14

通期 53,000 6.2 4,600 100.4 4,300 90.0 2,600 304.6 94.71
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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） 

(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。 

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12月期第1四半期 28,235,000株 21年12月期  28,235,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  784,248株 21年12月期  784,158株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 27,450,788株 21年12月期第1四半期 27,450,915株
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当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）における世界経済を概観しますと、米

国経済は、雇用情勢に薄明かりが見え始める等、緩やかな回復モードに入ったようですが、欧州経済は、ギリ

シャの財政問題等もあり、先行き不透明な状況が続きました。中国経済は内需を中心に２ケタ成長となる等、

引き続き堅調に推移いたしました。 

一方わが国経済は、企業収益の改善が続き、消費者マインドも横ばいで推移する等、景気は持ち直しの兆し

が見られました。  

 当社グループ関連市場におきましては、大規模な生産、出荷調整が行われた前年同期に比べ、デジタルスチ

ルカメラは一眼レフタイプ、コンパクトタイプともに大幅な増加となりました。 

このような状況の下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における経営成績は、主に主力事業である

写真関連事業が堅調に推移したことにより、売上高は111億68百万円（前年同期比20.7％増）となりました。利

益面につきましては、売上高の増加に加え、昨年後半からの原価低減効果もあり、営業利益７億５百万円（前

年同期は営業損失４億85百万円）、経常利益７億９百万円（前年同期は経常損失５億46百万円）、四半期純利

益４億47百万円（前年同期は四半期純損失６億77百万円）と大幅な改善となりました。 

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、自社ブランド製品は高倍率ズームレンズを中心に前年比売上を伸ばし、ＯＥＭ関連も市

場の回復に伴い大幅な増収となりました。 

このような結果、写真関連事業の売上高は67億72百万円（前年同期比37.5％増）となり、営業利益は増収

による売上総利益の増加により、５億37百万円（前年同期比162.1％増）となりました。 

②レンズ関連事業 

レンズ関連事業は、主力のコンパクトデジタルカメラ用レンズユニットの売上高は前年並みとなりました

が、中高級機種市場の回復もあり、高付加価値機種の販売が好調に推移しました。 

このような結果、レンズ関連事業の売上高は25億47百万円（前年同期比4.7％減）となり、営業利益は売上総

利益率の大幅な改善等により、３億70百万円（前年同期は営業損失３億89百万円）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カメラ用レンズが設備投資等の回復に伴い増収となりました。 

このような結果、特機その他事業の売上高は18億47百万円（前年同期比11.7％増）となり、営業利益は増収

による売上総利益の増加により、２億54百万円（前年同期比43.3％増）となりました。  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は484億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億27百万円増加いた

しました。うち、流動資産が13億87百万円増加し、319億18百万円となりました。これは主に、現金及び預金が10

億67百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が10億87百万円、仕掛品が10億98百万円それぞれ増加したことに

よるものであります。固定資産は３億60百万円減少し、165億円となりました。これは主に有形固定資産が１億65

百万円減少したことによるものであります。 

また負債は156億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億円増加いたしました。うち、流動負債が６億27

百万円増加し、125億31百万円となりました。これは主に買掛金が２億29百万円、短期借入金が89百万円それぞれ

増加したことによるものであります。固定負債は、５億72百万円増加し、31億31百万円となりました。これは主

に長期借入金が６億10百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、327億56百万円となり前連結会計年度末に比べ１億72百万円減少いたしました。これは主に利益剰余

金が２億38百万円減少したことによるものであります。 

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１四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10億67

百万円減少し、108億19百万円となりました。 

（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が７億10百万円、減価償却費が７億48百万円となった一方、売上債権の増

加額が12億２百万円、たな卸資産の増加が12億79百万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、５億66百万円の支出（前年同期は１億76百万円の支出）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４億26百万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４億52百万円の支出（前年同期は６億99百万円の支出）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10億１百万円あった一方、配当金の支払額が６億86百万円、長期借入金返済

による支出が３億15百万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１百万円の支

出（前年同期は６億93百万円の支出）となりました。  

今後の国内外の景気動向につきましては、企業収益にも改善傾向が見られ、緩やかな回復基調ではありますが、

依然として低迷する雇用情勢の長期化が懸念される等、楽観できない状況が続くものと予想されます。 

第２四半期連結累計期間及び通期業績予想につきましては、平成22年２月５日の決算短信発表時の予想に変更は

ありません。 

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に際しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②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。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異

の発生状況に著しい変化が無いと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績

予測やタックスプランニングを利用する方法により算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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１四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。 

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,819,627 11,887,019

受取手形及び売掛金 10,654,761 9,566,922

製品 4,430,086 4,323,744

仕掛品 2,347,112 1,248,922

原材料及び貯蔵品 1,524,197 1,479,295

繰延税金資産 897,024 916,514

その他 1,300,204 1,165,739

貸倒引当金 △54,895 △57,496

流動資産合計 31,918,119 30,530,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,411,199 8,461,764

減価償却累計額 △4,475,478 △4,399,799

建物及び構築物（純額） 3,935,721 4,061,964

機械装置及び運搬具 12,836,885 12,688,540

減価償却累計額 △7,543,682 △7,363,708

機械装置及び運搬具（純額） 5,293,203 5,324,832

工具、器具及び備品 12,550,988 12,451,142

減価償却累計額 △10,491,667 △10,224,678

工具、器具及び備品（純額） 2,059,320 2,226,463

その他 1,218,492 1,059,376

有形固定資産合計 12,506,736 12,672,637

無形固定資産 1,078,573 1,156,808

投資その他の資産   

投資有価証券 1,334,553 1,190,926

繰延税金資産 530,538 701,044

その他 1,119,873 1,209,123

貸倒引当金 △69,332 △69,271

投資その他の資産合計 2,915,632 3,031,822

固定資産合計 16,500,942 16,861,268

資産合計 48,419,062 47,391,931
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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３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,966,235 3,736,609

短期借入金 5,404,805 5,315,065

未払法人税等 144,272 103,370

役員賞与引当金 12,500 10,300

その他 3,003,751 2,738,806

流動負債合計 12,531,565 11,904,151

固定負債   

長期借入金 1,691,788 1,081,580

退職給付引当金 1,165,682 1,203,497

その他 273,631 273,347

固定負債合計 3,131,101 2,558,425

負債合計 15,662,667 14,462,576

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 21,096,414 21,334,711

自己株式 △1,521,408 △1,521,304

株主資本合計 33,938,408 34,176,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162,546 77,121

為替換算調整勘定 △1,344,560 △1,324,576

評価・換算差額等合計 △1,182,013 △1,247,455

純資産合計 32,756,394 32,929,354

負債純資産合計 48,419,062 47,391,931
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,252,751 11,168,268

売上原価 6,831,310 7,442,945

売上総利益 2,421,440 3,725,323

販売費及び一般管理費 2,906,584 3,019,853

営業利益又は営業損失（△） △485,143 705,470

営業外収益   

受取利息 7,821 4,885

その他 34,364 25,075

営業外収益合計 42,185 29,961

営業外費用   

支払利息 34,071 21,606

為替差損 23,159 3,312

製品補償費用 32,005 －

その他 13,990 1,411

営業外費用合計 103,227 26,331

経常利益又は経常損失（△） △546,185 709,100

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,575 1,117

特別利益合計 3,575 1,117

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△542,610 710,218

法人税等 135,293 262,244

四半期純利益又は四半期純損失（△） △677,903 447,973
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△542,610 710,218

減価償却費 906,394 748,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,583 △2,755

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,511 △37,901

受取利息及び受取配当金 △7,821 △4,885

支払利息 34,071 21,606

売上債権の増減額（△は増加） 1,806,369 △1,202,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,589 △1,279,396

仕入債務の増減額（△は減少） △1,584,906 212,173

その他 51,061 408,810

小計 497,064 △426,168

利息及び配当金の受取額 6,561 6,260

利息の支払額 △36,169 △22,399

法人税等の支払額 △644,425 △124,459

営業活動によるキャッシュ・フロー △176,969 △566,765

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 △648,164 △426,079

無形固定資産の取得による支出 △51,763 △5,162

その他 732 △21,651

投資活動によるキャッシュ・フロー △699,195 △452,893

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） △130,807 －

長期借入れによる収入 500,000 1,001,040

長期借入金の返済による支出 △376,169 △315,692

配当金の支払額 △685,950 △686,905

その他 △818 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △693,746 △1,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 124,415 △46,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,445,494 △1,067,391

現金及び現金同等物の期首残高 10,752,065 11,887,019

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,306,570 10,819,627
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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21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第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、営業利益は、「写真関連事業」で61,505千円、

「特機その他事業」で11,377千円それぞれ減少し、営業損失は、「レンズ関連事業」で22,787千円増加し

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〕

  
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 
 4,926,030 2,672,077 1,654,643 9,252,751  － 9,252,751

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  4,926,030 2,672,077 1,654,643 9,252,751  － 9,252,751

営業利益又は営業損失

（△） 
 204,954 △389,023 177,298 △6,770  (478,373) △485,143

  
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 
 6,772,793 2,547,478 1,847,997 11,168,268  － 11,168,268

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  6,772,793 2,547,478 1,847,997 11,168,268  － 11,168,268

営業利益  537,278 370,540 254,074 1,161,893  (456,423) 705,470

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、車載用レンズ、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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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

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 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第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、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、「欧州」で363千円、「アジア」で34,452

千円それぞれ減少し、営業損失は、「日本」で60,853千円増加しております。 

〔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 
 6,041,698 1,061,176 1,585,406 564,469  9,252,751  － 9,252,751

（2）セグメント間

の内部売上高 
 2,094,472 2,835 － 3,904,247  6,001,555 (6,001,555) －

計  8,136,171 1,064,012 1,585,406 4,468,716  15,254,307 (6,001,555) 9,252,751

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △430,642 △18,128 91,465 201,350  △155,955 (329,188) △485,143

  
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 
 7,648,794 995,220 1,673,295 850,958  11,168,268  － 11,168,268

（2）セグメント間

の内部売上高 
 2,259,594 － － 5,438,805  7,698,399 (7,698,399) －

計  9,908,389 995,220 1,673,295 6,289,763  18,866,668 (7,698,399) 11,168,268

営業利益  813,236 12,919 94,057 523,920  1,444,133 (738,663) 705,470
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

   

〔海外売上高〕

  北 米 欧 州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,113,327  1,720,476  2,793,025  5,626,829

Ⅱ 連結売上高（千円）        9,252,751

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 12.0  18.6  30.2  60.8

  北 米 欧 州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,274,668  1,812,840  5,080,341  8,167,849

Ⅱ 連結売上高（千円）        11,168,268

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.4  16.2  45.5  73.1

（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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