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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 413,524 △9.0 64,327 8.9 57,805 △18.7 37,875 50.8
21年3月期 454,194 △5.7 59,094 △37.8 71,080 △29.0 25,109 △69.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 87.52 87.44 11.1 10.1 15.6
21年3月期 58.01 58.00 6.9 11.1 13.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  255百万円 21年3月期  △314百万円

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 549,736 351,472 63.5 809.12
21年3月期 591,096 338,009 56.7 774.65

（参考） 自己資本   22年3月期  349,052百万円 21年3月期  335,313百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 83,981 △40,723 △84,976 167,938
21年3月期 90,975 △34,328 △5,800 207,928

2.  配当の状況 

（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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00 28,135 112.0 7.7
22年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00 28,084 74.3 8.2
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）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。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

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）  有  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 HOYAヘルスケア株式会社 ）

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 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  3,617,264株 21年3月期  2,160,060株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 252,027 △9.9 5,243 ― 137,258 ― 135,498 ―
21年3月期 279,618 8.4 △5,734 ― 8,971 △74.7 △16,953 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 313.11 312.82
21年3月期 △39.17 ―

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 339,329 166,188 48.6 382.38
21年3月期 342,438 61,228 17.6 139.28

（参考） 自己資本 22年3月期  164,957百万円 21年3月期  60,290百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 
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。 
４．本資料は、当社の評価を行なうための参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資等の 終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い 
します。投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 

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

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 ① 全般の状況 

 当連結会計年度のわが国経済は、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ましたものの、全体的な受注の減少と円高の

影響により前連結会計年度に比べて減収となりました。 

 営業利益は、エレクトロオプティクス部門では減収の影響で前連結会計年度に比べて減益となりましたが、アイケ

ア分野は増益を確保し、ペンタックス部門は構造改革の成果により収益性が改善し大幅増益となりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は4,135億２千４百万円となりました。営業利益は643億２千７百万円となりま

した。当期純利益は378億７千５百万円となりました。前連結会計年度にペンタックスセグメントの各事業部門にお

いて、固定資産の減損処理の実施等により多額の特別損失を計上しましたが、当連結会計年度は前連結会計年度に比

べて特別損失の計上が少ないため、当期純利益は大幅な増益となりました。 

 ② 当連結会計年度の部門別の状況 

 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 

 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製品ミックスが変化し、価格

の下落もあり、円高の影響と併せて前連結会計年度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、当連結会計年度に入り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、前連結会計年度に比べて数

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、サブストレートの受注は前連結会計年度第４四半期の市場の大幅な在庫調整からいち早く回復し、円

高とＨＤＤの単価下落があったものの、前連結会計年度に比べて好調に推移しましたが、メディアはＨＤＤ業界の

再編による受注数の減少と単価下落の影響で伸び悩み、ディスク全体ではわずかながら減収となりました。光学レ

ンズは、デジタルカメラ販売台数が下期急速に回復傾向にあり前連結会計年度に比べて台数ベースで微増となりま

した。レンズ売上はデジタルカメラ用は増加したもののカメラ付き携帯用が減少したことと、市場価格に連動した

単価下落により、前連結会計年度に比べて減収となりました。 

 当部門の営業利益は、前連結会計年度に比べて、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1,433億７千５百万円となりました。営業利益は288億２千３百万円となりました。

 ２）ホトニクス部門 

 景気の低迷による企業の設備投資の状況は、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、前連結会計年度に比べて減収となりました。一方、構造改革により固定費削減を進めており、

前連結会計年度に比べて増益となりました。  

 この結果、当部門の売上高は55億２千６百万円となりました。営業利益は７億６千万円となりました。 

    前期比増減率または金額 

売上高  413,524 百万円 △9.0 ％  

営業利益  64,327 百万円 8.9 ％  

経常利益 57,805 百万円 △18.7 ％  

当期純利益  37,875 百万円 50.8 ％  

１株当たり当期純利益  87.52 円  29.51 円  
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 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、事業全体で前連結会計年度に比べて減収となりました。しかしながら特注品生産の効率化等により

利益率が向上しましたので、営業利益は前連結会計年度に比べて増益となりました。 

 この結果、当部門の売上高は1,036億２千５百万円となりました。営業利益は223億５千万円となりました。 

 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、高付加価値商品の販売拡

大、および過去 高レベルの新規出店により、前連結会計年度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、円高の影響がありましたものの前連結会計年度に比べて増収

となり、営業利益もそれに伴い増益となりました。 

 この結果、当部門の売上高は540億１千２百万円となりました。営業利益は123億３千６百万円となりました。 

 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、前連結会計年度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連結会計年度に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1,061億５千万円となりました。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収益性が大きく改善し、前連結会計年度の大幅な営業損失から転じて27億６千８

百万円の営業利益となりました。 

  

 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・減益となりました。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、増益となりました。 

 この結果、当地域の売上高は2,401億８千７百万円となりました。営業利益は180億５千７百万円となりました。

 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・減益となりました。 

 この結果、当地域の売上高は492億６千４百万円となりました。営業利益は３億９千１百万円となりました。 

 ３）欧州 

 ビジョンケア部門は、円高の影響等により減収となりましたが、コストの削減により増益となりました。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826億９千３百万円となりました。営業利益は67億８百万円となりました。 

 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413億７千９百万円となりました。営業利益は341億３千３百万円となりました。 
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(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末では、前連結会計年度末に比べて、受取手形及び売掛金が107億３千８百万円増加しましたが、

現金及び預金が412億３千３百万円、たな卸資産が97億９千１百万円それぞれ減少したため、流動資産は392億１千８

百万円減少しました。 

 固定資産は、21億４千１百万円減少しました。総資産は前連結会計年度末に比べて413億６千万円減少し、5,497億

３千６百万円となりました。 

 負債は、主にコマーシャル・ペーパーが419億７千８百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

が89億８千３百万円それぞれ減少したため、548億２千２百万円減少し、1,982億６千４百万円となりました。 

 純資産は、主に利益剰余金が96億１千９百万円、為替換算調整勘定が66億９千５百万円それぞれ増加したため、

3,514億７千２百万円となりました。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3,490億５千２百万円

となりました。 

 当連結会計年度の自己資本比率は63.5％となり、前連結会計年度の56.7％から6.8ポイント上がりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益497億６千１百万円と、

減価償却費345億３百万円を中心とした収入から、売上債権の増加額108億２千９百万円、法人税等の支払額107億２

千６百万円などを減算すると、839億８千１百万円の純収入となりました。 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、エレクトロオプティクス部門の次期製品対応投資

を中心とした有形固定資産の取得による支出266億５千万円、その他投資に関する支出148億９千２百万円を主体とし

て407億２千３百万円の純支出となりました。 

 当連結会計年度における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282億３千６百万円を主因として、849億７千６百万円の純支出となりました。 

 以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ399億８千９百万円減少

し、1,679億３千８百万円となりました。 

    

総資産  549,736 百万円

純資産 351,472 百万円

自己資本比率 63.5 ％  

    

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,981 百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,723 百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,976 百万円 

現金及び現金同等物期末残高 167,938 百万円 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  利益の処分につきましては、株主各位への利益還元と従業員の福祉、および将来の事業展開のための内部留保の充

実とのバランスを考慮し、中長期的な視点でキャッシュニーズを見ながら定めていきたいと考えております。 

 内部留保金につきましては、トップシェア企業の供給責任を果たすための生産能力の確保と次世代製品の開発に向

けた設備投資、およびＨＯＹＡブランド確立のためのマーケット投資等に優先的に充当してまいります。さらに企業

価値向上のためのＭ＆Ａ（企業の合併と買収）も積極的に可能性を追求し、競争力強化のための研究開発と合わせて

タイムリーに投資していく考えであります。 

 当連結会計年度の利益配当金につきましては、将来の成長に備えた内部留保金とのバランスを考慮し、期末配当金

は、１株あたり35円とさせていただきたく存じます。すでに実施済みの中間配当金１株あたり30円と合わせて、年間

配当金は１株あたり65円となります。 

(4）事業等のリスク 

 ①  為替レートの変動 

 ＨＯＹＡグループでは、事業をグローバルに展開していますが、主要生産国の為替レートの上昇は、輸出価格

の上昇を招き、連結ベースでコストの上昇をもたらす可能性があります。主要販売国の為替レートの下落は、売

上高の減少を起こすおそれがあります。 

 ②  国際情勢の影響 

 今後、ある地域でヒト・モノ・カネの動きが異常に抑制された場合、また、ＨＯＹＡグループが事業を行って

いる国々で、政治・経済または法環境の変化、労働力の不足、ストライキ、天災地変、事故等の予期せぬ事象が

起きた場合には、事業の遂行に問題が生じる可能性があります。 

 ③  生産材のビジネスである点 

 ＨＯＹＡ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製品、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。 

 ④  消費材分野におけるディスカウンターの出現と価格低下 

 近年、従来になかった安売り店が出現し、価格低下を引き起こしています。これら安売り店の影響が、ＨＯＹ

Ａグループが進めているコストダウンと高付加価値戦略で吸収しきれないほど進むと、ＨＯＹＡグループの業績

と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤  新製品開発力 

 ＨＯＹＡグループでは、絶えず 先端の技術を開発するよう努めていますが、業界と市場の変化を充分に予測

できず、顧客のニーズにあった新製品をタイムリーに開発できない場合には、ＨＯＹＡグループの業績と財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥  競合 

 ＨＯＹＡグループは、多くの製品で業界トップシェアを有していますが、絶えず厳しい競争にさらされていま

す。ＨＯＹＡグループが、将来においてもその圧倒的なシェアを保持し続け、有効に競争できるという保証はな

く、価格面での圧力または有効に競争できないことによる顧客離れは、ＨＯＹＡグループの業績と財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦  生産能力 

 ＨＯＹＡグループでは、各製品について、顧客の受注に応える十分な生産能力の確保に努めていますが、なん

らかの要因により、生産上の問題が発生したり新規設備の立ち上げが遅れるようなことがあれば、ＨＯＹＡグル

ープの業績への影響のみならず、得意先の生産・販売計画に影響を与え、競合他社のシェア拡大等の恐れがあ

り、ＨＯＹＡグループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑧  新規事業 

 将来の成長のために新規事業は重要ですが、有望な新規事業の目途がつかない場合はＨＯＹＡグループの成長

が計画どおり進まないおそれがあります。また、事業戦略の一環として企業買収等を行うことがありますが、買

収後に予期せぬ障害が出てきて予定外の時間と費用がかかり、ＨＯＹＡグループの業績と財務状況に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 ⑨  情報漏洩に関するリスク 

 ＨＯＹＡグループでは、事業の遂行において多くの個人情報や機密情報を保有しており、情報の管理について

は様々な対策を講じています。しかしながら、万一、情報の流出が発生した場合には、当グループの社会的信用

の低下と多大な賠償責任が発生する可能性があります。 
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 ⑩  知的財産に関するリスク 

 ＨＯＹＡグループでは、新製品開発や生産、販売活動を行う上で、他社の知的財産権を侵害することがないよ

う事前調査を徹底していますが、ＨＯＹＡグループの認識の範囲外で第三者より知的財産権侵害を主張される可

能性は否定できません。そのような場合、訴訟費用が発生するだけでなく、訴訟の結果によっては、当該技術を

利用できない可能性や多額の損害賠償責任を負う可能性があります。 

 ⑪  製品の品質に関するリスク 

 ＨＯＹＡグループでは、厳しい品質基準に基づき多様な製品を製造しています。しかしながら、万一、品質問

題が発生し、リコールや製造物責任が問われる場合には、回収費用が発生するだけでなく、顧客の信頼を著しく

損ない、製品によっては、多額な損害賠償責任が発生する可能性があります。 

 ⑫  人材確保・育成に関するリスク 

 ＨＯＹＡグループの継続的な成長は、あらゆる分野における優秀な人材の確保・育成に大きく依存していま

す。しかしながら、雇用環境の多様化が急速に進む中で、有能な人材の流出防止や新たな人材の獲得・育成がで

きない場合には、ＨＯＹＡグループの成長や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑬  資材等の調達に関するリスク 

 ＨＯＹＡグループの生産活動において、原材料・部品等の一部に、その特殊性から調達先が限定されているも

のや調達先の代替が困難なものがあり、調達先の災害や事故、仕入価格の高騰等で、部品の安定的調達が確保で

きない可能性があります。その場合は、製品の出荷遅延による機会損失等が発生し、ＨＯＹＡグループの業績と

財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑭  敵対的買収に伴い企業価値が損なわれるリスク 

 ＨＯＹＡグループでは、経営者の責務は企業買収者から会社を防衛する策を講じることにあるのではなく、株

主の付託を受けた者として、今後の企業成長をめざし、業績向上と財務体質の強化に努め企業価値を高めていく

ことが重要と考えています。それでも実際に敵対的買収が行なわれた場合には、ＨＯＹＡグループの業績と財務

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成21年６月22日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、企業価値の 大化を重点方針に掲げ、世界市場においてトップシェアを獲得すべく、グローバ

ルにグループ経営を推し進めております。多岐にわたる事業運営において、経営資源の 適な組み合わせにより、

競争力を 大限に引き出し、業績向上に取り組んでまいります。 

 当社グループにおける経営課題は以下の通りです。 

(2）会社の対処すべき課題 

① 市場の変化への柔軟な対応と効率的な経営資源の活用 

  当社グループの事業領域は多岐にわたっておりますが、市場の動向にすばやく柔軟に対応していくために、市

場の顧客のニーズを的確に把握し、競合に先んじた戦略を立案してまいります。当社グループの経営資源を適切

に配分し、設備投資、事業提携、M&A、事業の撤退・縮小といった判断をタイムリーに行ってまいります。 

② 新たな事業、技術の創出 

  企業収益を確保し、成長し続けるためには、既存事業の伸長はもとより、他社に真似のできない技術を開発

し、新たな事業を創出していくことにより、従来とは異なる成長分野を生み出すことが重要な課題と認識してお

ります。 

    世界に通用する技術や競争優位性の高い製品の開発、新規事業の開拓・創造、そして次代を担う人材の獲得・

育成にさらに力を注いでまいります。 

   ③ メディカル事業分野の事業拡大 

   高齢化が進み、医療の現場では医師・患者双方の要求として負担軽減・治療の短時間化が望まれるようにな

り、低侵襲医療が加速度的に普及してきております。当社グループは、光学の知識・経験を応用した医療（メデ

ィカル）分野（現在のアイケア分野とペンタックスの医療用内視鏡を主力製品とする）を戦略的成長分野と位置

づけ、経営資源を優先的に投入し事業の拡大を図ってまいります。 

   ④ 情報・通信分野の安定的な収益の確保 

   情報・通信分野は市場が成熟化してきましたが、安定的な収益が望める事業分野として、顧客との連携強化に

よる技術開発・製品の差別化の推進、新製品開発を加速してまいります。同時に生産拠点の海外移転・統廃合、

生産技術の革新によるコストダウンにも力を注いでまいります。そして、ここで生み出される収益を今後の成長

分野である医療（メディカル）分野に振り向けてまいります。 

   このように、メディカル分野と情報・通信分野のバランスを取ることにより、市況や得意先の景況による当社

業績の変動幅を軽減し、景気に左右されにくい企業体質を固めてまいります。 

   ⑤ デジタルカメラ部門の収益向上 

   ペンタックスのデジタルカメラ部門は、競争が非常に厳しい状況ですが、生産拠点の海外への集約化、人員の

適正配置等の事業構造改革の効果により、製品の差別化と新製品のタイムリーな市場投入、顧客本位のマーケテ

ィングの強化等により収益性の向上を図ってまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 214,540 173,307

受取手形及び売掛金 82,874 93,612

商品及び製品 35,366 26,590

仕掛品 11,434 8,804

原材料及び貯蔵品 24,456 26,070

繰延税金資産 6,368 5,973

その他 12,106 12,713

貸倒引当金 △2,683 △1,825

流動資産合計 384,465 345,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 37,097 36,957

機械装置及び運搬具（純額） 47,075 38,715

工具、器具及び備品（純額） 16,429 15,793

土地 15,755 15,817

建設仮勘定 12,959 11,905

有形固定資産合計 129,317 119,189

無形固定資産 22,150 24,569

投資その他の資産   

投資有価証券 11,328 11,054

繰延税金資産 36,643 32,656

その他 7,740 17,523

貸倒引当金 △548 △504

投資その他の資産合計 55,163 60,730

固定資産合計 206,630 204,489

資産合計 591,096 549,736

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,557 33,128

短期借入金 2,144 334

1年内返済予定の長期借入金 4,402 3,277

コマーシャル・ペーパー 41,978 －

未払費用 17,884 16,151

未払法人税等 7,273 4,469

賞与引当金 4,754 4,717

役員賞与引当金 51 33

製品保証引当金 793 879

その他 22,150 20,997

流動負債合計 130,989 83,989
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 99,972 99,978

長期借入金 9,688 1,829

退職給付引当金 8,488 8,244

特別修繕引当金 998 917

その他 2,948 3,304

固定負債合計 122,097 114,274

負債合計 253,086 198,264

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 368,108 377,727

自己株式 △7,984 △11,010

株主資本合計 382,286 388,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △304 147

為替換算調整勘定 △46,669 △39,974

評価・換算差額等合計 △46,973 △39,827

新株予約権 938 1,231

少数株主持分 1,758 1,188

純資産合計 338,009 351,472

負債純資産合計 591,096 549,736
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 454,194 413,524

売上原価 264,289 233,075

売上総利益 189,905 180,449

販売費及び一般管理費 130,810 116,121

営業利益 59,094 64,327

営業外収益   

受取利息 4,017 831

為替差益 7,151 －

持分法による投資利益 － 255

その他 5,765 4,560

営業外収益合計 16,934 5,647

営業外費用   

支払利息 2,347 2,205

為替差損 － 6,488

持分法による投資損失 314 －

減価償却費 620 417

その他 1,665 3,057

営業外費用合計 4,948 12,169

経常利益 71,080 57,805

特別利益   

貸倒引当金戻入額 94 10

特別修繕引当金戻入額 40 30

過年度受取手数料 3,200 1,013

固定資産売却益 365 287

投資有価証券売却益 9,704 －

事業譲渡益 886 －

その他 1,010 182

特別利益合計 15,301 1,523

特別損失   

固定資産売却損 545 658

固定資産除却損 602 1,012

投資有価証券評価損 2,327 586

減損損失 30,458 833

退職特別加算金 6,743 1,932

環境対策費 64 1,882

独禁法関連損失 － 1,446

その他 1,581 1,215

特別損失合計 42,323 9,568

税金等調整前当期純利益 44,058 49,761

法人税、住民税及び事業税 9,845 7,127

法人税等調整額 9,407 4,461

法人税等合計 19,253 11,589

少数株主利益又は少数株主損失（△） △304 296

当期純利益 25,109 37,875
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,264 6,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,264 6,264

資本剰余金   

前期末残高 15,898 15,898

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,898 15,898

利益剰余金   

前期末残高 373,887 368,108

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,750 －

当期変動額   

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益 25,109 37,875

自己株式の処分 △2 △121

当期変動額合計 △3,029 9,618

当期末残高 368,108 377,727

自己株式   

前期末残高 △7,984 △7,984

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 5 249

当期変動額合計 △0 △3,025

当期末残高 △7,984 △11,010

株主資本合計   

前期末残高 388,066 382,286

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,750 －

当期変動額   

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益 25,109 37,875

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 2 128

当期変動額合計 △3,030 6,593

当期末残高 382,286 388,879
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △834 △304

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 530 451

当期変動額合計 530 451

当期末残高 △304 147

為替換算調整勘定   

前期末残高 3,851 △46,669

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,521 6,694

当期変動額合計 △50,521 6,694

当期末残高 △46,669 △39,974

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,016 △46,973

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,990 7,146

当期変動額合計 △49,990 7,146

当期末残高 △46,973 △39,827

新株予約権   

前期末残高 632 938

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 305 292

当期変動額合計 305 292

当期末残高 938 1,231

少数株主持分   

前期末残高 2,909 1,758

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,150 △569

当期変動額合計 △1,150 △569

当期末残高 1,758 1,188

純資産合計   

前期末残高 394,625 338,009

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,750 －

当期変動額   

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益 25,109 37,875

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 2 128

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,835 6,869

当期変動額合計 △53,865 13,462

当期末残高 338,009 351,472
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４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   

税金等調整前当期純利益 44,058 49,761

減価償却費 50,030 34,503

減損損失 30,458 833

貸倒引当金の増減額（△は減少） 586 △889

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,716 △49

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △18 △81

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,721 △282

受取利息及び受取配当金 △4,080 △885

支払利息 2,347 2,205

為替差損益（△は益） △8,032 6,975

持分法による投資損益（△は益） 314 △255

固定資産売却損益（△は益） 179 370

固定資産除却損 602 1,012

投資有価証券売却損益（△は益） △9,675 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,327 586

過年度受取手数料 △3,200 －

事業譲渡損益（△は益） △886 －

退職特別加算金 6,743 1,932

環境対策費 64 －

その他 △420 △57

売上債権の増減額（△は増加） 30,543 △10,829

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,240 9,990

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,284 △1,743

仕入債務の増減額（△は減少） △23,465 3,499

未払消費税等の増減額（△は減少） △60 651

その他の流動負債の増減額（△は減少） △958 3,747

小計 116,976 100,996

利息及び配当金の受取額 3,475 900

利息の支払額 △1,897 △2,037

過年度受取手数料の受取額 3,200 －

退職特別加算金の支払額 △3,111 △6,799

環境対策費の支払額 △64 －

法人税等の支払額 △34,990 △10,726

法人税等の還付額 7,387 1,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,975 83,981
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △7,108 △3,156

定期預金の払戻による収入 590 4,652

有形固定資産の取得による支出 △34,173 △26,650

有形固定資産の売却による収入 1,170 2,049

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 △9,397 △84

貸付けによる支出 △157 －

貸付金の回収による収入 236 －

その他の支出 △3,641 △14,892

その他の収入 859 739

事業譲渡による収入 1,320 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,328 △40,723

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） △4,320 △1,810

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 35,786 △41,978

長期借入れによる収入 135 225

長期借入金の返済による支出 △8,978 △9,144

ストックオプションの行使による収入 － 110

自己株式の売却による収入 2 0

自己株式の取得による支出 △6 △3,275

配当金の支払額 △28,115 △28,236

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 △5,800 △84,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,253 1,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,592 △39,989

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期末残高 207,928 167,938
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数は、102社であります。 

 主要な連結子会社の名称は以下のとお

りであります。 

HOYA HOLDINGS,INC. 

  PENTAX OF AMERICA,INC. 

HOYA HOLDINGS N.V. 

  HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V. 

  PENTAX EUROPE GMBH 

HOYA HOLDINGS 

ASIA PACIFIC PTE LTD. 

HOYAヘルスケア㈱ 

HOYAサービス㈱ 

 当連結会計年度において、買収により

４社及び新規設立等により６社の合計10

社につき、連結子会社が増加しました。  

 一方、連結子会社同士の合併により１

社、連結子会社が持分法適用関連会社に

合併されたことにより１社及び解散等に

より６社、合計８社につき、連結子会社

が減少しました。 

 連結子会社の数は、106社であります。 

 主要な連結子会社の名称は以下のとお

りであります。 

HOYA HOLDINGS,INC. 

  PENTAX OF AMERICA,INC. 

HOYA HOLDINGS N.V. 

  HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V. 

  PENTAX EUROPE GMBH 

HOYA HOLDINGS 

ASIA PACIFIC PTE LTD. 

HOYAサービス㈱ 

  

 当連結会計年度において、買収により

１社及び新規設立等により７社の合計８

社につき、連結子会社が増加しました。  

 一方、親会社と連結子会社の合併によ

り１社及び解散等により３社、合計４社

につき、連結子会社が減少しました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社の数は、関連会社４社であり

ます。 

 主要な関連会社の名称は以下のとお

りであります。 

アヴァンストレート㈱（旧NHテクノ

グラス㈱） 

  当連結会計年度において売却等によ

り４社につき、持分法適用の関連会社

が減少しました。 

(1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社の数は、関連会社３社であり

ます。 

 主要な関連会社の名称は以下のとお

りであります。 

アヴァンストレート㈱（旧NHテクノ

グラス㈱） 

  当連結会計年度において売却により

１社につき、持分法適用の関連会社が

減少しました。 
  (2）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち、主要な会社等の名

称は以下のとおりであります。 

ツーコインズ㈱ 

 持分法非適用会社は、小規模会社で

あり、合計の持分損益及び利益剰余金

等はいずれも連結財務諸表に与える影

響が軽微であるため、持分法の適用か

ら除外しております。 

(2）      同左 

 

HOYA㈱ (7741) 平成22年３月期決算短信

－ 16 －



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、中華人民共和国に

所在する11社、米国に所在する１社及び

フィリピンに所在する１社の決算日は12

月31日であります。 

 なお、連結子会社102社はすべて四半期

ごとに四半期決算を実施しております。

上記の各社については、連結財務諸表の

作成に当たり、連結会計年度末日（３月

31日）現在で実施した決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

 連結子会社のうち、中華人民共和国に

所在する12社、米国に所在する１社及び

フィリピンに所在する１社の決算日は12

月31日であります。 

 なお、連結子会社106社はすべて四半期

ごとに四半期決算を実施しております。

上記の各社については、連結財務諸表の

作成に当たり、連結会計年度末日（３月

31日）現在で実施した決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1)重要な資産の評価基準  

   及び評価方法 

イ 有価証券 イ 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

    連結会計年度末日の市場価格等に 

 基づく時価法（評価差額は、全部純 

 資産直入法により処理し、売却原価 

 は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

同左 
  ロ デリバティブ ロ デリバティブ 
    時価法         同左 
  ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 
   主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）であります。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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。 

 これに伴う、当連結会計年度の営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

同左 

  

  

  

 ──────── 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

   

  イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は、平成10

年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法、

それ以外の有形固定資産については定

率法によっております。また、一部の

連結子会社では定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物10年～50年、機械装置及び運搬具

３年～12年であります。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償

却資産の耐用年数等に関する平成20年

度法人税法の改正を契機として、有形

固定資産の利用状況を見直しした結

果、当連結会計年度より、その一部に

ついて、改正後の法人税法に基づく耐

用年数を適用しております。 

 なお、これに伴う、当連結会計年度

の営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 ──────── 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、特許権の償却年数は８年、技

術資産の償却年数は10年、ソフトウェ

アの償却年数は５年（社内における利

用可能期間）であります。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ハ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。 

ハ リース資産 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

   

  イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率法

により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等については財務内容評価法により

計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 役員賞与引当金 

 国内子会社の役員賞与の支出に備え

て、当連結会計年度における支給見込

額を計上しております。  

ハ 役員賞与引当金 

同左 

  ニ 製品保証引当金 

 販売済み製品に対して、保証期間内

に発生が見込まれるアフターサービス

費用に充てるため、過年度の実績を基

礎に将来の保証見込を加味して計上

し、一部の海外子会社では主として売

上高基準等による見積額を計上してお

ります。 

ニ 製品保証引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ホ 退職給付引当金 

 一部の事業部及び一部の海外子会社

において、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を費用処理することとし

ております。 

 数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業員の

平均残存期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

ホ 退職給付引当金 

同左 

  （会計方針の変更） 

 「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第

19号 平成20年７月31日）が平成21年

３月31日以前に開始する連結会計年度

に係る連結財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当連結会計年

度から同会計基準を適用しておりま

す。 

 なお、この変更による影響額は、当

連結会計年度に発生した数理計算上の

差異に含めて、翌連結会計年度から費

用処理されるため、これによる営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

──────── 

     
  ヘ 特別修繕引当金 

 連続熔解炉の一定期間毎に行う大修

繕の支出に備えるため、前回の大修繕

における支出額を基礎とした見積額に

よって計上しております。 

ヘ 特別修繕引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度

末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結会計年度末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めております。 

同左 

(5)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

  消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、投資対象ご

とに投資効果の発現する期間を見積り、

20年以内で均等償却しております。 

 なお、重要性がないものについては一

時償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日又は償還日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっており

ます。 

同左 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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） 

 当連結会計年度より、「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、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 なお、これに伴い、当連結会計年度期首の利益剰余金が

2,750百万円減少しておりますが、当連結会計年度の営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。 

────────  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会

計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しており

ます。 

 これに伴う、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） ──────── 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「のれ

ん」（当連結会計年度末残高は5,314百万円（ペンタッ

クス事業資産に対する減損損失測定後の技術資産残高

4,158百万円を含む））は、資産の総額の100分の１以下

となったため、当連結会計年度から無形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

２．前連結会計年度まで「たな卸資産」として一括掲記

しておりましたが、「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）が適用となったことに

伴い、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれてい

た「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ39,080百万円、18,737百万円、25,005百万

円であります。  

 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１. 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め 

て表示しておりました「減価償却費」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度から区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれていた

「減価償却費」の金額は823百万円であります。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有

価証券売却益」（当連結会計年度は１百万円）は、特別

利益の総額の100分の10以下となったため、特別利益の

「その他」に含めて表示することにしました。 

２．前連結会計年度まで特別損失の「固定資産処分損」

として一括掲記しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上させ

るため、当連結会計年度から「固定資産売却損」「固定

資産除却損」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「固定資産処分損」に含まれ

ていた「固定資産売却損」「固定資産除却損」は、それ

ぞれ279百万円、845百万円であります。 
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注記事項 

 （開示の省略） 

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項

等は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「退職給

付引当金の増減額（△は減少）」は、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上さ

せるため、当連結会計年度から区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれていた

「退職給付引当金の増減額（△は減少）」は9,491百万

円であります。 

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却損益

（△は益）」（当連結会計年度は△１百万円）は、当連

結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めて表示することにしました。 

  

２．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「固定資産売却益」は区分掲記し、また、「固定

資産除却損」及び「固定資産売却損」は、「固定資産処

分損」に含めて表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへ

のＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

させるため、当連結会計年度から「固定資産除却損」に

ついては区分掲記し、また、「固定資産売却益」及び

「固定資産売却損」については、これらをまとめて「固

定資産売却損益（△は益）」として表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「固定資産処分損」に含まれ

ていた「固定資産売却損」「固定資産除却損」は、それ

ぞれ279百万円、845百万円であり、当連結会計年度の固

定資産売却損益（△は益）」に含まれている「固定資産

売却益」は365百万円であります。 

 

３．前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「短期借入金の純増減額（△は減少）」に含めて

表示しておりました「コマーシャル・ペーパーの純増減

額（△は減少）」は、重要性が増したため、当連結会計

年度から区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「短期借入金の純増減額（△

は減少）」に含まれていた「コマーシャル・ペーパーの

純増減額（△は減少）」は6,191百万円であります。 

 

４．前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「長期借入金の借入及び社債の発行による収入」

に含めて表示しておりました「長期借入れによる収入」

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上させるため、当連結会計年度から区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「長期借入金の借入及び社債

の発行による収入」に含まれていた「長期借入れによる

収入」は126百万円であります。 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                  

(1）外部顧客に対する売上高 163,901 6,366 110,725 49,967 122,190 1,042 454,194 － 454,194 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
274 583 11 － 12 4,073 4,954 (4,954) － 

計 164,175 6,950 110,736 49,967 122,203 5,115 459,149 (4,954) 454,194 

営業費用 124,463 6,653 88,929 38,423 133,775 4,881 397,126 (2,026) 395,099 

営業利益又は営業損失（△） 39,712 297 21,807 11,544 △11,571 234 62,023 (2,928) 59,094 

 Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                 

資産 186,863 6,810 101,602 26,609 141,022 3,034 465,942 125,153 591,096 

減価償却費 27,429 182 7,685 1,214 13,245 67 49,825 205 50,030 

減損損失  758 － 86 － 29,546 67 30,458 － 30,458 

資本的支出  20,242 130 7,294 1,506 5,118 195 34,487 350 34,838 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                  

(1）外部顧客に対する売上高 143,375 5,526 103,625 54,012 106,150 834 413,524 － 413,524

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,086 584 0 － 1 3,877 5,549 (5,549) －

計 144,461 6,111 103,625 54,012 106,151 4,711 419,074 (5,549) 413,524

営業費用 115,638 5,350 81,275 41,675 103,383 3,967 351,291 (2,094) 349,197

営業利益 28,823 760 22,350 12,336 2,768 744 67,783 (3,455) 64,327

 Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                 

資産 180,693 6,647 113,685 25,757 134,606 3,022 464,412 85,324 549,736

減価償却費 20,430 175 6,391 1,126 6,134 90 34,349 153 34,503

減損損失  133 － 126 － 574 － 833 － 833

資本的支出  16,352 61 6,788 1,258 3,348 91 27,900 1,118 29,019
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 （注）１．当社グループ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。 

    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、前連結会計年度3,916百万円、当連

  結会計年度3,798百万円であり、その主なものは、当社の本社部門並びに海外の地域持株会社に係る費用であり

  ます。 

    ４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度154,404百万円、当連結会計年度

 111,262百万円であり、その主なものは、余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券）及び

  本社部門並びに海外の地域本社に係る資産等であります。 

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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ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注）１．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、当社グループ事業所の所在地別区分

であります。 

(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） 

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3,806百万円であり、その主なもの

は、本社部門に係る費用であります。 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は109,897百万円であり、その主なものは、余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券）及び本社部門に係る資産等であります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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）

Ⅰ．売上高及び営業損益              

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 259,630 55,028 97,144 42,391 454,194 － 454,194 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
52,496 707 889 135,029 189,122 (189,122) － 

計 312,126 55,735 98,033 177,421 643,317 (189,122) 454,194 

営業費用 304,755 54,509 93,090 141,649 594,005 (198,905) 395,099 

営業利益 7,371 1,225 4,942 35,772 49,311 9,783 59,094 

Ⅱ．資産 249,701 33,680 64,606 217,186 565,175 25,920 591,096 
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 （注）１．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、当社グループ事業所の所在地別区分

であります。 

(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、当連結会計年度より、海外売上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。 

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3,672百万円であり、その主なもの

は、本社部門に係る費用であります。 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は83,828百万円であり、その主なものは、余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券）及び本社部門に係る資産等であります。 

 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３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）

Ⅰ．売上高及び営業損益              

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 240,187 49,264 82,693 41,379 413,524 － 413,524 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
38,923 589 645 131,071 171,229 (171,229) － 

計 279,110 49,853 83,339 172,451 584,754 (171,229) 413,524 

営業費用 261,053 49,461 76,631 138,317 525,463 (176,266) 349,197 

営業利益 18,057 391 6,708 34,133 59,290 5,037 64,327 

Ⅱ．資産 227,981 35,604 59,598 213,672 536,856 12,880 549,736 
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ｃ．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、顧客の所在地別区分であります。 

(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、顧客の所在地別区分であります。 

(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．海外売上区分の変更 

従来、中南米（ブラジル）を「その他地域」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、当連結会計年度より従来の「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。 

 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 55,914 99,800 126,716 1,400 283,832 

Ⅱ．連結売上高（百万円）   454,194 

Ⅲ．連結売上高に占める 

 海外売上高の割合（％） 
12.3 22.0 27.9 0.3 62.5 

 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

米州 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 50,468 84,372 125,613 804 261,258 

Ⅱ．連結売上高（百万円）   413,524 

Ⅲ．連結売上高に占める 

 海外売上高の割合（％） 
12.2 20.4 30.4 0.2 63.2 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 774.65 円

１株当たり当期純利益金額 58.01 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 58.00 円

１株当たり純資産額 809.12 円

１株当たり当期純利益金額 87.52 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 87.44 円

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（百万円） 25,109 37,875 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 25,109 37,875 

期中平均株式数（千株） 432,858 432,754 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 66 399 

（うち新株予約権） (66) (399) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

平成16年11月25日開催取締役会決

議による第４回新株予約権 

 （株式の数503,600株） 

平成17年12月22日開催取締役会決

議による第５回新株予約権 

 （株式の数889,200株） 

  平成17年12月22日開催取締役会決

議による第５回新株予約権 

 （株式の数889,200株） 

平成18年10月19日開催取締役会決

議による第６回新株予約権 

 （株式の数780,800株） 

  平成18年10月19日開催取締役会決

議による第６回新株予約権 

 （株式の数780,800株） 

平成19年10月29日開催取締役会決

議による第７回新株予約権 

 （株式の数77,600株） 

  平成19年10月29日開催取締役会決

議による第７回新株予約権 

 （株式の数77,600株） 
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（重要な後発事象） 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  当社は、平成22年４月28日の代表執行役決定により、当社および当社の100%子会社であるHOYA Magnetics 

Singapore,Pte.Ltd(以下、HOMS)で展開しているハードディスク用ガラスメディア(以下、ガラスメディア)の製造事業

および関連資産を譲渡する契約を締結致しました。  

 １． 譲渡の理由 

  ハードディスク市場は、ノートパソコン及びデジタル家電向けを中心に今後も高い成長が見込まれております。ま

た、ハードディスクの記憶容量については今後とも急速な増加が見込まれており、当社のガラスサブストレートおよ

びガラスメディアともハードディスク大容量化のための次世代技術の研究開発の強化と需要動向に応じた生産体制の

整備が求められております。 

  当社は、こうした事業環境の変化に対応し、今後の事業拡大には強みを活かし、かつ効率的な事業運営を行うこと

が欠かせないとの判断から、このたび、ガラスメディアに係る資産をWestern Digital Corporationに譲渡し、世

界トップシェアのガラスサブストレート事業に集中し、お客様のご期待にお応えしながら、 先端の製品をいち早く

市場に提供するとともに、拡大する需要に対応してタイムリーかつ効率的な生産を行うことにより、ガラスサブスト

レート事業の発展と持続的な競争力の強化を目指します。 

 ２． 譲渡契約を締結した相手会社の名称 

  Western Digital Corporation 

 ３． 譲渡する事業の内容・規模（平成22年３月期） 

  （１）事業内容 

   HOMSが営むハードディスク用ガラスメディアの製造事業、および当社のガラスメディア研究開発資産であります。

  （２）規模 

   売上高 164億円 

 ４．譲渡の時期 

  平成22年５月31日（予定日） 

 ５．譲渡の対価 

  契約上の義務である資産査定等の実施が未了のため、確定していません。 

  

 （開示の省略） 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,910 56,189

受取手形 6,629 6,128

売掛金 62,256 63,650

商品及び製品 19,324 13,382

仕掛品 8,449 5,813

原材料及び貯蔵品 4,777 5,233

関係会社短期貸付金 1,303 1,740

繰延税金資産 5,838 4,291

未収入金 12,394 8,055

未収還付法人税等 2,225 1,528

その他 2,928 1,852

貸倒引当金 △1,246 △1,851

流動資産合計 170,793 166,016

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,798 10,507

構築物（純額） 811 711

熔解炉（純額） 668 621

機械及び装置（純額） 13,321 11,862

車両運搬具（純額） 21 13

工具、器具及び備品（純額） 9,008 9,627

土地 12,779 12,845

建設仮勘定 4,478 2,662

有形固定資産合計 50,887 48,854

無形固定資産   

特許権 8,159 6,888

技術資産 4,158 3,669

施設利用権 11 9

借地権 1,911 1,337

ソフトウエア 1,198 1,652

その他 280 259

無形固定資産合計 15,719 13,816

投資その他の資産   

投資有価証券 3,399 3,357

関係会社株式及び出資金 60,997 59,452

出資金 2 2

長期貸付金 3 3

関係会社長期貸付金 4,603 3,140

破産更生債権等 431 460

長期前払費用 145 351

繰延税金資産 35,190 30,583

長期預金 － 10,000

敷金 － 3,600

その他 630 74

貸倒引当金 △364 △384

投資その他の資産合計 105,037 110,642

固定資産合計 171,644 173,313

資産合計 342,438 339,329
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,471 651

買掛金 21,406 25,186

関係会社短期借入金 46,676 －

1年内返済予定の長期借入金 4,289 3,277

コマーシャル・ペーパー 41,978 －

未払金 15,276 7,561

未払外注加工費 2,579 7,080

未払費用 8,260 7,281

未払法人税等 3,241 2,541

前受金 420 300

預り金 10,577 2,522

賞与引当金 3,223 3,886

製品保証引当金 469 572

設備関係未払金 3,692 2,486

設備関係支払手形 5 21

その他 30 134

流動負債合計 163,597 63,505

固定負債   

社債 99,972 99,978

長期借入金 8,545 718

退職給付引当金 7,353 7,118

特別修繕引当金 998 917

その他 740 902

固定負債合計 117,611 109,636

負債合計 281,209 173,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,264 6,264

資本剰余金   

資本準備金 15,898 15,898

資本剰余金合計 15,898 15,898

利益剰余金   

利益準備金 1,566 1,566

その他利益剰余金   

特別償却準備金 226 185

固定資産圧縮積立金 253 228

繰越利益剰余金 44,369 151,677

利益剰余金合計 46,415 153,657

自己株式 △7,984 △11,010

株主資本合計 60,593 164,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △302 147

評価・換算差額等合計 △302 147

新株予約権 938 1,231

純資産合計 61,228 166,188

負債純資産合計 342,438 339,329
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 279,618 252,027

売上原価   

売上原価 225,223 191,054

売上総利益 54,394 60,973

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費 60,129 55,730

営業利益又は営業損失（△） △5,734 5,243

営業外収益   

受取利息 346 222

受取配当金 5,059 128,525

受取手数料 11,190 9,698

為替差益 1,644 －

その他 1,284 906

営業外収益合計 19,524 139,353

営業外費用   

支払利息 2,657 659

社債利息 1,654 1,654

為替差損 － 3,516

その他 506 1,507

営業外費用合計 4,818 7,338

経常利益 8,971 137,258

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 9,333

特別修繕引当金戻入額 40 30

過年度受取手数料 3,200 1,013

固定資産売却益 21 216

関係会社株式売却益 16,840 －

事業譲渡益 1,942 －

その他 292 79

特別利益合計 22,337 10,673

特別損失   

固定資産売却損 246 207

固定資産除却損 325 775

投資有価証券評価損 2,156 524

関係会社株式評価損 340 296

減損損失 29,858 574

退職特別加算金 5,059 552

環境対策費 64 1,882

その他 900 981

特別損失合計 38,951 5,793

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △7,642 142,138

法人税、住民税及び事業税 246 147

法人税等還付税額 △371 －

法人税等調整額 9,436 6,491

法人税等合計 9,311 6,639

当期純利益又は当期純損失（△） △16,953 135,498
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,264 6,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,264 6,264

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 15,898 15,898

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,898 15,898

資本剰余金合計   

前期末残高 15,898 15,898

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,898 15,898

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,566 1,566

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,566 1,566

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 299 226

当期変動額   

特別償却準備金の積立 40 47

特別償却準備金の取崩 △113 △88

当期変動額合計 △73 △41

当期末残高 226 185

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 414 253

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △161 △24

当期変動額合計 △161 △24

当期末残高 253 228
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 89,227 44,369

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △40 △47

特別償却準備金の取崩 113 88

固定資産圧縮積立金の取崩 161 24

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益又は当期純損失（△） △16,953 135,498

自己株式の処分 △2 △121

当期変動額合計 △44,857 107,307

当期末残高 44,369 151,677

利益剰余金合計   

前期末残高 91,507 46,415

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益又は当期純損失（△） △16,953 135,498

自己株式の処分 △2 △121

当期変動額合計 △45,091 107,242

当期末残高 46,415 153,657

自己株式   

前期末残高 △7,984 △7,984

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 5 249

当期変動額合計 △0 △3,025

当期末残高 △7,984 △11,010

株主資本合計   

前期末残高 105,685 60,593

当期変動額   

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益又は当期純損失（△） △16,953 135,498

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 2 128

当期変動額合計 △45,092 104,216

当期末残高 60,593 164,809
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △836 △302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 533 449

当期変動額合計 533 449

当期末残高 △302 147

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △836 △302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 533 449

当期変動額合計 533 449

当期末残高 △302 147

新株予約権   

前期末残高 632 938

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 305 292

当期変動額合計 305 292

当期末残高 938 1,231

純資産合計   

前期末残高 105,482 61,228

当期変動額   

剰余金の配当 △28,135 △28,135

当期純利益又は当期純損失（△） △16,953 135,498

自己株式の取得 △6 △3,275

自己株式の処分 2 128

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 838 741

当期変動額合計 △44,253 104,957

当期末残高 61,228 166,188
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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。 

６．その他 

(1) 役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

(2) その他 

  該当事項はありません。 
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