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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4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 ％

22年10月期第2四半期 13,090 45.0 1,481 ― 1,604 ― 1,187 ―

21年10月期第2四半期 9,028 ― △124 ― △337 ― △740 ―

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2四半期 48.83 ―

21年10月期第2四半期 △30.45 ―

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2四半期 54,473 40,358 73.6 1,647.80
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2四半期  40,084百万円 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  有  
 

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 ― 0.00

22年10月期 
（予想）

― 20.00 20.00

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  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

通期 27,500 41.1 3,000 ― 3,100 ― 2,000 ― 82.22
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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2四半期 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2四半期  1,124,284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2四半期 24,325,719株 21年10月期第2四半期 24,325,893株
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  当第２四半期連結累計期間の世界経済は、欧州を中心とした財政不安が見られたものの、各国の景気刺激

策の効果から、景気は緩やかな回復基調を示しました。雇用情勢は依然として厳しい状況が続きましたが、

個人消費や設備投資には回復傾向が見られました。わが国経済も雇用情勢は厳しいものの、アジア向け輸出

は伸長しました。また、中国やインドなど新興国では引き続き景気は拡大しました。  

 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、コンパクトタイプでは新興市場

を中心に需要が増加し、一眼レフタイプや交換レンズも主要市場で需要の堅調な伸びを示しました。エレク

トロニクス事業の関連機器市場では、ハードディスクドライブは製品単価の下落が見られたものの、モバイ

ル用途の小型ノートパソコン向けを中心に需要は大幅に増加しました。また、半導体露光装置は需要の回復

が見られたものの、在庫調整などにより当社硝材の需要は伸び悩みましたが、電子部品用露光装置向けの需

要は増加しました。液晶露光装置は液晶パネルメーカーの設備投資が回復し始め、当社硝材の需要も持ち直

しました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、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

スク基板材の需要も前期の生産・在庫調整から回復し、出荷が大幅に拡大したことから、13,090百万円（前

年同期比45.0％増）となりました。 

 損益面では、売上総利益率は、生産設備の稼働率が大幅に改善し、原価低減活動による費用削減効果も加

わったことなどにより、前年同期から3.9ポイント上昇し31.4％となり、売上総利益は4,104百万円（前年同

期比65.0％増）となりました。販売費及び一般管理費は、業務効率化活動などにより一部経費では減少した

ものの、売上増加に伴い運賃や消耗品費などが増加したため、2,622百万円（同0.4％増）となりました。そ

の結果、営業利益は1,481百万円（前年同期は124百万円の営業損失）となりました。経常利益は、為替差益

が生じたことなどから、1,604百万円（前年同期は337百万円の経常損失）となりました。また、特別損失と

して固定資産除却損などを計上した結果、四半期純利益は1,187百万円（前年同期は740百万円の四半期純損

失）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 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堅調に推移

したことにより、レンズブランクスの需要は増加しました。一方、光学ブロック品は需要が伸び悩みまし

た。  

 これらの結果、当事業の売上高は7,813百万円（前年同期比26.2％増）、営業利益は800百万円（同420.0％

増）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の需要が大幅

に増加しました。また、石英ガラスはプロジェクター基板向けの需要が増加しました。液晶露光装置向け極

低膨張ガラスセラミックスの需要は、液晶パネルメーカーの設備投資回復により需要は増加しました。半導

体露光装置向け高均質硝材は、硝材の在庫調整などから需要は低迷しましたが、電子部品用露光装置向けの

需要は増加しました。 

 これらの結果、当事業の売上高は5,277百万円（前年同期比85.9％増）、営業利益は681百万円（前年同期

は277百万円の営業損失）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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 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 

  光事業の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、エレクトロニクス事業のハードディス

ク基板材の需要も大幅に増加しました。また、極低膨張ガラスセラミックスや石英ガラスの需要も増加しま

した。 

 以上のことから、売上高は8,594百万円（前年同期比70.2％増）となり、営業利益は852百万円（前年同期は

1,230百万円の営業損失）となりました。  

② アジア 

  光事業のデジタルカメラ、交換レンズ及びプロジェクター向けの光学プレス品の需要が増加しました。ま

た、光学ブロック品の需要も増加しました。 

 以上のことから、売上高は3,665百万円（前年同期比27.0％増）となり、営業利益は755百万円（同89.6％増）

となりました。 

③ 北米 

 エレクトロニクス事業の特殊品などの需要は増加したものの、光事業のプレス品やブロック品の需要が減

少したことなどから、売上高は435百万円（前年同期比12.6％減）となり、営業利益は28百万円（同58.5％

減）となりました。  

④ 欧州  

  エレクトロニクス事業の高均質硝材の需要が増加したものの、光事業のプレス品の需要が減少したことな

どから、売上高は394百万円（前年同期比33.5％減）となり、営業利益は66百万円（同53.4％減）となりま

した。 

  

(１)当第２四半期の財政状態の変動状況 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は54,473万円（前連結会計年度末比4.0％増）となりました。これは主

に、有形固定資産にて減価償却費などによる減少828百万円があったものの、売上増加により、受取手形及び売

掛金の増加1,237百万円や、仕掛品、原材料及び貯蔵品の増加が各々232百万円、357百万円あったことなどによ

るものであります。  

 負債合計は14,115百万円（同7.6％増）となりました。これは主に、短期借入金の減少1,787百万円や未払金の

減少309百万円はあったものの、長期借入金の増加1,475百万円や支払手形及び買掛金の増加914百万円があった

ことなどによるものであります。 

  純資産合計は40,358百万円（同2.8％増）となりました。これは主に、為替が円高に振れたことにより、為替

換算調整勘定が150百万円減少したものの、四半期純利益を1,187百万円計上したこと、投資有価証券の時価評価

により、その他有価証券評価差額金が432百万円増加したことなどによるものであります。 

  

(２)当第２四半期のキャッシュ・フローの状況 

  当第２四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、仕入債務の増加および減価償却費及

びその他の償却費の計上があったことなどにより、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、8,796百万円とな

りました。      

 当第２四半期連結累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1,510百万円（前年同期は3,103百万円の収入）となりました。 

 これは売上債権の増加による支出1,315百万円などがあったものの、仕入債務の増加による収入が1,053百万円

あったことや、税金等調整前四半期純利益を1,599百万円計上したこと、減価償却費及びその他の償却費の計上

が1,037百万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558百万円（前年同期は743百万円の支出）となりました。   

  これは、有形固定資産の取得による支出が409百万円あったこと、および出資金の払込による支出98百万円が

あったことなど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688百万円（前年同期は757百万円の収入）となりました。     

  これは、長期及び短期の借入金の減少による支出が312百万円あったことや、配当金の支払いが364百万円あっ

たことが主な要因であります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当社グループの業績予想につきましては、当第２四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「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。 

  

  

 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。  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年４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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,034,221 6,814,275

受取手形及び売掛金 8,459,868 7,222,694

有価証券 2,007,378 2,006,664

商品及び製品 1,347,981 1,511,876

仕掛品 3,576,479 3,344,187

原材料及び貯蔵品 1,939,247 1,581,903

繰延税金資産 605,364 478,791

その他 403,524 391,727

貸倒引当金 △15,180 △16,765

流動資産合計 25,358,886 23,335,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,105,804 9,130,811

減価償却累計額 △4,716,566 △4,562,911

建物及び構築物（純額） 4,389,237 4,567,900

機械装置及び運搬具 19,027,732 18,945,453

減価償却累計額 △12,132,830 △11,446,860

機械装置及び運搬具（純額） 6,894,902 7,498,593

工具、器具及び備品 11,825,100 11,858,782

減価償却累計額 △1,544,206 △1,490,031

工具、器具及び備品（純額） 10,280,894 10,368,751

土地 206,692 210,498

建設仮勘定 192,773 147,578

有形固定資産合計 21,964,500 22,793,322

無形固定資産 64,249 57,999

投資その他の資産   

投資有価証券 4,827,615 4,097,996

長期貸付金 2,025 2,432

長期預金 1,400,000 1,400,000

繰延税金資産 52,053 13,185

その他 804,070 667,700

投資その他の資産合計 7,085,765 6,181,314

固定資産合計 29,114,515 29,032,637

資産合計 54,473,401 52,367,992
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,035,674 2,121,016

短期借入金 4,047,240 5,834,360

未払法人税等 433,276 62,635

繰延税金負債 9,977 2,584

賞与引当金 494,816 435,955

役員賞与引当金 26,688 56,056

未払金 657,944 967,223

その他 282,334 347,455

流動負債合計 8,987,953 9,827,288

固定負債   

長期借入金 2,248,330 773,280

繰延税金負債 1,339,357 973,283

退職給付引当金 1,186,677 1,161,203

役員退職慰労引当金 241,829 280,257

特別修繕引当金 82,400 66,800

環境対策引当金 27,734 27,734

長期未払金 134 6,308

その他 870 870

固定負債合計 5,127,333 3,289,736

負債合計 14,115,286 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 28,467,176 27,633,281

自己株式 △1,548,855 △1,548,850

株主資本合計 40,704,106 39,870,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,919,094 1,486,252

為替換算調整勘定 △2,539,174 △2,388,936

評価・換算差額等合計 △620,080 △902,683

少数株主持分 274,089 283,434

純資産合計 40,358,115 39,250,967

負債純資産合計 54,473,401 52,367,992

－7－

㈱オハラ（5218） 平成22年10月期　第２四半期決算短信

－7－



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 9,028,000 13,090,752

売上原価 6,541,175 8,986,603

売上総利益 2,486,825 4,104,148

販売費及び一般管理費 2,610,955 2,622,370

営業利益又は営業損失（△） △124,129 1,481,778

営業外収益   

受取利息 33,140 11,030

受取配当金 49,497 46,547

受取地代家賃 6,598 6,625

為替差益 － 17,748

負ののれん償却額 50,268 －

保険返戻金 117,826 235

業務受託料 － 34,400

その他 106,511 50,728

営業外収益合計 363,842 167,315

営業外費用   

支払利息 34,539 38,193

為替差損 532,168 －

その他 10,407 6,504

営業外費用合計 577,115 44,698

経常利益又は経常損失（△） △337,402 1,604,395

特別利益   

固定資産売却益 27,696 1,153

特別利益合計 27,696 1,153

特別損失   

固定資産除却損 56,897 5,586

特別損失合計 56,897 5,586

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（△）

△366,603 1,599,963

法人税等 478,029 402,164

少数株主利益又は少数株主損失（△） △103,914 10,091

四半期純利益又は四半期純損失（△） △740,718 1,187,707
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△366,603 1,599,963

減価償却費及びその他の償却費 1,202,481 1,037,441

負ののれん償却額 △50,268 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,239 54,909

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,243 △38,428

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,061 △27,779

賞与引当金の増減額（△は減少） △329,021 61,162

貸倒引当金の増減額（△は減少） 165 △1,033

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 4,800 15,600

受取利息及び受取配当金 △82,637 △57,577

支払利息 34,539 38,193

為替差損益（△は益） 189,487 13,325

固定資産売却損益（△は益） △27,696 △1,153

固定資産除却損 56,897 5,586

売上債権の増減額（△は増加） 6,090,026 △1,315,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △490,276 △487,348

仕入債務の増減額（△は減少） △2,198,689 1,053,910

その他 △108,638 △320,368

小計 3,931,500 1,630,571

利息及び配当金の受取額 93,284 57,848

利息の支払額 △70,283 △30,609

保険金の受取額 86,718 4,162

法人税等の支払額 △937,223 △151,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,103,998 1,510,874

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 201,534 55,305

定期預金の預入による支出 △69,691 △65,430

有価証券の売却による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,329,288 △409,751

有形固定資産の売却による収入 534 2,043

無形固定資産の取得による支出 △15,498 △16,047

出資金の払込による支出 － △98,917

その他 △31,165 △25,467

投資活動によるキャッシュ・フロー △743,574 △558,265
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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） 656,478 △2,156,000

長期借入れによる収入 1,000,000 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △267,860 △156,070

社債の償還による支出 △12,500 －

自己株式の取得による支出 △23 △4

配当金の支払額 △606,490 △364,030

その他 △11,750 △12,076

財務活動によるキャッシュ・フロー 757,853 △688,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △599,192 △40,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,519,084 223,827

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 8,727,396 8,796,148
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年４月30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  6,189,613  2,838,386  9,028,000  －  9,028,000

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （ ）－  －

計  6,189,613  2,838,386  9,028,000 （ ）－  9,028,000

営業利益又は営業損失（△）  153,862  △277,992  △124,129 （ ）－  △124,129

  
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  7,813,374  5,277,377  13,090,752  －  13,090,752

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （ ）－  －

計  7,813,374  5,277,377  13,090,752 （ ）－  13,090,752

営業利益  800,102  681,675  1,481,778 （ ）－  1,481,778

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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年４月30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 
 5,050,282  2,885,527  498,361  593,828  9,028,000  －  9,028,000

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,877,922  2,046,613  －  －  3,924,535 (3,924,535)  －

計  6,928,205  4,932,141  498,361  593,828  12,952,536 (3,924,535)  9,028,000

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △1,230,792  398,354  67,711  142,816  △621,909  497,779  △124,129

  
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 
 8,594,716  3,665,397  435,693  394,945  13,090,752  －  13,090,752

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 3,386,720  3,038,009  －  461  6,425,191 (6,425,191)  －

計  11,981,436  6,703,406  435,693  395,407  19,515,943 (6,425,191)  13,090,752

営業利益  852,756  755,178  28,104  66,584  1,702,623  (220,845)  1,481,778
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年４月30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）  3,514,416  450,522  593,698  4,558,637

Ⅱ 連結売上高（千円）       －         －       －  9,028,000

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 38.9  5.0  6.6  50.5

  アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,949,131  410,360  398,540  6,758,032

Ⅱ 連結売上高（千円）       －         －       －  13,090,752

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 45.5  3.1  3.0  51.6

（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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