
平成23年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結） 

（百万円未満切捨て）

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

３．平成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（累計）は対前年同四半期増減率）

（注）１．当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

（注）２．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、平成23年３月期第２四半期連結累計期

間の業績予想が、前第２四半期連結累計期間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23年３月期 第２四半期連結累計期間 業績予想に関するお知らせ」を

ご覧ください。 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有    

四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家向け）    

(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 ％

23年３月期第１四半期 105,592 11.2 20,139 116.6 17,460 169.3 21,025 446.0

22年３月期第１四半期 94,988 △27.0 9,297 △57.5 6,483 △71.2 3,850 △81.8

  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

23年３月期第１四半期 48 74 48 70

22年３月期第１四半期 8 90 8 89

(2）連結財政状態 

  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

23年３月期第１四半期 545,910 338,894 61.6 779 81

22年３月期 549,736 351,472 63.5 809 12

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 336,412百万円 22年３月期 349,052百万円 

２．配当の状況 

  年間配当金 

  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 

22年３月期 ―  30 00 ― 35 00 65 00 

23年３月期 ―         

23年３月期（予想）   ― ― ― ―  

（注）１．当四半期における配当予想の修正有無 ：有・ 無

（注）２．配当予想は未定とさせていただいております。 

  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（累計） 205,600 1.9 38,700 38.2 34,900 65.7 32,600 129.5 75 57

通期 ―  ― ― ―  ―



４．その他（詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（注）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の有無となります。 

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係

る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4）発行済株式数（普通株式） 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※ 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情報・通信の製品群は、その大部分が中間生産材・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１四半期の決算発表時に第２四半期連結累計期間の連結業績予想を

公表し、第３四半期の決算発表時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、３ページ「１．当四半期の連結業績等に関す

る定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」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いておりま

す。中間配当予想は、10月下旬または11月上旬の第２四半期連結累計期間の決算発表時に公表し、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。 

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

新規 １社（社名）HOYA GLASS DISK VIETNAM Ⅱ LTD. 除外 －社 （社名） 

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・ 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 435,017,020株 22年３月期 435,017,020株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,611,087株 22年３月期 3,617,264株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 431,403,089株 22年３月期１Ｑ 432,856,882株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  ① 業績の概要  

 当第１四半期連結累計期間（以下「当四半期」）の世界経済は、アジア地域、特に中国を中心に新興国経済の力

強い回復が見られました。一方、米国では景気の回復に遅れが見られ、欧州では財政不安が顕在化してまいりまし

た。わが国におきましては、輸出関連を中心に企業活動が活発になり個人消費にも回復の兆しが見えてまいりまし

たが、当四半期に入り円高が大きく進行したこともあり、世界経済の先行き不透明感をぬぐいきれずにおります。

 そうしたなか当社グループの状況は、回復する市場の受注の増加に対応し、生産および出荷数量は前第１四半期

連結累計期間（以下「前年同期」）に比べて順調に増加しましたが、売上高は価格の低下と円高の影響を大きく受

けることとなりました。 

 この結果、当四半期の売上高は1,055億９千２百万円と、前年同期に比べて11.2％の増収となりました。営業利

益は201億３千９百万円と、前年同期に比べて116.6％の増益となり、経常利益は174億６千万円と、前年同期に比

べて169.3％の増益となりました。 

 また、当四半期において、ハードディスク用ガラスメディア製造事業および関連資産を、ハードディスクドライ

ブ製造会社であるWestern Digital Corporationに譲渡したことによる事業譲渡益103億４千２百万円を特別利益と

して計上したため、四半期純利益は210億２千５百万円となり、前年同期に比べて約5.5倍の増益となりました。 

  ② 当四半期の報告セグメント別の状況 

   報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

（情報・通信分野） 

＜エレクトロニクス関連製品＞  

 エレクトロニクス関連製品の市場は新興国の強い需要を中心に世界的に大きな回復基調にあり、当社におきまし

ても、先端品・高精度品を中心に出荷数量は全般的に前年同期に比べて増加しましたが、単価下落の傾向は継続

し、円高の影響もあり、売上高としては大きく伸びることはありませんでした。  

 そうした中で、世界的なノートＰＣの市場の伸びを背景に、ＨＤＤ（ハードディスク装置）関連製品の市場も大

きく成長し、当社のＨＤＤ用ガラスディスクも受注は順調に推移し、出荷数量は前年同期を大きく上回り、円高に

よる単価の低下はありましたが増収となりました。 

＜映像関連製品＞  

 デジタルカメラが新興国を中心とした世界的な需要の回復に伴い、市場での販売台数が好調に増加しました。当

社の手がけるデジタルカメラ用のレンズも高精度品の受注が相次ぎ、フル操業状態で推移し出荷数量が増えまし

た。レンズを組み合わせたカメラモジュールも出荷は好調で、完成品としてのペンタックスブランドのデジタルカ

メラも、一眼レフカメラの入門機を中心に好評が継続し、交換レンズの販売にも好影響を与えて販売台数は前年同

期に比べて増加しました。 

 この結果、当セグメント（情報・通信分野）の売上高は556億４千７百万円と、前年同期に比べて21.6％の増収

となりました。営業利益は124億２千７百万円と、前年同期に比べて約4.7倍になりました。  

（ライフケア分野）  

＜ヘルスケア関連製品＞ 

 メガネレンズは国内・海外ともに出荷数量は前年同期に比べて増加したものの単価の低下が激しく、また売上高

の半分以上を占める海外市場では円高の影響を大きく受けました。 

 コンタクトレンズは、直営店舗における集客数の増加、高付加価値商品の販売拡大、および積極的な出店による

店舗数の増加とあわせて販売数量が伸びました。 

＜メディカル関連製品＞  

 医療機器の市場は、欧州の財政不安および米国の景気の低迷により両地域では医療機関の買い控えが続き、新興

国市場は好調に推移したものの、欧米販売比率が高い当社の医療用内視鏡も出荷数量が前年同期に比べて伸び悩

み、あわせて円高の影響を大きく受けました。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。  

 この結果、当セグメント（ライフケア分野）の売上高は495億７千２百万円と、前年同期に比べて2.2％の増収と

なりました。営業利益は95億８百万円と、前年同期に比べて12.6％の増益となりました。  
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（その他）  

 主に、情報システムサービスを提供する事業および新規事業等であります。  

 当セグメント（その他）の売上高は３億７千１百万円となり、営業利益は２億３百万円となりました。 

（注）「セグメント情報等の開示に関する会計基準及び適用指針」が改正されたことから、当四半期から同基準に

基づいて報告セグメントを決定しております。各報告セグメントの前年同期に比べた売上高及び営業利益の金額比

較は、前年同期との増減比較のために、前年同期の実績を新しい報告セグメントで区分しなおした数値と比較して

記載しております。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債、純資産等の状況  

 当第１四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79億３千４百万円増加しました。こ

れは、主に流動資産のその他が177億１千３百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が65億２千２百万円減少

したためであります。固定資産は、117億６千１百万円減少しました。総資産は前連結会計年度末に比べて38億２

千６百万円減少し、5,459億１千万円となりました。 

 負債は87億５千１百万円増加し、2,070億１千５百万円となりました。これは、主にコマーシャル・ペーパーが

79億９千８百万円増加したためであります。 

 純資産は、期末配当により利益剰余金が減少し、為替換算調整勘定が183億３千３百万減少したため、3,388億９

千４百万円となりました。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3,364億１千２百万円となり

ました。 

 当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は61.6％となり、前連結会計年度末の63.5％から1.9ポイント下がり

ました。 

  ② 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は、前連結会計年度末に比べ５億６千９百万円増加

し、1,685億７百万円となりました。 

 当第１四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）  

 当第１四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益251億１千８百万円と減価償却費81億８千７百万円を

主体としたキャッシュの増加、たな卸資産の増加額38億２百万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279億９百万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） 

 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80億１千６百万円を主体として96億５千

４百万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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加額79億９千８百万円、配当金の支払額

145億６千２百万円を主体として、66億２千６百万円の純支出となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   第２四半期連結累計期間（平成22年９月）の連結業績予想 

 当社グループの収益の大きな部分を占める情報・通信の製品群は、その大部分が中間生産材・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、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。したがって、今

回公表の平成23年３月期の第２四半期連結累計期間の予想数値が、業績予想としては、当期（平成23年3月期）にお

ける初めての公表となります。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、HOYA GLASS DISK VIETNAM Ⅱ LTD. は新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸高を省略し、前連結会計年度に係

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ15百万円、税金等調整前四半期純利益は、920百万円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,163百万円であります。 

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３

月10日）を適用しております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 174,036 173,307

受取手形及び売掛金 87,090 93,612

商品及び製品 28,539 26,590

仕掛品 7,819 8,804

原材料及び貯蔵品 22,405 26,070

繰延税金資産 4,240 5,973

その他 30,426 12,713

貸倒引当金 △1,377 △1,825

流動資産合計 353,181 345,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,379 36,957

機械装置及び運搬具（純額） 32,684 38,715

工具、器具及び備品（純額） 15,393 15,793

土地 17,328 15,817

建設仮勘定 11,380 11,905

有形固定資産合計 111,166 119,189

無形固定資産 20,068 24,569

投資その他の資産   

投資有価証券 11,820 11,054

繰延税金資産 32,421 32,656

その他 17,750 17,523

貸倒引当金 △499 △504

投資その他の資産合計 61,493 60,730

固定資産合計 192,728 204,489

資産合計 545,910 549,736

HOYA㈱　（7741）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 5 －



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,383 33,128

短期借入金 284 334

1年内返済予定の長期借入金 3,277 3,277

コマーシャル・ペーパー 7,998 －

未払費用 15,456 16,151

未払法人税等 4,396 4,469

賞与引当金 2,884 4,717

製品保証引当金 810 879

その他 24,638 21,031

流動負債合計 92,130 83,989

固定負債   

社債 99,980 99,978

長期借入金 1,750 1,829

退職給付引当金 8,214 8,244

特別修繕引当金 989 917

その他 3,950 3,304

固定負債合計 114,885 114,274

負債合計 207,015 198,264

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 383,645 377,727

自己株式 △10,990 △11,010

株主資本合計 394,817 388,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △96 147

為替換算調整勘定 △58,307 △39,974

評価・換算差額等合計 △58,404 △39,827

新株予約権 1,371 1,231

少数株主持分 1,110 1,188

純資産合計 338,894 351,472

負債純資産合計 545,910 549,736
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 94,988 105,592

売上原価 57,153 54,742

売上総利益 37,834 50,849

販売費及び一般管理費 28,537 30,710

営業利益 9,297 20,139

営業外収益   

受取利息 290 159

持分法による投資利益 － 285

その他 859 799

営業外収益合計 1,149 1,244

営業外費用   

支払利息 558 502

持分法による投資損失 548 －

為替差損 1,934 2,936

その他 922 484

営業外費用合計 3,963 3,923

経常利益 6,483 17,460

特別利益   

固定資産売却益 60 24

事業譲渡益 － 10,342

その他 17 680

特別利益合計 77 11,048

特別損失   

固定資産売却損 69 5

固定資産除却損 45 1,688

減損損失 4 －

投資有価証券評価損 414 277

退職特別加算金 299 155

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 905

その他 223 358

特別損失合計 1,056 3,389

税金等調整前四半期純利益 5,505 25,118

法人税、住民税及び事業税 1,446 1,605

法人税等調整額 115 2,453

法人税等合計 1,562 4,059

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,059

少数株主利益 91 33

四半期純利益 3,850 21,025
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 5,505 25,118

減価償却費 8,494 8,187

減損損失 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 △284

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,417 △1,806

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 114 71

退職給付引当金の増減額（△は減少） △233 70

受取利息及び受取配当金 △338 △207

支払利息 558 502

為替差損益（△は益） 3,954 967

持分法による投資損益（△は益） 548 △285

固定資産売却損益（△は益） 9 △19

固定資産除却損 45 1,688

投資有価証券評価損益（△は益） 414 277

事業譲渡損益（△は益） － △10,342

退職特別加算金 299 155

売上債権の増減額（△は増加） 1,389 2,526

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,577 △3,802

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,513 705

仕入債務の増減額（△は減少） △379 731

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,400 331

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,509 4,738

その他 △30 △10

小計 22,855 29,313

利息及び配当金の受取額 369 175

利息の支払額 △65 △75

退職特別加算金の支払額 △3,701 △524

法人税等の支払額 △3,791 △978

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,665 27,909
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 △551 △1,009

定期預金の払戻による収入 646 340

有形固定資産の取得による支出 △5,444 △8,016

有形固定資産の売却による収入 202 322

投資有価証券の取得による支出 － △569

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,268 －

少数株主に対する合併交付金の支出 △21 △7

貸付けによる支出 △24 －

貸付金の回収による収入 16 －

その他の支出 △532 △825

その他の収入 182 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,794 △9,654

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） △1,589 △49

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △41,978 7,998

長期借入金の返済による支出 △1,784 △22

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △14,369 △14,562

ストックオプションの行使による収入 － 10

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,722 △6,626

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,866 △11,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,985 569

現金及び現金同等物の期首残高 207,928 167,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 159,942 168,507
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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）

売上高                  

(1）外部顧客に対する売上高 30,442 1,152 25,628 12,908 24,640 216 94,988 － 94,988 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
166 174 0 － 9 967 1,319 (1,319) － 

計 30,608 1,327 25,628 12,908 24,649 1,184 96,307 (1,319) 94,988 

営業利益又は営業損失（△） 2,713 110 5,344 2,736 △941 138 10,101 (803) 9,297 

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、充填材 

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…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） 

 〔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…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 

 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 
53,892 12,059 20,453 8,582 94,988 － 94,988 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
10,471 127 114 28,793 39,506 (39,506) － 

計 64,364 12,187 20,567 37,375 134,494 (39,506) 94,988 

営業利益又は営業損失

（△） 
1,649 △203 1,891 5,587 8,924 372 9,297 

 
前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

米州 欧州 アジア その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 12,240 20,878 26,640 268 60,027 

連結売上高（百万円）         94,988 

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
12.9 22.0 28.0 0.3 63.2 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を報告するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、従来より経営理念にて「情報・通信」及び「生活・文化」と言う事業ドメインを定めており、当

該事業ドメインでの継続的な企業価値の増大を実現するため、経営資源の配分に関する意思決定を行い、それをモニ

タリングするため業績の測定を行っております。 

 したがって、当社グループは上記事業ドメインに対応したセグメントから構成されており、「情報・通信」事業、

「ライフケア」事業及び「その他」事業の３つを報告セグメントとしております。 

 「情報・通信」事業では情報のデジタル化やインターネットの出現により発展した多種・多様なアプリケーション

製品群を対象分野としております。 

 現代のデジタル情報・通信技術にとって不可欠なエレクトロニクス関連製品と、光学技術をベースに画像・映像を

デジタル情報として取り込むために必要な映像関連製品など、情報・通信分野におけるＩ／Ｏ関連製品を幅広く製

造・販売しております。 

 「ライフケア」事業は健康や医療分野において日常生活で使用されるヘルスケア関連製品と、医療行為などに使用

される医療機器及び医療材料などのメディカル関連製品を製造・販売しております。当該事業の特徴として薬事法な

どの承認・認可を必要とし、高度な技術力と信頼性の高い品質管理体制が重要な要件となっております。 

 「その他」事業は、主に情報システムサービスを提供する事業および新規事業等であります。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△1,999百万円には、セグメント間取引消去62百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,062百万円が含まれております。全社費用は、当社本社部門、研究開発部門及び

海外の地域持株会社に係る費用であります。 

（注）２．報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

（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22年６月２日付で平成22年３月31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

１四半期連結累計期間において利益剰余金が15,098百万円減少しております。 

  
報告セグメント 

調整額 
（注） 

四半期連結損
益計算書計上

額 情報・通信 ライフケア その他 計 

売上高             

外部顧客への売上高 55,647 49,572 371 105,592 － 105,592 
セグメント間の内部売上高又
は振替高 

95 11 884 990 △990 － 

計 55,742 49,584 1,255 106,582 △990 105,592 

セグメント利益 12,427 9,508 203 22,139 △1,999 20,139 
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