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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9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12月期第3四半期 40,643 16.9 3,498 686.6 3,519 753.5 2,491 ―
21年12月期第3四半期 34,755 ― 444 ― 412 ― △237 ―

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3四半期 90.77 ―
21年12月期第3四半期 △8.67 ―

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3四半期 50,442 33,155 65.7 1,207.81
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3四半期  33,155百万円 21年12月期  32,929百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
22年12月期の期末配当金（予想）の内訳 普通配当 25円00銭 記念配当 5円00銭 

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

21年12月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
22年12月期 ― 20.00 ―
22年12月期 

（予想）
30.00 50.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 59,000 18.3 5,400 135.3 5,200 129.7 3,500 444.7 127.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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等の変更」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表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料に記載した数値は、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、〔添付資料〕P．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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12月期3Q  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3Q  784,287株 21年12月期  784,158株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  27,450,753株 21年12月期3Q 27,450,883株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年９月30日）における世界経済を概観しますと、２ケタ

成長を続けてきた中国経済も拡大テンポが緩やかになる等、全体的に景気の減速感が強まってまいりました。 

わが国経済は、急激な円高の進行や海外経済の減速懸念等により、景気は足踏み状態となりました。 

当社グループ関連市場におきましては、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２

ケタの伸びとなり、堅調に推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、四半期ベースにおいて第

１四半期から継続して大幅な増収増益を達成する等、好調に推移いたしました。このような結果、売上高は406億

43百万円（前年同期比16.9％増）となり、利益面につきましては、売上高の増加に加え、原価低減効果もあり、営

業利益34億98百万円（前年同期比686.6％増）、経常利益35億19百万円（前年同期比753.5％増）、四半期純利益24

億91百万円（前年同期は四半期純損失２億37百万円）と大幅な増益となりました。  

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、自社ブランド製品では、ＥＩＳＡアワード５年連続受賞となった創業60周年記念モデルであ

る望遠ズームレンズ70-300ｍｍ ＶＣ ＵＳＤ（Ａ005）の投入や高倍率ズームレンズを中心に既存機種の売上が

好調に推移したほか、ＯＥＭ関連でも増収となったことから、第３四半期連結累計期間としては過去最高の売上

高を達成いたしました。 

 このような結果、写真関連事業の売上高は241億11百万円（前年同期比20.2％増）となり、営業利益は28億91

百万円（前年同期比67.5％増）となりました。 

②レンズ関連事業 

レンズ関連事業は、コンパクトデジタルカメラ市場の回復もあり、得意先の販売が好調となったことで、レン

ズ関連事業主力の中高級機種向けコンパクトデジタルカメラ用レンズユニットの売上が好調に推移した結果、増

収となりました。また、利益面では原価低減効果や製品ミックスの改善等により大幅な増益となりました。 

このような結果、レンズ関連事業の売上高は102億39百万円（前年同期比9.4％増）となり、営業利益は15億21

百万円（前年同期は営業損失２億61百万円）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62億91百万円（前年同期比17.9％増）となり、営業利益は８億６

百万円（前年同期比105.9％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は504億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億51百万円増加い

たしました。うち、流動資産は41億48百万円増加し、346億78百万円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が43億40百万円増加したことによるものであります。固定資産は10億97百万円減少し、157億64百万円に

なりました。これは主に、有形固定資産が４億27百万円、無形固定資産が３億37百万円それぞれ減少したこと

によるものであります。  

 負債は172億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億25百万円増加いたしました。うち、流動負債が22

億10百万円増加し、141億14百万円となりました。これは主に、買掛金が13億60百万円増加したことによるもの

であります。固定負債は、６億15百万円増加し、31億73百万円となりました。これは主に、長期借入金が５億

65百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、331億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億25百万円の増加となりました。これは主

に、利益剰余金が12億56百万円増加したこと、円高により為替換算調整勘定の残高が△23億18百万円(前連結会

計年度末は△13億24百万円)となったことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末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２億74百万

円減少し116億13百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の増加額が47億29百万円、たな卸資産の増加額が12億77百万円となった一方、税金等調整前四半期

純利益が35億20百万円、減価償却費が24億３百万円、仕入債務の増加額が17億18百万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、28億71百万円の収入となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

設備投資を中心とした有形固定資産の取得による支出が20億59百万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21億８百万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） 

長期借入れによる収入が16億85百万円あった一方、配当金の支払額が12億22百万円、長期借入金の返済によ

る支出が10億30百万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５億68百万円の支出とな

りました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第４四半期の景気動向は、円高の進行による企業収益の悪化や海外経済の下振れリスク等、依然として厳しい

状況が続くものと予想されますが、通期業績予想につきましては、平成22年８月４日の決算短信発表時の予想か

ら変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法  

当第３四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、第２四半期連結会計期間末

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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

税金費用の計算 

一部の海外連結子会社の税金費用については、当第３四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。 

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,613,000 11,887,019

受取手形及び売掛金 13,907,023 9,566,922

製品 3,899,837 4,323,744

仕掛品 3,034,855 1,248,922

原材料及び貯蔵品 908,103 1,479,295

繰延税金資産 520,302 916,514

その他 849,915 1,165,739

貸倒引当金 △54,327 △57,496

流動資産合計 34,678,711 30,530,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,171,765 8,461,764

減価償却累計額 △4,502,518 △4,399,799

建物及び構築物（純額） 3,669,247 4,061,964

機械装置及び運搬具 13,005,640 12,688,540

減価償却累計額 △7,617,245 △7,363,708

機械装置及び運搬具（純額） 5,388,394 5,324,832

工具、器具及び備品 13,149,333 12,451,142

減価償却累計額 △10,970,886 △10,224,678

工具、器具及び備品（純額） 2,178,446 2,226,463

その他 1,009,289 1,059,376

有形固定資産合計 12,245,377 12,672,637

無形固定資産 819,231 1,156,808

投資その他の資産   

投資有価証券 1,131,416 1,190,926

繰延税金資産 646,705 701,044

その他 984,844 1,209,123

貸倒引当金 △63,350 △69,271

投資その他の資産合計 2,699,615 3,031,822

固定資産合計 15,764,223 16,861,268

資産合計 50,442,934 47,391,931
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,096,943 3,736,609

短期借入金 5,243,858 5,315,065

未払法人税等 255,577 103,370

役員賞与引当金 37,500 10,300

その他 3,480,361 2,738,806

流動負債合計 14,114,240 11,904,151

固定負債   

長期借入金 1,647,446 1,081,580

退職給付引当金 1,251,435 1,203,497

その他 274,572 273,347

固定負債合計 3,173,453 2,558,425

負債合計 17,287,693 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 22,591,044 21,334,711

自己株式 △1,521,461 △1,521,304

株主資本合計 35,432,985 34,176,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,119 77,121

為替換算調整勘定 △2,318,863 △1,324,576

評価・換算差額等合計 △2,277,744 △1,247,455

純資産合計 33,155,241 32,929,354

負債純資産合計 50,442,934 47,391,931
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 34,755,026 40,643,032

売上原価 25,534,288 27,467,299

売上総利益 9,220,737 13,175,732

販売費及び一般管理費 8,775,917 9,676,869

営業利益 444,820 3,498,862

営業外収益   

受取利息 21,282 15,840

その他 124,108 101,553

営業外収益合計 145,391 117,393

営業外費用   

支払利息 96,882 76,858

その他 80,978 19,873

営業外費用合計 177,861 96,731

経常利益 412,350 3,519,525

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,678 890

特別利益合計 6,678 890

特別損失   

厚生年金基金脱退損失 1,130,776 －

特別損失合計 1,130,776 －

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（△）

△711,747 3,520,415

法人税等 △473,874 1,028,796

四半期純利益又は四半期純損失（△） △237,873 2,491,619
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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（△）

△711,747 3,520,415

減価償却費 2,856,661 2,403,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,185 12,832

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減
少）

△1,149,664 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,758 48,745

受取利息及び受取配当金 △35,045 △30,045

支払利息 96,882 76,858

売上債権の増減額（△は増加） 1,224,973 △4,729,069

たな卸資産の増減額（△は増加） 177,090 △1,277,461

仕入債務の増減額（△は減少） 504,143 1,718,971

その他 367,246 1,120,851

小計 3,426,484 2,865,885

利息及び配当金の受取額 32,934 31,401

利息の支払額 △99,194 △78,202

法人税等の支払額 △1,530,652 △454,539

法人税等の還付額 － 506,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,829,572 2,871,110

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 △1,299,429 △2,059,616

無形固定資産の取得による支出 △105,390 △37,813

投資有価証券の取得による支出 △300,900 △900

その他 △2,712 △10,309

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,708,432 △2,108,639

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） △476,234 －

長期借入れによる収入 1,000,000 1,685,304

長期借入金の返済による支出 △1,069,582 △1,030,848

配当金の支払額 △1,100,813 △1,222,884

その他 △1,171 △437

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,647,802 △568,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,102 △467,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,522,559 △274,019

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 9,229,505 11,613,000
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日）  

（注）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。 

（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 
 20,064,478 9,355,473 5,335,074 34,755,026  － 34,755,026

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  20,064,478 9,355,473 5,335,074 34,755,026  － 34,755,026

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,726,479 △261,676 391,625 1,856,428  (1,411,608) 444,820

  
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 
 24,111,950 10,239,126 6,291,955 40,643,032  － 40,643,032

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  24,111,950 10,239,126 6,291,955 40,643,032  － 40,643,032

営業利益  2,891,998 1,521,803 806,209 5,220,010  (1,721,148) 3,498,862

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 

㈱タムロン（7740）平成22年12月期　第３四半期決算短信

－ 8 －



前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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 

〔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 
 23,647,480 3,311,256 5,751,333 2,044,956  34,755,026  － 34,755,026

（2）セグメント間

の内部売上高 
 7,422,394 2,871 － 15,918,796  23,344,061 (23,344,061) －

計  31,069,874 3,314,127 5,751,333 17,963,752  58,099,088 (23,344,061) 34,755,026

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △113,154 109,263 483,085 1,213,197  1,692,392 (1,247,572) 444,820

  
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 
 28,595,058 3,446,067 5,942,743 2,659,163  40,643,032  － 40,643,032

（2）セグメント間

の内部売上高 
 7,926,085 563 － 20,518,583  28,445,233 (28,445,233) －

計  36,521,144 3,446,631 5,942,743 23,177,746  69,088,265 (28,445,233) 40,643,032

営業利益  2,832,089 196,723 249,968 2,016,879  5,295,660 (1,796,798) 3,498,862
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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）  4,051,149  6,145,949  13,267,211  23,464,310

Ⅱ 連結売上高（千円）        34,755,026

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.6  17.7  38.2  67.5

  北 米 欧 州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,496,980  6,411,785  17,615,322  28,524,087

Ⅱ 連結売上高（千円）        40,643,032

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.1  15.8  43.3  70.2

（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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