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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23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 ％

23年9月期第2四半期 51,545 18.4 11,105 66.2 11,572 68.8 6,938 42.1
22年9月期第2四半期 43,524 13.4 6,682 107.1 6,857 90.9 4,883 295.7

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9月期第2四半期 86.30 ―

22年9月期第2四半期 60.75 ―

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9月期第2四半期 180,672 129,690 71.4 1,603.89
22年9月期 176,407 124,481 70.1 1,539.16

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  128,944百万円 22年9月期  123,740百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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9月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00

23年9月期 ― 22.00

23年9月期 
（予想）

― 22.00 44.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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  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 102,200 12.4 20,800 32.0 21,200 32.0 13,200 14.9 164.19



(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、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）４ページ「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】５ページ「その他の情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q  83,764,984株 22年9月期  83,764,984株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  3,369,975株 22年9月期  3,369,807株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q  80,395,093株 22年9月期2Q  80,395,361株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

当第２四半期連結累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月31日まで）におけるわが国経済は、海外経済

の改善などを背景に輸出や設備投資が持ち直しの動きを見せるなど、緩やかな回復基調で推移しておりました

が、３月11日に東日本大震災が発生し、多くの尊い人命を奪い、企業にも甚大な被害を与えております。 

このような状況におきまして、当社グループは、長年培った独自の光技術を用いた基礎研究を推進する一方、

製品開発を迅速に展開しアジアを中心とした新興国における新規需要の一層の取り込みを図るとともに、経営の

効率化及び経費の削減に努めることで、売上高、利益の確保に努力してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は51,545百万円と

前年同期に比べ8,020百万円（18.4％）の増加となりました。また、利益面につきましては、営業利益は11,105百

万円と前年同期に比べ4,422百万円（66.2％）の増加、経常利益は11,572百万円と前年同期に比べ4,715百万円

（68.8％）の増加、四半期純利益につきましては6,938百万円と前年同期に比べ2,054百万円（42.1％）の増加と

なり、増収増益となりました。 

東日本大震災につきましては、生産拠点が東北・北関東に存在しなかったこともあり、当第２四半期連結累計

期間の業績に与えた影響は軽微でした。しかしながら、今後につきましては、多くの企業において、東北・北関

東を中心とした製造工場が甚大な被害を受け、サプライチェーンや電力需給逼迫の問題などを含め、震災の影響

が広範囲にわたっており、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しい、先行きの見えない状況であると認

識しております。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

なお、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」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」の適用に伴い、電子管事業、光半導体事業及び画像計測機器事業の３つの

報告セグメントに区分したため、前第２四半期連結累計期間の実績を組替えて、前年同四半期比較を記載してお

ります。  

   

〔電子管事業〕 

光電子増倍管は、ＰＥＴ装置及びガンマカメラ等の核医学検査装置メーカーにおける北米や欧州に加えアジ

ア地域の需要が顕著に増加したことにより、好調に売上げを伸ばしました。また、血液分析などの検体検査装

置向けの光電子増倍管の売上げも順調に増加したほか、油田探査装置向けの売上げも増加いたしました。 

また、イメージ機器及び光源は、Ｘ線画像を可視像に変換するＸ線シンチレータが、歯科口腔内及び胸部の

Ｘ線撮影等の医用分野において、売上げが順調に推移したほか、産業分野におきましても、Ｘ線非破壊検査装

置用のマイクロフォーカスＸ線源の売上げが増加いたしました。さらに、環境分析等の用途に用いられる重水

素ランプの売上げも堅調に推移いたしました。 

この結果、電子管事業といたしましては、売上高は21,708百万円（前年同期比15.6％増）、営業利益は8,480

百万円（前年同期比28.7％増）となりました。 

〔光半導体事業〕 

主力のシリコンフォトダイオードが、医用分野における新興国向け需要の増加が寄与したこともあり引続き

好調に推移したほか、イメージセンサにつきましても、特に欧州における歯科用のＸ線診断装置向けの需要が

拡大し、売上げが増加いたしました。また、液晶テレビ等のバックライトに不可欠な白色LEDの検査装置に用い

られる計測用CCDの売上げが増加するなど、光半導体素子といたしましては、海外を中心に医用機器及び産業機

器向けの売上げが顕著に増加いたしました。 

この結果、光半導体事業といたしましては、売上高は21,562百万円（前年同期比19.7％増）、営業利益は

7,704百万円（前年同期比53.6％増）となりました。 

〔画像計測機器事業〕 

病理組織をデジタル画像で高精細に観察できるナノズーマーの売上げは、世界的な競争激化等により減少い

たしましたものの、半導体故障解析装置が国内外、特にアジア地域における需要拡大により売上げが増加いた

しました。また、デジタルカメラがその高い性能を評価され、バイオ分野などの研究開発用途を中心に引続き

売上げが増加したほか、分光計測・光計測装置も堅調に推移いたしました。 

この結果、画像計測機器事業といたしましては、売上高は6,887百万円（前年同期比20.9％増）、営業利益は

1,253百万円（前年同期比100.7％増）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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〔その他事業〕 

主に半導体レーザー事業及びホテル事業等であります。 

当セグメント（その他）の売上高は1,385百万円（前年同期比35.3％増）、営業損失は276百万円（前年同期

は営業損失142百万円）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  

流動資産の主な変動は、譲渡性預金の減少により有価証券が8,500百万円減少したものの、現金及び預金が

13,119百万円、受取手形及び売掛金が1,404百万円それぞれ増加したことなどから、流動資産は前連結会計年度末

に比べ4,671百万円増加しております。  

固定資産の主な変動は、有形固定資産が主に減価償却により349百万円減少したこと及び投資有価証券が減損に

より68百万円減少したことなどから、固定資産は前連結会計年度末に比べ405百万円減少しております。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ4,265百万円増加し、180,672百万

円となりました。 

流動負債の主な変動は、未払法人税等が1,194百万円、短期借入金が989百万円それぞれ減少したことなどか

ら、流動負債は前連結会計年度末に比べ1,983百万円減少しております。 

固定負債の主な変動は、長期借入金が1,037百万円増加したことなどから、固定負債は前連結会計年度末に比べ

1,040百万円増加しております。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ943百万円減少し、50,982百万円

となりました。 

純資産は、為替換算調整勘定が124百万円減少したものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が5,166百万

円増加したことから、当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べ5,208百万円増加し、

129,690百万円となりました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4,299百万円増加し、

33,047百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を、前年同期と比較しますと次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ4,057百万円少ない9,736百万円の資金を得ておりま

す。これは主として、税金等調整前四半期純利益は4,173百万円増加したものの、法人税等が、前年同期は2,417

百万円の還付でありましたが、当第２四半期連結累計期間は5,550百万円の支払となったことにより、収入減とな

っております。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ1,694百万円少ない3,740百万円の資金を支出してお

ります。これは主として、非キャッシュである３ヶ月超の定期預金への預入は増加したものの、有価証券の売却

による収入が増加したことなどにより、支出減となっております。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ920百万円多い1,625百万円の資金を支出しておりま

す。これは主として、配当金の支払が1,202百万円増加したことなどにより、支出増となっております。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

平成23年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月８日付けで公表いたしました業績予想を、

次のとおり変更しております。詳細につきましては、本日付「平成23年９月期第２四半期累計期間の業績予想と

実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、業績予想の前提となる為替レートにつきましては、１米ドル＝85円、１ユーロ＝110円を想定しておりま

す。 

  

 通期（平成22年10月１日～平成23年９月30日） 

  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 

前回発表予想（Ａ） 96,000 17,300 17,600 11,800 146 78 

今回修正予想（Ｂ） 102,200 20,800 21,200 13,200 164 19 

増減額（Ｂ－Ａ） 6,200 3,500 3,600 1,400 ― 

増減率（％） 6.5 20.2 20.5 11.9 ― 
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（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簡便な会計処理 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

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 

税金費用については、当第２四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。  

  

（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 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ３百万円、税金等調整前四半期

純利益は、103百万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158百

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 

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 

 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。 

  

④ 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 56,143 43,023

受取手形及び売掛金 24,424 23,020

有価証券 11,500 20,000

商品及び製品 4,848 5,193

仕掛品 10,290 10,927

原材料及び貯蔵品 4,654 4,605

その他 4,210 4,635

貸倒引当金 △128 △134

流動資産合計 115,942 111,270

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,296 24,503

機械装置及び運搬具（純額） 8,662 8,422

工具、器具及び備品（純額） 2,670 2,823

土地 13,274 12,888

リース資産（純額） 207 133

建設仮勘定 3,994 4,681

有形固定資産合計 53,104 53,453

無形固定資産 786 715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,115 2,184

繰延税金資産 6,985 6,984

その他 1,757 1,816

貸倒引当金 △18 △17

投資その他の資産合計 10,839 10,967

固定資産合計 64,730 65,136

資産合計 180,672 176,407

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,599 12,575

短期借入金 964 1,954

1年内返済予定の長期借入金 254 132

未払法人税等 3,751 4,945

賞与引当金 2,807 3,103

その他 7,592 7,241

流動負債合計 27,969 29,952
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 7,230 6,192

退職給付引当金 14,149 14,264

役員退職慰労引当金 1,212 1,288

その他 420 226

固定負債合計 23,012 21,972

負債合計 50,982 51,925

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,928 34,928

資本剰余金 34,672 34,672

利益剰余金 69,909 64,743

自己株式 △6,047 △6,047

株主資本合計 133,463 128,296

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205 43

為替換算調整勘定 △4,724 △4,599

評価・換算差額等合計 △4,518 △4,556

少数株主持分 746 740

純資産合計 129,690 124,481

負債純資産合計 180,672 176,407
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 43,524 51,545

売上原価 22,505 25,549

売上総利益 21,018 25,995

販売費及び一般管理費 14,335 14,890

営業利益 6,682 11,105

営業外収益   

受取利息 165 63

為替差益 － 207

持分法による投資利益 3 48

その他 269 274

営業外収益合計 438 594

営業外費用   

支払利息 68 57

不動産賃貸費用 56 53

為替差損 123 －

その他 16 16

営業外費用合計 264 127

経常利益 6,857 11,572

特別利益   

固定資産売却益 1 4

補助金収入 － 156

貸倒引当金戻入額 － 4

役員退職慰労引当金戻入額 155 －

特別利益合計 156 165

特別損失   

固定資産売却損 1 8

固定資産除却損 22 82

固定資産圧縮損 － 141

投資有価証券評価損 12 259

関係会社整理損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99

特別損失合計 40 591

税金等調整前四半期純利益 6,973 11,146

法人税等 2,043 4,179

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,967

少数株主利益 46 29

四半期純利益 4,883 6,938
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 6,973 11,146

減価償却費 4,066 3,827

賞与引当金の増減額（△は減少） 102 △297

受取利息及び受取配当金 △180 △79

支払利息 68 57

持分法による投資損益（△は益） △3 △48

売上債権の増減額（△は増加） △5,124 △1,331

たな卸資産の増減額（△は増加） 569 937

仕入債務の増減額（△は減少） 3,978 △81

その他 815 1,134

小計 11,264 15,265

利息及び配当金の受取額 180 79

利息の支払額 △68 △57

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,417 △5,550

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,793 9,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 741 △8,822

有価証券の取得による支出 △13,653 △8,500

有価証券の売却による収入 11,684 17,000

有形固定資産の取得による支出 △3,249 △3,249

子会社株式の取得による支出 △895 －

その他 △62 △168

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,434 △3,740

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） △10 △975

長期借入れによる収入 20 1,213

長期借入金の返済による支出 △114 △53

配当金の支払額 △569 △1,772

その他 △30 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △705 △1,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51 △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,601 4,299

現金及び現金同等物の期首残高 18,007 28,747

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,608 33,047
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該当事項はありません。  

  

  

［事業の種類別セグメント情報］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類及び販売市場等の類似性に基づいております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

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、4,498百万円であり、主として

連結財務諸表提出会社の基礎的研究費及び総務、経理部門等の全社的管理費用であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
光電子部品
（百万円） 

計測機器
（百万円） 

その他
（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  37,381  5,866  276  43,524  ―  43,524

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 378  18  ―  397  (397)  ―

計  37,760  5,885  276  43,921  (397)  43,524

営業費用  27,020  5,259  288  32,568  4,273  36,841

営業利益又は営業損失（△）  10,739  626  △12  11,353  (4,671)  6,682

事業区分 主要な製品

光電子部品 

光電子増倍管、イメージ機器及び光源（マイクロフォーカスＸ線源、Ｘ線シンチレータ、

Ｘ線イメージインテンシファイア、マイクロチャンネルプレート、重水素ランプ、ステル

スダイシングエンジン、スポット光源、静電気除去装置）、光半導体素子（フォトダイオ

ード、赤外線検出素子、イメージセンサ、発光素子、フォトIC） 

計測機器 
画像処理・計測装置（特殊ビデオカメラ、汎用画像処理装置、極微弱光画像計測装置、超

高速測光装置、光学顕微鏡用画像処理装置、非破壊検査装置） 

その他 ホテル事業 
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［所在地別セグメント情報］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10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 各区分に属する主な国又は地域 

北米 ………… 米国 

欧州 ………… ドイツ、フランス、イギリス 

その他 ……… 中国 

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、4,498百万円であり、主として

連結財務諸表提出会社の基礎的研究費及び総務、経理部門等の全社的管理費用であります。 

   

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10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 各区分に属する主な国又は地域 

北米 ………… 米国 

欧州 ………… ドイツ、フランス、イギリス 

アジア ……… イスラエル、インド、中国、韓国、台湾 

その他 ……… オーストラリア 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会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。

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
欧州

(百万円) 
その他
(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 
 20,432  12,003  10,338  749  43,524  ―  43,524

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 17,440  270  166  477  18,354  (18,354)  ―

計  37,873  12,273  10,504  1,227  61,878  (18,354)  43,524

営業費用  28,222  11,765  9,584  1,002  50,574  (13,732)  36,841

営業利益  9,651  508  920  224  11,304  (4,621)  6,682

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,509  10,272  5,689  135  27,606

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  ―  ―  43,524

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 26.4  23.6  13.1  0.3  63.4
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

  当社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評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子管事

業」、「光半導体事業」及び「画像計測機器事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「電子管事業」は、光電子増倍管、イメージ機器及び光源等を製造・販売しております。「光半導体事業」は、

光半導体素子等を製造・販売しております。「画像計測機器事業」は、画像処理・計測装置等を製造・販売してお

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２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、半導体レーザー事業及びホテル

事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△6,056百万円には、セグメント間取引消去△544百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△5,511百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び基礎的研究費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

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。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

電子管 光半導体 
画像計測機

器 
計

売上高                 

外部顧客への売上

高 
 21,708  21,562  6,887  50,159  1,385  51,545  ―  51,545

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 745  436  60  1,243  188  1,431  △1,431  ―

計  22,454  21,999  6,948  51,402  1,573  52,976  △1,431  51,545

セグメント利益又は

損失（△） 
 8,480  7,704  1,253  17,438  △276  17,161  △6,056  11,105

（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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