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平成24年12月28日 

各  位 

会 社 名 ＨＯＹＡ株式会社 

代 表 者 名 代表執行役ＣＥＯ 鈴木 洋 

（コード番号  7741 東証第一部） 

問 合 せ 先 ＨＯＹＡグループＩＲ・広報室 

マネジャー 伊藤 直司 

電話 ： ＩＲ・広報室 03-3232-0062 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成25年３月期 第２四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成24年12月25日に「持分法適用関連会社による費用追加計上（第２四半期決算）のお知らせ」において、既

にお知らせいたしましたとおり、本日、当社承認手続きが完了いたしましたので、「平成25年３月期 第２四半

期決算短信〔IFRS〕（連結）」の一部訂正をお知らせいたします。 

平成24年12月25日にお知らせしました内容からの変更はございません。 

平成24年10月31日に発表いたしました「平成25年３月期第２四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」からの訂

正箇所につきましては、下記のとおりとなります。また、あわせて訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、本日同時に、関東財務局に第75期第２四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしましたので、そ

ちらもあわせてご参照ください。 

 

記 
 

【訂正箇所】 

訂正箇所には下線を付しています。 

サマリー情報 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

 （１）連結経営成績（累計） 

 （２）連結財政状態 

添付資料 (頁番号は平成24年10月31日発表「平成25年３月期第２四半期決算短信」の該当頁) 

１．当四半期決算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  ２ページ 

３．四半期連結財務諸表 

 （１）要約四半期連結財政状態計算書  ５・６ページ 

 （２）要約四半期連結包括利益計算書  ７～10ページ 

 （３）要約四半期連結持分変動計算書  12ページ 

 （５）セグメント情報   14ページ 
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訂正箇所には下線を付しています。 

 

サマリー情報 

（訂正前） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

 （１）連結経営成績（累計） 

 
売上収益 税引前利益 四半期利益 

親会社の所有者に帰

属する四半期利益 

四半期包括利

益合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 185,717 △2.1 43,570 31.1 39,475 41.3 39,412 41.6 22,254 529.5

24年3月期第2四半期 189,669 △0.2 33,241 △5.1 27,929 △26.1 27,836 △26.7 3,535 △82.5

 

 基本的1株当たり四半期利益 希薄化後1株当たり四半期利益 

 

25年3月期第2四半期 
円 銭

91.35

円 銭 

91.32 

24年3月期第2四半期 64.52 64.51 

（注）売上収益及び税引前利益の金額は、平成25年３月期第２四半期及び平成24年３月期第２四半期ともに継続事業のみを表示しております。 

 

 （２）連結財政状態 

 
資産合計 資本合計 

親会社の所有者に

帰属する持分 

親会社所有者帰属

持分比率 

 

25年3月期第2四半期 
百万円 

540,216 

百万円

391,924

百万円 

392,141 
％

72.6

24年3月期 575,235 384,653 384,802 66.9

 

（訂正後） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

 （１）連結経営成績（累計） 

 
売上収益 税引前利益 四半期利益 

親会社の所有者に帰

属する四半期利益 

四半期包括利

益合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 185,717 △2.1 41,768 25.7 37,674 34.9 37,610 35.1 20,526 480.6

24年3月期第2四半期 189,669 △0.2 33,241 △5.1 27,929 △26.1 27,836 △26.7 3,535 △82.5

 

 基本的1株当たり四半期利益 希薄化後1株当たり四半期利益 

 

25年3月期第2四半期 
円 銭

87.17

円 銭 

87.15 

24年3月期第2四半期 64.52 64.51 

（注）売上収益及び税引前利益の金額は、平成25年３月期第２四半期及び平成24年３月期第２四半期ともに継続事業のみを表示しております。 

 

 （２）連結財政状態 

 
資産合計 資本合計 

親会社の所有者に

帰属する持分 

親会社所有者帰属

持分比率 

 

25年3月期第2四半期 
百万円 

538,488 

百万円

390,197

百万円 

390,413 
％

72.5

24年3月期 575,235 384,653 384,802 66.9
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添付資料 

＜２ページ＞ 

（訂正前） 

１．当四半期決算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全般の状況 

（中略） 

この結果、当第２四半期連結累計期間の継続事業からの売上収益は、1,857 億 17 百万円と、前年同期に

比べて2.1％の減収となりました。しかしながら、継続事業からの税引前四半期利益は435 億 70 百万円、

継続事業からの四半期利益は394億75百万円となり、それぞれ前年同期に比べて31.1％、45.3％の大幅な

増益となりました。これは、当第２四半期連結累計期間に、タイの洪水により被災した固定資産等及び利益

保険の一部について受領した「保険金収入」160 億 80 百万円、メガネレンズの製造・販売を営む関連会社

であったOptotal Hoya S.A.の株式追加取得により、連結子会社になったことに伴う「段階取得に係る差益」

22億38百万円を計上しているためであります。 

 

なお、当社グループの全事業の売上収益は、1,857億17百万円となり、前年同期と比べて9.8％の減収と

なりました。これは、前年同期には、非継続事業であるＰＥＮＴＡＸイメージング・システム事業の売上が

含まれているためであります。 

全事業の税引前四半期利益は435億70百万円、四半期利益は394億75百万円と、それぞれ前年同期に比

べて27.4％、41.3％の増益となりましたが、この増益も上記の「保険金収入」及び「段階取得に係る差益」

によるものです。 

 

（訂正後） 

１．当四半期決算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全般の状況 

（中略） 

この結果、当第２四半期連結累計期間の継続事業からの売上収益は、1,857 億 17 百万円と、前年同期に

比べて2.1％の減収となりました。しかしながら、継続事業からの税引前四半期利益は417 億 68 百万円、

継続事業からの四半期利益は376億74百万円となり、それぞれ前年同期に比べて25.7％、38.7％の大幅な

増益となりました。これは、当第２四半期連結累計期間に、タイの洪水により被災した固定資産等及び利益

保険の一部について受領した「保険金収入」160 億 80 百万円、メガネレンズの製造・販売を営む関連会社

であったOptotal Hoya S.A.の株式追加取得により、連結子会社になったことに伴う「段階取得に係る差益」

22億38百万円を計上しているためであります。 

 

なお、当社グループの全事業の売上収益は、1,857億17百万円となり、前年同期と比べて9.8％の減収と

なりました。これは、前年同期には、非継続事業であるＰＥＮＴＡＸイメージング・システム事業の売上が

含まれているためであります。 

全事業の税引前四半期利益は417億68百万円、四半期利益は376億74百万円と、それぞれ前年同期に比

べて22.1％、34.9％の増益となりましたが、この増益も上記の「保険金収入」及び「段階取得に係る差益」

によるものです。 
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＜５ページ＞ 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

 （１）要約四半期連結財政状態計算書 

（単位：百万円） 

 
注記

前連結会計年度 

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日） 

資産    

非流動資産：    

 有形固定資産―純額  108,404 122,944

 のれん  1,431 7,081

 無形資産  13,164 17,673

 持分法で会計処理されている投資＿＿＿＿  12,935 11,732

 長期金融資産  8,442 7,994

 その他の非流動資産  2,119 2,039

 繰延税金資産  25,066 23,000

非流動資産合計  171,561 192,462

：（中略）  

資産合計  575,235 540,216

 

（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

 （１）要約四半期連結財政状態計算書 

（単位：百万円） 

 
注記

前連結会計年度 

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日） 

資産    

非流動資産：    

 有形固定資産―純額  108,404 122,944

 のれん  1,431 7,081

 無形資産  13,164 17,673

 持分法で会計処理されている投資＿＿＿＿  12,935 10,004

 長期金融資産  8,442 7,994

 その他の非流動資産  2,119 2,039

 繰延税金資産  25,066 23,000

非流動資産合計  171,561 190,734

：（中略）  

資産合計  575,235 538,488
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＜６ページ＞ 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

 （１）要約四半期連結財政状態計算書 

（単位：百万円） 

 
注記

前連結会計年度 

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日） 

資本及び負債    

資本    

 資本金  6,264 6,264

 資本剰余金  15,899 15,899

 自己株式  △10,928 △10,714

 その他の資本剰余金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  △2,505 △2,422

 利益剰余金  442,898 467,210

 累積その他の包括利益  △66,826 △84,097

親会社の所有者に帰属する持分  384,802 392,141

非支配持分  △149 △216

資本合計  384,653 391,924

：（中略）  

資本及び負債合計  575,235 540,216

 

（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

 （１）要約四半期連結財政状態計算書 

（単位：百万円） 

 
注記

前連結会計年度 

（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成24年９月30日） 

資本及び負債    

資本    

 資本金  6,264 6,264

 資本剰余金  15,899 15,899

 自己株式  △10,928 △10,714

 その他の資本剰余金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  △2,505 △2,422

 利益剰余金  442,898 465,409

 累積その他の包括利益  △66,826 △84,023

親会社の所有者に帰属する持分  384,802 390,413

非支配持分  △149 △216

資本合計  384,653 390,197

：（中略）  

資本及び負債合計  575,235 538,488
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＜７・８ページ＞ 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

 （２）要約四半期連結包括利益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 

 

注記

前第２四半期連結累計期間

（自 平成23年４月 １日 

至 平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年４月 １日 

  至 平成24年９月30日）

継続事業    

収益：    

 ：（中略）  

費用：  

 ：（中略）  

 持分法による投資損失  381 605

 その他の費用  43,903 46,478

費用合計  159,454 163,363

税引前四半期利益  33,241 43,570

 法人所得税  6,069 4,094

継続事業からの四半期利益  27,172 39,475

非継続事業 

 非継続事業からの四半期利益（損失） 

 

757 －

四半期利益  27,929 39,475

 

その他の包括利益： 

 売却可能金融資産評価損益 

 

△505 △36

 在外営業活動体の換算損益  △24,355 △17,231

持分法適用関連会社のその他の包括利益持分  △107 58

その他の包括利益（損失）に関する法人所得税  573 △12

その他の包括利益（損失）合計  △24,394 △17,221

四半期包括利益（損失）  3,535 22,254

 

四半期利益の帰属： 

 親会社の所有者 

 

27,836 39,412

 非支配持分  93 64

合計  27,929 39,475

 

四半期包括利益（損失）の帰属： 

 親会社の所有者 

 

3,526 22,140

 非支配持分  9 114

合計  3,535 22,254

 

（単位：円） 

基本的１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

62.77 91.35

 非継続事業  1.75 －

基本的１株当たり四半期利益合計  64.52 91.35

希薄化後１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

62.75 91.32

 非継続事業  1.75 －

希薄化後１株当たり四半期利益合計  64.51 91.32

（以下略） 
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（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

 （２）要約四半期連結包括利益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 

 

注記

前第２四半期連結累計期間

（自 平成23年４月 １日 

至 平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年４月 １日 

  至 平成24年９月30日）

継続事業    

収益：    

 ：（中略）  

費用：  

 ：（中略）  

 持分法による投資損失  381 2,406

 その他の費用  43,903 46,478

費用合計  159,454 165,164

税引前四半期利益  33,241 41,768

 法人所得税  6,069 4,094

継続事業からの四半期利益  27,172 37,674

非継続事業 

 非継続事業からの四半期利益（損失） 

 

757 －

四半期利益  27,929 37,674

 

その他の包括利益： 

 売却可能金融資産評価損益 

 

△505 △36

 在外営業活動体の換算損益  △24,355 △17,231

 持分法適用関連会社のその他の包括利益持分  △107 132

 その他の包括利益（損失）に関する法人所得税  573 △12

その他の包括利益（損失）合計  △24,394 △17,148

四半期包括利益（損失）  3,535 20,526

 

四半期利益の帰属： 

 親会社の所有者 

 

27,836 37,610

 非支配持分  93 64

合計  27,929 37,674

 

四半期包括利益（損失）の帰属： 

 親会社の所有者 

 

3,526 20,413

 非支配持分  9 114

合計  3,535 20,526

 

（単位：円） 

基本的１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

62.77 87.17

 非継続事業  1.75 －

基本的１株当たり四半期利益合計  64.52 87.17

希薄化後１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

62.75 87.15

 非継続事業  1.75 －

希薄化後１株当たり四半期利益合計  64.51 87.15

（以下略） 
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＜９・10ページ＞ 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

 （２）要約四半期連結包括利益計算書 

（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円） 

 

注記

前第２四半期連結会計期間

（自 平成23年７月 １日 

至 平成23年９月30日）

当第２四半期連結会計期間

（自 平成24年７月 １日 

至 平成24年９月30日）

継続事業    

収益：    

 ：（中略）  

費用：  

 ：（中略）  

 持分法による投資損失  317 217

 その他の費用  22,547 24,091

費用合計  81,536 82,439

税引前四半期利益  15,674 17,753

 法人所得税  2,643 1,475

継続事業からの四半期利益  13,030 16,278

非継続事業 

 非継続事業からの四半期利益（損失） 

 

△462 －

四半期利益  12,569 16,278

 

その他の包括利益： 

 売却可能金融資産評価損益 

 

△424 △32

 在外営業活動体の換算損益  △20,562 1,917

 持分法適用関連会社のその他の包括利益持分  △113 △75

 その他の包括利益（損失）に関する法人所得税  △5 △2

その他の包括利益（損失）合計  △21,104 1,808

四半期包括利益（損失）  △8,535 18,086

 

四半期利益の帰属： 

 親会社の所有者 

 

12,524 16,233

 非支配持分  45 45

合計  12,569 16,278

 

四半期包括利益（損失）の帰属： 

 親会社の所有者 

 

△8,495 17,965

 非支配持分  △40 121

合計  △8,535 18,086

 

（単位：円） 

基本的１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

30.10 37.62

 非継続事業  △1.07 －

基本的１株当たり四半期利益合計  29.03 37.62

希薄化後１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

30.09 37.61

 非継続事業  △1.07 －

希薄化後１株当たり四半期利益合計  29.02 37.61

（以下略） 

 



 

 －9－ 

（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

 （２）要約四半期連結包括利益計算書 

（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円） 

 

注記

前第２四半期連結会計期間

（自 平成23年７月 １日 

至 平成23年９月30日）

当第２四半期連結会計期間

（自 平成24年７月 １日 

至 平成24年９月30日）

継続事業    

収益：    

 ：（中略）  

費用：  

 ：（中略）  

 持分法による投資損失  317 2,018

 その他の費用  22,547 24,091

費用合計  81,536 84,240

税引前四半期利益  15,674 15,952

 法人所得税  2,643 1,475

継続事業からの四半期利益  13,030 14,477

非継続事業 

 非継続事業からの四半期利益（損失） 

 

△462 －

四半期利益  12,569 14,477

 

その他の包括利益： 

 売却可能金融資産評価損益 

 

△424 △32

 在外営業活動体の換算損益  △20,562 1,917

 持分法適用関連会社のその他の包括利益持分  △113 △1

 その他の包括利益（損失）に関する法人所得税  △5 △2

その他の包括利益（損失）合計  △21,104 1,881

四半期包括利益（損失）  △8,535 16,358

 

四半期利益の帰属： 

 親会社の所有者 

 

12,524 14,432

 非支配持分  45 45

合計  12,569 14,477

 

四半期包括利益（損失）の帰属： 

 親会社の所有者 

 

△8,495 16,237

 非支配持分  △40 121

合計  △8,535 16,358

 

（単位：円） 

基本的１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

30.10 33.45

 非継続事業  △1.07 －

基本的１株当たり四半期利益合計  29.03 33.45

希薄化後１株当たり四半期利益 

 継続事業 

 

30.09 33.44

 非継続事業  △1.07 －

希薄化後１株当たり四半期利益合計  29.02 33.44

（以下略） 



 

 －10－ 

＜12ページ＞ 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

 （３）要約四半期連結持分変動計算書 

（単位：百万円） 

  

  

注記 

資本金 資本剰余金 自己株式 
その他の 

資本剰余金 
利益剰余金 

平成24年４月１日残高   6,264 15,899 △10,928 △2,505 442,898

四半期包括利益（損失）             

四半期利益           39,412

その他の包括利益（損失）             

四半期包括利益（損失）合計           39,412

所有者との取引額             

所有者による拠出及び 

所有者への分配             

自己株式の取得       △1     

自己株式の処分       216 △105   

配当（１株当たり35.00円）           △15,100

その他の非支配持分の増減             

株式報酬取引 

（ストック・オプション）        189   

所有者による拠出及び 

所有者への分配合計       214 84 △15,100

所有者との取引額合計       214 84 △15,100

平成24年９月30日残高   6,264 15,899 △10,714 △2,422 467,210

 



 

 －11－ 

（単位：百万円） 

        

  

  

  

  

  

  

注記 

売却可

能金融

資産評

価損益

在外営業

活動体の

換算損益

持分法適

用関連会

社のその

他の包括

利益持分

累積その

他の包括

利益 

親会社の 

所有者に 

帰属する 

持分 

  

  

非支配

持分 

  

  

資本合計

平成24年４月１日残高   186 △64,869 △2,143 △66,826 384,802 △149 384,653

四半期包括利益（損失）                 

四半期利益           39,412 64 39,475

その他の包括利益（損失）   △23 △17,306 58 △17,271 △17,271 50 △17,221

四半期包括利益（損失）合計   △23 △17,306 58 △17,271 22,140 114 22,254

所有者との取引額                 

所有者による拠出及び 

所有者への分配                 

自己株式の取得           △1   △1

自己株式の処分           110   110

配当（１株当たり35.00円）           △15,100 △134 △15,234

その他の非支配持分の増減             △47 △47

株式報酬取引 

（ストック・オプション）           189   189

所有者による拠出及び 

所有者への分配合計           △14,802 △181 △14,983

所有者との取引額合計           △14,802 △181 △14,983

平成24年９月30日残高   163 △82,175 △2,085 △84,097 392,141 △216 391,924

 



 

 －12－ 

（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

 （３）要約四半期連結持分変動計算書 

 

（単位：百万円） 

  

  

注記 

資本金 資本剰余金 自己株式 
その他の 

資本剰余金 
利益剰余金 

平成24年４月１日残高   6,264 15,899 △10,928 △2,505 442,898

四半期包括利益（損失）             

四半期利益           37,610

その他の包括利益（損失）             

四半期包括利益（損失）合計           37,610

所有者との取引額             

所有者による拠出及び 

所有者への分配             

自己株式の取得       △1     

自己株式の処分       216 △105   

配当（１株当たり35.00円）           △15,100

その他の非支配持分の増減             

株式報酬取引 

（ストック・オプション）        189   

所有者による拠出及び 

所有者への分配合計       214 84 △15,100

所有者との取引額合計       214 84 △15,100

平成24年９月30日残高   6,264 15,899 △10,714 △2,422 465,409

 



 

 －13－ 

（単位：百万円） 

        

  

  

  

  

  

  

注記 

売却可

能金融

資産評

価損益

在外営業

活動体の

換算損益

持分法適

用関連会

社のその

他の包括

利益持分

累積その

他の包括

利益 

親会社の 

所有者に 

帰属する 

持分 

  

  

非支配

持分 

  

  

資本合計

平成24年４月１日残高   186 △64,869 △2,143 △66,826 384,802 △149 384,653

四半期包括利益（損失）                 

四半期利益           37,610 64 37,674

その他の包括利益（損失）   △23 △17,306 132 △17,197 △17,197 50 △17,148

四半期包括利益（損失）合計   △23 △17,306 132 △17,197 20,413 114 20,526

所有者との取引額                 

所有者による拠出及び 

所有者への分配                 

自己株式の取得           △1   △1

自己株式の処分           110   110

配当（１株当たり35.00円）           △15,100 △134 △15,234

その他の非支配持分の増減             △47 △47

株式報酬取引 

（ストック・オプション）           189   189

所有者による拠出及び 

所有者への分配合計           △14,802 △181 △14,983

所有者との取引額合計           △14,802 △181 △14,983

平成24年９月30日残高   163 △82,175 △2,011 △84,023 390,413 △216 390,197

 



 

 －14－ 

＜14ページ＞ 

（訂正前） 

 （５）セグメント情報 

  ②セグメント収益及び業績 

                                                 （単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日）

情報・通信 ライフケア その他 小計 調整額 連結 

外部顧客からの売上収益 87,342 97,345 1,012 185,699 18 185,717

セグメント間の売上収益 84 1 1,394 1,478 △1,478 －

計 87,426 97,346 2,406 187,177 △1,460 185,717

セグメント利益 

（税引前四半期利益） 17,358 32,309 420 50,087 △6,517 43,570

（注）１．外部顧客からの売上収益の調整額18百万円は、報告セグメントに含まれない研究開発部門によるものでありま

す。 

２．セグメント利益の調整額△6,517百万円には、セグメント間取引消去４百万円、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損益（関係会社からの受取配当金消去後）△6,521百万円が含まれております。 

３．ライフケアのセグメント利益には、平成23年10月に発生したタイ洪水被害に対応する保険金収入16,080百万

円及び子会社株式の段階取得に係る差益2,238百万円が含まれております。 

 

（訂正後） 

 （５）セグメント情報 

  ②セグメント収益及び業績 

                                                 （単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日）

情報・通信 ライフケア その他 小計 調整額 連結 

外部顧客からの売上収益 87,342 97,345 1,012 185,699 18 185,717

セグメント間の売上収益 84 1 1,394 1,478 △1,478 －

計 87,426 97,346 2,406 187,177 △1,460 185,717

セグメント利益 

（税引前四半期利益） 17,358 32,309 420 50,087 △8,318 41,768

（注）１．外部顧客からの売上収益の調整額18百万円は、報告セグメントに含まれない研究開発部門によるものでありま

す。 

２．セグメント利益の調整額△8,318百万円には、セグメント間取引消去４百万円、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損益（関係会社からの受取配当金消去後）△8,322百万円が含まれております。 

３．ライフケアのセグメント利益には、平成23年10月に発生したタイ洪水被害に対応する保険金収入16,080百万

円及び子会社株式の段階取得に係る差益2,238百万円が含まれております。 

 

 

以 上 
 


