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(百万円未満切捨て)

１．平成28年10月期第２四半期の連結業績（平成27年11月１日～平成28年４月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年10月期第２四半期 10,687 △6.9 85 － △158 － △351 －

27年10月期第２四半期 11,481 △18.3 △59 － 385 △43.9 325 143.3

（注）包括利益 28年10月期第２四半期△1,774百万円 ( －％) 27年10月期第２四半期 2,356百万円 ( 186.1％)
　

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

28年10月期第２四半期 △14.45 －

27年10月期第２四半期 13.40 －
（注）当社は、28年10月期第２四半期連結累計期間より「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、株主資本において

自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金

額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年10月期第２四半期 52,699 39,383 74.7

27年10月期 55,130 41,522 75.3

(参考) 自己資本 28年10月期第２四半期 39,383百万円 27年10月期 41,522百万円
　

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

27年10月期 － 0.00 － 15.00 15.00

28年10月期 － 0.00

28年10月期(予想) － 10.00 10.00
（注１）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注２）27年10月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 記念配当５円00銭（創立80周年記念配当）

　

３．平成28年10月期の連結業績予想（平成27年11月１日～平成28年10月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 21,800 △4.5 440 △18.3 340 △74.2 50 △90.8 2.06
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 － 社 、除外 － 社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年10月期２Ｑ 25,450,000株 27年10月期 25,450,000株

② 期末自己株式数 28年10月期２Ｑ 1,124,538株 27年10月期 1,124,538株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年10月期２Ｑ 24,325,462株 27年10月期２Ｑ 24,325,462株

（注）28年10月期２Ｑにおける期末自己株式数には、「株式給付信託（ＢＢＴ）」に係る信託財産として「資産管理サ

ービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」が保有する当社株式（28年10月期２Ｑ 71,100株、27年10月期 －株）

が含まれております。

※ 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財務諸表のレビュー手続は終了しております。

　

※ 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）３ページ「連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、一部に弱さが見られたものの、全体としては緩やかな回復が続

きました。アジア地域では、中国経済が緩やかに減速した一方、その他の地域では持ち直しの動きが見られました。

米国経済は、企業部門の一部に弱めの動きが見られたものの、景気の回復が続きました。欧州経済は、個人消費に

堅調さが見られ、景気は緩やかに回復しました。日本経済は、設備投資の持ち直しや雇用情勢の改善が見られ、緩

やかな回復基調が続きました。

当社グループの光事業の関連市場では、デジタルカメラはコンパクトタイプ、レンズ交換式タイプともに需要の

減少が続きました。一方、エレクトロニクス事業の関連市場においては、露光装置が半導体向けは弱含みで推移し

たものの、FPD向けは好調に推移しました。

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、デジタルカメラ向け光学機器用レンズ材や半導体露光装置向け高均質ガラスの需要が低調に推移した

ことから、10,687百万円（前年同期比6.9％減）となりました。

損益面では、原料調達や生産性の改善に努めたことなどから、売上総利益は2,563百万円（同7.0％増）となりま

した。販売費及び一般管理費は、研究開発費が増加したことなどにより、2,477百万円（同0.9％増）となり、営業

利益は85百万円（前年同期は59百万円の営業損失）となりました。経常損失は、営業外費用として、持分法による

投資損失を計上したこと及び在外子会社の円建て債務に係る為替換算損を計上したことなどにより、158百万円（前

年同期は385百万円の経常利益）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は、351百万円（前年同期は325百万円

の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 光事業

当事業の売上高は、デジタルカメラの需要減少に伴い、光学機器用レンズ材の販売が減少したことから、7,317百

万円（前年同期比9.8％減）となりました。損益面では、原料の調達改善に努めたものの、生産設備稼働率の低下を

補えず、営業損失は58百万円（前年同期は27百万円の営業損失）となりました。

② エレクトロニクス事業

当事業の売上高は、高均質光学ガラスや極低膨張ガラスセラミックスなど特殊ガラスの販売が減少した一方、石

英ガラスは販売が増加したことから、3,370百万円（前年同期比0.0％減）となりました。損益面では、石英ガラス

の生産改善が進んだことから、営業利益は143百万円（前年同期は31百万円の営業損失）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は52,699百万円(前連結会計年度末比4.4％減)となりました。これは

主に、投資有価証券が減少したことなどによるものであります。

流動資産の残高は27,566百万円(同1.1％減)となりました。これは、現金及び預金が増加した一方、受取手形及び

売掛金や、たな卸資産のうち、原材料が減少したことなどが主な要因であります。

固定資産の残高は25,133百万円(同7.8％減)となりました。これは、投資その他の資産において、投資有価証券が

時価評価により減少したことなどが主な要因であります。

流動負債の残高は9,779百万円(同6.9％増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が減少したものの、短期

借入金が増加したことなどが主な要因であります。

固定負債の残高は3,536百万円(同20.7％減)となりました。これは、長期借入金が減少したことが主な要因であり

ます。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は39,383百万円(同5.2％減)となりました。これは、為替換算

調整勘定やその他有価証券評価差額金が減少したことなどが主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の状況を踏まえ、平成28年３月16日公

表の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実績の差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を

資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更して

おります。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定に

よる取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法

に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(有形固定資産の減価償却の方法)

当社及び国内連結子会社は、当第２四半期連結会計期間より、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、従来から採用している減価償却方法を、法人税法の改正に伴い、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（４）追加情報

（役員退職慰労引当金の廃止）

当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しておりましたが、平成28年１月28日開催の第107期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を

廃止しております。

同制度廃止に伴い、在任期間に対する役員退職慰労金の打切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高

200,361千円を、固定負債の「その他」に計上しております。

なお、連結子会社についても、役員退職慰労金の打切り支給を決議し、役員退職慰労引当金残高58,100千円を、

固定負債の「その他」に計上しております。

（株式給付信託（ＢＢＴ）の導入）

当社は、平成28年１月28日開催の第107期定時株主総会決議に基づき、平成28年３月18日より、取締役及び上級執

行役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たすもの（以下、「対象役員」という。）に対

する新たな業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託（ＢＢＴ）」（以下、「本制度」という。）を導入しており

ます。

(1) 取引の概要

本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の対象役員に対し、当社株

式を給付する仕組みです。

当社は、対象役員に対し当該事業年度における報酬月額、業績達成度等に応じてポイントを付与し、役員退任時

に確定したポイントに応じた当社株式を給付します。対象役員に対し給付する株式については、予め信託設定した

金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

(2) 信託に残存する自社の株式

当第２四半期連結会計期間における本制度の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が当

社株式71,100株を取得しております。

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随する費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当第２四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価格及び株式数は、37,825

千円及び71,100株であります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成27年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,849,087 12,201,646

受取手形及び売掛金 5,985,416 5,927,294

電子記録債権 138,216 96,278

商品及び製品 1,799,350 1,915,025

仕掛品 4,755,583 4,908,569

原材料及び貯蔵品 2,576,769 2,253,560

繰延税金資産 31,850 43,913

その他 803,225 275,416

貸倒引当金 △56,638 △55,594

流動資産合計 27,882,861 27,566,111

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,068,448 12,768,244

減価償却累計額 △6,594,556 △6,748,691

建物及び構築物（純額） 6,473,892 6,019,553

機械装置及び運搬具 15,919,309 17,020,105

減価償却累計額 △12,651,406 △12,758,058

機械装置及び運搬具（純額） 3,267,903 4,262,046

工具、器具及び備品 11,067,398 10,837,203

減価償却累計額 △2,335,956 △2,315,007

工具、器具及び備品（純額） 8,731,442 8,522,195

土地 322,845 314,472

建設仮勘定 1,353,515 253,798

有形固定資産合計 20,149,599 19,372,066

無形固定資産 72,237 62,075

投資その他の資産

投資有価証券 5,934,070 4,872,734

長期貸付金 460,000 275,000

退職給付に係る資産 145,906 137,593

繰延税金資産 109,575 97,531

その他 375,806 316,854

投資その他の資産合計 7,025,359 5,699,713

固定資産合計 27,247,196 25,133,855

資産合計 55,130,057 52,699,967
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,183,536 1,022,251

電子記録債務 716,193 755,625

短期借入金 4,493,314 5,793,938

リース債務 21,174 168,866

未払法人税等 151,800 138,040

繰延税金負債 184,245 125,284

賞与引当金 563,559 435,352

役員賞与引当金 49,139 24,562

未払金 982,925 826,471

その他 801,949 489,191

流動負債合計 9,147,838 9,779,584

固定負債

長期借入金 2,338,446 713,289

リース債務 28,746 966,983

繰延税金負債 1,117,081 829,379

退職給付に係る負債 600,725 620,394

役員退職慰労引当金 257,922 －

役員株式給付引当金 － 6,298

環境対策引当金 23,485 28,312

資産除去債務 92,158 93,271

その他 885 278,568

固定負債合計 4,459,451 3,536,500

負債合計 13,607,290 13,316,084

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 25,268,910 24,492,441

自己株式 △1,549,086 △1,488,935

株主資本合計 37,505,609 36,789,290

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,235,786 1,787,678

為替換算調整勘定 1,985,075 974,629

退職給付に係る調整累計額 △203,705 △167,716

その他の包括利益累計額合計 4,017,157 2,594,592

純資産合計 41,522,767 39,383,883

負債純資産合計 55,130,057 52,699,967
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

売上高 11,481,142 10,687,380

売上原価 9,084,906 8,124,249

売上総利益 2,396,236 2,563,130

販売費及び一般管理費 2,455,654 2,477,905

営業利益又は営業損失（△） △59,418 85,224

営業外収益

受取利息 25,719 22,510

受取配当金 70,168 67,958

受取地代家賃 4,903 5,041

固定資産売却益 18,527 67,917

為替差益 190,500 －

試作品等売却収入 102,934 32,397

その他 63,418 119,237

営業外収益合計 476,172 315,063

営業外費用

支払利息 25,600 22,227

為替差損 － 330,145

持分法による投資損失 4,673 173,735

その他 848 33,131

営業外費用合計 31,122 559,239

経常利益又は経常損失（△） 385,631 △158,951

特別利益

固定資産売却益 144,869 －

投資有価証券売却益 187,039 －

特別利益合計 331,909 －

特別損失

固定資産除却損 23,658 －

特別損失合計 23,658 －

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（△）

693,882 △158,951

法人税等 337,848 192,485

四半期純利益又は四半期純損失（△） 356,034 △351,436

非支配株主に帰属する四半期純利益 30,063 －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

325,970 △351,436
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 356,034 △351,436

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 792,967 △448,108

為替換算調整勘定 1,068,813 △859,034

退職給付に係る調整額 △35,919 35,989

持分法適用会社に対する持分相当額 174,984 △151,411

その他の包括利益合計 2,000,847 △1,422,565

四半期包括利益 2,356,881 △1,774,002

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,285,045 △1,774,002

非支配株主に係る四半期包括利益 71,835 －
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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26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28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（△）

693,882 △158,951

減価償却費 687,314 753,937

持分法による投資損益（△は益） 4,673 173,735

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,979 △270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 36,314 24,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,471 △257,922

長期未払金の増減額（△は減少） － 277,290

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） － 6,298

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △49,808 △22,199

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,775 △116,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,176 △1,061

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 4,826

資産除去債務の増減額（△は減少） － 1,113

受取利息及び受取配当金 △95,887 △90,469

支払利息 25,600 22,227

為替差損益（△は益） △141,411 273,670

固定資産除却損 24,151 20,235

固定資産売却損益（△は益） △163,396 △64,460

投資有価証券売却損益（△は益） △187,039 －

売上債権の増減額（△は増加） △52,810 △92,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 421,266 △124,800

仕入債務の増減額（△は減少） 3,461 17,366

その他 7,691 341,531

小計 1,117,895 987,108

利息及び配当金の受取額 292,686 85,441

利息の支払額 △26,549 △21,204

保険金の受取額 － 110,693

法人税等の支払額 △226,615 △269,664

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,157,416 892,374

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 △295,010 △437,212

定期預金の払戻による収入 10,009 10,011

有価証券の取得による支出 △999,676 －

有価証券の償還による収入 1,000,000 －

投資有価証券の売却による収入 232,500 －

有形固定資産の取得による支出 △824,724 △1,086,911

有形固定資産の売却による収入 210,136 307,299

無形固定資産の取得による支出 △22,130 △5,230

子会社の清算による収入 － 164,502

長期貸付金の回収による収入 － 185,000

その他 △28,567 △24,766

投資活動によるキャッシュ・フロー △717,463 △887,307
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28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） △400,000 △10,000

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △444,033 △306,504

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,113,733

割賦債務の返済による支出 △6,167 △47,289

配当金の支払額 △242,814 △363,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △493,014 386,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 478,154 △416,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,092 △24,991

現金及び現金同等物の期首残高 11,673,215 11,336,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,098,308 11,311,884
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年11月１日 至 平成27年４月30日)

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

(単位：千円)

光事業 エレクトロニクス事業 合計 (注)

売上高

(1) 外部顧客への売上高 8,109,692 3,371,450 11,481,142

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － －

計 8,109,692 3,371,450 11,481,142

セグメント損失(△) △27,961 △31,456 △59,418

(注) セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年11月１日 至 平成28年４月30日)

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

(単位：千円)

光事業 エレクトロニクス事業 合計 (注)

売上高

(1) 外部顧客への売上高 7,317,017 3,370,362 10,687,380

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － －

計 7,317,017 3,370,362 10,687,380

セグメント利益又は損失(△) △58,260 143,485 85,224

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

決算短信 （宝印刷）  2016年06月13日 15時43分 14ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


