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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4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 ％

23年3月期第2四半期 3,388 29.2 600 ― 495 404.5 446 734.5
22年3月期第2四半期 2,623 △24.0 6 ― 98 ― 53 ―

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2四半期 28.03 ―
22年3月期第2四半期 3.36 ―

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2四半期 6,942 926 12.6 54.70
22年3月期 6,867 438 5.6 24.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  871百万円 22年3月期  387百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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、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 6,660 18.4 670 180.3 580 62.9 510 94.7 31.99



(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ます。ただし、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）４ページ「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.５「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 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3月期2Q 15,941,740株 22年3月期  15,941,740株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  360株 22年3月期  360株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,941,380株 22年3月期2Q 15,941,380株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益の改善が進み、設備投資は持ち直しを見せていま

すが、輸出や生産の増加傾向が頭打ちになるなど、景気は回復基調から足踏み状態へ推移しております。

また、雇用情勢も依然として厳しく、今後の海外の景気動向や為替レートの変動などにより景気が下振れ

する懸念を残しています。アメリカ経済は、消費と設備投資が緩やかに持ち直しているものの、信用収縮

や高い失業率が継続することなどにより景気回復が停滞するリスクがあります。中国経済は、景気刺激策

の効果により、景気は内需を中心に拡大しているものの、拡大テンポは緩やかになっております。 

 データプロジェクターは、新興国において教育用途での普及、拡大が続くとともに、欧米においても教

育用途を中心とした需要が好調に推移しました。この様な情勢の下で、当社グループのプロジェクター用

反射鏡とフライアイレンズは、販売数量、売上高ともに増加しました。 

 デジタルシネマ上映システムは、デジタル化による映画配給に伴う費用の削減、3Dで製作される映画タ

イトルの増加等により導入が加速化されております。このため、当社グループのデジタルシネマ用映写機

の反射鏡の製造と販売は順調に拡大しております。 

 原価低減活動については、生産の効率化や良品率の改善のみならず製造技術の改善・定着化を推進して

おります。また、重点費目の予算管理の徹底によるコスト削減は、引き続き順調に推移しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,388百万円(前第２四半期連結累計期間比

29.2%増)、経常利益495百万円(前第２四半期連累計期間比404.5%増)、四半期純利益446百万円(前第２四

半期連結累計期間比734.5%増)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

(照明事業) 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は479百万円となりました。自動車用ヘッドレンズ・フォグレンズ

は販売数量が前年同期比で17.5%増加し、売上高は14.4%増加しました。 

(光学事業) 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は2,340百万円となりました。プロジェクター用反射鏡は、教育用

途を中心としたデータプロジェクターの需要が好調で販売数量が前年同期比で29.0%増加し、売上高は

10.4%増加しました。フライアイレンズは、販売数量が前年同期比で27.5%増加し、売上高は17.5%増加し

ました。デジタルシネマ用映写機の反射鏡は、好調な受注により大幅な増収となりました。 

(機能性ガラス・薄膜事業) 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は27百万円となりました。太陽光発電関係の測定装置のガラス部品

とプロジェクター用ガラス偏光子などを販売いたしました。集光型太陽光発電用ガラス部品については、

量産化に向けた体制を整えつつあります。 

(その他) 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は541百万円となりました。洗濯機用ドアガラスと紫外線照射装置

に使われるエキシマランプの蒸着加工の受注が好調でした。 

  

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
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(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ357百万円の増加となりました。この主な要因は、受取手形及び

売掛金が262百万円増加したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ282百万円の減少となりました。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ75百万円の増加となりました。 

(負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ288百万円の減少となりました。この主な要因は、岡本光学科技

(蘇州)有限公司の工場の売却が完了して前受金が減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ123百万円の減少となりました。この主な要因は、資産除去債務が

27百万円増加した一方で、長期借入金が150百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は412百万円減少しました。 

(純資産) 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ487百万円の増加となりました。この主な要因は、利益剰余金が446

百万円増加したことなどによるものであります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

岡本硝子㈱　(7746) 平成23年３月期　第２四半期決算短信

― 3 ―



  

平成22年８月９日に公表しました平成23年３月期通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきまし

ては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正及び特別利益の発生に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

1. 会計処理基準に関する事項の変更 

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及び経常利益は、それぞれ625千円減少し、税金

等調整前四半期純利益は5,884千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26,693千円であります。 

  

2. 表示方法の変更 

「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）に基づき財務諸表等

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）の適用に伴い、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」を表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 738,838 685,987

受取手形及び売掛金 1,328,992 1,066,457

商品及び製品 392,160 345,219

仕掛品 177,662 144,528

原材料及び貯蔵品 52,567 54,279

その他 70,303 105,504

貸倒引当金 △8,135 △7,123

流動資産合計 2,752,389 2,394,853

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,636,967 1,877,418

機械装置及び運搬具（純額） 1,270,539 1,366,209

土地 708,614 708,614

リース資産（純額） 19,220 20,720

その他（純額） 363,366 224,811

有形固定資産合計 3,998,708 4,197,773

無形固定資産 29,534 27,456

投資その他の資産

その他 162,297 247,881

貸倒引当金 △409 △501

投資その他の資産合計 161,888 247,380

固定資産合計 4,190,131 4,472,610

資産合計 6,942,521 6,867,464

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 439,013 391,061

1年内返済予定の長期借入金 300,008 304,560

リース債務 3,151 3,151

未払法人税等 4,658 10,780

賞与引当金 131,637 86,204

その他 334,255 705,849

流動負債合計 1,212,723 1,501,606

固定負債

長期借入金 4,498,648 4,648,652

リース債務 17,030 18,606

退職給付引当金 202,363 193,409

負ののれん 28,510 44,061

長期未払金 18,421 19,891
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（単位：千円）

当第２四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22年３月31日)

資産除去債務 27,000 －

その他 11,515 2,799

固定負債合計 4,803,491 4,927,420

負債合計 6,016,214 6,429,026

純資産の部

株主資本

資本金 1,761,028 1,761,028

利益剰余金 △1,137,894 △1,584,800

自己株式 △355 △355

株主資本合計 622,778 175,873

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,695 △1,687

為替換算調整勘定 251,850 213,108

評価・換算差額等合計 249,154 211,421

新株予約権 10,330 12,056

少数株主持分 44,043 39,086

純資産合計 926,307 438,437

負債純資産合計 6,942,521 6,867,464
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,623,136 3,388,470

売上原価 2,148,784 2,282,027

売上総利益 474,352 1,106,442

販売費及び一般管理費

役員報酬 20,650 44,637

給料及び手当 134,962 116,356

退職給付費用 5,250 4,038

減価償却費 31,180 23,342

賞与引当金繰入額 6,891 23,983

旅費及び交通費 19,519 16,449

支払手数料 53,907 60,473

運賃 33,652 39,615

貸倒引当金繰入額 1,525 －

研究開発費 23,242 40,563

その他 136,969 136,672

販売費及び一般管理費合計 467,750 506,132

営業利益 6,602 600,310

営業外収益

受取利息 877 137

受取配当金 4,396 4,114

負ののれん償却額 15,551 15,551

為替差益 48,090 －

保険解約返戻金 22,049 －

助成金収入 61,834 29,998

その他 12,405 3,546

営業外収益合計 165,204 53,348

営業外費用

支払利息 58,710 49,674

為替差損 － 105,274

その他 14,902 3,364

営業外費用合計 73,613 158,313

経常利益 98,192 495,345

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 615

新株予約権戻入益 － 4,203

固定資産売却益 1,943 36,605

その他 5,296 695

特別利益合計 7,240 42,119
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

特別損失

固定資産除却損 8,461 1,939

固定資産売却損 20,331 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,259

投資有価証券売却損 7,406 －

投資有価証券評価損 － 59,653

退職特別加算金 9,577 －

その他 519 3,672

特別損失合計 46,296 70,524

税金等調整前四半期純利益 59,136 466,940

法人税、住民税及び事業税 3,954 3,404

法人税等調整額 △377 8,339

法人税等合計 3,576 11,744

少数株主損益調整前四半期純利益 － 455,196

少数株主利益 2,006 8,290

四半期純利益 53,552 446,905
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４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 59,136 466,940

減価償却費 296,044 232,271

負ののれん償却額 △15,551 △15,551

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,569 968

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,875 45,433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 8,954

受取利息及び受取配当金 △5,274 △4,251

支払利息 58,710 49,674

為替差損益（△は益） △48,090 56,417

固定資産売却損益（△は益） 18,388 △36,605

固定資産除却損 8,461 1,939

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,259

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 7,406 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 59,653

売上債権の増減額（△は増加） △357,698 △264,465

たな卸資産の増減額（△は増加） 127,135 △78,583

仕入債務の増減額（△は減少） 12,315 26,329

その他の資産の増減額（△は増加） 103,555 65,172

その他の負債の増減額（△は減少） △27,639 △144,761

小計 272,397 474,796

利息及び配当金の受取額 5,274 4,251

利息の支払額 △60,012 △50,852

法人税等の支払額 △9,363 △9,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,295 418,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,056 △3,100

投資有価証券の売却による収入 15,329 －

有形固定資産の取得による支出 △118,096 △213,406

有形固定資産の売却による収入 79,087 27,293

無形固定資産の取得による支出 △892 △4,019

貸付けによる支出 △433 －

貸付金の回収による収入 5,462 －

その他の支出 △421 △4,538

その他の収入 12,950 1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,071 △196,483

岡本硝子㈱　(7746) 平成23年３月期　第２四半期決算短信

― 10 ―



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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） △21,921 －

長期借入金の返済による支出 △31,314 △154,556

リース債務の返済による支出 △1,575 △1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,811 △156,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,900 △13,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,511 52,850

現金及び現金同等物の期首残高 472,058 685,987

現金及び現金同等物の四半期末残高 612,570 738,838
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     該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
   (注)1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) 照明事業………  自動車用ヘッドレンズ、自動車用赤外線透過フィルター、照明用グローブ、水銀灯用ガ

ラス、信号灯用ガラス、船舶用ガラス、カラーフィルター、色温度変換フィルター、

コールドミラー等、主として照明用に使用される工業用ガラス製品の製造販売業務 

(2) 光学事業……… プロジェクター用反射鏡、デンタルミラー、フライアイレンズ、コンデンサーレンズ、

ＵＶ/ＩＲカットガラス、ダイクロイックフィルター等、主として大画面の映像機器市

場向け及びその他高付加価値のガラス製品の製造販売業務 

(3) 機能性ガラス・薄膜事業………吸収タイプのガラス偏光子等の機能性ガラス製品、プロジェクター、セン

サー、光通信に使用される機能性ガラス製品、バンドパスフィルター、エッジフィル

ターなどの機能性薄膜製品等、これまでのガラス・薄膜素材として持ち得なかった特

殊機能を持つガラス及び薄膜製品の製造販売業務 

(4) その他の事業… 自社開発のガラス巻取りロボットシステム、航空機用ガラス、飛行場用ガラス、歯科用

うがい鉢、洗濯機用ドアガラス、エキシマランプ加工等の製造販売業務 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

売上高(千円)

照明事業 462,615

光学事業 1,887,414

機能性ガラス・薄膜事業 65,563

その他の事業 207,542

合計 2,623,136

【所在地別セグメント情報】
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注)  1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）欧州…………………ベルギー、チェコ 

（2）アジア………………中国、香港、台湾、韓国 

（3）その他の地域………アメリカ 

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す。 

  

【海外売上高】

欧州
(千円)

アジア
(千円)

その他の地域
（千円）

計（千円）

Ⅰ 海外売上高 30,956 1,291,517 2,995 1,325,468

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 2,623,136

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

1.18 49.24 0.11 50.53
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(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。 

  

    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、照明用ガラス製品の製造販売に関する照明事業及びプロジェクターなどの電子機器に組み

込まれるガラス製部品に関する光学事業を主力に事業展開をしております。また、ガラス偏光子、太

陽光発電用ガラス部品など、これまでのガラス薄膜素材として持ち得なかった特殊機能を持つガラス

及び薄膜製品については、新たな主力事業とするために研究開発費や人員などの経営資源を配分して

おります。 

 したがって、当社は「照明事業」、「光学事業」、「機能性ガラス・薄膜事業」の３つを報告セグ

メントとしております。 

 「照明事業」は、自動車用ヘッドレンズ・フォグレンズ、一般照明用ガラス製品などの製造及び販

売を行っております。 

 「光学事業」は、プロジェクター用反射鏡、フライアイレンズ、デジタルシネマ用映写機の反射

鏡、自動車用赤外線透過フィルターなどの製造及び販売を行っております。 

 「機能性ガラス・薄膜事業」は、ガラス偏光子、太陽光発電用ガラス部品などの製造及び販売を行

っております。 

  

   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４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) 「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、デンタルミラーなどの医療向け

ガラス製品、洗濯機用ドアガラス、紫外線照射装置に使われるエキシマランプの蒸着加工などを含んでおり

ます。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

照明事業 光学事業
機能性ガラス・

薄膜事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 479,242 2,340,151 27,516 2,846,910 541,560 3,388,470

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － － － － －

計 479,242 2,340,151 27,516 2,846,910 541,560 3,388,470

セグメント利益又は損失(△) 133,304 640,148 △84,502 688,950 99,701 788,651
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   ３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

   当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
    (注)  全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

   ４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

    該当事項はありません。 

  

    当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

    該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 688,950

「その他」の区分の利益 99,701

全社費用(注) △188,341

四半期連結損益計算書の営業利益 600,310

(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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