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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 107,143 26.0 10,845 134.0 12,668 103.5 8,539 87.3
22年3月期第3四半期 85,006 △11.4 4,634 △53.9 6,226 △44.5 4,560 △5.1

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

23年3月期第3四半期 63.95 ―
22年3月期第3四半期 34.15 ―

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3四半期 210,669 156,023 73.4 1,157.53
22年3月期 202,119 156,685 76.8 1,162.26

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  154,580百万円 22年3月期  155,215百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
20.00 20.00

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  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 150,000 26.0 14,000 92.8 14,500 56.1 10,000 41.4 74.88



(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  無  
（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き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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページをご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料４ページ「２. 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3月期3Q 139,628,721株 22年3月期  139,628,721株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  6,085,672株 22年3月期  6,082,263株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 133,545,160株 22年3月期3Q 133,548,841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におけるわが国経済を顧みますと、各種政策効果やアジア向けを中心とした輸出に支

えられ、景気は回復傾向にありました。しかしながら、このところ輸出減少が見受けられ、円高や株価変動リス

ク、デフレの進行、雇用情勢悪化などの懸念も存在し、依然として不透明な状況が続いております。 

米国経済におきましては、経済政策効果による設備投資と個人消費の増加が見られましたが、信用収縮や高水準

の失業率は依然継続しており、景気回復の停滞要因となっております。 

また、欧州経済におきましては、ドイツを中心に景気は総じて持ち直しておりますが、ＥＵ各国ごとにばらつき

が大きく、完全に解消されない金融システム不安や高水準の失業率は、景気の不安定要因となっております。 

アジア経済におきましては、内需中心に景気拡大してきました中国経済が他のアジア地域も牽引し、総じて景気

回復してきましたが、回復テンポはやや緩やかになりつつあります。 

このような経済環境のもと、当社グループに関連する液晶・半導体市場では、液晶関連市場における一部急速な

回復の反動による需給調整や半導体関連市場におけるＤＲＡＭやフラッシュメモリの価格下落を背景に、光学装置

及びリプレイスランプは一時的踊り場感が見られるものの、スマートフォンを中心としたモバイルやタブレット型

端末など新規分野の需要増加もあり、総じて回復傾向に底堅く推移いたしました。 

また、プロジェクタ関連市場では、世界的な３Ｄ映画普及等による世界各地からの需要の増加は継続しており、

デジタルシネマプロジェクタはさらに伸長し、シネマプロジェクタ用クセノンランプも好調に推移いたしました。

以上のような状況の中、当社グループでは、生産性の向上や製造コストの低減、経費の圧縮、海外展開強化に向

けた販売体制の整備・拡充、海外生産シフトの促進等、引き続き全グループを挙げて業績の向上に注力してまいり

ました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高で前年同期比26.0％増の1,071億４千３

百万円、営業利益で前年同期比134.0％増の108億４千５百万円、経常利益で前年同期比103.5％増の126億６千８百

万円、四半期純利益で前年同期比87.3％増の85億３千９百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（光源事業） 

光源事業におきましては、３Ｄ映画の世界的な普及効果及びデジタル化の拡大により、シネマプロジェクタ用ク

セノンランプの販売は好調な状況が続いております。一方、露光用ＵＶランプのリプレイス販売などにおきまして

は需給による調整が見られるものの、総じて回復傾向に底堅く推移いたしました。 

その結果、売上高は436億１千万円を計上し、セグメント利益では65億８千５百万円を計上いたしました。 

  

（装置事業） 

装置事業におきましては、液晶・半導体関連製造装置の販売に一時的踊り場感が見られるものの、ＬＥＤ関連、

その他電子部品関連製造装置など新製品の販売が堅調で回復傾向に底堅く推移いたしました。また、デジタルシネ

マプロジェクタの出荷台数はさらに伸長いたしました。 

その結果、売上高は617億７千万円を計上し、セグメント利益では41億２千９百万円を計上いたしました。 

  

（その他） 

その他事業の産業機械関連製品におきましては、射出成形市場及び食品包装市場への設備投資需要の回復が緩や

かに推移いたしました。 

その結果、売上高は20億６千９百万円を計上し、セグメント利益では１億９百万円を計上いたしました。 

  

（注）第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの前年同期との金額比較は記

載しておりません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、2,106億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ85億４

千９百万円増加いたしました。主な増加要因は、商量の増加に伴う「受取手形及び売掛金」及び市況回復に向けた

「商品及び製品」並びに「原材料及び貯蔵品」の増加であります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、546億４千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ92億１千１

百万円増加いたしました。主な増加要因は、商量増加に伴う「支払手形及び買掛金」の増加及び商量増加に伴い運

転資金需要が増したことによる借入金の増加によるものであり、主な減少要因は株式市況が低迷したことによる

「投資有価証券」の含み益の税金部分であります「繰延税金負債」の減少であります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,560億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６

千１百万円減少いたしました。主な増加要因は、四半期純利益85億３千９百万円であり、主な減少要因は、円高に

よる「為替換算調整勘定」の減少、保有投資有価証券の評価減に伴う「その他有価証券評価差額金」の減少及び配

当金の支払いであります。 

  

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は、前連結会計年度末に比べ42億１千１百万円増加し

328億６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は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）  

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、89億９千７百万円の収入（前年同期

は120億５百万円の収入）となりました。   

この主な要因は、税金等調整前四半期純利益を120億８千万円計上し、減価償却費が47億３千万円発生し、仕入

債務が55億４百万円増加した一方で、たな卸資産が103億２千２百万円、売上債権が33億６千６百万円増加したこ

と及び、法人税等の支払い28億６千万円の支出によるものであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、33億５千８百万円の支出（前年同期

は112億９千１百万円の支出）となりました。  

この主な要因は、定期預金の払戻し148億７千４百万円、短期貸付金の回収12億２千２百万円、及び投資有価証

券の売却及び償還10億８千４百万円の収入と、定期預金の預入150億８千万円、有形固定資産の取得51億６千３百

万円、及び投資有価証券の取得18億９千７百万円の支出によるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、２億４千３百万円の収入（前年同期

は18億２千１百万円の支出）となりました。  

この主な要因は、短期借入金の純増加額13億４百万円、長期借入れ45億６千７百万円による収入と、長期借入金

の返済28億７千５百万円、及び配当金の支払い26億７千１百万円の支出によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻くこれまでの事業環境は、世界的な景気回復基調の中、新規設備投資を含む液晶関連市場

の拡大やスマートフォン、タブレット型端末などの新規需要拡大もあり、液晶・半導体市場における露光用ＵＶラ

ンプや光学装置は回復傾向に推移し、映像関連市場におけるデジタルシネマプロジェクタやシネマプロジェクタ用

クセノンランプも好調であり、業績は総じて堅調に推移しております。今後につきましては円高などの不透明感は

ありながらも、各種新製品の投入効果が期待でき、また、世界的な３Ｄ映画普及によりデジタルシネマプロジェク

タ市場も堅調に推移していくものと想定しております。 

このような情勢下におきまして、当社グループは重点事業である「映像・画像事業」、「高密度実装事業」、

「露光事業」を中心に、強みである光源・光学技術を 大限活用した 先端分野での研究開発の推進等、生産・販

売・開発の全てにわたり諸施策を鋭意推し進め、グループ全体のさらなる事業基盤強化を図ってまいります。 
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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 

該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は11百万円、税金等調整前四半期純利益は

111百万円それぞれ減少しております。 

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への影響はありません。 

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。 

  

   

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,926 37,865

受取手形及び売掛金 32,930 31,482

有価証券 7,691 6,741

商品及び製品 18,430 14,990

仕掛品 6,817 5,326

原材料及び貯蔵品 9,369 6,322

繰延税金資産 3,567 3,703

その他 5,879 6,823

貸倒引当金 △453 △532

流動資産合計 123,160 112,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,897 30,803

減価償却累計額 △15,165 △14,648

建物及び構築物（純額） 15,731 16,154

機械装置及び運搬具 21,868 20,856

減価償却累計額 △16,667 △16,155

機械装置及び運搬具（純額） 5,201 4,700

土地 8,479 8,579

建設仮勘定 1,512 1,500

その他 18,398 17,998

減価償却累計額 △13,568 △12,782

その他（純額） 4,829 5,215

有形固定資産合計 35,754 36,151

無形固定資産 3,101 3,028

投資その他の資産   

投資有価証券 46,795 46,440

長期貸付金 27 913

前払年金費用 － 54

繰延税金資産 462 659

その他 1,507 2,289

貸倒引当金 △139 △140

投資その他の資産合計 48,652 50,217

固定資産合計 87,508 89,397

資産合計 210,669 202,119
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,640 12,890

短期借入金 5,458 4,822

1年内返済予定の長期借入金 842 2,887

未払法人税等 1,760 1,083

繰延税金負債 8 41

賞与引当金 1,483 1,644

製品保証引当金 2,128 1,832

受注損失引当金 21 43

その他 9,446 6,789

流動負債合計 38,792 32,035

固定負債   

長期借入金 4,881 1,413

繰延税金負債 7,264 8,211

退職給付引当金 966 632

役員退職慰労引当金 35 49

資産除去債務 193 －

その他 2,512 3,092

固定負債合計 15,853 13,398

負債合計 54,645 45,434

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,556 19,556

資本剰余金 28,371 28,371

利益剰余金 115,793 109,925

自己株式 △9,214 △9,209

株主資本合計 154,507 148,643

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,580 13,668

為替換算調整勘定 △12,507 △7,096

評価・換算差額等合計 72 6,572

少数株主持分 1,443 1,469

純資産合計 156,023 156,685

負債純資産合計 210,669 202,119
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 85,006 107,143

売上原価 59,139 70,999

売上総利益 25,866 36,143

販売費及び一般管理費 21,232 25,298

営業利益 4,634 10,845

営業外収益   

受取利息 366 217

受取配当金 662 722

為替差益 47 －

売買目的有価証券運用益 660 －

持分法による投資利益 － 1,396

投資有価証券売却益 9 751

その他 552 332

営業外収益合計 2,298 3,420

営業外費用   

支払利息 178 163

為替差損 － 899

売買目的有価証券運用損 － 38

持分法による投資損失 252 －

控除対象外源泉税 91 68

その他 184 428

営業外費用合計 706 1,597

経常利益 6,226 12,668

特別利益   

固定資産売却益 6 15

特別利益合計 6 15

特別損失   

固定資産除却損 38 138

固定資産売却損 19 2

減損損失 － 102

投資有価証券評価損 35 198

会員権評価損 － 60

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 100

その他 14 －

特別損失合計 107 603

税金等調整前四半期純利益 6,125 12,080

法人税、住民税及び事業税 1,268 3,762

法人税等調整額 51 △356

法人税等合計 1,320 3,405

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,675

少数株主利益 244 135

四半期純利益 4,560 8,539
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 6,125 12,080

減価償却費 4,447 4,730

減損損失 － 102

受取利息及び受取配当金 △1,028 △940

支払利息 178 163

売買目的有価証券運用損益（△は益） △660 38

持分法による投資損益（△は益） 252 △1,396

固定資産売却損益（△は益） 13 △13

固定資産除却損 38 138

投資有価証券売却損益（△は益） △9 △751

投資有価証券評価損益（△は益） 35 198

売上債権の増減額（△は増加） △985 △3,366

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,209 △10,322

仕入債務の増減額（△は減少） 1,427 5,504

その他 △1,579 4,865

小計 10,463 11,032

利息及び配当金の受取額 1,043 990

利息の支払額 △188 △165

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 687 △2,860

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,005 8,997

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 △17,214 △15,080

定期預金の払戻による収入 9,038 14,874

短期貸付けによる支出 △91 △177

短期貸付金の回収による収入 420 1,222

有価証券の取得による支出 △843 △1,083

有価証券の売却及び償還による収入 2,438 2,591

有形固定資産の取得による支出 △3,060 △5,163

有形固定資産の売却による収入 73 53

無形固定資産の取得による支出 △135 △146

投資有価証券の取得による支出 △481 △1,897

投資有価証券の売却及び償還による収入 31 1,084

子会社株式の取得による支出 － △313

長期貸付けによる支出 △220 △22

長期貸付金の回収による収入 70 828

事業譲受による支出 △1,408 △185

その他 89 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,291 △3,358
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） 484 1,304

長期借入れによる収入 466 4,567

長期借入金の返済による支出 △39 △2,875

自己株式の取得による支出 △5 △4

配当金の支払額 △2,674 △2,671

少数株主への配当金の支払額 △52 △75

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,821 243

現金及び現金同等物に係る換算差額 △364 △1,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,471 4,116

現金及び現金同等物の期首残高 27,329 28,595

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 94

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,858 32,806
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法  

事業は、製品の市場における使用目的に応じて、光応用製品事業、産業機械およびその他事業に区分してお

ります。 

２．各事業区分の主要製品 

光応用製品事業…………………ハロゲンランプ、クセノンランプ、超高圧ＵＶランプ、映画館用映写機及び

関連装置、紫外線硬化装置、各種露光装置、エキシマランプ及び関連装置 

産業機械およびその他事業……射出成形機、食品包装機械等 

   

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（１）北米……………アメリカ、カナダ 

（２）ヨーロッパ……オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

（３）アジア…………中国、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール 

   

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
光応用 
製品事業 
（百万円） 

産業機械およ
びその他事業 
（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  83,247  1,758  85,006     －  85,006

（２）セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
 －  49  49  (49)     － 

計  83,247  1,808  85,055  (49)  85,006

営業利益  4,600  31  4,632  1  4,634

  
日   本 

（百万円） 
北   米 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

ア ジ ア 
（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 
 26,354  35,310  4,071  19,269  85,006  －  85,006

（２）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 12,343  2,372  599  4,105  19,420  (19,420)  －

計  38,697  37,683  4,671  23,374  104,426  (19,420)  85,006

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △7  1,537  △101  3,250  4,679  (45)  4,634

  北   米 ヨーロッパ ア ジ ア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,938  12,124  27,506  1,300  59,869

Ⅱ 連結売上高（百万円）      85,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
22.3 14.3 32.4 1.5 70.4 
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 （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 

（１）北米……………………………………………………アメリカ、カナダ 

（２）ヨーロッパ……………………………………………オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

（３）アジア…………………………………………………中国、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、 

                         インド  

（４）その他の地域…………………………………………アルゼンチン、ブラジル、メキシコ 

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。 

  

〔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、取締役会が事業

の評価をし、また、経営資源の配分決定及び業績を評価する為に、定期的に検討を行なう対象となっている

ものであります。 

 当社は製品の種類、販売市場等の類似性を基礎とした事業部制を採用しており、当社グループにおける製

品の開発、製造、販売、サービス等の事業について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、全世界で事業活

動を展開しております。 

 したがって、当社のセグメントは製品・販売市場別に構成されており、「光源事業」、「装置事業」の２

つを報告セグメントとしております。 

 「光源事業」は、ハロゲン及び放電灯ランプ等の生産・販売を行なっております。  

 「装置事業」は、光学装置及び映像機器等の生産・販売を行なっております。 

   

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（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、産業機械及びその他事

業等を含んでおります。 

   ２．調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

   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なっております。 

    

（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。 

  

  

  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   光源事業 装置事業 計 

売上高        

外部顧客に対する売上高  43,500  61,628  105,129  2,013  107,143  －  107,143

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 109  142  251  55  306  △306  －

計  43,610  61,770  105,380  2,069  107,450  △306  107,143

セグメント利益  6,585  4,129  10,714  109  10,823  21  10,845

（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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