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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３. 第146期第２四半期連結累計期間、第146期第２四半期連結会計期間及び第146期の潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であ

るため記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第146期 

第２四半期 

連結累計期間 

第147期 

第２四半期 

連結累計期間 

第146期 

第２四半期 

連結会計期間 

第147期 

第２四半期 

連結会計期間 

第146期 

会計期間 
自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日

自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日

自 平成21年７月１日

至 平成21年９月30日

自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日 

自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日

売上高 （百万円） 368,086 398,025 192,938 192,813 785,498 

経常利益又は経常損失
（△） 

（百万円） △22,310 17,814 △20,986 5,073 △15,334 

四半期純利益又は 
四半期（当期）純損失
（△） 

（百万円） △17,666 10,639 △13,668 2,485 △12,615 

純資産額 （百万円） － － 364,434 373,326 372,069 

総資産額 （百万円） － － 772,234 812,775 740,632 

１株当たり純資産額 （円） － － 918.69 940.78 937.75 

１株当たり四半期純利益 
又は四半期（当期）純損失
（△） 

（円） △44.57 26.84 △34.48 6.27 △31.82 

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

（円） － 25.78 － 6.02 － 

自己資本比率 （％） － － 47.2 45.9 50.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 41,454 71,813 － － 103,497 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △25,832 △6,896 － － △47,107 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △6,272 △3,431 － － △31,476 

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

（百万円） － － 87,881 162,565 104,669 

従業員数 （人） － － 25,992 24,987 26,125 
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当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について重要な変更

はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 24,987 

従業員数(人) 5,368 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、製造者販売価格によって算出し、付属品仕入額を含み、消費税等は含んでおりません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは見込生産を主としておりますので記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額には消費税等は含んでおりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称  金額(百万円) 前年同四半期比(％)

精機事業 43,655 － 

映像事業 103,412 － 

インストルメンツ事業 8,257 － 

その他 6,479 － 

合計 161,804 － 

セグメントの名称  金額(百万円) 前年同四半期比(％)

精機事業 40,476 － 

映像事業 133,023 － 

インストルメンツ事業 13,265 － 

その他 6,047 － 

合計 192,813 － 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）は、精機事業においては、半

導体・液晶関連市況ともに堅調に推移し、メーカー各社の設備投資も前四半期から継続して積極的に行

われました。インストルメンツ事業においても、関連市場の事業環境の好転により設備投資が活発化

し、また、映像事業においては、デジタル一眼レフカメラ市場が大幅に拡大し、コンパクトデジタルカ

メラ市場も伸長しました。 

これらの結果、第２四半期連結会計期間における売上高は1,928億13百万円、前年同四半期比１億25

百万円（0.1％）の減少、営業利益は38億58百万円（前年同四半期は202億52百万円の営業損失）、経常

利益は50億73百万円（前年同四半期は209億86百万円の経常損失）、四半期純利益は24億85百万円（前

年同四半期は136億68百万円の四半期純損失）となりました。 

  
セグメント情報は次のとおりです。 

  
精機事業は、メーカー各社の積極的な設備投資を受け、前年同期比では収益が大きく改善しました。

映像事業は、デジタル一眼レフカメラ及びコンパクトデジタルカメラともに好調に推移しましたが、

為替の影響により前年同期に比べ売上げ、利益ともに減少しました。 

インストルメンツ事業では、バイオサイエンス事業はライブセルを扱う領域を中心に堅調に推移し、

産業機器事業は工業用顕微鏡、測定機及び半導体検査装置がいずれも売上げを大きく伸ばしました。こ

の結果、インストルメンツ事業全体では為替の影響や昨年連結化した子会社ののれん代償却等により増

収減益となりました。 

(2) 当第２四半期連結会計期間末の財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、8,127億75百万円となり、前連結会計年度末

に比べて721億43百万円増加しました。これは、現金及び預金並びにたな卸資産が増加したことが主な

要因です。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、4,394億49百万円となり、前連結会計年度末に

比べて708億86百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、3,733億26百万円となり、前連結会計年度末

に比べて12億56百万円増加しました。これは、その他有価証券評価差額金並びに為替換算調整勘定が減

少したものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどによるものです。 

  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,625億65百万円（前年同期比746億83

百万円の増加）となりました。 

当第２四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、450億89百万円の収入（前年同

四半期は348億70百万円の収入）となりました。これは、主に仕入債務の増加、および前受金の増加に

よるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、77億37百万円の支出（前年同四半期は173億60百万円の支

出）となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、４億21百万円の支出（前年同四半期は210億86百万円

の支出）となりました。これは、主に配当金の支払によるものです。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は150億10百万円であります。 

  

  

― 6 ―



第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、

売却等の計画はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

種類

第２四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成22年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年11月５日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 400,878,921 400,878,921
東京証券取引所 

市場第一部 
単元株式数は100株です。

計 400,878,921 400,878,921 － －
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(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条第１項及び第２項並びに

第240条第１項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

 
(注)１ 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使、「商法等の一部を改

正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところに

より権利を行使することができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

３ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

株主総会の特別決議（平成15年６月27日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 48個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 48,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,048円 (注)１ 

新株予約権の行使期間 平成17年６月28日～平成25年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額 1,048円 

資本組入額 524円 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)３ 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

― 9 ―



  

  

 
(注)１ 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使、「商法等の一部を改

正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定並びに旧商法第221条ノ２の規定（単元未

満株式の売渡請求）に基づく自己株式の譲渡の場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところに

より権利を行使することができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

３ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

株主総会の特別決議（平成16年６月29日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 136個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 136,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,225円 (注)１ 

新株予約権の行使期間 平成18年６月30日～平成26年６月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  1,225円 

資本組入額  613円 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)３ 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(注)１ 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使、「商法等の一部を改

正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定並びに旧商法第221条ノ２の規定（単元未

満株式の売渡請求）に基づく自己株式の譲渡の場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところに

より権利を行使することができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

３ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 141個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 141,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,273円 (注)１ 

新株予約権の行使期間 平成19年６月30日～平成27年６月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  1,273円 

資本組入額  637円 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)３ 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(注)１ 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主によ

る単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法

律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところに

より権利を行使することができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

３ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

取締役会の決議（平成19年２月27日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 99個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 99,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,902円 (注)１ 

新株予約権の行使期間 平成21年２月28日～平成29年２月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  3,742円 

資本組入額 1,871円 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)３ 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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(注)１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役（委員会設置会社における執行役を含む）、監査役、執行役員及び相談役

のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約に従って権利行使をすることができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

２ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

取締役会の決議（平成19年７月27日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 261個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 26,100株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 

新株予約権の行使期間 平成19年８月28日～平成49年８月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  3,260円 

資本組入額 1,630円 

新株予約権の行使の条件 (注)１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)２ 
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(注)１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役（委員会設置会社における執行役を含む）、監査役、執行役員及び相談役

のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約に従って権利行使をすることができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

２ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

取締役会の決議（平成20年11月６日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 1,179個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 117,900株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 

新株予約権の行使期間 平成20年11月26日～平成50年11月25日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  735円 

資本組入額 368円 

新株予約権の行使の条件 (注)１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)２ 
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(注)１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役（委員会設置会社における執行役を含む）、監査役、執行役員及び相談役

のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約に従って権利行使をすることができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

２ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

取締役会の決議（平成21年７月16日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 681個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 68,100株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 

新株予約権の行使期間 平成21年８月11日～平成51年８月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額 1,409円 

資本組入額 705円 

新株予約権の行使の条件 (注)１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)２ 
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(注)１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

権利者が権利行使期間中に取締役（委員会設置会社における執行役を含む）、監査役、執行役員及び相談役

のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約に従って権利行使をすることができる。 

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができる。 

２ 再編行為時の取扱い 

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとする。 

  

取締役会の決議（平成22年６月29日） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 668個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 66,800株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 

新株予約権の行使期間 平成22年７月15日～平成52年７月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額 1,528円 

資本組入額 764円 

新株予約権の行使の条件 (注)１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
(注)２ 
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平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注)１ 当社が社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後新株予約権を行使することはできないものとする。

また、各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。 

  
  

2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成16年３月15日発行） 

 
(平成22年９月30日) 

第２四半期会計期間末現在

新株予約権の数 32,900個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 15,986,394株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,058円 

新株予約権の行使期間 平成16年３月29日～平成23年３月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価額  2,058円 

資本組入額 1,029円 

新株予約権の行使の条件 (注)１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
― 

新株予約権付社債の残高 32,900百万円 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在

 
(注)１ 上記大株主表は、平成22年９月30日現在の株主名簿に基づいたものであります。 

２ 平成22年10月７日付でキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーによる株式の大量保有

に関する報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として平成22年９月30日現在の所有株式数の

確認が出来ないため、上記表には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 
(百万円)

資本金残高

 
(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成22年７月１日～ 

平成22年９月30日 
－ 400,878,921 － 65,475 － 80,711 

氏名又は名称 住所

所有 

株式数 

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行(株)

(信託口) 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 30,979 7.73

日本トラスティ・サービス信託銀行

(株)(信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 26,649 6.65

明治安田生命保険(相) 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 20,565 5.13

ジェーピーモルガンチェースバンク

380055 
(常任代理人 (株)みずほコーポレート

銀行決済営業部) 

米国・ニューヨーク 

(東京都中央区月島４丁目16番13号) 
18,046 4.50

東京海上日動火災保険(株) 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 9,479 2.36

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 9,134 2.28

ステートストリートバンクアンドトラ

ストカンパニー 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

米国・ボストン 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 
7,996 1.99

日本生命保険（相） 大阪府大阪市中央区今橋３丁目５番12号 7,893 1.97

ガバメントオブシンガポールインベス

トメントコーポレーションピーリミテ

ッド 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

シンガポール 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 
7,752 1.93

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 7,378 1.84

計 ― 145,875 36.39

大量保有者名 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 

住所 米国・ロサンゼルス 

保有株式数 28,648千株 

株式保有割合 7.15％ 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

   平成22年９月30日現在

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

   平成22年９月30日現在

 
(注) 上記には、旧商法第210条ノ２の規定によるストックオプション（株式譲渡請求権）のため取得した自己株式

31,000株が含まれております。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 4,453,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 396,103,300 3,961,033 － 

単元未満株式 普通株式 322,221 － － 

発行済株式総数  400,878,921 － －

総株主の議決権 － 3,961,033 －

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所

有株式数

(株)

他人名義

所有株式

数(株)

所有株式数

の合計(株)

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合(％)

(自己保有株式)    
株式会社ニコン 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 4,453,400 － 4,453,400 1.11

計 － 4,453,400 － 4,453,400 1.11

２ 【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 2,170 2,101 1,767 1,660 1,590 1,566

最低(円) 2,006 1,636 1,525 1,440 1,359 1,357

― 19 ―



  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりで

あります。 

  

(1) 新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2) 退任役員 

該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

  

 
  

３ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役兼副社
長執行役員 

経営企画本部担当
役員、財務・経理
本部担当役員 

取締役兼副社
長執行役員 

経営企画部担当役
員、財務・経理本
部担当役員 

寺東一郎 平成22年10月１日

― 20 ―



第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計

期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間

（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７

月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【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 162,583 107,680

受取手形及び売掛金 107,354 113,773

商品及び製品 116,955 102,911

仕掛品 93,703 78,654

原材料及び貯蔵品 25,647 25,429

その他 71,855 64,502

貸倒引当金 △7,748 △8,328

流動資産合計 570,349 484,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  44,894 ※１  42,278

機械装置及び運搬具（純額） ※１  33,696 ※１  34,774

土地 14,826 15,033

建設仮勘定 5,805 11,838

その他（純額） ※１  20,296 ※１  21,119

有形固定資産合計 119,520 125,045

無形固定資産   

のれん 14,026 14,853

その他 26,870 27,950

無形固定資産合計 40,897 42,803

投資その他の資産   

投資有価証券 55,008 63,150

その他 27,503 25,809

貸倒引当金 △503 △800

投資その他の資産合計 82,008 88,159

固定資産合計 242,425 256,007

資産合計 812,775 740,632
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 157,514 125,687

短期借入金 26,910 25,441

1年内償還予定の社債 32,900 32,900

未払法人税等 4,591 3,503

製品保証引当金 6,075 6,448

その他 141,511 105,847

流動負債合計 369,503 299,827

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 14,700 16,460

退職給付引当金 16,051 17,207

役員退職慰労引当金 605 602

資産除去債務 2,307 －

その他 16,280 14,464

固定負債合計 69,945 68,735

負債合計 439,449 368,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 65,475 65,475

資本剰余金 80,711 80,711

利益剰余金 257,605 248,368

自己株式 △13,336 △13,353

株主資本合計 390,457 381,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,056 6,060

繰延ヘッジ損益 △184 △30

為替換算調整勘定 △20,379 △15,489

評価・換算差額等合計 △17,507 △9,459

新株予約権 376 326

純資産合計 373,326 372,069

負債純資産合計 812,775 740,632
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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：百万円)

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 368,086 398,025

売上原価 270,672 258,946

売上総利益 97,413 139,078

販売費及び一般管理費 ※１  116,935 ※１  123,907

営業利益又は営業損失（△） △19,521 15,170

営業外収益   

受取利息 144 245

受取配当金 566 652

為替差益 － 2,448

持分法による投資利益 391 666

その他 2,056 1,836

営業外収益合計 3,159 5,850

営業外費用   

支払利息 413 455

現金支払割戻金 1,977 1,736

為替差損 2,085 －

その他 1,471 1,013

営業外費用合計 5,948 3,206

経常利益又は経常損失（△） △22,310 17,814

特別利益   

固定資産売却益 14 25

投資有価証券売却益 54 －

特別利益合計 69 25

特別損失   

固定資産除却損 192 422

固定資産売却損 3 9

投資有価証券評価損 36 4,311

事業再編損 ※３  1,346 －

環境対策費 ※４  180 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,073

特別損失合計 1,759 5,816

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（△）

△24,000 12,023

法人税、住民税及び事業税 ※２  △6,334 ※２  1,384

少数株主損益調整前四半期純利益 － 10,639

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,666 10,639

― 24 ―



【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 192,938 192,813

売上原価 154,366 127,795

売上総利益 38,572 65,017

販売費及び一般管理費 ※１  58,824 ※１  61,159

営業利益又は営業損失（△） △20,252 3,858

営業外収益   

受取利息 87 149

受取配当金 122 75

為替差益 － 1,626

持分法による投資利益 194 331

還付加算金 304 －

その他 664 847

営業外収益合計 1,373 3,030

営業外費用   

支払利息 235 224

現金支払割戻金 995 809

その他 875 780

営業外費用合計 2,107 1,814

経常利益又は経常損失（△） △20,986 5,073

特別利益   

固定資産売却益 8 2

投資有価証券売却益 54 －

特別利益合計 63 2

特別損失   

固定資産除却損 67 183

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 － 1,625

事業再編損 ※３  22 －

環境対策費 ※４  180 －

特別損失合計 269 1,809

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（△）

△21,192 3,267

法人税、住民税及び事業税 ※２  △7,523 ※２  782

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,485

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,668 2,485
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△24,000 12,023

減価償却費 16,561 16,073

減損損失 405 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 552 127

製品保証引当金の増減額（△は減少） △376 △147

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,896 △1,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 106 3

受取利息及び受取配当金 △711 △898

持分法による投資損益（△は益） △391 △666

支払利息 413 455

固定資産売却損益（△は益） △1 △15

固定資産除却損 260 422

投資有価証券評価損益（△は益） 36 4,311

売上債権の増減額（△は増加） △10,716 △376

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,762 △34,626

仕入債務の増減額（△は減少） 22,869 32,556

前受金の増減額（△は減少） － 30,763

その他 1,322 16,641

小計 31,991 75,626

利息及び配当金の受取額 1,513 900

利息の支払額 △363 △500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,313 △4,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,454 71,813

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,547 △8,312

有形固定資産の売却による収入 179 409

投資有価証券の取得による支出 △219 △82

投資有価証券の売却による収入 72 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△8,411 －

貸付金の増減額（△は増加）（純額） 118 113

収用補償金の受取額 － 2,317

その他 △4,025 △1,341

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,832 △6,896
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(単位：百万円)

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） △2,037 143

長期借入金の返済による支出 △304 △360

社債の発行による収入 19,894 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △20,000 －

配当金の支払額 △2,183 △1,589

自己株式の取得による支出 △38 －

その他 △1,603 △1,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,272 △3,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,274 △3,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,075 57,664

現金及び現金同等物の期首残高 79,806 104,669

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 231

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  87,881 ※１  162,565
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【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】 

 
  

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) 

１．連結の範囲に関する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間より、Nikon (Russia) LLC.については重要性が高くなったことから連結子会社

に含めております。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

70社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 「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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

(2) 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。これに伴う営業利益、経常利益に与える影響は軽微ですが、資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額として特別損失に1,073百万円を計上しております。 
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【表示方法の変更】 

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

 
  

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) 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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、第１四半期連結累計期間より

「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。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1) 前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた「自己株式の取得による支出」は金額が僅少である

ため、当第２四半期連結累計期間において「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表

示しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「自

己株式の取得による支出」は３百万円であります。 

(2) 前第２四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ていた「前受金の増減額」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間において区分掲記しており

ます。 

なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「前

受金の増減額」は1,088百万円の減少となります。 

 

 

 

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

(1) 「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、第１四半期連結会計期

間より「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) 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「還付加算金」は金額が僅少であるため、当第２四

半期連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は37百万円であり

ます。 

 

 

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) 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタック

ス・プラニングを利用する方法により算定しております。 

なお、「法人税等調整額」は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

 
  

第２四半期連結会計期間 

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 

(平成22年３月31日) 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 253,278百万円 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 248,060百万円 
 

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) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は、次のとおりであります。 

 

広告宣伝費 30,053百万円 

製品保証引当金繰入額 2,620百万円 

研究開発費 27,365百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は、次のとおりであります。 

 

広告宣伝費 29,185百万円 

製品保証引当金繰入額 2,110百万円 

研究開発費 29,992百万円 

 

※２ 「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事
業税」に含めて表示しております。 

※２          同左 

 

※３ 事業再編損 

精機カンパニーの事業拠点の再編と改革に伴い、

その額を合理的に見積もれる範囲において事業再編

損として特別損失を計上しております。 

内訳としましては、固定資産の除却損、減損損失

などが含まれております。 
 

────────── 

※４ 環境対策費 

当社大井製作所における土壌汚染対策費用として

180百万円を計上しております。 

────────── 

 

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 
  

広告宣伝費 15,408百万円 

製品保証引当金繰入額 1,503百万円 

研究開発費 13,518百万円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 

広告宣伝費 14,133百万円 

製品保証引当金繰入額 1,073百万円 

研究開発費 15,010百万円 

 

※２ 「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事
業税」に含めて表示しております。 

※２          同左 

※３ 事業再編損 

精機カンパニーの事業拠点の再編と改革に伴い、

その額を合理的に見積もれる範囲において事業再編

損として特別損失を計上しております。 

内訳としましては、固定資産の除却損、減損損失

などが含まれております。 
 

────────── 

※４ 環境対策費 

当社大井製作所における土壌汚染対策費用として

180百万円を計上しております。 

────────── 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

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) 

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間
末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて
いる科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間
末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて
いる科目の金額との関係 

  

 

現金及び預金勘定 87,907百万円 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金等 

△26百万円 

現金及び現金同等物 87,881百万円 

  

 

現金及び預金勘定 162,583百万円 

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金等 

△17百万円 

現金及び現金同等物 162,565百万円 
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第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） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

  

株式の種類 
当第２四半期 

連結会計期間末 

 普通株式 400,878,921株 

株式の種類 
当第２四半期 

連結会計期間末 

 普通株式 4,453,435株 

会社名 新株予約権の内訳 

当第２四半期 

連結会計期間末残高 

(百万円) 

提出会社 

（親会社） 
ストック・オプションとしての新株予約権 376 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年６月29日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,585 4.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年11月４日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,982 5.00 平成22年９月30日 平成22年12月１日
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 
  

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 事業区分の方法 ------当社グループの事業区分は、製品の種類及び販売市場の類似性等を考慮して 

行っております。 

２ 各事業区分の主要製品 

精機事業------------------半導体露光装置、液晶露光装置 

映像事業------------------デジタルカメラ、フィルムカメラ、交換レンズ 

インストルメンツ事業------顕微鏡、測定機、半導体検査装置 

その他の事業--------------液晶フォトマスク基板、望遠鏡 

 
精機事業 

(百万円) 

映像事業 

(百万円) 

インストル
メンツ事業

(百万円) 

その他の事業

(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 38,965 139,898 9,598 4,476 192,938 － 192,938 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 227 121 260 6,990 7,598 (7,598) － 

計 39,192 140,019 9,858 11,466 200,537 (7,598) 192,938 

営業利益又は営業損失(△) △33,904 14,057 △964 401 △20,410 158 △20,252 

 
精機事業 

(百万円) 

映像事業 

(百万円) 

インストル
メンツ事業

(百万円) 

その他の事業

(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 66,274 275,327 17,758 8,725 368,086 － 368,086 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 420 186 460 13,667 14,734 (14,734) － 

計 66,694 275,513 18,219 22,392 382,821 (14,734) 368,086 

営業利益又は営業損失(△) △43,991 26,534 △2,573 502 △19,528 6 △19,521 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 
  

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は、次のとおりです。 

（1）北米---------------------米国、カナダ 

（2）欧州---------------------オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

（3）アジア・オセアニア-------中国、韓国、台湾、タイ、オーストラリア 

  

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア・ 
オセアニア

(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 48,272 59,067 48,542 37,055 192,938 － 192,938 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 122,083 476 127 37,656 160,343 (160,343) － 

計 170,355 59,544 48,669 74,712 353,282 (160,343) 192,938 

営業利益又は営業損失(△) △26,315 3,504 1,827 3,279 △17,702 (2,549) △20,252 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア・ 
オセアニア

(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 80,166 122,362 96,287 69,269 368,086 － 368,086 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 232,201 1,036 133 69,551 302,921 (302,921) － 

計 312,367 123,398 96,421 138,821 671,008 (302,921) 368,086 

営業利益又は営業損失(△) △32,499 2,836 4,002 8,036 △17,623 (1,898) △19,521 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 
  

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は、次のとおりです。 

(1) 北 米-----------------米国、カナダ 

(2) 欧 州-----------------オランダ、ドイツ、イギリス、フランス 

(3) アジア・オセアニア----中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア 

(4) その他の地域----------中南米、アフリカ 

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あります。 

 北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 55,222 47,583 46,834 4,685 154,325 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  192,938 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 28.6 24.7 24.3 2.4 80.0 

 北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 115,806 94,561 83,311 7,895 301,574 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  368,086 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 31.5 25.7 22.6 2.1 81.9 
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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、経営委員会が、

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。

 当社はカンパニー制を導入し、各事業部門において一貫責任体制の構築と分権経営の徹底に取り組んでお

ります。また、各カンパニーは事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「精機事業」、「映像事業」及び「インストルメンツ事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「精機事業」は半導体露光装置及び液晶露光装置の製品・サービスを提供、「映像事業」はデジタル一眼

レフカメラ、コンパクトデジタルカメラや交換レンズなど、映像関連製品やその周辺領域の製品・サービス

を提供、「インストルメンツ事業」は顕微鏡、測定機、半導体検査装置などの製品・サービスを提供してお

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４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
(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、ガラス事業、望遠鏡事業、カスタムプ

ロダクツ事業等を含んでおります。 

  

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
(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、ガラス事業、望遠鏡事業、カスタムプ

ロダクツ事業等を含んでおります。 

  

 
報告セグメント

その他
(注)

合計
精機事業 映像事業

インストル
メンツ事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 80,748 281,802 24,186 386,737 11,287 398,025 

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高 341 308 761 1,411 13,411 14,822 

計 81,089 282,111 24,947 388,148 24,698 412,847 

セグメント利益又は損失（△） △4,730 22,286 △4,124 13,430 1,853 15,284 

 
報告セグメント

その他
(注)

合計
精機事業 映像事業

インストル
メンツ事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 40,476 133,023 13,265 186,765 6,047 192,813 

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高 172 160 455 787 7,092 7,880 

計 40,648 133,183 13,721 187,553 13,140 200,693 

セグメント利益又は損失（△） △4,101 8,334 △1,534 2,698 1,114 3,812 
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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） 

（単位：百万円） 

 
  

  

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
  

（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。 

利    益 金    額

報告セグメント計 13,430 

「その他」の区分の利益 1,853 

セグメント間取引消去 △113

四半期連結損益計算書の営業利益 15,170 

利    益 金    額

報告セグメント計 2,698 

「その他」の区分の利益 1,114 

セグメント間取引消去 45 

四半期連結損益計算書の営業利益 3,858 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度末（平成22年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

通貨関連 
（単位：百万円）

 
(*1) 時価の算定方法 

為替予約取引 

 為替相場については、先物為替相場を使用しております。 

(*2) ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

通貨関連 
（単位：百万円）

 
(*1) 時価の算定方法 

為替予約取引 

 為替相場については、先物為替相場を使用しております。 

(*2) ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

区分 取引の種類等 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価(*1) 
(△は負債に 
計上する額)

評価損益
(△は損)

市場取引 
以外の取引 

為替予約取引  

 売建  

  米ドル 20,481 － △355 △355

  ユーロ 35,916 － 321 321 

  その他 5,675 － △208 △208

 買建  

  円 13 － △0 △0

  米ドル 3,229 － △35 △35

  ユーロ 1,908 － △16 △16

合計 － － △294 △294

区分 取引の種類等 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価(*1) 
(△は負債に 
計上する額)

評価損益
(△は損)

市場取引 
以外の取引 

為替予約取引  

 売建  

  米ドル 25,559 － 850 850 

  ユーロ 21,107 － △66 △66

  その他 4,696 － △75 △75

 買建  

  円 21 － 0 0 

  米ドル 2,860 － △102 △102

  ユーロ 1,903 － 56 56 

  その他 735 － △1 △1

合計 － － 662 662 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

 
(注) １ 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は

以下のとおりであります。 

 
  

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
(平成22年３月31日)

  

   

１株当たり純資産額 940円78銭
   

１株当たり純資産額 937円75銭

 

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)

  

   

１株当たり四半期純損失(△) △44円57銭

   

１株当たり四半期純利益 26円84銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 

25円78銭

 

 
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)

１株当たり四半期純利益 
又は四半期純損失(△) 

 四半期純利益又は四半期純損失(△)（百万円） △17,666 10,639 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る四半期純利益 
 又は四半期純損失(△)（百万円） 

△17,666 10,639 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 396,394 396,420 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 四半期純利益調整額（百万円） － －

 普通株式増加数（千株） － 16,324 

（うち新株予約権（千株）) － 338 

（うち転換社債型新株予約権付社債（千株）） － 15,986 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

－ －
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(注) １ 前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は

以下のとおりであります。 

 
  

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

  

   

１株当たり四半期純損失(△) △34円48銭

   

１株当たり四半期純利益 6円27銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 

6円02銭

 

 
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 
又は四半期純損失(△) 

 四半期純利益又は四半期純損失(△)（百万円） △13,668 2,485 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る四半期純利益 
 又は四半期純損失(△)（百万円） 

△13,668 2,485 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 396,390 396,421 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 四半期純利益調整額（百万円） － －

 普通株式増加数（千株） － 16,321 

（うち新株予約権（千株）) － 334 

（うち転換社債型新株予約権付社債（千株）） － 15,986 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

－ －
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第147期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当金については、平成22年11月４日開

催の取締役会において、平成22年９月30日 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者

に対し、次のとおり中間配当金を支払うことを決議いたしました。 

①配当金の総額                  1,982百万円 

②１株当たりの金額                  5円00銭 

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成22年12月１日 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年11月２日

株 式 会 社 ニ  コ  ン 

取  締  役  会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ニコンの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年

９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニコン及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴  木  欽  哉  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  小  野  英  樹  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  井  出  正  弘  ㊞ 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 

  
平成22年11月１日

株 式 会 社 ニ  コ  ン 

取  締  役  会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ニコンの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年

９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニコン及び連結子会社の平成22年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴  木  欽  哉  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  小  野  英  樹  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  井  出  正  弘  ㊞ 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月５日 

【会社名】 株式会社ニコン 

【英訳名】 NIKON CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役取締役社長 木 村 眞 琴 

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役 寺 東 一 郎 

【本店の所在の場所】  東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役取締役社長木村眞琴及び当社最高財務責任者代表取締役寺東一郎は、当社の第147期第

２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令

に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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