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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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 ％

21年12月期第1四半期 5,948 ― 247 ― 220 ― 140 ―

20年12月期第1四半期 8,247 100.0 1,329 171.7 1,281 180.1 754 165.2

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

21年12月期第1四半期 17.39 17.39
20年12月期第1四半期 94.33 93.07

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

21年12月期第1四半期 29,255 12,046 41.2 1,495.55
20年12月期 28,763 12,032 41.8 1,493.78

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  12,046百万円 20年12月期  12,032百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）平成21年12月期の１株当たり配当金については未定です。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
(注)第２四半期連結累計期間に係る連結業績予想は行っておりません。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 26,000 △28.8 650 △84.5 500 △87.6 460 △80.6 57.11
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料３ページをご参照下さい。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書き
により、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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） 21年12月期第1四半期 8,101,300株 20年12月期  8,101,300株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  46,320株 20年12月期  46,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 8,054,980株 20年12月期第1四半期 7,997,465株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による株式、為替相場の混乱が実
体経済に波及し、企業収益の大幅な落ち込み、雇用環境の悪化、個人消費の低迷、設備投資の減少など本
格的な景気停滞の局面に突入いたしました。この景気低迷は長期化が予想され、景気動向はますます不透
明感を増していくと考えられます。 
当社グループが関わるＦＡシステム事業及びセミコンシステム事業の業況は非常に厳しい状況で推移

し、設備投資については減少いたしました。特に、セミコンシステム事業については先行き不透明感が強
く、低調に推移いたしました。 
このような状況の中で、当社グループは受注活動を継続する一方で、社内の人的リソースの活用と内製

化を強化し、資源の効率的活用を推進いたしました。しかしながら、当第１四半期連結累計期間の売上高
は5,948百万円（前年同期比27.9％減）、営業利益は247百万円（前年同期比81.4％減）、経常利益は220
百万円（前年同期比82.8％減）、四半期純利益は140百万円（前年同期比81.4％減）と前年同期比減収減
益となりました。 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりです。 
(ＦＡシステム事業) 
ＦＡシステム事業では、事務機器関連設備が受注、売上について比較的堅調に推移し、第１四半期の業

績を牽引いたしました。小型二次電池関連設備などその他の設備も売上において計画どおりに推移いたし
ましたが、景気減退の影響から設備投資が抑制され、受注は減少いたしました。利益面においては、内製
化を推進し、コストダウンに取り組みましたが、前年同期比減益となりました。その結果、ＦＡシステム
事業の当第１四半期累計期間の売上高は5,478百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は409百万円（前
年同期比57.4％減）となりました。 
(セミコンシステム事業) 
セミコンシステム事業では、半導体業界の生産の調整、設備投資の抑制という事業環境の影響を受けて

新規物件の受注が減少し、業績については非常に厳しい結果になりました。その結果、セミコンシステム
事業の当第１四半期累計期間の売上高は469百万円（前年同期比83.3％減）、営業損失は161百万円（前年
同期比143.8％減）となりました。 
  
なお、前年同期比の増減率は適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しております。 

  

総資産は、前連結会計年度末に対して491百万円増加し、29,255百万円となりました。これは、仕掛品
の増加2,291百万円、受取手形及び売掛金の減少1,585百万円などによるものです。 
負債合計は、前連結会計年度末に対して477百万円増加し、17,208百万円となりました。これは、短期

借入金の増加900百万円などによるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末に対して14百万円増加し、12,046百万円となりました。 

  

世界同時不況の中、当社グループに関わる業界は設備投資の抑制が顕著で、非常に厳しい状況でありま
す。このような状況の中で、当社グループは事業体質レベルを上げ、厳しい事業環境を乗り越えていくた
めに次の事項に取り組んでまいります。 

①全社の人的リソースを総動員して応援体制を敷き、内製化を強化いたします。この施策の一環として
「ものづくり研修センター」を設置し、部品加工、組立など複数の技能を保有させる多能工化を推進
してまいります。 

②生産革新活動の強化を図り、品質第一による機会損失の削減、生産性向上によるコスト改善を図りま
す。 

③来るべきチャンスに備えて研究・開発テーマに継続して取組み、目標とする成果を計画通りに生み出
してまいります。新事業を目指して取り組んでおります「フェムト秒レーザー加工」「極低酸素分
圧」などについては、新ビジネスモデルを構築してまいります。 

  
このような施策により事業体質の向上を図りますが、設備投資の抑制が予想以上に厳しく、また事業環

境の先行きの不透明感が強く、市場低迷が長引くと考えております。そのため、予想していた受注を確保
できないと考えております。このような状況を踏まえ、通期連結業績予想を売上高26,000百万円、営業利
益650百万円、経常利益500百万円、当期純利益460百万円に修正いたします。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

－ 3 －

キヤノンマシナリー㈱(6344)平成21年12月期第１四半期決算短信



該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

②棚卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、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

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③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す

る方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
該当事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第
12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、
改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

が69百万円それぞれ減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、過年度対応分として利益剰余金期首残高は34百万円

減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ３百万円
減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐
用年数の変更を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ８百万円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(3) 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
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5.【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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 801 992

受取手形及び売掛金 4,544 6,129

仕掛品 10,280 7,989

原材料及び貯蔵品 268 257

繰延税金資産 194 201

その他 301 203

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,389 15,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,666 7,654

減価償却累計額 △2,565 △2,456

建物及び構築物（純額） 5,101 5,197

機械装置及び運搬具 3,569 3,461

減価償却累計額 △2,003 △1,879

機械装置及び運搬具（純額） 1,566 1,582

土地 4,701 4,693

その他 946 938

減価償却累計額 △626 △587

その他（純額） 320 350

有形固定資産合計 11,689 11,823

無形固定資産   

無形固定資産合計 231 225

投資その他の資産   

投資有価証券 2 3

繰延税金資産 896 896

その他 55 52

貸倒引当金 △10 △9

投資その他の資産合計 944 942

固定資産合計 12,865 12,991

資産合計 29,255 28,763
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,142 9,429

短期借入金 3,600 2,700

未払法人税等 182 1,134

未払金 282 581

未払費用 312 422

製品保証引当金 79 85

賞与引当金 262 3

その他 54 135

流動負債合計 14,916 14,491

固定負債   

退職給付引当金 2,213 2,160

役員退職慰労引当金 78 78

固定負債合計 2,292 2,239

負債合計 17,208 16,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,707 2,707

資本剰余金 3,935 3,935

利益剰余金 5,476 5,491

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,076 12,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △29 △60

評価・換算差額等合計 △30 △60

純資産合計 12,046 12,032

負債純資産合計 29,255 28,763
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

売上高 5,948

売上原価 5,179

売上総利益 769

販売費及び一般管理費 521

営業利益 247

営業外収益  

不動産賃貸料 6

為替差益 3

その他 1

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 7

退職給付会計基準変更時差異の処理額 29

雑損失 1

営業外費用合計 38

経常利益 220

特別利益  

補助金収入 78

特別利益合計 78

税金等調整前四半期純利益 298

法人税等 158

四半期純利益 140

－ 7 －

キヤノンマシナリー㈱(6344)平成21年12月期第１四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 298

減価償却費 265

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 259

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 7

為替差損益（△は益） △5

有形固定資産売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,352

仕入債務の増減額（△は減少） 711

その他 △300

小計 519

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー △565

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 △390

無形固定資産の取得による支出 △33

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △424

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,900

短期借入金の返済による支出 △1,000

配当金の支払額 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー 797

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191

現金及び現金同等物の期首残高 989

現金及び現金同等物の四半期末残高 798
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令

第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用してお

ります。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ＦＡシステム事業………事務機器関連組立装置、小型二次電池製造装置、電子部品製造装置等 

(2) セミコンシステム事業…ボンディング設備、その他半導体関連設備等 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (3)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 

」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低価による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について13百万円、「セミコンシステム事業」について56百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (3)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 

」に記載のとおり、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について３百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「セミコンシステム事業」については影

響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の

変更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「ＦＡシステム事

業」について８百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「セミコンシステム事業」については影

響額は軽微であります。 

  

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

ＦＡ 
システム事業 
(百万円)

セミコン
システム事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,478 469 5,948 ─ 5,948

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 5,478 469 5,948 ─ 5,948

営業費用 5,069 631 5,701 ─ 5,701

営業利益又は営業損失(△) 409 △161 247 ─ 247
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用69百万円の主なものは、セグメント間の内

部売上高にかかる売上原価であります。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア……マレーシア、中国 

３ 会計基準等の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (3)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 

」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低価による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「日本」について

69百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  「定性的情報 ４その他 (3)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 

」に記載のとおり、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「アジア」につい

て３百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「日本」については影響ありません。 

４ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の

変更を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業費用が「日本」について

８百万円増加し、営業利益が同額減少しております。「アジア」については影響ありません。 

  

該当事項はありません。 

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,948 ─ 5,948 ─ 5,948

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 55 55 (55) ─

計 5,948 55 6,004 (55) 5,948

営業費用 5,663 106 5,770 (69) 5,701

営業利益又は営業損失(△) 284 △50 233 13 247

(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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(1) 受注実績 

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
  

「参考」

１ （要約）前年同四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年３月31日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 8,247

Ⅱ 売上原価 6,221

   売上総利益 2,025

Ⅲ 販売費及び一般管理費 696

   営業利益 1,329

Ⅳ 営業外収益 2

Ⅴ 営業外費用 51

   経常利益 1,281

Ⅵ 特別利益 0

   税金等調整前 

   四半期純利益
1,281

   法人税等 527

   四半期純利益 754

２ 受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同期比(％)
受注残高 
(百万円)

前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 5,259 38.8 21,913 76.6

セミコンシステム事業 254 14.1 590 30.9

合計 5,513 35.9 22,503 73.8

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 5,478 100.7

セミコンシステム事業 469 16.7

合計 5,948 72.1
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