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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 45,731 △59.6 6,233 △86.8 8,008 △85.0 4,945 △85.2

21年3月期第1四半期 113,091 ― 47,189 ― 53,414 ― 33,437 ―

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

22年3月期第1四半期 23.80 ―

21年3月期第1四半期 160.88 ―

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

22年3月期第1四半期 937,694 880,525 91.2 4,113.62
21年3月期 970,441 893,282 89.4 4,177.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  854,763百万円 21年3月期  868,018百万円

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）22年3月期の第2四半期末および期末の配当金につきましては、開示が可能になった時点で速やかに開示する予定です。 

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

21年3月期 ― 86.26 ― 54.01 140.27

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

第2四半期 
連結累計期間 98,000 △57.0 11,200 △87.2 15,500 △84.4 10,000 △83.3 48.12

通期 200,000 △48.5 22,600 △83.2 31,100 △79.1 20,500 △78.9 98.65
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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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(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 

 本資料に記述されている業績予想および将来予想は、主要市場における製品の需給動向、競合状況、経済情勢その他に不透明な面があり、実際の業
績は見通しと異なる可能性があることをご承知おき願います。 
 当社は、業績予想の見直しは行っておりません。 
 22年3月期の第2四半期末および期末の配当金につきましては、開示が可能になった時点で速やかに開示する予定です。 

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） 22年3月期第1四半期 239,508,317株 21年3月期  239,508,317株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  31,720,006株 21年3月期  31,713,226株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 207,790,429株 21年3月期第1四半期 207,833,303株

2



当第１四半期における経済情勢は、昨年９月に始まった米国の金融危機に端を発した

急激かつ深刻な世界同時不況の中、極めて厳しい状況が続きました。 

 このような状況下で、当社グループは、経費の徹底的な削減を進めました。 

  当第１四半期における連結売上高は457億31百万円、連結経常利益は80億8百万円、 

連結純利益は49億45百万円となりました。 

  

 部門別の状況は、以下のとおりです。  

  

ＣＮＣシステムの主要顧客であります工作機械業界の状況は、中国工作機械業界

につきましては、中国政府の景気刺激策の効果で、世界に先駆けて相当程度の需要

の回復が見られました。国内およびその他の海外においては、需要は底這いの状態

が続きました。 

 以上により、当社グループのＣＮＣシステムの売上は、中国向けを除き、当第１

四半期中は、ほぼ横這いに推移しました。 

 レーザにつきましては、国内、海外とも売上は低調でした。 

 ＦＡ部門の連結売上高は258億70百万円、全連結売上高に対する構成比は56.5％と

なりました。 

  

ロボットにつきましては、本年4月に、新商品「ゲンコツ・ロボット M-1iA」を 

発表しました。ゲンコツ・ロボットは、超小型の高速組立ロボットで、部品実装や

電子機器の組立の分野において、今後の展開が大いに期待されます。また、幅広い

顧客層に向けて販売体制の見直しを行い、特に、ロボットシステムの拡販体制を 

強化しました。 

  ロボット部門の連結売上高は153億89百万円、全連結売上高に対する構成比は

33.7％となりました。  

  

ロボドリル（小型マシニングセンタ）につきましては、中国向け売上に回復の

兆しが見られました。国内およびその他の海外市場は低調でした。 

 ロボショット（電動射出成形機）につきましても、中国を中心に、アジア向け

売上に回復の兆しが見られました。国内およびその他の海外市場は低調でした。  

・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 

 

〔ＦＡ部門〕

〔ロボット部門〕

〔ロボマシン部門〕
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ロボカット（ワイヤカット放電加工機）につきましては、国内、海外市場とも 

低調でした。 

 このような中、世界に先駆けて回復してきている中国でのロボマシンの販売体制

の強化を行いました。 

  ロボマシン部門の連結売上高は44億72百万円、全連結売上高に対する構成比は

9.8％となりました。 

  

資産合計は、前年度末比327億47百万円減の9,376億94百万円となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が前年度末比123億15百万円減少したこと、投資有価証券が

前年度末比125億91百万円減少したことに加え、商品及び製品、仕掛品、原材料及び

貯蔵品が減少したことが主な要因です。  

 また負債合計は、前年度末比199億90百万円減の571億69百万円となりました。  

 純資産合計は、前年度末比127億57百万円減の8,805億25百万円となりました。  

  

 当第１四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、以下に述べる 

キャッシュ・フローの増減に為替換算差額21億72百万円を加算し、前年同期比 

292億45百万円増の13億87百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の 

当第１四半期連結累計期間末残高は5,569億99百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同期比

24億49百万円増の138億72百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益

の減少を、法人税等の支払額の減少、売上債権の減少及びたな卸資産の減少が上回

ったことによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、前年同期比 

9億69百万円減の33億4百万円であり、これは主に有形固定資産の取得による支出が

減少したことによるものです。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、前年同期比

75億44百万円減の113億53百万円であり、これは主に配当金の支払額が減少したこと

によるものです。  

  

 

  当社は、業績予想の見直しは行っておりません。 

 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

〔財政状態〕

〔キャッシュ・フロー〕

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。 
  

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。 
  

 ◎ 「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 

 「持分法に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年３月10日 企業会計基

準第16号）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」（企業会計

基準委員会 平成20年３月10日 実務対応報告第24号）が平成22年３月31日以前に開

始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計

期間より当該会計基準及び実務対応報告を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

 この変更により、持分法適用関連会社で計上しているのれんの償却を実施したた

め、当第１四半期連結累計期間において、従来の方法によった場合に比べ、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ6億9百万円減少しております。また過年度

分ののれん償却額については利益剰余金から減額しており、その結果、期首剰余金が

182億97百万円減少しております。 

  

  

  

  

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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 557,140 555,757

受取手形及び売掛金 37,769 50,084

商品及び製品 25,299 27,480

仕掛品 21,222 24,092

原材料及び貯蔵品 6,626 8,223

その他 16,822 19,794

貸倒引当金 △1,213 △1,711

流動資産合計 663,665 683,719

固定資産   

有形固定資産   

土地 112,819 112,611

その他（純額） 103,270 103,726

有形固定資産合計 216,089 216,337

無形固定資産 1,119 1,145

投資その他の資産   

投資有価証券 53,550 66,141

その他 3,936 3,772

貸倒引当金 △665 △673

投資その他の資産合計 56,821 69,240

固定資産合計 274,029 286,722

資産合計 937,694 970,441

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,130 11,732

未払法人税等 4,595 14,946

アフターサービス引当金 4,798 5,193

その他 21,541 23,854

流動負債合計 36,064 55,725

固定負債   

退職給付引当金 19,351 18,959

その他 1,754 2,475

固定負債合計 21,105 21,434

負債合計 57,169 77,159
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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６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,014 69,014

資本剰余金 96,258 96,258

利益剰余金 957,702 982,277

自己株式 △221,098 △221,049

株主資本合計 901,876 926,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 848 △32

為替換算調整勘定 △47,961 △58,451

評価・換算差額等合計 △47,113 △58,483

少数株主持分 25,762 25,265

純資産合計 880,525 893,282

負債純資産合計 937,694 970,441
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 113,091 45,731

売上原価 51,687 29,962

売上総利益 61,404 15,769

販売費及び一般管理費 14,215 9,536

営業利益 47,189 6,233

営業外収益   

受取利息 1,809 730

受取配当金 1,412 735

持分法による投資利益 1,633 －

貸倒引当金戻入額 － 545

雑収入 1,692 196

営業外収益合計 6,546 2,206

営業外費用   

持分法による投資損失 － 388

売上割引 87 －

寄付金 91 －

雑支出 143 43

営業外費用合計 321 431

経常利益 53,414 8,008

税金等調整前四半期純利益 53,414 8,008

法人税、住民税及び事業税 18,372 1,350

法人税等調整額 148 1,463

法人税等合計 18,520 2,813

少数株主利益 1,457 250

四半期純利益 33,437 4,945
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 53,414 8,008

減価償却費 3,345 3,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △94 △532

退職給付引当金の増減額（△は減少） 842 555

受取利息及び受取配当金 △3,221 △1,465

持分法による投資損益（△は益） △1,633 388

売上債権の増減額（△は増加） △1,839 14,069

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,281 7,693

仕入債務の増減額（△は減少） △1,513 △6,642

その他 △3,676 △2,661

小計 42,344 22,453

利息及び配当金の受取額 4,579 2,479

法人税等の支払額 △35,686 △11,142

その他 186 82

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,423 13,872

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 △3,990 △3,254

その他 △283 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,273 △3,304

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △110 △75

配当金の支払額 △18,758 △11,262

その他 △29 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,897 △11,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,111 2,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,858 1,387

現金及び現金同等物の期首残高 565,994 555,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 538,136 556,999
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該当事項なし 

  

 当社グループの商品はＣＮＣシステムとその応用商品であり、いずれもＣＮＣシステム技術

をベースにしており、その用途も自動化による生産システムに使用されるものであります。当

社グループは、これらの商品およびそれらを組み合わせたシステムを提供する単一業種の事業

活動を営んでおります。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） (単位:百万円） 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） (単位:百万円） 

 
  

(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】

 【所在地別セグメント情報】

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

58,041 13,924 19,820 21,306 113,091 ─ 113,091

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

35,207 462 231 232 36,132 (36,132) ─

計 93,248 14,386 20,051 21,538 149,223 (36,132) 113,091

  営業利益 38,640 1,442 3,376 4,470 47,928 (739) 47,189

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,091 9,355 10,725 7,560 45,731 ─ 45,731

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,700 227 108 70 9,105 (9,105) ─

計 26,791 9,582 10,833 7,630 54,836 (9,105) 45,731

  営業利益 2,334 519 479 1,076 4,408 1,825 6,233
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） (単位:百万円） 

 
  
当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  (単位:百万円) 

 
  

該当事項なし 

  

 【海外売上高】

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 16,956 20,556 38,854 633 76,999

Ⅱ 連結売上高 113,091

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.0 18.2 34.3 0.6 68.1

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 9,832 10,524 14,906 412 35,674

Ⅱ 連結売上高 45,731

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.5 23.0 32.6 0.9 78.0

(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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(ご参考) 

 

平成21年度第１四半期連結決算概要

(単位：百万円)

前第１四半期
  

自 平成20年4月 1日 
至 平成20年6月30日

当第１四半期
  

自 平成21年4月 1日 
至 平成21年6月30日

増減率 
（％）

売上高 113,091 45,731 △ 59.6

営業利益 47,189 6,233 △ 86.8

経常利益 53,414 8,008 △ 85.0

四半期純利益 33,437 4,945 △ 85.2

１株当たり 
四半期純利益（円）

160.88 23.80 △ 85.2

部門別連結売上高

（単位：百万円）

部 門

前第１四半期  
  

自 平成20年4月 1日  
至 平成20年6月30日

当第１四半期 
  

自 平成21年4月 1日  
至 平成21年6月30日

増減率  
（％）

構成比 
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 67,846 60.0 25,870 56.5 △ 61.9

ロボット部門 24,618 21.8 15,389 33.7 △ 37.5

 ロボマシン部門 20,627 18.2 4,472 9.8 △ 78.3

合 計 113,091 100.0 45,731 100.0 △ 59.6

うち海外売上高 76,999 68.1 35,674 78.0 △ 53.7
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