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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 88,466 △61.2 12,568 △85.7 14,750 △85.2 8,955 △85.0

21年3月期第2四半期 228,048 ― 87,734 ― 99,588 ― 59,752 ―

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2四半期 43.94 ―

21年3月期第2四半期 287.52 ―

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2四半期 855,966 800,532 90.5 3,954.12
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2四半期  774,243百万円 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  有  

22年3月期の期末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

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

21年3月期 ― 86.26 ― 54.01 140.27
22年3月期 ― 13.19

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 200,000 △48.5 22,600 △83.2 31,100 △79.1 20,500 △78.9 98.65

1



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】 5.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】 5.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月期の期末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。 

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） 22年3月期第2四半期 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2四半期  43,701,530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2四半期 203,795,436株 21年3月期第2四半期 207,821,399株
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当第２四半期累計期間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、一部に回復の兆しが見えてきたものの、依

然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下で、当社グループは、引き続き経費の徹底的な削減を進めました。

 当第２四半期累計期間における連結売上高は884億66百万円、連結経常利益は147億50

百万円、連結純利益は89億55百万円となりました。 

  

 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、中国政府の景気刺

激策の効果で、中国工作機械業界では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、第２四半期累計期間中、当社グループのＣＮＣシステムの売上は、

中国向けを除き、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473億69百万円、全連結売上高に対する構成比は53.6％と

なりました。  

  

ロボットにつきましては、本年４月に発表した新商品「ゲンコツ・ロボットＭ-1

ｉＡ」による部品実装や軽量部品の組立分野への拡販を含め、食品・医薬品分野と

いった一般産業分野の幅広い顧客層に向けて、ロボットの拡販に注力しました。 

  ロボット部門の連結売上高は301億92百万円、全連結売上高に対する構成比は

34.1％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、中国向けの売上が回復し

てまいりました。 

 ロボショット（電動射出成形機）につきましては、国内外、特にアジア向けに、

売上に回復の兆しが見えてまいりました。 

 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、海外市場のいず

れにおいても低調でした。 

 ロボマシン部門の連結売上高は109億5百万円、全連結売上高に対する構成比は

12.3％となりました。  

  

【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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資産合計は、前年度末比1,144億75百万円減の8,559億66百万円となりました。こ

れは、以下で述べる連結キャッシュ・フローの減少により、現金及び預金が前年度

末比651億69百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が前年度末比221億41百万円

減少したこと、投資有価証券が前年度末比117億63百万円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217億25百万円減の554億34百万円となりました。  

 純資産合計は、前年度末比927億50百万円減の8,005億32百万円となりました。  

  

当第２四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58億40百万円を加算し、前年同期比759億13

百万円減の651億74百万円のマイナスとなりました。この結果、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は4,904億38百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四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

159億42百万円減の366億4百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純

利益の減少が、売上債権の減少、たな卸資産の減少、及び法人税等の支払額の減少

を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２四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 

56億87百万円減の63億39百万円であり、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２四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

819億28百万円増の1,012億79百万円であり、これは主に自己株式の取得による支出

が増加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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4． 利益配分に関する基本方針および当期の配当  

 当社は、企業体質の強化を図り、連結業績に連動した利益還元を将来にわたり実現でき

るよう努力を続けております。  

 株主還元につきましては、安定した配当政策を基本としながらも、連結ベースで当期純

利益の３０％以上の配当性向を確保するべく努力してまいります。また、株式市場の状況

を見て、必要により自己株式取得も行ってまいります。  

なお、当社は、厳しい市場競争のなかにあって利益確保のため努力を続ける取締役および

社員につきまして、その賞与を配当と同様純利益に連動して支給することを併せて方針と

しております。  

 また、内部留保資金につきましては、当社の事業は技術革新が急激でかつ競争が激しい

先端分野であることに鑑み、中長期的な視点にたち、新商品の開発、製造のロボット化お

よび海外体制の強化への投資に優先的に活用いたします。  

 当期の中間配当金は、13円19銭です。当期の期末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。 

  

  

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、平成21年度第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２四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12億42百万円減少しております。 

  

5. 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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6.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 490,588 555,757

受取手形及び売掛金 27,943 50,084

商品及び製品 24,669 27,480

仕掛品 19,617 24,092

原材料及び貯蔵品 5,206 8,223

その他 16,174 19,794

貸倒引当金 △1,202 △1,711

流動資産合計 582,995 683,719

固定資産   

有形固定資産   

土地 112,863 112,611

その他（純額） 101,416 103,726

有形固定資産合計 214,279 216,337

無形固定資産 1,013 1,145

投資その他の資産   

投資有価証券 54,378 66,141

その他 3,966 3,772

貸倒引当金 △665 △673

投資その他の資産合計 57,679 69,240

固定資産合計 272,971 286,722

資産合計 855,966 970,441

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,727 11,732

未払法人税等 4,634 14,946

アフターサービス引当金 4,394 5,193

その他 18,217 23,854

流動負債合計 33,972 55,725

固定負債   

退職給付引当金 20,072 18,959

その他 1,390 2,475

固定負債合計 21,462 21,434

負債合計 55,434 77,159
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21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 961,712 982,277

自己株式 △310,481 △221,049

株主資本合計 816,503 926,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 812 △32

為替換算調整勘定 △43,072 △58,451

評価・換算差額等合計 △42,260 △58,483

少数株主持分 26,289 25,265

純資産合計 800,532 893,282

負債純資産合計 855,966 970,441
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 228,048 88,466

売上原価 110,897 57,484

売上総利益 117,151 30,982

販売費及び一般管理費 29,417 18,414

営業利益 87,734 12,568

営業外収益   

受取利息 3,364 1,257

受取配当金 1,628 814

持分法による投資利益 3,752 －

雑収入 3,633 1,096

営業外収益合計 12,377 3,167

営業外費用   

持分法による投資損失 － 837

売上割引 174 30

雑支出 349 118

営業外費用合計 523 985

経常利益 99,588 14,750

税金等調整前四半期純利益 99,588 14,750

法人税、住民税及び事業税 38,587 3,828

法人税等調整額 △1,440 1,692

法人税等合計 37,147 5,520

少数株主利益 2,689 275

四半期純利益 59,752 8,955
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【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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 114,957 42,735

売上原価 59,210 27,523

売上総利益 55,747 15,212

販売費及び一般管理費 15,203 8,877

営業利益 40,544 6,335

営業外収益   

受取利息 1,555 527

受取配当金 216 79

持分法による投資利益 2,120 －

雑収入 1,941 355

営業外収益合計 5,832 961

営業外費用   

持分法による投資損失 － 449

売上割引 87 16

固定資産除売却損 72 37

雑支出 42 51

営業外費用合計 201 553

経常利益 46,175 6,743

税金等調整前四半期純利益 46,175 6,743

法人税、住民税及び事業税 20,215 2,479

法人税等調整額 △1,588 228

法人税等合計 18,627 2,707

少数株主利益 1,233 26

四半期純利益 26,315 4,010

9

ファナック㈱ (6954) 平成22年3月期第2四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 99,588 14,750

減価償却費 6,900 6,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △247 △568

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,156 1,125

受取利息及び受取配当金 △4,992 △2,071

持分法による投資損益（△は益） △3,752 837

売上債権の増減額（△は増加） △2,858 23,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,600 12,013

仕入債務の増減額（△は減少） △3,166 △5,369

その他 △1,847 △4,678

小計 86,182 46,048

利息及び配当金の受取額 6,459 3,154

法人税等の支払額 △40,988 △12,878

その他 893 280

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,546 36,604

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 △12,126 △5,556

投資有価証券の取得による支出 △606 －

投資有価証券の売却による収入 1,051 －

その他 △345 △783

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,026 △6,339

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 △270 △89,467

配当金の支払額 △18,713 △11,235

その他 △368 △577

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,351 △101,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,430 5,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,739 △65,174

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 576,733 490,438
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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２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20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21年７月１日 至 平成21年９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 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

51,353 17,941 22,748 22,915 114,957 ─ 114,957

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

29,652 1,031 273 198 31,154 (31,154) ─

計 81,005 18,972 23,021 23,113 146,111 (31,154) 114,957

  営業利益 32,442 1,491 3,385 4,088 41,406 (862) 40,544

日本 米州 欧州 アジア 計 消去 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,253 10,200 7,535 6,747 42,735 ─ 42,735

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,854 122 75 64 9,115 (9,115) ─

計 27,107 10,322 7,610 6,811 51,850 (9,115) 42,735

  営業利益 3,549 376 119 1,035 5,079 1,256 6,335
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） (単位:百万円） 

 
  

当第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） (単位:百万円） 

 
  

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計 
 

消去 
 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

109,394 31,865 42,568 44,221 228,048 ─ 228,048

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

64,859 1,493 504 430 67,286 (67,286) ─

計 174,253 33,358 43,072 44,651 295,334 (67,286) 228,048

  営業利益 71,083 2,933 6,761 8,558 89,335 (1,601) 87,734

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計 
 

消去 
 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,344 19,555 18,260 14,307 88,466 ─ 88,466

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17,554 349 183 134 18,220 (18,220) ─

計 53,898 19,904 18,443 14,441 106,686 (18,220) 88,466

  営業利益 5,883 895 598 2,111 9,487 3,081 12,568
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前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20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21年７月１日 至 平成21年９月30日） (単位:百万円） 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） (単位:百万円） 

 
  
当第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） (単位:百万円） 

 
  

当社は、平成21年８月20日開催の取締役会決議に基づき、平成21年８月21日に自己株式の取

得を行いました。この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りにより、当第２四半期連結累

計期間において、自己株式が894億32百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において

3,104億81百万円となっております。 

  

 【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 20,841 22,648 34,817 885 79,191

Ⅱ 連結売上高 114,957

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.1 19.7 30.3 0.8 68.9

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 10,896 7,449 14,115 415 32,875

Ⅱ 連結売上高 42,735

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.5 17.4 33.0 1.0 76.9

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 37,797 43,204 73,671 1,518 156,190

Ⅱ 連結売上高 228,048

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.6 18.9 32.3 0.7 68.5

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 20,728 17,973 29,021 827 68,549

Ⅱ 連結売上高 88,466

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.4 20.3 32.9 0.9 77.5

(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2四半期決算概要

［9月30日に終了した6ヶ月間］

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
  

自 平成20年4月1日  
至 平成20年9月30日

当第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

増減率
（％）

売上高 228,048 88,466 △ 61.2

営業利益 87,734 12,568 △ 85.7

経常利益 99,588 14,750 △ 85.2

四半期純利益 59,752 8,955 △ 85.0

１株当たり四半期純利益
（円）

287.52 43.94 △ 84.7

［9月30日に終了した3ヶ月間］

(単位：百万円)

前第2四半期連結会計期間
  

自 平成20年7月1日 
 至 平成20年9月30日

当第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

増減率
（％）

売上高 114,957 42,735 △ 62.8

営業利益 40,544 6,335 △ 84.4

経常利益 46,175 6,743 △ 85.4

四半期純利益 26,315 4,010 △ 84.8

１株当たり四半期純利益
（円）

126.64 20.07 △ 84.2
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(ご参考)

部門別連結売上高

［9月30日に終了した6ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第2四半期連結累計期間  
  

自 平成20年4月1日  
至 平成20年9月30日

当第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

増減率  
（％）

構成比
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 131,971 57.8 47,369 53.6 △ 64.1

ロボット部門 57,396 25.2 30,192 34.1 △ 47.4

 ロボマシン部門 38,681 17.0 10,905 12.3 △ 71.8

合 計 228,048 100.0 88,466 100.0 △ 61.2

うち海外売上高 156,190 68.5 68,549 77.5 △ 56.1

［9月30日に終了した3ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第2四半期連結会計期間  
  

自 平成20年7月1日  
至 平成20年9月30日

当第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

増減率  
（％）

構成比 
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 64,125 55.8 21,499 50.3 △ 66.5

ロボット部門 32,778 28.5 14,803 34.6 △ 54.8

 ロボマシン部門 18,054 15.7 6,433 15.1 △ 64.4

合 計 114,957 100.0 42,735 100.0 △ 62.8

うち海外売上高 79,191 68.9 32,875 76.9 △ 58.5
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