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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 27,104 △25.8 1,040 △75.2 915 △77.3 792 △66.7

20年12月期 36,541 50.7 4,198 26.3 4,030 24.9 2,377 31.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 98.33 ― 6.4 3.3 3.8
20年12月期 296.14 292.98 21.7 14.3 11.5

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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 26,504 12,659 47.8 1,570.07
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  12,659百万円 20年12月期  12,032百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 △2,025 △321 2,148 793
20年12月期 3,306 △7,825 2,569 989

2.  配当の状況 

平成22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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 201 8.4 1.8
21年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 80 10.2 0.7

22年12月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

 

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

13,750 △9.3 600 △0.9 470 △14.2 320 △5.4 39.69

通期 27,500 1.5 1,340 28.8 1,070 16.9 670 △15.5 83.10
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 21年12月期 8,109,300株 20年12月期 8,101,300株

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

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 27,089 △25.8 904 △77.5 866 △78.1 805 △65.7

20年12月期 36,527 50.7 4,013 26.6 3,962 27.4 2,350 35.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 100.00 ―

20年12月期 292.83 289.71

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 26,996 12,697 47.0 1,574.79
20年12月期 29,189 12,042 41.3 1,495.05

（参考） 自己資本 21年12月期  12,697百万円 20年12月期  12,042百万円

※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、４ページをご参照下さい。 
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年より継続していた世界的な金融危機の混乱による景気後

退の局面も、第２四半期から徐々に回復の兆しが見え始め、輸出や生産において持ち直しの動きが見ら

れました。しかし、第４四半期には急激な円高、デフレ、雇用環境の一層の悪化が懸念され、景気の先

行きも依然不透明な状況が続いております。 

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、今年度前半においては

メーカー各社の設備投資が著しく抑制されておりましたが、景気回復の兆しが見え始めた第２四半期以

降、一部の業界で生産が増加し、設備投資も見られるようになりました。一方で、依然市場が低調で設

備投資の抑制が継続する業界もあり、事業環境は斑模様の様相を呈しております。 

このような状況の中で、当社グループでは今年度前半は内製化の強化、資源の効率的活用など社内体

質強化を主に図ってまいりました。そして、市場に動きが見え始めた第２四半期以降は、設備投資に回

復の兆しのある業界、企業に対する受注活動を積極的に展開いたしました。自動車用二次電池関連設備

やＬＥＤ関連向けダイボンダーの受注を獲得するなど上向き傾向で推移しましたが、全体的には低調な

設備投資が大きく業績に影響しました結果、当連結会計年度における売上高は27,104百万円（前年同期

比25.8％減）、営業利益は1,040百万円（前年同期比75.2％減）、経常利益は915百万円（前年同期比

77.3％減）、当期純利益は792百万円（前年同期比66.7％減）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） 

事務機器関連設備の売上高は前年同期実績を下回りましたが、厳しい事業環境の中で健闘し、今期の

業績を牽引いたしました。一方、設備投資抑制の影響で小型二次電池関連設備の業績は低調に推移いた

しましたが、自動車用二次電池設備の受注があり、上向きに推移してまいりました。 

この結果、売上高は23,096百万円（前年同期比19.9％減）、営業利益は1,371百万円（前年同期比

62.8％減）となりました。 

（セミコンシステム事業） 

世界同時不況の影響で生産調整、設備投資の抑制が厳しかった第１四半期を底として、受注、売上高

とも徐々に回復の兆しが見え始めました。下期以降、海外中心の市場回復、低価格機種集中化の状況の

中で、ＬＥＤ関連に対応するBESTEM-D01シリーズの受注が上向きに推移し、特に第４四半期の売上高に

貢献いたしました。しかしながら、上期の低迷が影響し、業績は前年同期実績を大きく下回りました。

この結果、売上高は4,008百万円（前年同期比47.9％減）、営業損失は331百万円（前年同期営業利益

508百万円）となりました。 

②次期の見通し 

平成22年の事業環境につきましては、デフレ経済、円高、株価や雇用の低迷などが継続し、厳しい状

況が続くと予想されますが、業界、業種によっては市場回復が予測されています。 

このような状況の中で、全社的には海外向けに販売比率が高くなると予想され、円高という厳しいコ

スト競争力阻害要因を抱えることになると考えております。そのために、圧倒的な競争力で「リードタ

イム半減」「コスト半減」「生産性50％向上」に挑戦し、業績改善を図ってまいります。 

ＦＡシステム事業では、下期以降に動きが見え出した自動車用電池や基板関連に関する設備投資が出

てくると考えております。当社では、これらの受注を確保するとともにコストダウンを図ってまいりま

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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す。一方、事務機器関連は投資抑制が継続し、受注の底が見えない厳しい事業環境が続くものと予想

しております。この中で、受注活動を積極的に展開して、受注・売上を確保してまいります。 

セミコンシステム事業では、半導体市場が回復し、設備投資が増加してくると考えています。特に、

ＬＥＤ関連市場が当期に引き続き好調に推移すると考えており、平成22年４月発売予定であるＬＥＤパ

ッケージ対応ダイボンダー「BESTEM-D10Sp」を中心に営業活動を強化し、受注拡大を図ってまいりま

す。また、生産革新活動によりコストダウン、品質向上等を推進し、収益の改善を結び付けてまいりま

す。 

平成22年12月期の連結業績につきましては、売上高27,500百万円（対前年同期比1.5％増）、経常利

益1,070百万円（対前年同期比16.9％増）、当期純利益670百万円（対前年同期比15.5％減）を見込んで

おります。 
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①資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

総資産は、前年同期比2,259百万円減少の26,504百万円となりました。 

主な要因は、売上高減少に伴う棚卸資産の減少1,431百万円と有形固定資産の減価償却による有形

固定資産の減少847百万円によるものであります。 

負債は、前年同期比2,886百万円減少の13,844百万円となりました。 

主な要因は、売上高減少に伴う仕入の減少による支払手形及び買掛金の減少4,378百万円によるも

のです。 

 純資産は、前年同期比627百万円増加の12,659百万円となりました。 

 主な要因は、当期純利益792百万円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して196百万円減少の793百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で5,331百万円減少の2,025百万円の支出となり

ました。これは、主に仕入債務の減少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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で7,504百万円増加の321百万円の支出となりま

した。これは、主に有形固定資産の支出619百万円があったものの、補助金の受取額が386百万円の収

入があったこと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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で421百万円減少の2,148百万円の収入となりま

した。これは、主に短期借入れによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としています。 

（注５）平成19年12月期は有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は記載しており

ません。 

（注６）平成21年12月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債

比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率 38.3% 49.3% 36.0% 41.8% 47.8%

時価ベースの自己資本比率 74.9% 140.4% 89.4% 25.9% 35.2%

キャッシュ・フロー対有利子
 負債比率

1,008.0% 23.4% ─ 81.7% ─

インタレスト・カバレッジ・
 レシオ

16.3 276.3 1,192.2 244.5 ─
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当社では、株主の皆様に対する長期的に安定した利益還元を続けること、企業体質の強化と将来の事

業展開に備え内部留保に努めることを利益配分の基本方針としており、配当につきましては、業績に応

じた適正な成果の配分を基本としております。 

なお、当期末の配当金につきましては、平成21年12月24日に公表いたしましたとおり普通配当１株当

たり５円とし、年間配当金は１株当たり10円とさせていただきます。 

次期の配当金につきましては、事業の先行きが見えず業績予想が不確かな内容であることから、公表

を控えさせていただきます。 

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に

関する事項は、本資料作成日現在において当社グループが判断したものであります。 

① 経済状況 

当社グループの主要な製品である事務機器関連組立装置、小型二次電池製造装置、自動車用電池製

造装置、プリント基板関連装置、ボンディング設備、半導体関連設備等の需要は、当社グループが製

品を販売している国又は地域の経済状況の影響を受けます。 

また、当社グループの製品の需要は、様々な市場における経済状況の影響を受けます。従いまし

て、日本、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当

社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 価格競争 

当社グループが属しているＦＡ装置業界及び半導体製造装置業界の市場においては、厳しい価格競

争に直面しております。また、技術進歩が激しく、新しい製品が市場の支持を獲得していくと同時

に、新しい競合先が台頭し、市場でのシェアを急速に獲得する可能性があります。 

また、激化する価格低減競争の環境下で、当社グループは、低価格・廉価型の競合先に対して市場

シェアを維持もしくは拡大し、収益性を保つことができない可能性があります。 

③ 新製品開発力 

当社グループは、継続して斬新で魅力ある新製品を開発できると考えておりますが、当社グループ

が属する業界は技術的な進歩をはじめとする急速な変化に特徴付けられております。新製品の開発と

販売のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとする様々なリスクが

含まれます。 

ⅰ）新製品や新技術への投資に必要な諸資源を今後十分充当できる保証はありません。 

ⅱ）市場からの支持を獲得できる新製品又は新技術を正確に予想できるとは限らず、また、これら製

品の販売が成功する保証はありません。 

④ 製品の品質に関するリスクについて 

当社グループは、製品の品質管理については万全な体制を敷いておりますが、完全に排除すること

は困難であり、製品のリコール、更なるサービスの提供、賠償金の支払いといったことが発生する場

合、業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 環境・法令遵守について 

当社グループでは、全ての事業活動において環境を重視した施策を推進するとともに、企業を取り

巻く様々な法令に従っております。これらの規則、法律に違反した場合は、当社グループの社会的信

用の失墜だけでなく、事業活動の制限等により業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑥ 知的財産権について 

当社グループでは、研究開発等で得られた成果について、特許、商標及びその他の知的財産権によ

り保護を行っておりますが、第三者から当該権利を侵害された場合、または、将来、当社グループが

第三者の保有する知的財産権を侵害した場合は、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

⑦ 災害等について 

地震等の自然災害やコンピュータウィルス、テロといった事象に伴う惨事に対しては、当社グルー

プによるコントロールが不可能な事由により、生産拠点及び情報システムや設備等が壊滅的な損害を

被る可能性があります。この場合、当社グループの工場の操業が中断し、営業活動に影響を与えるこ

ととなり、更に、生産拠点等の修復に巨額な費用を要するとした場合には、業績及び財政状況に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社(キヤノンマシナリー株式会社)及び当社子会社３社

(Canon Machinery(Malaysia)Sdn.Bhd.、マシナリービジネスサポート株式会社及び佳能機械(大連)有限公

司)により構成されており、当社グループの主な事業は、自動化・省力化装置及び半導体製造装置のうち後

工程装置(ダイボンダー等)の開発・製造・販売であります。 

 なお、平成22年１月１日付で、内部統制の強化、コミュニケーションの円滑化などを図るため、マシナリ

ービジネスサポート株式会社を吸収合併いたしました。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

 なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 
  事業の系統図は、次のとおりであります。  

  

 

  

2. 企業集団の状況

ＦＡシステム事業……………… 主要な製品は事務機器関連組立装置、小型二次電池製造装置、自
動車用二次電池製造装置、プリント基板関連装置等であります。 
主要な関係会社は、当社、佳能機械(大連)有限公司及びマシナリ
ービジネスサポート株式会社であります。

事務機器関連組立装置……… トナーカートリッジ製造装置・インクカートリッジ製造装置等 
小型二次電池製造装置……… リチウムイオン電池組立装置・ポリマー電池組立装置等
自動車用二次電池製造装置… ＨＥＶ及びＥＶ電池用組立装置
プリント基板関連装置…… 
 

基板切断装置(「SDM」シリーズ)、及びホットプレス機(「HPM」シ
リーズ)等

セミコンシステム事業………… 
  
  
 

主要な製品は半導体の後工程であるボンディング設備、その他半
導体関連設備等であります。 
主要な関係会社は、当社、Canon Machinery(Malaysia)Sdn.Bhd.及
びマシナリービジネスサポート株式会社であります。

ボンディング設備…………… ダイボンダー(「BESTEM」及び「CPS」シリーズ)
半導体関連設備……………… 
 

ダイスピッカー(「CAP」シリーズ)、半導体仕上装置(「MACS」シ
リーズ)
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 関係会社の状況は次の通りであります。 

 
（注）マシナリービジネスサポート株式会社は、平成22年１月１日付で当社に吸収合併しております。   

  

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有 
(被所有)割合 

(％)
関係内容

(親会社)

キヤノン株式会社 東京都大田区 174,761
事 務 機・カ メ
ラ・光 学 機 器
等の製造販売

(64.6)

当社の製品の一部を納入し
ております。なお、当社へ
資金援助をしております。 
役員の兼任 ２名

(連結子会社)

Canon Machinery(Malaysia)
Sdn.Bhd.

マレーシア国セランゴ
ール州

438
セミコンシス
テム事業

100.0

ボンディング設備を当社に
納入しております。なお、
当社より資金の援助を受け
ております。 
役員の兼任 １名

マシナリービジネスサポート株
式会社

（注）
滋賀県草津市 30

ＦＡシステム
事業及びセミ
コンシステム
事業

100.0

ボンディング設備、電子部
品製造装置等設備用部品の
販売及び物流等の請負業務
をしております。なお、当
社所有の設備を賃借してお
ります。 
役員の兼任 ３名

佳能機械(大連)有限公司 中華人民共和国遼寧省 218
ＦＡシステム
事業

100.0

自動化・省力化設備の設
計・部品を当社に納入して
おります。なお、当社より
資金の援助を受けておりま
す。 
役員の兼任 ２名
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当社グループは、「創意・誠実・挑戦」を経営理念とし、お客様のニーズをお客様の立場に立ち誠意

をもって対応し、時には失敗を恐れず何事にも挑戦していくという考え方のもと取り組んでおります。 

この経営理念のもと、「当社の造る知的高度生産システムで 先端分野・事業の成長をサポートする

こと」、「上場企業として株主をはじめステークホルダーへの責務と社会的評価に値する企業であるこ

と」、「国際社会で活躍できる人材の育成と企業風土を醸成すること」を経営の基本方針として定めて

おります。   

当社グループでは、この経営理念・経営の基本方針を基礎としながら、いかに経営環境が変動しても

安定した受注・売上・利益を確保できる企業体質を構築していかねばならないと考えております。その

ために、「顧客の視点でのモノづくり」と「収益体質の確立」の実現を目指しております。また、コン

プライアンス経営を徹底し、キヤノングル－プの三自の精神（自発・自治・自覚）をベ－スにして、法

令遵守はもとより会社規則、社会的マナ－・モラルを守ってまいります。  

当社グループでは、社会的評価に値する企業価値を創造するために高収益体質の確立が重要であると

考えております。その指標として売上高経常利益率やフリー・キャッシュ・フローを活用し、売上高経

常利益率２桁を目標として取り組んでおります。 

当社グループが目指している企業像は、「顧客の視点で知的高度生産システムを創出し、社会への提

供・貢献を通して２１世紀に輝き続ける企業」であります。  

 この実現に向けて、社会的評価に値する企業価値を創造すべく、当社グループでは次の内容を積極的

に推し進めてまいります。  

①「圧倒的な競争力」の創出 

21世紀に輝き続ける企業に向けては、社会的評価に値する企業価値を創造しなければなりません。そ

のためには、現況を自らが切り拓き、市場において他社との圧倒的な差別化を図ることが必要だと考え

ております。当社では、価格、生産性、納期などあらゆる面において、この「圧倒的な競争力」を創出

することに挑戦してまいります。 

②モノづくり体質の強化 

当社グループでは、生産革新活動を継続的に推進し、生産性と品質の向上、内製化の拡大を図り「す

ぐれた商品をより早くより安くお客様に」の基本方針を実現してまいります。そして、顧客の満足する

品質・価格・納期を実現する企業体質を作り上げてまいります。 

③新技術の開発、新事業分野の事業化 

当社グループでは、将来事業の柱となる新技術や新事業分野の開発、事業化を推進しております。  

 自動車関連、医療関連など様々な分野から注目されているフェムト秒レーザーによる加工技術につい

ては、基礎研究推進による応用分野の拡大を進める一方、関連市場への情報発信、潜在ニーズの発掘な

ど研究用装置の販促活動を展開しております。平成23年には生産用装置の販売を目指し、装置開発を進

めてまいります。  

 極低酸素分圧制御技術を利用した到達酸素分圧１×１０－３０気圧の極低酸素ポンプは、適用分野の拡

大を期待しております。そのために、研究開発向け装置の販売を推進するとともに量産化に向けて早期

商品化を目指しております。  

 三次元形状計測技術の事業化にも期待しており、当社装置への搭載を進めるとともに市場調査や評価

用装置の開発を推進し、社外に検査装置として販売すること目指してまいります。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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④新商品開発の推進 

優れた要素技術の開発により、商品の機能・性能を高め、強い商品を作り、事業の柱・基盤の拡充を

図ってまいります。この方針に基づき、当社の戦略商品であるダイボンダー「BESTEM」シリーズを充

実、拡大させてまいります。また、開発や事業提携等を進めることにより事業領域を拡充してまいりま

す。 

当社グループは、中期経営計画の達成にむけ「顧客の視点でのモノづくり」に徹して、変化に動じな

い事業体質づくりを進めてまいります。そのために、次の課題に対応してまいります。 

①コンプライアンス経営の強化  

企業が存続し、発展していくためには、コンプライアンス経営が不可欠であると考えております。よ

って、当社グループでは、「コンプライアンスの徹底」を事業運営方針のひとつとして掲げ、キヤノン

グループの三自の精神（自発・自治・自覚）をベースにして、コンプライアンス意識の定着と内部統制

システムを確立し、健全で透明性の高い企業経営を図ってまいります。 

②環境の変化への対応 

21世紀に輝き続ける企業に向けては、社会的評価に値する企業価値を創造しなければなりません。そ

のためには、環境の変化に対応できる企業体質を築くことが重要であると考えております。よって、当

社グループに立ちはだかっている厳しい事業環境を乗り越え、更なる成長を遂げるために体質強化を図

ってまいります。具体的には、品質第一のもと内製化の拡充、革新的なコストダウン及び納期遵守を推

進してまいります。 

③財務体質の強化 

会社にとって社会的評価を得るためには、強い財務体質が重要な要素であります。当社グループで

は、将来の環境変化に柔軟に対応し得る財務基盤の形成を目指し、財務体質の強化を継続推進してまい

ります。キャッシュ・フローを重視した事業運営を進め、創出されたキャッシュにより将来を見据えた

設備投資を目指してまいります。それにより、財務の健全性と資本効率の向上を追求し、企業価値の向

上を図ってまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 992 796

受取手形及び売掛金 ※2  6,129 ※2  6,542

たな卸資産 8,246 －

仕掛品 － 6,613

原材料及び貯蔵品 － 201

繰延税金資産 201 143

その他 203 69

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 15,772 14,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,654 7,676

減価償却累計額 △2,456 △2,878

建物及び構築物（純額） 5,197 4,798

機械装置及び運搬具 3,461 3,571

減価償却累計額 △1,879 △2,307

機械装置及び運搬具（純額） 1,582 1,263

土地 4,693 4,702

その他 938 954

減価償却累計額 △587 △743

その他（純額） 350 211

有形固定資産合計 11,823 10,976

無形固定資産   

ソフトウエア 173 190

その他 51 50

無形固定資産合計 225 240

投資その他の資産   

投資有価証券 3 3

繰延税金資産 896 871

その他 52 56

貸倒引当金 △9 △10

投資その他の資産合計 942 920

固定資産合計 12,991 12,138

資産合計 28,763 26,504
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,429 5,051

短期借入金 2,700 5,000

未払金 581 63

未払費用 422 303

未払法人税等 1,134 193

製品保証引当金 85 55

賞与引当金 3 3

その他 135 602

流動負債合計 14,491 11,273

固定負債   

退職給付引当金 2,160 2,492

役員退職慰労引当金 78 78

固定負債合計 2,239 2,571

負債合計 16,731 13,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,707 2,712

資本剰余金 3,935 3,940

利益剰余金 5,491 6,088

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,092 12,698

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 1

為替換算調整勘定 △60 △39

評価・換算差額等合計 △60 △38

純資産合計 12,032 12,659

負債純資産合計 28,763 26,504
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②【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 36,541 27,104

売上原価 29,529 23,981

売上総利益 7,011 3,123

販売費及び一般管理費   

給料 810 663

役員報酬 146 174

役員退職慰労引当金繰入額 20 －

退職給付費用 78 78

法定福利費 128 116

支払手数料 321 207

交通費 102 67

租税公課 114 40

減価償却費 45 44

サービス費 308 230

研究開発費 404 277

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 333 180

販売費及び一般管理費合計 2,813 2,083

営業利益 4,198 1,040

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 0 0

不動産賃貸料 17 29

受取補償金 13 －

その他 7 6

営業外収益合計 41 36

営業外費用   

支払利息 15 30

退職給付会計基準変更時差異の処理額 116 116

為替差損 63 6

その他 14 9

営業外費用合計 209 161

経常利益 4,030 915

特別利益   

補助金収入 － 387

特別利益合計 － 387

特別損失   

固定資産廃棄損 35 －

特別損失合計 35 －

税金等調整前当期純利益 3,995 1,302

法人税、住民税及び事業税 1,807 425

法人税等調整額 △189 84

法人税等合計 1,618 509

当期純利益 2,377 792
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③【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,672 2,707

当期変動額   

新株の発行 35 4

当期変動額合計 35 4

当期末残高 2,707 2,712

資本剰余金   

前期末残高 3,900 3,935

当期変動額   

新株の発行 35 4

当期変動額合計 35 4

当期末残高 3,935 3,940

利益剰余金   

前期末残高 3,314 5,491

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △34

当期変動額   

剰余金の配当 △200 △161

当期純利益 2,377 792

当期変動額合計 2,176 631

当期末残高 5,491 6,088

自己株式   

前期末残高 △42 △42

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △42 △42

株主資本合計   

前期末残高 9,845 12,092

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △34

当期変動額   

新株の発行 70 9

剰余金の配当 △200 △161

当期純利益 2,377 792

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,247 640

当期末残高 12,092 12,698
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 △0

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 0 1

当期末残高 0 1

為替換算調整勘定   

前期末残高 76 △60

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △136 20

当期変動額合計 △136 20

当期末残高 △60 △39

評価・換算差額等合計   

前期末残高 77 △60

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137 21

当期変動額合計 △137 21

当期末残高 △60 △38

純資産合計   

前期末残高 9,922 12,032

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △34

当期変動額   

新株の発行 70 9

剰余金の配当 △200 △161

当期純利益 2,377 792

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137 21

当期変動額合計 2,109 661

当期末残高 12,032 12,659
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,995 1,302

減価償却費 792 1,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 328 331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 －

受取利息及び受取配当金 △3 △0

支払利息 15 30

為替差損益（△は益） 91 △2

有形固定資産廃棄損 26 2

補助金収入 － △386

売上債権の増減額（△は増加） 1,678 △411

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,078 1,353

仕入債務の増減額（△は減少） △289 △4,379

未払費用の増減額（△は減少） 72 △120

未払消費税等の増減額（△は減少） △92 443

その他 △283 118

小計 5,290 △655

利息及び配当金の受取額 3 0

利息の支払額 △13 △29

保険金の受取額 1 2

法人税等の支払額 △1,975 △1,342

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,306 △2,025

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1 －

有形固定資産の取得による支出 △7,744 △619

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △83 △87

補助金の受取額 － 386

その他 0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,825 △321

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 11,400 8,400

短期借入金の返済による支出 △8,700 △6,100

株式の発行による収入 70 9

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △200 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,569 2,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,984 △196

現金及び現金同等物の期首残高 2,974 989

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  989 ※1  793
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ３社

Canon Machinery (Malaysia)  

Sdn. Bhd.

マシナリービジネスサポート株式

会社

佳能機械(大連)有限公司

(1) 連結子会社の数 ３社

Canon Machinery (Malaysia)  

Sdn. Bhd.

マシナリービジネスサポート株式

会社

佳能機械(大連)有限公司

(2) 非連結子会社

該当事項はありません。

(2) 非連結子会社

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の事業年度はすべて当社
と同じであります。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

   …連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均

法により算定しておりま

す。)

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   …移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

② たな卸資産 

  原材料…総平均法による原価法 

  仕掛品…個別原価法 

  貯蔵品… 終仕入原価法

② たな卸資産

 原材料

…総平均法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方

法)

 仕掛品

…個別原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)

 貯蔵品

… 終仕入原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)

③ デリバティブ 

  時価法

③ デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

① 有形固定資産

イ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法(在外連結子会社は当

該国の会計基準)(但し、平成10

年４月１日以降に取得した建物

(建物付属設備は除く。)につい

ては、旧定額法)

ロ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法(在外連結子会社は当該

国の会計基準)(但し、建物(建

物付属設備は除く。)について

は、定額法)

   なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

  建物及び構築物  ３年～50年

  機械装置及び運搬具８年～17年

① リース資産以外の有形固定資産

イ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法(在外連結子会社は当

該国の会計基準)(但し、平成10

年４月１日以降に取得した建物

(建物付属設備は除く。)につい

ては、旧定額法)

ロ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法(在外連結子会社は当該

国の会計基準)(但し、建物(建

物付属設備は除く。)について

は、定額法)

   なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

  建物及び構築物  ３年～50年

  機械装置及び運搬具８年～17年

② 無形固定資産

  定額法

   なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

② リース資産以外の無形固定資産

  定額法

   なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。
───

  

   

③ リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法

 なお、リース物件の所有権が借主

に移転すると認められる以外のファ

イナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が適用初年度開始前の

リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方

法

株式交付費

   支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

(4) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 製品保証引当金

   製品のアフターサービス等費用

に備えるため、将来発生するサー

ビス費用見積額を計上しておりま

す。

② 製品保証引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

③ 賞与引当金

   在外連結子会社の従業員に対し

て支給する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会

計年度に見合う分を計上しており

ます。

③ 賞与引当金

同左

④ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上

しております。

   なお、会計基準変更時差異につ

いては、平成12年度より15年によ

る按分額を費用処理しておりま

す。

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間による按分額を翌連結会計

年度より費用処理することとして

おります。

④ 退職給付引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

   なお、平成20年１月24日開催の

取締役会において、役員退職慰労

金制度を廃止することを決議し、

平成20年３月25日開催の第37期定

時株主総会において、在任中の取

締役及び監査役に対し、在任期間

に対応する退職慰労金を打ち切り

支給すること及び同日までの在任

期間に対する退職慰労金を各取締

役及び各監査役のそれぞれの退任

の際に支給することが決議されて

おります。

   よって、同日以降の役員退職慰

労引当金繰入を行っておりませ

ん。 

   

   

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は、損益として処理しており

ます。なお、在外連結子会社の資産及

び負債は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調

整勘定に含めております。

同左

(6) 重要なリース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(7) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替予約について振

当処理の要件を充している場合に

振当処理を行っております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：先物為替予約取引

  ヘッジ対象：外貨による輸出入取

引から発生する債権

債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：同左

  ヘッジ対象：同左

③ ヘッジ方針

   為替変動によるリスクを軽減す

る目的で行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動又はキャ

ッシュフロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるた

め、ヘッジの有効性の判定は省略

しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜き方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 連結子会社への投資は設立時より

100%持分子会社であるため、消去差額

はありません。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資を計上しており

ます。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

─── （棚卸資産の評価に関する会計基準）
当連結会計年度より「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当期純
利益が87百万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。

─── （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）
当連結会計年度より「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
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当期純
利益は、それぞれ15百万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。

─── （リース取引に関する会計基準）
当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 終改正平成19年３月30日 企
業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用してお
ります。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き
採用しております。これによる損益に与える影響はあり
ません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

─── (連結貸借対照表)
財務諸表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)が適用となることに伴い、前
連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され
たものは、当連結会計年度から「仕掛品」「原材料及び
貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年
度の「たな卸資産」に含まれる「仕掛品」は7,989百万
円、「原材料及び貯蔵品」257百万円であります。

(連結損益計算書)

 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「保険金受取益」(当連結会計年度 1,311千円)は、営

業外収益の10/100以下であるため、当連結会計年度に

おいては営業外収益の「その他」に含めて表示してお

ります。

───
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(減価償却資産の減価償却の方法)

 当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度から、

平成19年３月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益がそれぞれ12百万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。

（減価償却資産の減価償却の方法）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機と

して資産の利用状況等を見直した結果、当連結会計年度

より機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ35百万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。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

 １ 偶発債務

   社員住宅ローンに対する連帯保証

133百万円

 １ 偶発債務

   社員住宅ローンに対する連帯保証

121百万円

※２ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に

決済が行なわれたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の満期手形が期末残高から除かれております。

   受取手形  61百万円

※２ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に

決済が行なわれたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の満期手形が期末残高から除かれております。

   受取手形  45百万円
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の行使による増加 61,500株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 110株 

  

  

３ 新株予約権に関する事項 

 
  

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に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,039,800 61,500 ─ 8,101,300

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 46,210 110 ─ 46,320

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― ─

決議 株式の種類
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20年３月25日 
定時株主総会

普通株式 119 15 平成19年12月31日 平成20年３月26日

平成20年７月23日 
取締役会

普通株式 80 10 平成20年６月30日 平成20年８月26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21年３月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 120 15 平成20年12月31日 平成21年３月26日
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当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の行使による増加  8,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権に関する事項 

 
  

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に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,101,300 8,000 ─ 8,109,300

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 46,320 ─ ─ 46,320

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストックオプション
としての新株予約権

─ ― ─ ─ ─ ─

決議 株式の種類
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21年３月25日 
定時株主総会

普通株式 120 15 平成20年12月31日 平成21年３月26日

平成21年７月24日 
取締役会

普通株式 40 5 平成21年６月30日 平成21年８月28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３月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 40 5 平成21年12月31日 平成22年３月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金 992百万円

  預入期間３か月超の定期預金 △2百万円

  現金及び現金同等物 989百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金 796百万円

  預入期間３か月超の定期預金 △2百万円

  現金及び現金同等物 793百万円
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

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、自動車用二次電池製造装置

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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(前連結会計年度2,162百万円、当連結会計年度1,818百
万円)の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部
門に係る資産等であります。 

４ 追加情報 
（前連結会計年度） 

   当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償
却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。これに伴い、前連
結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用が「ＦＡシステム事業」について
９百万円、「セミコンシステム事業」について３百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しておりま
す。 

  （当連結会計年度） 
   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当連結会計

年度より機械装置の耐用年数の変更を行っております。これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった
場合に比べ、当連結会計年度の営業費用が「ＦＡシステム事業」について31百万円、「セミコン事業」につ
いて４百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(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 28,844 7,696 36,541 ─ 36,541

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 28,844 7,696 36,541 ─ 36,541

営業費用 25,154 7,188 32,342 ─ 32,342

営業利益 3,689 508 4,198 ─ 4,198

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 20,988 5,613 26,601 2,162 28,763

減価償却費 621 170 792 0 792

資本的支出 4,509 156 4,666 ─ 4,666

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 23,096 4,008 27,104 ─ 27,104

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 23,096 4,008 27,104 ─ 27,104

営業費用 21,725 4,339 26,064 ─ 26,064

営業利益又は 
営業損失(△)

1,371 △331 1,040 ─ 1,040

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 18,445 6,240 24,685 1,818 26,504

減価償却費 913 162 1,076 0 1,076

資本的支出 196 86 282 ─ 282
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12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（前連結会計年度1,474百万円、当連結会

計年度1,214百万円）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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（前連結会計年度2,162百万円、当連結会計年度1,818百

万円）の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管

理部門に係る資産等であります。 

３ 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 

４ 追加情報 

（前連結会計年度） 

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。これに伴い、前連結

会計年度と同一の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用が「日本」について12百万円増加

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。 

  （当連結会計年度） 

当社及び国内連結子会社は、法人税の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当連結会計年度

より機械装置の耐用年数の変更を行っております。これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合

に比べ、当連結会計年度の営業費用が「日本」について35百万円増加し、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 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 36,541 ─ 36,541 ─ 36,541

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1,422 1,423 (1,423) ─

計 36,541 1,422 37,964 (1,423) 36,541

営業費用 32,403 1,413 33,817 (1,474) 32,342

営業利益 4,138 8 4,147 51 4,198

Ⅱ 資産 26,770 845 27,615 1,147 28,763

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 27,096 7 27,104 ─ 27,104

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1,188 1,189 (1,189) ─

計 27,097 1,196 28,293 (1,189) 27,104

営業費用 26,051 1,227 27,278 (1,214) 26,064

営業利益又は 
営業損失(△)

1,046 △30 1,015 25 1,040

Ⅱ 資産 25,054 1,153 26,208 295 26,504
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年１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) 東アジア ………… 中国、韓国 

(2) 東南アジア ……… フィリピン、マレーシア 

(3) 北米 ……………… 米国 

(4) その他の地域 …… フランス 

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。 

４ 当連結会計年度より、北米の連結売上高に対する売上高比率が10％を超えたため、北米を別掲記載しており

ます。 

  

３ 海外売上高

東アジア 東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,185 2,210 14 59 8,469

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ─ ― 36,541

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 6.0 0.0 0.2 23.2

東アジア 東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,788 1,417 3,408 23 7,637

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ─ ― 27,104

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.3 5.2 12.6 0.1 28.2
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ①当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、見積提出後折衝にて決定し、他社と同一条件によって

おります。 

 ②資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は設

定されておりません。 

 ③建物の賃貸については、取引実勢を勘案して決定しております。 

２ 取引金額は消費税等は含まれておりません。又、期末残高は、消費税等が含まれております。 

２ 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

３ 子会社等 

該当事項はありません。 

４ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
キヤノン株
式会社

東京都 
大田区

174,761

事務機・
カメラ・
光学機器
等の製造
販売

被所有
直接64.6

兼任２人 製品の販売

製品の販売
資金の借入
資金の返済
建物の賃貸

22,314
11,400
8,700

15

売掛金
短期借入金

未収入金

3,245
2,700

5
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当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

（追加情報） 

 当連結会計年度から「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年10月17日

企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

18年10月17日 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

 なお、当連結会計年度において開示対象の追加はありません。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ①当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、見積提出後折衝にて決定し、他社と同一条件によって

おります。 

 ②資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は設

定されておりません。 

 ③建物の賃貸については、取引実勢を勘案して決定しております。 

２ 取引金額は消費税等は含まれておりません。又、期末残高は、消費税等が含まれております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

該当事項はありません。 

  

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

キヤノン株式会社（東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・ニューヨーク証券取引所に上場） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
キヤノン株
式会社

東京都 
大田区

174,761

事務機・
カメラ・
光学機器
等の製造
販売

被所有
直接64.6

兼任２人 製品の販売

製品の販売
資金の借入
資金の返済
建物の賃貸

利息の支払

19,791
8,400
6,100

26
30

売掛金
短期借入金

未収入金
未払費用

3,399
5,000

23
3
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

退職給付引当金 873百万円

未払事業税 87百万円

仕掛品評価損 37百万円

製品保証引当金 34百万円

役員退職慰労引当金 31百万円

一括償却資産 22百万円

投資有価証券評価損 18百万円

その他 71百万円

繰延税金資産小計 1,177百万円

評価性引当額 △63百万円

繰延税金資産合計 1,114百万円

 (繰延税金負債)

特定情報機器即時償却額等 △16百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △16百万円

繰延税金資産の純額 1,097百万円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

退職給付引当金 1,007百万円

未払事業税 20百万円

棚卸資産評価損 83百万円

製品保証引当金 21百万円

役員退職慰労引当金 31百万円

その他 63百万円

繰延税金資産小計 1,229百万円

評価性引当額 53百万円

繰延税金資産合計 1,175百万円

 (繰延税金負債)

圧縮積立金 △154百万円

特定情報機器即時償却額等 △6百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △162百万円

繰延税金資産の純額 1,013百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

   退職金規程に基づく退職一時金制度及び確定拠出

型年金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 3,701百万円

(内訳)

② 未認識数理計算上の差異 815百万円

③ 会計基準変更時差異の未処理額 725百万円

④ 退職給付引当金 2,160百万円

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 3,914百万円

(内訳)

② 未認識数理計算上の差異 813百万円

③ 会計基準変更時差異の未処理額 609百万円

④ 退職給付引当金 2,492百万円

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 174百万円

② 利息費用 88百万円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 54百万円

④ 会計基準変更時差異の
  費用処理額

116百万円

⑤ 割増退職金 4百万円

⑥ 退職給付費用 437百万円

⑦ その他(注) 32百万円

  計 469百万円

   (注) 「⑦その他」は確定拠出型年金への掛金支

払額等であります。

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 191百万円

② 利息費用 88百万円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 55百万円

④ 会計基準変更時差異の
  費用処理額

116百万円

⑤ 割増退職金 4百万円

⑥ 退職給付費用 456百万円

⑦ その他(注) 37百万円

  計 494百万円

   (注) 「⑦その他」は確定拠出型年金への掛金支

払額等であります。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ① 退職給付見込額の期間配分方法

   期間定額基準

 ② 割引率 2.5％

 ③ 数理計算上の差異の処理年数 16～20年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分

額を費用処理する方法。

但し、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。)

④ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ① 退職給付見込額の期間配分方法

   期間定額基準

 ② 割引率 2.4％

 ③ 数理計算上の差異の処理年数 16～20年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分

額を費用処理する方法。

但し、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。)

④ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,493円78銭 1,570円07銭

１株当たり当期純利益金額 296円14銭 98円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

292円98銭
希薄化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年12月31日)
当連結会計年度

(平成21年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額
12,032百万円 12,659百万円

純資産の部の合計額から控除する金

額
─ ─

普通株式に係る純資産額 12,032百万円 12,659百万円

普通株式の発行済株式数 8,101,300株 8,109,300株

普通株式の自己株式数 46,320株 46,320株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数

8,054,980株 8,062,980株

項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 2,377百万円 792百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ─

普通株式に係る当期純利益 2,377百万円 792百万円

期中平均株式数 8,027,468株 8,059,288株

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額

当期純利益調整額 ― ─

普通株式増加数 86,381株 ─

(うち新株予約権) (86,381株) ─

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

――― ―――
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該当事項はありません。 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 887 738

受取手形 ※3  448 ※3  156

売掛金 ※1  5,680 ※1  6,384

原材料 234 －

仕掛品 7,952 6,373

貯蔵品 15 －

原材料及び貯蔵品 － 199

前払費用 23 3

繰延税金資産 168 125

未収入金 ※1  468 ※1  450

短期貸付金 ※1  240 ※1  340

その他 13 10

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,130 14,779

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,827 6,835

減価償却累計額 △2,106 △2,446

建物（純額） 4,720 4,388

構築物 577 583

減価償却累計額 △201 △267

構築物（純額） 376 315

機械及び装置 3,093 3,146

減価償却累計額 △1,686 △2,033

機械及び装置（純額） 1,406 1,112

車両運搬具 31 32

減価償却累計額 △13 △21

車両運搬具（純額） 18 10

工具、器具及び備品 839 853

減価償却累計額 △515 △658

工具、器具及び備品（純額） 324 194

土地 4,425 4,427

有形固定資産合計 11,271 10,449

無形固定資産   

借地権 43 43

ソフトウエア 153 165

その他 8 7

無形固定資産合計 204 216
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3 3

関係会社株式 468 468

関係会社出資金 200 200

長期前払費用 1 2

繰延税金資産 872 841

その他 45 44

貸倒引当金 △9 △10

投資その他の資産合計 1,582 1,549

固定資産合計 13,058 12,216

資産合計 29,189 26,996

負債の部   

流動負債   

支払手形 2 0

買掛金 ※1  9,818 ※1  5,429

短期借入金 ※1  2,840 ※1  5,200

未払金 579 56

未払費用 429 309

未払法人税等 1,091 162

未払消費税等 － 333

前受金 0 163

預り金 113 88

製品保証引当金 84 54

流動負債合計 14,959 11,798

固定負債   

退職給付引当金 2,108 2,420

役員退職慰労引当金 78 78

固定負債合計 2,187 2,499

負債合計 17,146 14,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,707 2,712

資本剰余金   

資本準備金 3,909 3,914

その他資本剰余金 26 26

資本剰余金合計 3,935 3,940

利益剰余金   

利益準備金 28 28

その他利益剰余金   

特別償却準備金 24 10
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

圧縮積立金 － 228

繰越利益剰余金 5,389 5,820

利益剰余金合計 5,441 6,086

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,042 12,696

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 1

評価・換算差額等合計 0 1

純資産合計 12,042 12,697

負債純資産合計 29,189 26,996
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 ※1  36,527 ※1  27,089

売上原価 30,025 24,401

売上総利益 6,502 2,687

販売費及び一般管理費   

給料 642 517

役員報酬 124 133

役員退職慰労引当金繰入額 20 －

退職給付費用 71 64

法定福利費 107 95

支払手数料 313 196

交通費 86 55

租税公課 110 37

減価償却費 32 28

貸倒引当金繰入額 － 0

サービス費 308 230

研究開発費 394 276

その他 275 145

販売費及び一般管理費合計 2,488 1,783

営業利益 4,013 904

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 ※1  33 ※1  39

不動産賃貸料 ※1  34 ※1  65

受取補償金 13 －

雑収入 7 12

営業外収益合計 95 121

営業外費用   

支払利息 ※1  16 ※1  31

退職給付会計基準変更時差異の処理額 116 116

雑支出 14 11

営業外費用合計 146 159

経常利益 3,962 866

特別利益   

補助金収入 － 387

特別利益合計 － 387

特別損失   

固定資産廃棄損 35 －

特別損失合計 35 －

税引前当期純利益 3,927 1,254

法人税、住民税及び事業税 1,752 374

法人税等調整額 △175 73

法人税等合計 1,576 448

当期純利益 2,350 805
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,672 2,707

当期変動額   

新株の発行 35 4

当期変動額合計 35 4

当期末残高 2,707 2,712

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,874 3,909

当期変動額   

新株の発行 35 4

当期変動額合計 35 4

当期末残高 3,909 3,914

その他資本剰余金   

前期末残高 26 26

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26 26

資本剰余金合計   

前期末残高 3,900 3,935

当期変動額   

新株の発行 35 4

当期変動額合計 35 4

当期末残高 3,935 3,940

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 28 28

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 28 28

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 41 24

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △16 △14

当期変動額合計 △16 △14

当期末残高 24 10
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

圧縮積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

圧縮積立金の積立 － 228

当期変動額合計 － 228

当期末残高 － 228

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,222 5,389

当期変動額   

剰余金の配当 △200 △161

特別償却準備金の取崩 16 14

圧縮積立金の積立 － △228

当期純利益 2,350 805

当期変動額合計 2,167 431

当期末残高 5,389 5,820

利益剰余金合計   

前期末残高 3,291 5,441

当期変動額   

剰余金の配当 △200 △161

特別償却準備金の取崩 － －

圧縮積立金の積立 － －

当期純利益 2,350 805

当期変動額合計 2,150 644

当期末残高 5,441 6,086

自己株式   

前期末残高 △42 △42

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △42 △42

株主資本合計   

前期末残高 9,821 12,042

当期変動額   

新株の発行 70 9

剰余金の配当 △200 △161

当期純利益 2,350 805

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,220 654

当期末残高 12,042 12,696
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 △0

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 0 1

当期末残高 0 1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 0 1

純資産合計   

前期末残高 9,822 12,042

当期変動額   

新株の発行 70 9

剰余金の配当 △200 △161

当期純利益 2,350 805

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 2,219 654

当期末残高 12,042 12,697
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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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(5)【重要な会計方針】

項目
第38期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  …移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

  …決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

  …移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 原材料 

  …総平均法による原価法

(1) 原材料

   …総平均法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方

法)

(2) 仕掛品 

  …個別原価法

(2) 仕掛品

   …個別原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)

(3) 貯蔵品 

  … 終仕入原価法

(3) 貯蔵品

   … 終仕入原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

① 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法(但し平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付

属設備は除く。)については、

旧定額法）

② 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法(但し建物(建物付属設備

は除く。)については、定額法)

なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物       ３年～50年

機械及び装置   ８年～17年

工具器具及び備品 ５年～20年

(1) リース資産以外の有形固定資産

① 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法(但し平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付

属設備は除く。)については、

旧定額法）

② 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法(但し建物(建物付属設備

は除く。)については、定額法)

なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物       ３年～50年

機械及び装置   ８年～17年

工具器具及び備品 ５年～20年

(2) 無形固定資産

  定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

(2) リース資産以外の無形固定資産

  定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。
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項目
第38期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

───
  

  

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法 

 なお、リース物件の所有権が借主

に移転すると認められる以外のファ

イナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が適用初年度開始前の

リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。

５ 繰延資産の処理方法 株式交付費

   支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 製品保証引当金

   製品のアフターサービス等費用

に備えるため、将来発生するサー

ビス費用見積額を計上しておりま

す。

(2) 製品保証引当金

同左

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。

   なお、会計基準変更時差異につ

いては、平成12年度より15年によ

る按分額を費用処理しておりま

す。

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間による按分額を翌事業年度

より費用処理することとしており

ます。

(3) 退職給付引当金

同左
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項目
第38期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

   なお、平成20年１月24日開催の

取締役会において、役員退職慰労

金制度を廃止することを決議し、

平成20年３月25日開催の第37期定

時株主総会において、在任中の取

締役及び監査役に対し、在任期間

に対応する退職慰労金を打ち切り

支給すること及び同日までの在任

期間に対する退職慰労金を各取締

役及び各監査役のそれぞれの退任

の際に支給することが決議されて

おります。

   よって、同日以降の役員退職慰

労引当金繰入を行っておりませ

ん。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

   

   

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

───

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約について振当処

理の要件を充たしている場合に振当

処理を行っております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：先物為替予約取引

  ヘッジ対象：外貨による輸出入取

引から発生する債権

債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：同左 

  ヘッジ対象：同左

③ ヘッジ方針

  為替変動によるリスクを軽減する

目的で行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対

象に関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びその後も

継続して、相場変動又はキャッシュ

フロー変動を完全に相殺するものと

想定することができるため、ヘッジ

の有効性の判定は省略しておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

第38期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

─── （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  当事業年度より「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、経常利益及び税引前当期純利益が87百

万円それぞれ減少しております。 

（リース取引に関する会計基準） 

  当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 終改正平成19年３月30日 企業会

計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用しておりま

す。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。
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【表示方法の変更】

第38期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(損益計算書) 
 前事業年度において独立掲記しておりました「保険
金受取益」(当事業年度 １百万円)は、営業外収益の
10/100以下であるため、当事業年度においては営業外
収益の「雑収入」に含めて表示しております。

───
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【追加情報】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（減価償却資産の減価償却の方法） 

 当事業年度から平成19年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌
年から５年間で均等償却する方法によっております。  
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合
と比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が
それぞれ12百万円減少しております。

（減価償却資産の減価償却の方法）

法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直
した結果、当事業年度から機械装置の耐用年数の変更を
行っております。  
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合に
比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれ
ぞれ35百万円減少しております。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第38期 
(平成20年12月31日)

第39期
(平成21年12月31日)

 

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債で区分掲記した以

外のもの

    流動資産

売掛金 3,245百万円

未収入金 347百万円

    流動負債

買掛金 420百万円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債で区分掲記した以

外のもの

    流動資産

売掛金 3,399百万円

未収入金 432百万円

短期貸付金 340百万円

    流動負債

買掛金 405百万円

短期借入金 5,200百万円

 ２ 偶発債務

    社員住宅ローンに対する連帯保証

133百万円

 ２ 偶発債務

    社員住宅ローンに対する連帯保証

121百万円

※３ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に

決済が行なわれたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の満期手形が期末残高から除かれております。

   受取手形 61百万円

※３ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に

決済が行なわれたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の満期手形が期末残高から除かれております。

   受取手形 45百万円
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(損益計算書関係)

第38期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 22,315百万円

受取配当金 33百万円

不動産賃貸料 31百万円

支払利息 16百万円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 19,792百万円

受取配当金 39百万円

不動産賃貸料 63百万円

支払利息 31百万円
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第38期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  (変動事由の概要) 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取による増加 110株 

  

第39期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 46,210 110 ─ 46,320

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 46,320 ─ ─ 46,320
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(税効果会計関係)

第38期 
(平成20年12月31日)

第39期
(平成21年12月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

退職給付引当金 851百万円

未払事業税 83百万円

仕掛品評価損 37百万円

製品保証引当金 33百万円

役員退職慰労引当金 31百万円

一括償却資産 21百万円

投資有価証券評価損 18百万円

その他 42百万円

繰延税金資産小計 1,121百万円

評価性引当額 △63百万円

繰延税金資産合計 1,058百万円

 (繰延税金負債)

特定情報機器即時償却額等 △16百万円

繰延ヘッジ損益 △0百万円

繰延税金負債合計 △16百万円

繰延税金資産の純額 1,041百万円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

退職給付引当金 978百万円

未払事業税 18百万円

棚卸資産評価損 83百万円

製品保証引当金 21百万円

役員退職慰労引当金 31百万円

その他 39百万円

繰延税金資産小計 1,173百万円

評価性引当額 △44百万円

繰延税金資産合計 1,129百万円

 (繰延税金負債)

圧縮積立金 △154百万円

特定情報機器即時償却額等 △6百万円

繰延ヘッジ損益 △0百万円

繰延税金負債合計 △162百万円

繰延税金資産の純額 966百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2％

試験研究費税額控除額 △1.5％

評価性引当額の増減 △1.5％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.7％
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

項目
第38期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,495円05銭 1,574円79銭

１株当たり当期純利益金額 292円83銭 100円00銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

289円71銭
希薄化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

項目
第38期

(平成20年12月31日)
第39期

(平成21年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 12,042百万円 12,697百万円

純資産の部の合計額から控除する金

額
─ ─

普通株式に係る純資産額 12,042百万円 12,697百万円

普通株式の発行済株式数 8,101,300株 8,109,300株

普通株式の自己株式数 46,320株 46,320株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数

8,054,980株 8,062,980株

項目
第38期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第39期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 2,350百万円 805百万円

普通株主に帰属しない金額 ─ ─

普通株式に係る当期純利益 2,350百万円 805百万円

期中平均株式数 8,027,468株 8,059,288株

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

当期純利益調整額 ─ ─

普通株式増加数 86,381株 ─

（うち新株予約権） (86,381株) ─

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

――― ―――

(重要な後発事象)
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本事項は、「役員人事に関するお知らせ」にて、本決算短信と同時に開示しております。 

  

① 生産実績 

当連結会計年度における生産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) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

当連結会計年度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。 

  

③ 販売実績 

当連結会計年度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。

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

ＦＡシステム事業 23,096 80.1

セミコンシステム事業 4,008 52.1

合計 27,104 74.2

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 10,194 33.4 9,231 41.7

セミコンシステム事業 6,020 107.6 2,817 349.8

合計 16,214 44.9 12,048 52.5

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 23,096 80.1

セミコンシステム事業 4,008 52.1

合計 27,104 74.2

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

キヤノン㈱ 22,314 61.1 19,791 73.0
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ファイル名:連結補足09 更新日時:1/23/2010 9:52:00 AM 印刷日時:10/01/23 10:01 

平成21年12月期決算  補足資料 
 

  （連結）                      

会  計  期  間 平成20年度 平成21年度 前期比較増減 平成22年度予想 

売 上 高 （百万円） 36,541 27,104 △9,436 27,500 

営 業 利 益 （百万円） 4,198 1,040 △3,157 1,340 

経 常 利 益 （百万円） 4,030 915 △3,115 1,070 

税金等調整前当期純利益 （百万円） 3,995 1,302 △2,693 － 

当 期 純 利 益 （百万円） 2,377 792 △1,584 670 

純 資 産 額 （百万円） 12,032 12,659 627 － 

総 資 産 額 （百万円） 28,763 26,504 △2,259 － 

１株当たり純資産額 （円） 1,493.78 1,570.07 76.29 － 

１株当たり当期純利益 （円） 296.14 98.33 △197.81 83.10 

自己資本当期純利益率 （％） 21.7 6.4 △15.3 － 

総資産当期純利益率 （％） 8.4 2.9 △5.5 － 

総 資 産 回 転 率 （回） 1.30 0.98 △0.32 － 

自 己 資 本 比 率 （％） 41.8 47.8 6.0 － 

営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 
3,306 △2,025 △5,331 － 

投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 
△7,825 △321 7,504 － 

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 
2,569 2,148 △421 － 

現金及び現金同等物の

期 末 残 高 

（百万円） 
989 793 △196 － 

従 業 員 数 （名） 965 998 33 － 

 

 

  （個別） 

会  計  期  間 平成20年度 平成21年度 前期比較増減 

売 上 高 （百万円） 36,527 27,089 △9,437 

営 業 利 益 （百万円） 4,013 904 △3,109 

経 常 利 益 （百万円） 3,962 866 △3,095 

税引前当期純利益 （百万円） 3,927 1,254 △2,673 

当 期 純 利 益 （百万円） 2,350 805 △1,544 

資 本 金 （百万円） 2,707 2,712 4 

発 行 済 株 式 総 数 （株） 8,101,300 8,109,300 8,000 

期中平均株式総数 （株） 8,027,468 8,059,288 31,820 

純 資 産 額 （百万円） 12,042 12,697 654 

総 資 産 額 （百万円） 29,189 26,996 △2,192 

１株当たり純資産額 （円） 1,495.05 1,574.79 79.74 

１株当たり当期純利益 （円） 292.83 100.00 △192.83 

自己資本当期純利益率 （％） 21.5 6.5 △15 

総資産当期純利益率 （％） 8.2 2.9 △5.3 

総 資 産 回 転 率 （回） 1.28 0.96 △0.32 

１株当たり配当額 （円） 25 10 △15 

配 当 性 向 （％） 8.5 10.0 1.5 

自 己 資 本 比 率 （％） 41.3 47.0 5.7 

従 業 員 数 （名） 688 749 61 

 



平成22年１月25日 

キヤノンマシナリー株式会社 

 

平成21年度（第39期）決 算 概 要 
 

連結の業績 
（単位：百万円） 

前年同期比較 

 

21年度 

(21.１.１～ 

21.12.31) 

（Ａ） 

20年度 

(20.１.１～ 

20.12.31) 

（Ｂ） 
（Ａ）－（Ｂ） (A)/(B)

売 上 高 27,104 36,541 △9,436 74.2% 

営 業 利 益 1,040 4,198 △3,157 24.8% 

経 常 利 益 915 4,030 △3,115 22.7% 

当 期 純 利 益 792 2,377 △1,584 33.3% 

１株当たり当期純利益 98円33銭 296円14銭 △197円81銭  

 

 

前期末比較 
 

21年12月31日 

現在 

（Ａ） 

20年12月31日 

現在 

（Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (A)/(B)
 

総 資 産 26,504 28,763 △2,259 92.1%  

純 資 産 12,659 12,032 ＋627 105.2%  

 




