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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 9,621 61.8 562 127.6 558 153.8 385 175.6
21年12月期第1四半期 5,948 ― 247 ― 220 ― 140 ―

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12月期第1四半期 47.86 47.86
21年12月期第1四半期 17.39 ―

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12月期第1四半期 26,284 13,028 49.6 1,615.81
21年12月期 26,504 12,659 47.8 1,570.07

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  13,028百万円 21年12月期  12,659百万円

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

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

17,100 12.8 1,020 68.5 980 79.0 630 86.3 78.13

通期 32,600 20.3 2,140 105.7 2,000 118.6 1,230 55.2 152.55
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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  

（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。 

(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、３ページをご参照下さい。 

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） 22年12月期第1四半期 8,109,300株 21年12月期  8,109,300株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  46,320株 21年12月期  46,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 8,062,980株 21年12月期第1四半期 8,054,980株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景
に、輸出の緩やかな増加や生産の持ち直しなど景気回復の兆しが見られました。しかしながら、海外景気
の下振れ懸念、デフレの影響、失業率が高水準にあるなど経済活動の水準は依然として低く、厳しい状況
が続いています。 
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、一部の業界で生産量が増

加し、積極的な設備投資が見られるようになりましたが、一方で依然として設備投資の抑制が継続してお
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。特に、ＬＥＤ（発光ダイオード）関連に対応するダイボンダーの受注活動に
その成果が顕著に現われ、期初予想を大きく上回る受注を獲得しました。この結果、当第１四半期連結累
計期間の売上高は9,621百万円（前年同期比61.8％増）、営業利益は562百万円（前年同期比127.6％
増）、経常利益は558百万円（前年同期比153.8％増）、四半期純利益は385百万円（前年同期比175.6％
増）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厳しい事業環境の中で前年同期実績を上回り、当第１四半期の業績を牽引
いたしました。自動車用二次電池関連設備や基板関連設備の業績においても上昇傾向にあり、ＦＡシステ
ム事業は総じて堅調に推移いたしました。その結果、ＦＡシステム事業の当第１四半期連結累計期間の売
上高は7,903百万円（前年同期比44.3％増）、営業利益は404百万円（前年同期比1.0％減）となりまし
た。 

(セミコンシステム事業) 

ＬＥＤ関連に対応するダイボンダーBESTEM-D01シリーズの受注が好調に推移し業績に大きく貢献しまし
た。その結果、セミコンシステム事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は1,717百万円（前年同期比
265.8％増）、営業利益は157百万円（前年同期営業損失161百万円）となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に対して219百万円減少し、26,284百万円となりました。これは、主に受
取手形及び売掛金が3,308百万円増加いたしましたが、仕掛品が3,660百万円減少したことなどによるもの
です。 
負債合計は、前連結会計年度末に対して587百万円減少し、13,256百万円となりました。これは、主に

短期借入金が1,300百万円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が258百万円増加したことによるもの
です。 
純資産合計は、前連結会計年度末に対して368百万円増加し、13,028百万円となりました。これは、主

に利益剰余金の増加345百万円などによるものです。 

  

第１四半期の業績及び事業環境を踏まえ、業績の改善が見込まれることから、第２四半期累計期間及び
通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。 

  

【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
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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。 
  

（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。 

  

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事
契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適
用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認めら
れる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については
工事完成基準を適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上高は412百万円増
加し、売上総利益、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37百万円増加し
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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 940 796

受取手形及び売掛金 9,851 6,542

仕掛品 2,952 6,613

原材料及び貯蔵品 185 201

繰延税金資産 287 143

その他 70 69

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 14,285 14,365

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,698 7,676

減価償却累計額 △2,977 △2,878

建物及び構築物（純額） 4,721 4,798

機械装置及び運搬具 3,546 3,571

減価償却累計額 △2,346 △2,307

機械装置及び運搬具（純額） 1,200 1,263

土地 4,720 4,702

その他 960 954

減価償却累計額 △765 △743

その他（純額） 195 211

有形固定資産合計 10,836 10,976

無形固定資産 235 240

投資その他の資産

投資有価証券 3 3

繰延税金資産 878 871

その他 54 56

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 927 920

固定資産合計 11,999 12,138

資産合計 26,284 26,504
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,310 5,051

関係会社短期借入金 3,700 5,000

未払金 64 63

未払費用 347 303

未払法人税等 428 193

製品保証引当金 62 55

賞与引当金 312 3

その他 387 602

流動負債合計 10,613 11,273

固定負債

退職給付引当金 2,586 2,492

役員退職慰労引当金 56 78

固定負債合計 2,643 2,571

負債合計 13,256 13,844

純資産の部

株主資本

資本金 2,712 2,712

資本剰余金 3,940 3,940

利益剰余金 6,434 6,088

自己株式 △42 △42

株主資本合計 13,043 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 4 1

為替換算調整勘定 △20 △39

評価・換算差額等合計 △15 △38

純資産合計 13,028 12,659

負債純資産合計 26,284 26,504
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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22年１月１日
至 平成22年３月31日)

前第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 9,621 5,948

売上原価 8,482 5,179

売上総利益 1,139 769

販売費及び一般管理費 576 521

営業利益 562 247

営業外収益

不動産賃貸料 9 6

為替差益 23 3

その他 2 1

営業外収益合計 36 11

営業外費用

支払利息 6 7

退職給付会計基準変更時差異の処理額 29 29

その他 4 1

営業外費用合計 40 38

経常利益 558 220

特別利益

補助金収入 78 78

特別利益合計 78 78

税金等調整前四半期純利益 636 298

法人税等 250 158

四半期純利益 385 140
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

前第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 636 298

減価償却費 212 265

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） 7 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 308 259

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94 52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21 －

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 6 7

為替差損益（△は益） △18 △5

有形固定資産廃棄損 0 0

補助金収入 △78 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,295 1,589

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,683 △2,352

仕入債務の増減額（△は減少） 242 711

その他 △167 △300

小計 1,611 519

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △7 △6

保険金の受取額 0 －

法人税等の支払額 △166 △1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,438 △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 △30 △390

無形固定資産の取得による支出 △10 △33

補助金の受取額 78 －

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 37 △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 1,100 1,900

短期借入金の返済による支出 △2,400 △1,000

配当金の支払額 △33 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,333 797

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144 △191

現金及び現金同等物の期首残高 793 989

現金及び現金同等物の四半期末残高 937 798
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該当事項はありません。 

  

  

前第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) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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、自動車用二次電池製造装置、

プリント基板関連装置等 

(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 

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

「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、表示方法の変更」に

記載の通り、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上高が「ＦＡシステム事業」

について412百万円増加し、営業利益が37百万円増加しております。「セミコンシステム事業」については影

響ありません。 

(4) 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〕

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)

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

営業利益又は営業損失(△) 409 △161 247 ─ 247

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)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 7,903 1,717 9,621 ─ 9,621

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 7,903 1,717 9,621 ─ 9,621

営業利益 404 157 562 ─ 562

キヤノンマシナリー㈱　(6344) 平成22年12月期　第１四半期決算短信

－ 9 －



前第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) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 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 

２ 会計基準等の変更 

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

「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、表示方法の変更」に

記載の通り、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上高が「日本」について412

百万円増加し、営業利益が37百万円増加しております。「アジア」については影響ありません。 

  

〔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)

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

営業利益又は営業損失(△) 284 △50 233 13 247

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)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 9,621 0 9,621 ─ 9,621

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 483 484 (484) ─

計 9,621 484 10,105 (484) 9,621

営業利益 553 26 579 (17) 562
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前第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) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３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 ………… 韓国、中国 

(2) 東南アジア ……… フィリピン、マレーシア、タイ 

(3) その他の地域 …… 米国、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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 941 61 9 1,012

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 5,948

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.8 1.0 0.2 17.0

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,323 520 30 1,875

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 9,621

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

13.8 5.4 0.3 19.5

(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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(1) 受注実績 

当第１四半期連結累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１四半期連結累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。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

 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)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(百万円)

前年同四半期比
(％)

ＦＡシステム事業 1,770 33.7 3,098 14.1

セミコンシステム事業 3,479 1,367.6 4,579 775.9

合計 5,250 95.2 7,677 34.1

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

ＦＡシステム事業 7,903 144.3

セミコンシステム事業 1,717 365.8

合計 9,621 161.8
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