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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 253,393 △34.7 55,024 △59.1 60,063 △59.7 37,511 △61.4

21年3月期 388,271 △17.1 134,449 △29.1 149,148 △29.0 97,162 △23.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 187.75 ― 4.5 6.5 21.7
21年3月期 467.55 ― 11.1 14.8 34.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △488百万円 21年3月期  7,248百万円

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

22年3月期 891,651 812,657 90.8 4,133.89
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  809,384百万円 21年3月期  868,018百万円

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

22年3月期 66,009 △23,575 △104,047 499,140
21年3月期 97,636 △27,357 △37,428 555,612

2.  配当の状況 

(注) 23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 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 ％ ％

21年3月期 ― 86.26 ― 54.01 140.27 29,149 30.0 3.3
22年3月期 ― 13.19 ― 43.14 56.33 11,029 30.0 1.4

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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) 23年3月期の通期の連結業績予想につきましては、開示が可能になった時点で速やかに開示する予定です。 

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

183,700 107.7 76,100 505.5 78,000 428.8 48,800 444.9 249.24

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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） 

（注）詳細は、16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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  43,716,001株 21年3月期  31,713,226株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 152,661 △42.2 36,187 △62.3 54,911 △49.8 60,936 △10.9

21年3月期 264,218 △24.1 96,104 △31.3 109,478 △28.0 68,420 △28.8

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

22年3月期 304.99 ―

21年3月期 329.24 ―

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 775,188 715,502 92.3 3,654.39
21年3月期 798,109 755,483 94.7 3,635.71

（参考） 自己資本 22年3月期  715,502百万円 21年3月期  755,483百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想につきましては、5ページ「2 次期（平成22年度）の見通し」をご覧ください。なお、23年3
月期の通期の連結業績予想ならびに第2四半期末および期末の予想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。 
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 一昨年9月の米国での金融危機に端を発し、世界経済は、急激かつ深刻な同時不況に

陥りました。海外におきましては、欧米では引き続き深刻な状況が続きましたが、昨年

春頃から中国の景気回復が始まり、その後韓国、台湾、インドなどのアジア地域で景気

が回復してまいりました。このような状況を背景として、当期におけるわが国経済は、

緩やかながらも持ち直してまいりました。 

  このような状況のなか、当社グループは、第３四半期に入ってからの急速な受注の増

加に対応すべく、急速に増産体制の構築を図りました。また、一方で、経費の徹底的な

削減努力も引き続き行いました。研究開発におきましては商品の知能化・超精密化を推

し進め、商品の競争力の向上に全力を挙げました。また、製造におきましてはロボット

化を推し進め、コストの削減に全力を挙げました。 

  当期の連結売上高は2,533億93百万円（前期比34.7％減）、連結経常利益は600億63百

万円（前期比59.7％減）、連結純利益は375億11百万円（前期比61.4％減）となりまし

た。 

  なお、当期におきまして、当社とゼネラル エレクトリック カンパニーとの合弁解消

を行いました。そして、アメリカとヨーロッパにおけるＣＮＣのセールスとサービスを

行う100％子会社として、ファナックＣＮＣアメリカ社とファナックＣＮＣヨーロッパ

社を発足させ、今後に向けた新たな体制を整えました。 

  また、経営環境の変化に対応し資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、平成21年

8月に、自己株式1,198万株（89,340百万円）を取得いたしました。 

  

 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、中国をはじめとす

る東アジアにおいて相当程度の需要の回復が見られ、また期後半に入ると同地域向

けの輸出需要により国内工作機械業界にも回復の動きが出てまいりました。 

  レーザにつきましては、低調に推移しましたが、第４四半期に入り、国内、海外

ともに売上に回復の兆しが見えてきました。 

  ＦＡ部門の連結売上高は1,314億88百万円（前期比41.2％減）、全連結売上高に対

する構成比は51.9％となりました。 

  

1. 経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

① 当期（平成21年度）の経営成績 

 

〔ＦＡ部門〕
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 ロボットにつきましては、パラレルリンク機構による俊敏性と高精度、さらに６

自由度の柔軟性を兼ね備えた新シリーズとして「ゲンコツ・ロボットシリーズ」を

開発し、電子機器組立分野や高速ハンドリング分野への拡販に加え、比較的需要の

回復が早い食品・医薬品などの一般産業分野への拡販に注力しました。「ゲンコ

ツ・ロボット１号」および「ゲンコツ・ロボット３号」のラインナップにより、今

までロボット化が進んでいなかった新しい分野への適用が拡大しつつあります。 

  ロボット部門の連結売上高は735億57百万円（前期比31.2％減）、全連結売上高に

対する構成比は29.0％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、アジア向けの売上が急激

に回復してまいりました。特に中国におきましては、売上が大きく増加しておりま

す。現在、ロボドリルの生産は、過去 高の水準で行っております。 

ロボショット（電動射出成形機）につきましては、期後半に入り、中国向けを中

心に回復の動きが見られるようになってきました。 

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483億48百万円（前期比16.2％減）、全連結売上高

に対する構成比は19.1％となりました。 

  

〔ロボット部門〕

〔ロボマシン部門〕
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現在、回復著しい中国市場を中心に景気はやや持ち直しているとはいうものの、世

界全体で見れば依然として非常に厳しい経済環境が続いております。 

このようななかで、当社グループは、引き続き全力を挙げて、商品の知能化・超精密

化、工場のロボット化を推し進め、商品の競争力の向上、コストの削減に全力を挙げ

てまいります。経費の徹底的な削減にも引き続き努めてまいります。 

また、セールス、研究所および工場が一丸となってお客様のご要望にきめ細かく応え

ていくことにより、シェアの拡大を図ってまいります。 

  

 現時点での平成23年3月期中間期の連結業績予想は以下のとおりです。 

 

 平成23年3月期中間期の連結業績予想 

  

 
     注） 当社グループの連結子会社の決算期はいずれも3月です。平成22   

        年4月1日から平成22年9月30日までの期間における為替レートは、 

        平均87円／ドル、121円／ユーロを想定しております。 

② 次期（平成22年度）の見通し 

 

金額（百万円） 前年同期比（％）

売上高 183,700 107.7

営業利益  76,100 505.5

経常利益  78,000 428.8

当期純利益  48,800 444.9
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資産合計は、前年度末比787億90百万円減の8,916億51百万円となりました。これ

は、現金及び預金が前年度末比564億30百万円減少したこと、投資有価証券が382億

86百万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18億35百万円増の789億94百万円となりました。  

 純資産合計は、前年度末比806億25百万円減の8,126億57百万円となりました。 

  

当連結会計年度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51億41百万円を加算し、前年同期比460億90百万円減の

564億72百万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連結会

計年度期末残高は4,991億40百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、前年同期比316億27百万

円減の660億9百万円となりました。これは、主に税金等調整前純利益の減少が、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) 

 当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、前年同期比37億82百万

円減の235億75百万円であり、これは主に有形固定資産の取得による支出102億98百

万円及び合弁解消に伴う資産等譲受代金の支払による支出132億70百万円です。  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、前年同期比666億19百万

円増の1,040億47百万円であり、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、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

 

(2) 財政状態に関する分析

 

〔財政状態〕

〔キャッシュ・フロー〕

(3) 利益配分に関する基本方針および当期の配当
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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。  

 当期の配当金につきましては、以下を予定しております。 

 
  

  

中間配当 
 

期末配当 
（予定）

年間配当 
（予定）

配当性向
 

当期 (平成21年度) 13円19銭  43円14銭  56円33銭 30.0%

（ご参考） 
前期 (平成20年度)

86円26銭 54円01銭 140円27銭 30.0%
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当社グループについて図示すると次のとおりであります。

 国 内  海 外

製造会社 開発・製造・販売・保守会社

ファナックパートロニクス㈱ FANUC Robotics America,lnc. 

ファナックサーボ㈱　他 製品 フ 製品

ァ 製造・販売・保守会社

ナ BEIJING-FANUC Mechatronics CO.,LTD.

ッ

ク 販売・保守会社他

㈱ FANUC Robotics Europe S.A.

保守会社他 FANUC CNC AMERICA CORPORATION

保守 FANUC CNC Europe S.A.

FANUC KOREA CORPORATI0N 

FANUC TAIWAN LIMITED 

FANUC ROBOMACHINE EUROPE GmbH

FANUC INDIA PRIVATE LIMITED 他

   (国内ユーザ)            (海外ユーザ)

２．企業集団の状況

ファナックサービス㈱　他
　保守

開
発
・
製
造
・
販
売
・
保
守

　製品

　製品
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経営方針につきましては、 近の決算短信（平成18年10月27日発表の中間決算短

信）から変更がないため、開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

（当社ホームページ） 

      http://www.fanuc.co.jp/ 

  

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

      http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

3. 経営方針 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 555,757 499,327

受取手形及び売掛金 50,084 55,417

商品及び製品 27,480 21,850

仕掛品 24,092 24,623

原材料及び貯蔵品 8,223 6,244

繰延税金資産 15,487 12,803

その他 4,307 4,885

貸倒引当金 △1,711 △1,576

流動資産合計 683,719 623,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,694 68,392

機械装置及び運搬具（純額） 18,471 17,379

土地 112,611 115,870

その他（純額） 15,561 10,145

有形固定資産合計 216,337 211,786

無形固定資産   

のれん 314 22,614

その他 831 605

無形固定資産合計 1,145 23,219

投資その他の資産   

投資有価証券 66,141 27,855

その他 3,772 5,863

貸倒引当金 △673 △645

投資その他の資産合計 69,240 33,073

固定資産合計 286,722 268,078

資産合計 970,441 891,651
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,732 15,560

未払法人税等 14,946 14,172

アフターサービス引当金 5,193 3,806

その他 23,854 22,650

流動負債合計 55,725 56,188

固定負債   

退職給付引当金 18,959 22,380

その他 2,475 426

固定負債合計 21,434 22,806

負債合計 77,159 78,994

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,014 69,014

資本剰余金 96,258 96,259

利益剰余金 982,277 987,685

自己株式 △221,049 △310,604

株主資本合計 926,500 842,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 2,411

為替換算調整勘定 △58,451 △35,381

評価・換算差額等合計 △58,483 △32,970

少数株主持分 25,265 3,273

純資産合計 893,282 812,657

負債純資産合計 970,441 891,651
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 388,271 253,393

売上原価 200,340 152,360

売上総利益 187,931 101,033

販売費及び一般管理費 53,482 46,009

営業利益 134,449 55,024

営業外収益   

受取利息 6,333 2,481

受取配当金 － 2,855

持分法による投資利益 7,248 －

雑収入 5,349 1,833

営業外収益合計 18,930 7,169

営業外費用   

持分法による投資損失 － 488

投資有価証券評価損 2,779 －

特許和解金 － 1,364

売上割引 286 －

固定資産除売却損 695 59

雑支出 471 219

営業外費用合計 4,231 2,130

経常利益 149,148 60,063

特別損失   

合弁契約解消に伴う損失 － 4,237

特別損失合計 － 4,237

税金等調整前当期純利益 149,148 55,826

法人税、住民税及び事業税 53,909 16,576

法人税等調整額 △6,186 1,152

法人税等合計 47,723 17,728

少数株主利益 4,263 587

当期純利益 97,162 37,511
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 69,014 69,014

当期末残高 69,014 69,014

資本剰余金   

前期末残高 96,256 96,258

当期変動額   

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 2 1

当期末残高 96,258 96,259

利益剰余金   

前期末残高 921,775 982,277

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － △18,297

当期変動額   

剰余金の配当 △36,660 △13,806

当期純利益 97,162 37,511

当期変動額合計 60,502 5,408

当期末残高 982,277 987,685

自己株式   

前期末残高 △220,691 △221,049

当期変動額   

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 108 15

当期変動額合計 △358 △89,555

当期末残高 △221,049 △310,604

株主資本合計   

前期末残高 866,354 926,500

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － △18,297

当期変動額   

剰余金の配当 △36,660 △13,806

当期純利益 97,162 37,511

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 110 16

当期変動額合計 60,146 △84,146

当期末残高 926,500 842,354
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 1,677 △32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,709 2,443

当期変動額合計 △1,709 2,443

当期末残高 △32 2,411

為替換算調整勘定   

前期末残高 10,157 △58,451

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,608 23,070

当期変動額合計 △68,608 23,070

当期末残高 △58,451 △35,381

評価・換算差額等合計   

前期末残高 11,834 △58,483

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,317 25,513

当期変動額合計 △70,317 25,513

当期末残高 △58,483 △32,970

少数株主持分   

前期末残高 33,207 25,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,942 △21,992

当期変動額合計 △7,942 △21,992

当期末残高 25,265 3,273

純資産合計   

前期末残高 911,395 893,282

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 － △18,297

当期変動額   

剰余金の配当 △36,660 △13,806

当期純利益 97,162 37,511

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 110 16

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △78,259 3,521

当期変動額合計 △18,113 △80,625

当期末残高 893,282 812,657
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 149,148 55,826

減価償却費 14,512 13,834

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 △156

退職給付引当金の増減額（△は減少） △806 3,476

受取利息及び受取配当金 △8,096 △5,336

持分法による投資損益（△は益） △7,248 488

売上債権の増減額（△は増加） 33,741 △3,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,858 8,711

仕入債務の増減額（△は減少） △8,783 3,408

その他 △3,078 767

小計 165,480 77,694

利息及び配当金の受取額 9,470 6,454

法人税等の支払額 △78,204 △17,680

その他 890 △459

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,636 66,009

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 △24,232 △10,298

投資有価証券の取得による支出 △2,130 △172

投資有価証券の売却による収入 1,432 －

合弁解消に伴う資産等譲受代金の支払 － △13,270

その他 △2,427 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,357 △23,575

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 △434 △89,579

配当金の支払額 △36,633 △13,850

その他 △361 △618

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,428 △104,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,233 5,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,382 △56,472

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期末残高 555,612 499,140
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該当事項はありません。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

  

①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」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）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」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）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ようになったことに伴

い、当連結会計年度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、当連結

会計年度において、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純利益がそれ

ぞれ18億51百万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。 

  

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(連結子会社の事業年度等に関する事項)

当連結会計年度より、全ての連結子会社の決算日を12月31日から３月31日に変更し、当連結

会計年度の月数は15ヶ月となっております。

(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】

(会計処理の変更)
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 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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)             (単位：百万円) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

 (1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による。  

 (2）各区分に属する主な国又は地域 

米州 ：米国、カナダ  

欧州 ：ルクセンブルグ、ドイツ  

アジア：韓国、台湾、インド  

２ 資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度では392,423百万円

であり、主として、全社共通の目的で保有している現金及び預金などで構成されております。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 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

Ⅰ 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

174,142 61,718 76,006 76,405 388,271 ─ 388,271

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

102,481 2,818 840 685 106,824 (106,824) ─

計 276,623 64,536 76,846 77,090 495,095 (106,824) 388,271

  営業費用 173,646 58,318 65,719 61,909 359,592 (105,770) 253,822

    営業利益 102,977 6,218 11,127 15,181 135,503 (1,054) 134,449

Ⅱ 資産 401,226 51,708 73,599 68,802 595,335 375,106 970,441

17

ファナック㈱ (6954) 平成22年3月期決算短信



当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）           (単位：百万円) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

 (1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による。  

 (2）各区分に属する主な国又は地域 

米州 ：米国、カナダ  

欧州 ：ルクセンブルグ、ドイツ  

アジア：韓国、台湾、インド  

２ 資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度では355,478百万円

であり、主として、全社共通の目的で保有している現金及び預金などで構成されております。 

  

日本 米州 欧州 アジア 計 消去 
又は全社 連結

Ⅰ 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

113,703 48,227 42,763 48,700 253,393 ─ 253,393

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

52,319 561 369 285 53,534 (53,534) ─

計 166,022 48,788 43,132 48,985 306,927 (53,534) 253,393

  営業費用 124,985 47,839 41,630 41,859 256,313 (57,944) 198,369

    営業利益 41,037 949 1,502 7,126 50,614 4,410 55,024

Ⅱ 資産 346,064 51,859 78,933 75,083 551,939 339,712 891,651
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）            (単位：百万円) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

 (1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による。  

 (2）各区分に属する主な国又は地域 

米州 ：米国、カナダ  

欧州 ：ルクセンブルグ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア  

アジア：韓国、台湾、中国、マレーシア、インド、シンガポール  

その他の地域：オーストラリア  

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）      (単位：百万円) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

 (1）国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による。  

 (2）各区分に属する主な国又は地域 

米州 ：米国、カナダ  

欧州 ：ルクセンブルグ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア  

アジア：韓国、台湾、中国、マレーシア、インド、シンガポール  

その他の地域：オーストラリア  

  

３ 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 70,943 76,641 116,577 2,824 266,985

Ⅱ 連結売上高 388,271

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.3 19.8 30.0 0.7 68.8

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 50,484 42,551 105,442 1,751 200,228

Ⅱ 連結売上高 253,393

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.9 16.8 41.6 0.7 79.0
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

                              

 
  

  

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、企業結合等 

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。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 4,177.28円

１株当たり当期純利益金額  467.55円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。

 

１株当たり純資産額 4,133.89円

１株当たり当期純利益金額 187.75円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、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

(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日  
  至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 97,162 37,511

普通株式に係る当期純利益(百万円) 97,162 37,511

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 207,812 199,797

重要な後発事象
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 435,582 380,440

受取手形 10,395 6,245

売掛金 11,262 29,314

商品及び製品 4,972 6,286

仕掛品 20,271 22,794

原材料及び貯蔵品 7,827 5,984

前渡金 1 55

繰延税金資産 7,680 7,151

その他 1,377 2,535

貸倒引当金 △843 △578

流動資産合計 498,524 460,226

固定資産   

有形固定資産   

建物 143,789 145,173

減価償却累計額 △85,533 △89,564

建物（純額） 58,256 55,609

構築物 11,687 11,751

減価償却累計額 △8,649 △8,999

構築物（純額） 3,038 2,752

機械及び装置 58,721 63,259

減価償却累計額 △41,436 △46,756

機械及び装置（純額） 17,285 16,503

車両運搬具 611 587

減価償却累計額 △491 △504

車両運搬具（純額） 120 83

工具、器具及び備品 25,255 25,037

減価償却累計額 △20,440 △21,148

工具、器具及び備品（純額） 4,815 3,889

土地 105,826 105,827

建設仮勘定 7,324 3,328

有形固定資産合計 196,664 187,991

無形固定資産   

特許実施権 3 2

ソフトウエア 670 404

その他 11 9

無形固定資産合計 684 415
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,975 6,544

関係会社株式 86,937 108,291

関係会社長期貸付金 1,978 1,919

破産更生債権等 665 645

長期前払費用 22 18

繰延税金資産 9,275 9,751

その他 58 40

貸倒引当金 △673 △652

投資その他の資産合計 102,237 126,556

固定資産合計 299,585 314,962

資産合計 798,109 775,188

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,374 13,240

未払金 4,381 3,907

未払費用 4,163 6,539

未払法人税等 9,255 11,944

前受金 200 661

預り金 328 279

アフターサービス引当金 2,710 2,102

その他 16 14

流動負債合計 23,427 38,686

固定負債   

退職給付引当金 19,199 21,000

固定負債合計 19,199 21,000

負債合計 42,626 59,686
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 96,057 96,057

その他資本剰余金 53 53

資本剰余金合計 96,110 96,110

利益剰余金   

利益準備金 8,252 8,252

その他利益剰余金   

研究開発積立金 311,800 311,800

特別償却準備金 1 1

圧縮記帳積立金 67 64

別途積立金 303,580 303,580

繰越利益剰余金 187,740 234,874

利益剰余金合計 811,440 858,571

自己株式 △221,049 △310,604

株主資本合計 755,515 713,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 2,411

評価・換算差額等合計 △32 2,411

純資産合計 755,483 715,502

負債純資産合計 798,109 775,188
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 264,218 152,661

売上原価   

製品期首たな卸高 10,190 4,972

当期製品製造原価 139,909 99,008

合計 150,099 103,980

製品期末たな卸高 4,972 6,286

他勘定振替高 1,045 81

売上原価合計 144,082 97,613

売上総利益 120,136 55,048

販売費及び一般管理費 24,032 18,861

営業利益 96,104 36,187

営業外収益   

受取利息 1,425 507

受取配当金 11,819 17,820

雑収入 4,352 2,007

営業外収益合計 17,596 20,334

営業外費用   

売上割引 445 －

固定資産除売却損 678 49

特許和解金 － 1,364

投資有価証券評価損 2,779 －

雑損失 320 197

営業外費用合計 4,222 1,610

経常利益 109,478 54,911

特別利益   

合弁契約解消に伴う利益 － 18,932

特別利益合計 － 18,932

税引前当期純利益 109,478 73,843

法人税、住民税及び事業税 38,260 12,988

法人税等調整額 2,798 △81

法人税等合計 41,058 12,907

当期純利益 68,420 60,936
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 69,014 69,014

当期末残高 69,014 69,014

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 96,057 96,057

当期末残高 96,057 96,057

その他資本剰余金   

前期末残高 50 53

当期変動額   

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 3 0

当期末残高 53 53

資本剰余金合計   

前期末残高 96,107 96,110

当期変動額   

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 3 0

当期末残高 96,110 96,110

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,252 8,252

当期末残高 8,252 8,252

その他利益剰余金   

研究開発積立金   

前期末残高 311,800 311,800

当期末残高 311,800 311,800

特別償却準備金   

前期末残高 9 1

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △8 △0

当期変動額合計 △8 △0

当期末残高 1 1

圧縮記帳積立金   

前期末残高 70 67

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 67 64
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 303,580 303,580

当期末残高 303,580 303,580

繰越利益剰余金   

前期末残高 155,969 187,740

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 8 0

圧縮記帳積立金の取崩 3 3

剰余金の配当 △36,660 △13,805

当期純利益 68,420 60,936

当期変動額合計 31,771 47,134

当期末残高 187,740 234,874

利益剰余金合計   

前期末残高 779,680 811,440

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △36,660 △13,805

当期純利益 68,420 60,936

当期変動額合計 31,760 47,131

当期末残高 811,440 858,571

自己株式   

前期末残高 △220,691 △221,049

当期変動額   

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 108 15

当期変動額合計 △358 △89,555

当期末残高 △221,049 △310,604

株主資本合計   

前期末残高 724,110 755,515

当期変動額   

剰余金の配当 △36,660 △13,805

当期純利益 68,420 60,936

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 111 15

当期変動額合計 31,405 △42,424

当期末残高 755,515 713,091
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 1,515 △32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,547 2,443

当期変動額合計 △1,547 2,443

当期末残高 △32 2,411

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,515 △32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,547 2,443

当期変動額合計 △1,547 2,443

当期末残高 △32 2,411

純資産合計   

前期末残高 725,625 755,483

当期変動額   

剰余金の配当 △36,660 △13,805

当期純利益 68,420 60,936

自己株式の取得 △466 △89,570

自己株式の処分 111 15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,547 2,443

当期変動額合計 29,858 △39,981

当期末残高 755,483 715,502
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 該当事項はありません。 

  

 決定した時点で開示いたします。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

6. その他

役員の異動
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