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１．平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日）
（１）連結経営成績（累計）                                               　　　　　　　　　　　　　  （％表示は、対前年同四半期増減率）
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（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％
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26年3月期

(参考)自己資本 　　27年3月期第2四半期        1,279,354百万円     26年3月期  1,194,032百万円

２．配当の状況
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（注） 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有

（注） 27年3月期の期末の配当金につきましては、公表が可能になった時点で速やかに開示する予定です。

３．平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
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（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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(注）　包括利益　27年3月期第2四半期    105,656百万円（55.1％） 　26年3月期第2四半期   68,102百万円（22.7％）
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※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：　無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：　有

②　①以外の会計方針の変更 ：　無

③　会計上の見積りの変更 ：　無

④　修正再表示 ：　無

（注） 詳細は、添付資料P.７ 「３．注記事項に関する情報　（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

・修正再表示」をご覧下さい。

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数(自己株式を含む)  26年3月期

②　期末自己株式数  26年3月期

③　期中平均株式数(四半期累計)

※

※

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

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。なお、平成27年3月期の期末の

予想配当金につきましては、公表が可能になった時点で速やかに開示する予定です。

四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）連結経営成績に関する説明 

 

当期の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、ＣＮＣシステム

は、工作機械市場の世界的な回復基調を背景に、国内、中国、欧州などにお

いて需要が堅調に推移しました。またロボットにおきましては、米州、欧州

などにおいて高水準の需要が続きました。これらに加え、一部ＩＴ産業の短

期的な需要につきましても、活発な動きが見られました。 

このような中、当社グループでは、引き続き高信頼性を基本にした商品の

高性能化・知能化および製造のロボット化を推し進め、競争力の更なる強化

に努めております。 

当第２四半期における連結売上高は3,428億15百万円（前年同期比58.6％

増）、連結経常利益は 1,450 億 2 百万円（前年同期比 83.3％増）、連結四半期

純利益は 943 億 66 百万円（前年同期比 88.4％増）となりました。  

なお、部門別の売上高につきましては、ＦＡ部門が 1,303 億 99 百万円（前

年同期比18.9％増）、ロボット部門が865億4百万円（前年同期比17.5％増）、

ロボマシン部門が 1,259 億 12 百万円（前年同期比 283.2％増）でした。 

 

（２）連結財政状態に関する説明 

資産合計は、前年度末比 1,184 億 10 百万円増の 1 兆 4,623 億 14 百万円と

なりました。主な増加は有価証券（譲渡性預金）が 1,199 億 7 百万円となっ

ております。  

 また、負債合計は、前年度末比 325 億 53 百万円増の 1,765 億 94 百万円と

なりました。  

純資産合計は、前年度末比 858 億 57 百万円増の 1 兆 2,857 億 20 百万円と

なりました。 

 

（３）連結業績予想に関する説明 

 

通期業績予想につきましては、業績が全般的に好調に推移しておりまた一

部ＩＴ産業の短期的な需要増が下期にも見込まれるとして 9 月 25 日に発表

した通り、連結売上高は6,882億円、営業利益は2,680億円、経常利益は2,809

億円、純利益は 1,851 億円を予想しております。 
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３. 注記事項に関する情報

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(1) 当四半期連結累計期間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）

会計方針の変更
　（退職給付に関する会計基準等の適用）
　 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付
会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項
本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間
より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属
方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更い
たしました。
　 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱
いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計
算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
    この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が2,234百万円増加
し、利益剰余金が1,452百万円減少しております。また、当第2四半期連結累計期間の損益に
与える影響額は軽微であります。
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決算発表補足資料 
 

 
１ 連結業績（平成２６年４月～平成２６年９月） 

１）純利益    ９４４億円（前年同期比 １.９倍） 
 
２）売上高   ３，４２８億円（前年同期比 １.６倍） 

 
３）営業利益  １，３８３億円（前年同期比 １.８倍） 

経常利益  １，４５０億円（   同     １.８倍）売上高経常利益率 42.3% 
   

  ４）部門別売上高  
    ＦＡ    １，３０４億円（前年同期比 １.２倍） 
    ロボット    ８６５億円（   同    １.２倍） 
    ロボマシン １，２５９億円（    同   ３.８倍） 
 
  ５）受注高   ３，５５４億円（前年同期比 １.６倍） 
 
 
２ 連結業績推移（単位 億円） 
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