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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 1,828 △62.7 △366 ― △350 ― △372 ―

21年3月期第1四半期 4,899 ― 1,111 ― 1,276 ― 609 ―

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1四半期 △3,662.18 ―

21年3月期第1四半期 5,983.87 ―

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1四半期 24,430 17,603 69.9 167,679.84
21年3月期 24,459 17,428 69.2 166,425.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,065百万円 21年3月期  16,937百万円

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  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3,100.00 ― 1,100.00 4,200.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

3,600 △62.7 △1,080 ― △1,110 ― △760 ― △7,467.50

通期 8,700 △46.2 △1,230 ― △1,360 ― △980 ― △9,629.08
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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) 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） 

(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 

１．平成21年５月14日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載の業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因に 
  より、大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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1四半期 105,277株 21年3月期  105,277株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,502株 21年3月期  3,502株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 101,775株 21年3月期第1四半期 101,776株
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【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  
当第１四半期連結会計期間（平成 21 年４月１日から平成 21 年６月 30 日までの３ヶ月間）に

おける経済環境は、昨秋からの金融・経済危機に伴う景気悪化に一部下げ止まりの動きがみられ
たものの、依然として厳しい状況が継続しました。  
 当社グループの事業環境につきましても、企業業績の悪化や設備稼働率の低下などに伴い、製
造業の設備投資意欲が低迷したことにより、非常に厳しい環境となりました。  
 このような環境の中、当社グループは、新製品の市場投入や課題解決型の営業活動を強化し、
受注の確保に傾注してまいりました。 
当第１四半期連結会計期間の受注動向につきましては、お客様の在庫調整の進展などが反映

されたことにより、前四半期比で産業用ロボット用途、フラットパネルディスプレイ製造装置用
途などの一部に需要改善の兆しが見られましたが、回復のスピードは緩やかなものとなりました。  
 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高は、主要用途である産業用ロボッ
ト用途、半導体製造装置用途、フラットパネルディスプレイ製造装置用途、モーターメーカー向
けギアヘッド用途、工作機械用途などが前年同四半期比で大幅に減少したことにより、18 億 28
百万円（前年同四半期比 62.7%減）となりました。また、製品群別売上高については、減速装置
は 14 億 68 百万円（前年同四半期比 62.4%減）、メカトロニクス製品は 3億 60 百万円（前年同四
半期比 63.8%減）となり、いずれも大幅に減少しました。 
損益面については、徹底した無駄の排除を目指した業務革新に取り組み、原価低減、固定費

の見直しなどを進めてまいりましたが、売上高の減少を補うまでには至らず、営業損失 3 億 66
百万円(前年同四半期は営業利益 11億 11 百万円）、経常損失 3億 50 百万円(前年同四半期は経常
利益 12 億 76 百万円）、四半期純損失 3億 72 百万円(前年同四半期は四半期純利益 6億 9百万円）
となりました。 
 
所在地別セグメントの業績は、以下のとおりです。 
(日本) 

当社グループ製品の主要用途全般に需要が低迷した影響を受け、前年同四半期比で大幅
な減収、減益となりました。売上高は 13 億 64 百万円（前年同四半期比 67.7%減）、営業
損失は 3億 45 百万円（前年同四半期は営業利益 11 億 56 百万円）となりました。 

 
(北米) 

北米市場の最大の需要先である半導体製造装置用途が低迷した影響を受け、全般に厳し
い環境となりました。また、為替レートが円高となった影響も受けました。  
この結果、売上高は 4億 64 百万円（前年同四半期比 31.1%減）、営業利益は 17 百万円（前
年同四半期比 65.9%減）となりました。 

 
２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比で 28 百万円減少し、244 億 30
百万円となりました。これは、保有する投資有価証券の時価が上昇したことにより、投資その他
の資産は増加（前連結会計年度末比 7億 47 百万円増）しましたが、売上高の減少に伴う受取手形
及び売掛金の減少（前連結会計年度末比 5億 75 百万円減）、繰延税金資産の減少（前連結会計年
度末比 2億円減）が主な要因です。 
 負債は、前連結会計年度末比で 2 億 4 百万円減少し、68 億 26 百万円となりました。これは、
繰延税金負債は増加（前連結会計年度末比 2億 2 百万円増）しましたが、支払手形及び買掛金の
減少（前連結会計年度末比 5億 56 百万円減）、賞与引当金の減少（前連結会計年度末比 2億 8百
万円減）があったことが主な要因です。 
純資産は、前連結会計年度末比で 1億 75 百万円増加の 176 億 3 百万円となり、自己資本比率は

69.2%から 69.9%になりました。 
 
［キャッシュ・フローの状況］ 
当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて 57
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百万円増加し、67 億 53 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、売上債権の減少（5億 93 百万円の減）、仕入債
務の減少（5 億 69 百万円の減）、税金等調整前四半期純損失を 3 億 83 百万円計上したこ
となどにより、2億 70 百万円となりました。 

 
(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、有形固定資産の取得に伴う支出が 1 億 5 百万
円あったことなどにより、99 百万円の支出となりました。 

 
(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、配当金の支払による支出が 1億 11 百万円あっ
たことなどにより、1億 47 百万円の支出となりました。 

 
３． 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 21 年 5月 14 日に公表した「平成 21 年 3 月期 決算短信」の内
容に変更はありません。今後、変更の必要が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 
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） 
該当事項はありません。 

 
(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 
① 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の
額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
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。  
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

③ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 
連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引の相殺消去 
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 
④ 未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的
に見積もって計算しております。 

⑤ 税金費用の計算 
一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、当第１四半期連結会計期間を含む連

結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
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(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 
該当事項はありません。 
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 6,725,110 6,667,052 

受取手形及び売掛金 2,026,603 2,601,904 

有価証券 30,550 30,537 

商品及び製品 110,288 118,830 

仕掛品 441,481 419,301 

原材料及び貯蔵品 647,789 654,649 

その他 467,246 669,684 

貸倒引当金 △4,904 △4,621 

流動資産合計 10,444,164 11,157,338 

固定資産   

有形固定資産 3,824,613 3,877,916 

無形固定資産 105,067 114,886 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,466,610 2,573,270 

関係会社株式 5,367,829 5,450,960 

その他 1,228,581 1,291,308 

貸倒引当金 △6,000 △6,000 

投資その他の資産合計 10,057,021 9,309,539 

固定資産合計 13,986,702 13,302,342 

資産合計 24,430,867 24,459,681 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 857,781 1,414,274 

短期借入金 20,000 34,900 

1年内返済予定の長期借入金 735,772 736,086 

未払法人税等 10,334 2,703 

賞与引当金 129,123 337,453 

役員賞与引当金 1,449 18,400 

その他 968,221 589,289 

流動負債合計 2,722,683 3,133,107 

固定負債   

長期借入金 2,976,680 2,985,623 

リース債務 195,471 195,629 

繰延税金負債 484,475 281,562 

役員退職慰労引当金 356,739 347,119 

その他の引当金 75,585 71,360 

負ののれん 15,245 16,631 

固定負債合計 4,104,197 3,897,926 

㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）　平成22年3月期 第1四半期決算短信

6



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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) 

負債合計 6,826,880 7,031,033 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,610,542 1,610,542 

資本剰余金 5,203,709 5,203,709 

利益剰余金 12,354,041 12,838,713 

自己株式 △2,304,740 △2,304,740 

株主資本合計 16,863,553 17,348,224 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 397,575 △137,531 

為替換算調整勘定 △195,514 △272,769 

評価・換算差額等合計 202,061 △410,300 

少数株主持分 538,372 490,724 

純資産合計 17,603,987 17,428,648 

負債純資産合計 24,430,867 24,459,681 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,899,852 1,828,623 

売上原価 2,740,078 1,326,839 

売上総利益 2,159,773 501,783 

販売費及び一般管理費 1,047,811 867,948 

営業利益又は営業損失（△） 1,111,961 △366,164 

営業外収益   

受取利息 5,160 4,374 

受取配当金 26,816 13,594 

負ののれん償却額 1,385 1,385 

持分法による投資利益 124,981 － 

補助金収入 － 16,771 

その他 13,246 2,310 

営業外収益合計 171,591 38,436 

営業外費用   

支払利息 1,804 12,756 

持分法による投資損失 － 4,946 

補助金費用 2,473 － 

その他 2,750 5,217 

営業外費用合計 7,028 22,920 

経常利益又は経常損失（△） 1,276,523 △350,648 

特別利益   

固定資産売却益 1,909 － 

特別利益合計 1,909 － 

特別損失   

固定資産除却損 119 313 

製品補償損失 － 32,598 

役員退職特別加算金 117,625 － 

特別損失合計 117,744 32,912 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,160,688 △383,560 

法人税、住民税及び事業税 264,016 43,048 

過年度法人税等戻入額 － △15,167 

法人税等調整額 260,940 △49,818 

法人税等合計 524,957 △21,937 

少数株主利益 26,714 11,095 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 609,016 △372,718 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,160,688 △383,560 

のれん償却額 498 498 

負ののれん償却額 △1,385 △1,385 

減価償却費 96,313 172,439 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 631 △35 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △117,934 9,619 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △88,600 △16,950 

受取利息 △5,160 △4,374 

受取配当金 △26,816 △13,594 

支払利息 1,804 12,756 

持分法による投資損益（△は益） △124,981 4,946 

固定資産売却損益（△は益） △1,909 － 

固定資産除却損 119 313 

売上債権の増減額（△は増加） △168,084 593,304 

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,105 15,230 

仕入債務の増減額（△は減少） △45,446 △569,464 

その他 480,045 316,341 

小計 1,115,676 136,086 

利息及び配当金の受取額 31,532 17,970 

持分法適用会社からの配当金の受取額 161,600 126,740 

利息の支払額 △1,804 △2,830 

法人税等の支払額 △712,023 △39,663 

法人税等の還付額 383 32,472 

営業活動によるキャッシュ・フロー 595,363 270,775 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △489 － 

有形固定資産の取得による支出 △223,822 △105,009 

有形固定資産の売却による収入 1,895 － 

無形固定資産の取得による支出 △8,667 △98 

定期預金の預入による支出 △600 △600 

定期預金の払戻による収入 211,007 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △2,140 △204 

敷金及び保証金の回収による収入 1,238 1,385 

短期貸付けによる支出 － △500 

短期貸付金の回収による収入 － 33 

長期貸付けによる支出 － △900 

長期貸付金の回収による収入 － 600 

その他 － 5,856 

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,578 △99,437 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 10,000 10,000 

短期借入金の返済による支出 △15,200 △24,900 

長期借入金の返済による支出 △8,561 △9,257 

リース債務の返済による支出 － △11,470 

自己株式の取得による支出 △258 － 

配当金の支払額 △468,172 △111,952 

財務活動によるキャッシュ・フロー △482,192 △147,580 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,597 33,713 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73,995 57,470 

現金及び現金同等物の期首残高 4,984,522 6,695,740 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,058,517 6,753,211 
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(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) セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 
前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、当社グループは、製品の種類、
性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の精密減速機事業を専ら営んで
おり、他の事業セグメントはありません。 
    

【所在地別セグメント情報】 
〇前第１四半期連結累計期間（自  平成 20 年４月１日  至  平成 20 年６月 30 日） 

 日本(千円) 北米(千円) 計(千円) 
消去又は全社 
(千円) 

連結(千円) 

売 上 高      

(1) 外部顧客に対する売上高 4,225,921 673,930 4,899,852 － 4,899,852 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

209,213 － 209,213 (209,213) － 

計 4,435,135 673,930 5,109,066 (209,213) 4,899,852 

営 業 利 益 1,156,183 52,359 1,208,543 (96,581) 1,111,961 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近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）北 米 …… 米 国 

 
〇当第１四半期連結累計期間（自  平成 21 年４月１日  至  平成 21 年６月 30 日） 

 日本(千円) 北米(千円) 計(千円) 
消去又は全社 
(千円) 

連結(千円) 

売 上 高      

(1) 外部顧客に対する売上高 1,364,091 464,532 1,828,623 － 1,828,623 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

91,722 － 91,722 (91,722) － 

計 1,455,813 464,532 1,920,345 (91,722) 1,828,623 

営業利益又は営業損失（△） △345,300 17,869 △327,430 (38,733) △366,164 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近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）北 米 …… 米 国 

 
【海外売上高】 
〇前第１四半期連結累計期間（自  平成 20 年４月１日  至  平成 20 年６月 30 日） 

 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円 ) 332,042 673,930 23,298 1,029,272 

Ⅱ 連結売上高 (千円 ) － － － 4,899,852 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.8 13.8 0.5 21.0 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
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（１）欧 州 …… ドイツ 
（２）北 米 …… 米 国 

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。 
 

〇当第１四半期連結累計期間（自  平成 21 年４月１日  至  平成 21 年６月 30 日） 

 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円 ) 164,796 464,532 134,712 764,041 

Ⅱ 連結売上高 (千円 ) － － － 1,828,623 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

9.0 25.4 7.4 41.8 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 

（１）欧 州 …… ドイツ 
（２）北 米 …… 米 国 

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 販路の関係上、従来は国内売上高に含めておりました韓国、台湾向けの売上高は、当該販路
の変更に伴いその他の地域に含めております。 

 
(6) 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。 
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