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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 10,715 148.1 2,974 ― 3,115 ― 1,581 ―

22年3月期第2四半期 4,318 △55.3 △373 ― △393 ― △451 ―

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

23年3月期第2四半期 15,542.50 ―

22年3月期第2四半期 △4,431.79 ―

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

23年3月期第2四半期 29,422 20,474 67.1 194,114.05
22年3月期 26,530 19,058 69.6 181,479.41

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,755百万円 22年3月期  18,470百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00

23年3月期 ― 3,700.00

23年3月期 
（予想）

― 3,700.00 7,400.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 21,300 76.7 5,760 437.4 5,960 459.0 3,130 527.7 30,754.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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連結財務諸表のレビュー手続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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、【添付資料】P.4「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  105,277株 22年3月期  105,277株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,502株 22年3月期  3,502株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  101,775株 22年3月期2Q 101,775株



【添付資料】 
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１． 当四半期の連結業績に関する定性的情報 
(1) 連結経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期連結累計期間（平成 22 年４月 1日から平成 22 年９月 30 日まで）における当社グ
ループの事業環境は、中国をはじめとするアジア諸国の設備投資が活発であった影響を受け、需
要が全般に良好な状況で推移しました。 
用途別の需要については、デジタル機器の組立作業等に用いられる組立ロボット向けや、自動

車産業等で用いられる溶接ロボット向けが好調に推移したことから、産業用ロボット用途向けが
全般に高い水準を維持しました。また、フラットパネルディスプレイ製造装置向け、半導体製造
装置向けは、夏場以降、やや軟調傾向となったものの、全般には良好な需要状況となりました。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 107 億 15 百万円となり、リーマンショッ

クによる景気悪化の影響を大きく受けた前年同期に比較すると 148.1%の増収となりました。 
損益面につきましては、主に売上高の増加に伴う増益効果により、営業利益は 29 億 74 百万円

（前年同四半期は 3億 73 百万円の営業損失）、経常利益はドイツ国の関連会社に係る持分法投資
利益が増加したことなどから31億15百万円（前年同四半期は3億93百万円の経常損失）となり、
収益性は大幅に改善いたしました。また、四半期純利益につきましても、特別損失として投資有
価証券評価損を 2 億 67 百万円計上したものの、15 億 81 百万円（前年同四半期は 4 億 51 百万円
の四半期純損失）となり、大幅な増益となりました。なお、製品群別の売上高は、減速装置が 88
億 35 百万円（前年同四半期比 155.1%増）、メカトロニクス製品が 18 億 80 百万円（同 119.7%増）
で、売上高比率はそれぞれ、82.5%、17.5%となりました。 

 
報告セグメントの業績は、以下のとおりであります。 
 
（日本） 
 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など、主要用途全般に需要が増加し、良好な事業環境
となりました。 
この結果、売上高は 90億 67 百万円、セグメント利益（経常利益）は 28 億 97 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回復したことに加え、現地生産の増
加による操業度の向上、プロダクトミックスの改善、生産性の改善などにより、増収、増益
となりました。 
この結果、売上高は 16 億 48 百万円、セグメント利益（経常利益）は 3 億 82 百万円とな

りました。 
 
（欧州） 
 欧州経済の回復により、産業用ロボット用途、工作機械用途などの需要増加に伴い、持分
法適用関連会社の業績が回復し、持分法投資利益が増加しました。 
この結果、セグメント利益（経常利益）は 1億 18 百万円となりました。 

 
 
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて 24.0％増加（27 億 39 百万円の増加）し、141 億 69 百

万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が 16 億 20 百万円増加、現預金が 8億 73 百万円
増加したことが主な要因であります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて 1.0％増加（1億 52 百万円の増加）し、152 億 53 百万

円となりました。これは、有形固定資産が、8.1％増加（2 億 90 百万円の増加）しましたが、持
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分法適用会社であるハーモニック・ドライブ・アーゲーに係る為替換算の影響などにより、関係
会社株式が 4.5%減少（2億 38 百万円の減少）したことが主な要因であります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 10.9％増加（28 億 92 百万円の増加）し、294

億 22 百万円となりました。 
 

（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて 52.2％増加（18 億 35 百万円の増加）し、53 億 51 百

万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が 3 億 13 万円増加、未払法人税等が 11 億 12
百万円増加したことが主な要因であります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて 9.1％減少（3 億 59 百万円の減少）し、35 億 97 百万

円となりました。これは、長期借入金の減少（3億 69 百万円の減少）が主な要因であります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 19.8％増加（14 億 76 百万円の増加）し、

89 億 48 百万円となりました。 
 

（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 7.4％増加（14 億 15 百万円の増加）し、204 億 74

百万円となりました。これは、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことが主な
要因であります。自己資本比率は、純資産は増加しましたが負債が増加したことから、前連結会
計年度末の 69.6％から 67.1％になりました。 
 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四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

29.5％増加（8億 62 百万円の増加）し、37 億 88 百万円となりました。 
当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであり

ます。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における営業活動による収入は、前年同四半期比25億70百万円

増加の20億37百万円（前年同四半期は5億33百万円の支出）となりました。これは主に、売
上債権の増加が16億35百万円（前年同四半期は1億75百万円の増加）、たな卸資産の増加が1
億85百万円（前年同四半期は60百万円の減少）、法人税等の支払が2億60百万円（前年同四
半期は48百万円の支払）がありましたが、税金等調整前四半期純利益を27億94百万円計上（前
年同四半期は、純損失4億29百万円を計上）したことに加え、仕入債務の増加が3億22百万円
（前年同四半期は7億1百万円の減少）あったこと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） 
当第２四半期連結累計期間における投資活動による支出は、前年同四半期比76.5％減少の

5億17百万円（前年同四半期は22億4百万円）となりました。 
 これは、定期預金の預け入れによる支出が70百万円（前年同四半期は20億1百万円の支出）
あったことが主な要因であります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における財務活動による支出は、前年同四半期比30.7％増加の

6億35百万円（前年同四半期は4億86百万円）となりました。 
 これは、借入金の返済による支出が3億75百万円（前年同四半期は4億30百万円の支出）と
減少しましたが、配当金の支払が1億83百万円（前年同四半期は1億11百万円の支払）あった
ことと、前年同四半期には借入による収入が80百万円あったことが主な要因であります。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

下期の経済環境は、日本・北米・欧州地域の景気の先行きに対する不透明感は拭い去れないも
のの、引き続き、アジア諸国の経済成長は持続するものと予想しております。また、当社グルー
プの事業環境につきましても、主にアジア経済に牽引され、デジタル機器関連、自動車関連の設
備投資が概ね堅調に推移するものと見込んでおります。 
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このような下期の見通しと、当第２四半期連結累計期間の実績を勘案し、平成 22 年８月 10 日
に公表いたしました通期の連結業績予想を以下のように修正しました。 
 
■平成 23 年３月期通期連結業績予想の修正（平成 22 年４月 1日～平成 23 年３月 31 日） 

 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 

前回予想（Ａ） 
百万円 

20,300 

百万円 

5,490 

百万円 

5,600 

百万円 

3,070 

円  銭 

30,164  58 

今回修正（Ｂ） 21,300 5,760 5,960 3,130 30,754  11 

増減額 （Ｂ－Ａ） 1,000 270 360 60 － 

増減率（%） 4.9 4.9 6.4 2.0 － 

(ご参考) 前期実績 

（平成22年３月期） 
12,056 1,071 1,066 498 4,899  26 

 
また、連結業績予想の修正に伴い、個別業績予想につきましても、以下のように修正いたしま
した。 
 
■平成 23 年３月期通期個別業績予想の修正（平成 22 年４月 1日～平成 23 年３月 31 日） 

 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 

前回予想（Ａ） 
百万円 

18,000 

百万円 

4,080 

百万円 

4,150 

百万円 

2,510 

円  銭 

24,662  25 

今回修正（Ｂ） 19,000 4,370 4,460 2,510 24,662  25 

増減額 （Ｂ－Ａ） 1,000 290 310 0 － 

増減率（%） 5.6 7.1 7.5 0.0 － 

(ご参考)前期実績 

（平成22年３月期） 
10,486 769 926 602 5,915  29 

 
 
２． その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
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
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わず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２四半期連結累計期間を含む

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。 
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
① 「持分法に関する会計基準」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」の
適用 
第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 
この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成

20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21
号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 
この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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3. 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２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 5,472,865 4,599,863 
受取手形及び売掛金 6,605,715 4,985,566 
有価証券 30,589 30,576 
商品及び製品 94,951 103,836 
仕掛品 663,175 579,678 
原材料及び貯蔵品 784,444 685,067 
その他 524,824 451,683 
貸倒引当金 △6,657 △5,601 

流動資産合計 14,169,909 11,430,669 

固定資産   
有形固定資産 3,872,202 3,582,192 
無形固定資産 134,968 103,477 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,508,617 4,408,803 
関係会社株式 5,092,716 5,331,186 
その他 1,648,966 1,680,494 
貸倒引当金 △4,400 △6,000 

投資その他の資産合計 11,245,899 11,414,484 

固定資産合計 15,253,070 15,100,154 

資産合計 29,422,979 26,530,824 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,885,520 1,571,833 
短期借入金 10,000 13,200 
1年内返済予定の長期借入金 739,576 742,756 
未払法人税等 1,215,932 103,612 
賞与引当金 422,162 330,348 
役員賞与引当金 52,600 31,200 
製品補償損失引当金 26,533 21,929 
その他 998,752 700,655 
流動負債合計 5,351,078 3,515,535 

固定負債   
長期借入金 1,922,021 2,291,489 
リース債務 242,512 214,973 
繰延税金負債 965,653 964,951 
役員退職慰労引当金 365,200 385,447 
その他の引当金 93,824 88,923 
負ののれん 8,315 11,087 
固定負債合計 3,597,528 3,956,872 

負債合計 8,948,607 7,472,407 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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22年３月31日) 

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 14,624,025 13,225,383 
自己株式 △2,304,740 △2,304,740 

株主資本合計 19,133,537 17,734,894 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 1,179,070 961,819 
為替換算調整勘定 △556,650 △226,648 

評価・換算差額等合計 622,419 735,171 
少数株主持分 718,415 588,350 
純資産合計 20,474,372 19,058,416 

負債純資産合計 29,422,979 26,530,824 

7

（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,318,813 10,715,141 
売上原価 2,984,779 5,784,662 
売上総利益 1,334,033 4,930,479 
販売費及び一般管理費 1,707,610 1,956,434 

営業利益又は営業損失（△） △373,577 2,974,044 

営業外収益   
受取利息 6,977 7,459 
受取配当金 13,594 16,720 
負ののれん償却額 2,771 2,771 
持分法による投資利益 － 118,245 
補助金収入 21,165 － 
その他 15,405 37,608 
営業外収益合計 59,914 182,806 

営業外費用   
支払利息 25,535 20,823 
持分法による投資損失 42,697 － 
投資事業組合運用損 181 － 
為替差損 － 16,556 
その他 11,804 3,783 
営業外費用合計 80,218 41,162 

経常利益又は経常損失（△） △393,880 3,115,688 

特別利益   
固定資産売却益 1,091 79 
貸倒引当金戻入額 211 － 

特別利益合計 1,303 79 
特別損失   
固定資産売却損 － 900 
固定資産除却損 2,271 5,763 
投資有価証券評価損 － 267,711 
製品補償損失 32,101 24,641 
過年度損益修正損 2,960 － 
役員退職特別加算金 － 18,480 
その他 － 3,854 
特別損失合計 37,333 321,350 

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（△） △429,911 2,794,416 

法人税、住民税及び事業税 60,252 1,305,859 
過年度法人税等戻入額 △15,567 － 
法人税等調整額 △48,417 △290,059 

法人税等合計 △3,732 1,015,799 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,778,617 

少数株主利益 24,866 196,779 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △451,045 1,581,837 

8

（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,490,189 5,568,563 
売上原価 1,657,939 3,020,997 
売上総利益 832,249 2,547,565 
販売費及び一般管理費 839,662 1,002,851 

営業利益又は営業損失（△） △7,412 1,544,714 

営業外収益   
受取利息 2,603 3,602 
負ののれん償却額 1,385 1,385 
持分法による投資利益 － 43,594 
補助金収入 4,393 － 
その他 13,592 5,531 
営業外収益合計 21,975 54,114 

営業外費用   
支払利息 12,778 11,306 
持分法による投資損失 37,751 － 
投資事業組合運用損 181 － 
為替差損 － 5,344 
その他 6,586 1,361 
営業外費用合計 57,298 18,012 

経常利益又は経常損失（△） △42,735 1,580,815 

特別利益   
固定資産売却益 1,091 79 
貸倒引当金戻入額 211 － 

特別利益合計 1,303 79 

特別損失   
固定資産売却損 － 900 
固定資産除却損 1,958 4,809 
投資有価証券評価損 － 267,711 
製品補償損失 － 8,383 
過年度損益修正損 2,960 － 
その他 － 99 
特別損失合計 4,919 281,903 

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（△） △46,351 1,298,991 

法人税、住民税及び事業税 17,204 720,073 
過年度法人税等戻入額 △400 － 
法人税等調整額 1,401 △267,420 

法人税等合計 18,204 452,653 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 846,338 

少数株主利益 13,771 105,494 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △78,326 740,844 

9

（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △429,911 2,794,416 

のれん償却額 996 996 
負ののれん償却額 △2,771 △2,771 
減価償却費 357,429 316,012 
減損損失 － 2,475 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,017 △311 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,189 △20,246 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,500 21,400 
受取利息 △6,977 △7,459 
受取配当金 △13,594 △16,720 
支払利息 25,535 20,823 
持分法による投資損益（△は益） 42,697 △118,245 
投資事業組合運用損益（△は益） 181 △2,398 
投資有価証券評価損益（△は益） － 267,711 
固定資産売却損益（△は益） △1,091 821 
固定資産除却損 2,271 5,763 
売上債権の増減額（△は増加） △175,150 △1,635,862 
たな卸資産の増減額（△は増加） 60,508 △185,591 
仕入債務の増減額（△は減少） △701,803 322,500 
その他 29,300 394,766 

小計 △806,674 2,158,079 

利息及び配当金の受取額 19,776 22,614 
持分法適用会社からの配当金の受取額 126,740 56,931 
利息の支払額 △25,535 △18,241 
法人税等の支払額 △48,684 △260,721 
法人税等の還付額 200,784 78,690 

営業活動によるキャッシュ・フロー △533,592 2,037,352 

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 △207,310 △406,942 
有形固定資産の売却による収入 3,543 3,750 
無形固定資産の取得による支出 △4,324 △55,407 
子会社の自己株式の取得による支出 △2,505 － 
定期預金の預入による支出 △2,001,200 △70,450 
定期預金の払戻による収入 － 4,250 
敷金及び保証金の差入による支出 △991 △85 
敷金及び保証金の回収による収入 9,906 2,088 
短期貸付けによる支出 △5,500 － 
短期貸付金の回収による収入 207 5,000 
長期貸付けによる支出 △1,750 △4,800 
長期貸付金の回収による収入 1,148 2,611 
その他 4,734 2,166 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,204,041 △517,818 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 － 
短期借入金の返済による支出 △34,900 △3,200 
長期借入れによる収入 70,000 － 
長期借入金の返済による支出 △395,815 △372,648 
リース債務の返済による支出 △23,366 △36,065 
配当金の支払額 △111,952 △183,195 
少数株主への配当金の支払額 － △40,289 

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,033 △635,398 

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,962 △21,871 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,201,705 862,264 

現金及び現金同等物の期首残高 6,695,740 2,926,190 
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,494,034 3,788,455 
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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) セグメント情報等 
【事業の種類別セグメント情報】 
前第２四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２四半期連結累計期間（自  平成 21 年４月１日  至  平成 21 年９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 3,392,520 926,292 4,318,813 － 4,318,813 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

226,778 － 226,778 (226,778) － 

計 3,619,299 926,292 4,545,592 (226,778) 4,318,813 

営業利益又は営業損失（△） △317,432 41,090 △276,342 (97,235) △373,577 

(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２四半期連結累計期間（自  平成 21 年４月１日  至  平成 21 年９月 30 日） 

 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円 ) 368,550 926,292 318,990 1,613,833 

Ⅱ 連結売上高 (千円 ) － － － 4,318,813 

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

8.5 21.4 7.4 37.4 

(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。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



【セグメント情報】 
(追加情報) 
第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17 号  
平成 21 年３月 27 日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第 20 号  平成 20 年３月 21 日)を適用しております。 
 
１  報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分を決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 
 当社は、主に精密減速装置、アクチュエーター及び制御装置を生産・販売しており、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い
るため、事業の種類別セグメントは単一であります。 
また、当社の製品の主な地域別市場は、「日本（アジア地域含む。以下同様。）」、「北米」、「欧州」で

あります。「日本」は、当社及び国内の子会社・関連会社が、「北米」は、現地法人である子会社が、「欧
州」は、現地法人である持分法適用関連会社が、それぞれ担当しております。 
 従いまして、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別の所在地別セグメントから構成されてお
り、「日本」、「北米」、「欧州」の３つを報告セグメントとしております。 
 
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
当第２四半期連結累計期間(自  平成 22 年４月１日  至  平成 22 年９月 30 日) 

     (単位：千円) 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 計 
調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高       

  外部顧客への売上高 9,067,077 1,648,063 ― 10,715,141 ― 10,715,141 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 533,749 ― ― 533,749 △533,749 ― 

計 9,600,827 1,648,063 ― 11,248,890 △533,749 10,715,141 

セグメント利益 2,897,062 382,584 118,109 3,397,756 △282,067 3,115,688 

(注) １ セグメント利益の調整額△282,067 千円には、セグメント間取引消去△63,517 千円、各報
告セグメントに配分していない全社費用△218,550 千円が含まれております。全社費用は、
基礎的試験研究費、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

２ 「日本」には、日本国内向けのほか、欧州向け（欧州セグメントを構成する持分法適用関連
会社向け）、アジア地域向け等に係る売上高及び費用が含まれております。 

３ 「欧州」は、持分法適用関連会社で構成されているため、当該セグメント利益は、持分法投
資利益を記載しております。 

４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
 
 
(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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４．補足情報 

 
（１） 生産、受注及び販売の状況 
 
① 生産実績 
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）における生産実績をセグメ

ントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

減速装置 7,891,000 － 
日本 

メカトロニクス製品 1,716,892 － 

減速装置 937,024 － 
北米 

メカトロニクス製品 164,164 － 

合 計 10,709,082 － 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記金額は販売価格により表示し、消費税等は含まれておりません。 
３ 当社グループの報告セグメントは、所在地別（日本、北米、欧州）に区分しておりますが、欧州
セグメントは持分法適用関連会社により構成されており、当該関連会社で生産する製品の販売高
は当社グループの販売高には含まれませんので、生産高を表示しておりません。 

４ 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、事業の種類別セグメントは単一でありますが、報告セグ
メントの製品別内訳を区分表示しております。 

５ 磁気応用機器の開発、製造、販売を営んでいる株式会社ウィンベルの生産実績は、メカトロニク
ス製品に区分、集計し、表示しております。 

 
② 受注実績 
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）における受注実績をセグメ

ントごとに示すと、次のとおりであります。 
     

セグメントの名称 
受注高 
（千円） 

前年同四半期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同四半期比 
（％） 

減速装置 8,025,604 － 4,880,610 － 
日本 

メカトロニクス製品 1,588,473 － 694,083 － 

減速装置 1,339,964 － 2,711,567 － 
北米 

メカトロニクス製品 390,131 － 290,412 － 

合 計 11,344,173 － 8,576,673 － 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 当社グループの報告セグメントは、所在地別（日本、北米、欧州）に区分しておりますが、欧州
セグメントは持分法適用関連会社により構成されているため、受注高を表示しておりません。な
お、欧州市場へ販売する製品に係る受注高は、当該関連会社から日本及び北米セグメントが受注
した額をそれぞれのセグメント受注高に計上しております。 

４ 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、事業の種類別セグメントは単一でありますが、報告セグ
メントの製品別内訳を区分表示しております。 

５ 磁気応用機器の開発、製造、販売を営んでいる株式会社ウィンベルの受注実績は、メカトロニク
ス製品に区分、集計し、表示しております。 
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③ 販売実績 
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）における販売実績をセグメ

ントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

減速装置 7,524,855 － 
日本 

メカトロニクス製品 1,542,222 － 

減速装置 1,310,232 － 
北米 

メカトロニクス製品 337,831 － 

合 計 10,715,141 － 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
２ 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、当該割合が100分の10
未満のため記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
４ 当社グループの報告セグメントは、所在地別（日本、北米、欧州）に区分しておりますが、欧州
セグメントは持分法適用関連会社により構成されているため、販売高を表示しておりません。な
お、欧州市場への販売高は、日本及び北米セグメントが当該関連会社へ販売した額をそれぞれの
セグメント販売高に計上しております。 

５ 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、事業の種類別セグメントは単一でありますが、報告セグ
メントの製品別内訳を区分表示しております。 

６ 磁気応用機器の開発、製造、販売を営んでいる株式会社ウィンベルの販売実績は、メカトロニク
ス製品に区分、集計し、表示しております。 

 
 

（２） 海外売上高 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）における海外売上高は、
次の通りであります。 
 
 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円 ) 839,777 1,648,063 747,967 3,235,808 

Ⅱ 連結売上高 (千円 ) － － － 10,715,141 

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

7.8 15.4 7.0 30.2 

（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、欧州の売  
       上 高は 、当社から欧州の現地法人である持分法適用関連会社への売上高であります。 
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