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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
平成22年
第３四半期
連結累計期間

平成23年
第３四半期
連結累計期間

平成22年度

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 327,381 403,169 446,201

経常利益 (百万円) 141,226 173,563 195,434

四半期(当期)純利益 (百万円) 86,573 105,960 120,155

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 65,496 86,263 107,216

純資産額 (百万円) 852,885 938,855 894,494

総資産額 (百万円) 953,917 1,066,134 1,013,000

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 442.20 541.32 613.75

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 89.1 87.7 87.9

　

回次
平成22年
第３四半期
連結会計期間

平成23年
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 157.08 162.15

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．平成22年第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

該当事項はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 経営成績

当第３四半期連結累計期間における当社グループをめぐる経営環境は、上期は、中国を中心にアジア地

域の市場で好調が続き、欧米においても回復が進み、国内市場も、東日本大震災の影響を受けながらも、輸

出を中心に持ち直してきました。しかしながら、中国の金融引締めや超円高の影響により、下期に入り、世

界的に市場の先行きは不透明感が増しております。

　このような状況のなか、当社グループは、昨年12月に、本社地区に従来の２倍の生産能力を持つ新ロボッ

ト工場を完成させるなど、生産能力の増強を図りました。生産能力の増強にあたっては、最新のロボット

セルを積極的に導入し、連続無人稼動により、同時に生産コストの大幅な削減も図っております。研究開

発におきましては、高信頼性を基本に、知能化、超精密化、高機能化を推し進め、商品の競争力の強化に注

力しました。また、コスト、経費の徹底した削減を、引き続き行ないました。

  当第３四半期連結累計期間における連結売上高は4,031億69百万円（前年同期比23.1％増）、連結経常

利益は1,735億63百万円（前年同期比22.9％増）、連結四半期純利益は1,059億60百万円（前年同期比

22.4％増）と、いずれも第３四半期連結累計期間ベースで過去最高となりました。

 

  なお、当社グループは、ＣＮＣシステムとその応用商品を提供する企業グループとして、単一セグメン

トの事業を営んでおりますが、部門別の連結売上高につきましては、ＦＡ部門が2,081億56百万円、ロボッ

ト部門が860億円、ロボマシン部門が1,090億13百万円でした。

　
(2) 財政状態

資産合計は、前年度末比531億34百万円増の1兆661億34百万円となりました。主な増加は有形固定資産

が260億13百万円、棚卸資産が171億57百万円、受取手形及び売掛金が122億1百万円、主な減少は無形固定

資産38億90百万円となっております。 

　また、負債合計は、前年度末比87億73百万円増の1,272億79百万円となりました。 

　純資産合計は、主に利益剰余金の増加により、前年度末比443億61百万円増の9,388億55百万円となりま

した。

　    
　 (3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は154億73百万円です。

　なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 239,508,317239,508,317
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

計 239,508,317239,508,317― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

─ 239,508,317 ─ 69,014 ─ 96,057

　

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

43,785,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

194,699,300
 

1,946,993
―

単元未満株式
普通株式

1,023,217
― ―

発行済株式総数 239,508,317― ―

総株主の議決権 ― 1,946,993 ―

(注)  当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ファナック株式会社

山梨県南都留郡忍野村忍
草字古馬場3580番地

43,769,600 ─ 43,769,60018.27

（相互保有株式）
ファナックマグトロニク
ス株式会社

神奈川県座間市東原４丁
目２番２号

16,200 ─ 16,200 0.01

計 ― 43,785,800 ─ 43,785,80018.28

(注)  株主名簿上当社名義となっている株式のうち、当社が実質的に所有していない株式はありません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役 ＦＡ担当 常務取締役 ＦＡハード研究統括 鞍掛 三津雄 平成23年７月１日

専務取締役
ロボマシン事業部長
ロボマシン販売本部長

常務取締役
ＦＡサーボ研究統括
ロボマシン研究統括

内田 裕之 平成23年７月１日

専務取締役

中国・インド・韓国・
台湾・インドネシア・
シンガポール・ベトナ
ム・タイ・フィリピン
・ロシアＦＡ販売本部

長

常務取締役
インド・韓国・台湾Ｆ
Ａ販売本部受皿本部長

小針 克夫 平成23年８月26日

専務取締役 サーボ研究担当 常務取締役 サーボ研究担当 松原 俊介 平成23年９月28日

　

退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

専務取締役 ＦＡ担当 鞍掛 三津雄 平成23年11月25日

専務取締役 海外ＦＡ販売本部長 小針 克夫 平成23年11月25日

常務取締役 国内ＦＡ販売統括本部長 岸 甫 平成23年11月25日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 583,520 581,287

受取手形及び売掛金 79,281 91,482

商品及び製品 31,718 42,944

仕掛品 32,162 33,302

原材料及び貯蔵品 7,541 12,332

繰延税金資産 15,761 16,995

その他 5,758 7,887

貸倒引当金 △1,749 △1,799

流動資産合計 753,992 784,430

固定資産

有形固定資産

土地 114,910 114,144

その他（純額） 92,145 118,924

有形固定資産合計 207,055 233,068

無形固定資産

のれん 16,988 13,193

その他 520 425

無形固定資産合計 17,508 13,618

投資その他の資産

投資有価証券 26,270 28,032

その他 8,826 7,637

貸倒引当金 △651 △651

投資その他の資産合計 34,445 35,018

固定資産合計 259,008 281,704

資産合計 1,013,000 1,066,134
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,468 31,406

未払法人税等 42,168 27,048

アフターサービス引当金 4,123 4,381

その他 21,830 34,785

流動負債合計 89,589 97,620

固定負債

退職給付引当金 25,219 26,278

その他 3,698 3,381

固定負債合計 28,917 29,659

負債合計 118,506 127,279

純資産の部

株主資本

資本金 69,014 69,014

資本剰余金 96,261 96,264

利益剰余金 1,082,997 1,147,467

自己株式 △311,094 △311,303

株主資本合計 937,178 1,001,442

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,349 1,435

為替換算調整勘定 △48,723 △67,676

その他の包括利益累計額合計 △46,374 △66,241

少数株主持分 3,690 3,654

純資産合計 894,494 938,855

負債純資産合計 1,013,000 1,066,134
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 327,381 403,169

売上原価 152,025 193,128

売上総利益 175,356 210,041

販売費及び一般管理費 37,576 41,229

営業利益 137,780 168,812

営業外収益

受取利息 1,082 1,456

受取配当金 511 585

持分法による投資利益 2,397 2,941

雑収入 1,207 1,413

営業外収益合計 5,197 6,395

営業外費用

投資有価証券評価損 530 －

為替差損 535 1,141

雑支出 686 503

営業外費用合計 1,751 1,644

経常利益 141,226 173,563

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,939 －

特別損失合計 1,939 －

税金等調整前四半期純利益 139,287 173,563

法人税、住民税及び事業税 56,155 68,265

法人税等調整額 △3,898 △1,147

法人税等合計 52,257 67,118

少数株主損益調整前四半期純利益 87,030 106,445

少数株主利益 457 485

四半期純利益 86,573 105,960
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 87,030 106,445

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △148 △914

為替換算調整勘定 △20,530 △18,947

持分法適用会社に対する持分相当額 △856 △321

その他の包括利益合計 △21,534 △20,182

四半期包括利益 65,496 86,263

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 65,380 86,093

少数株主に係る四半期包括利益 116 170
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間末より、四半期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がない、ファナックサービス株式会社を連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

　１　保証債務は、従業員住宅ローンに対する債務保　証で

211百万円であります。

　１　保証債務は、従業員住宅ローンに対する債務保　証で

173百万円であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形資産に係る償却費を含む。）及びのれん

の償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
    至　平成23年12月31日）

減価償却費 9,449百万円 10,238百万円

のれんの償却額 3,095百万円 3,311百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 8,446 43.14平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年10月27日
取締役会

普通株式 16,747 85.54平成22年９月30日 平成22年12月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 19,299 98.59平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年10月25日
取締役会

普通株式 22,267 113.76平成23年９月30日 平成23年12月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 及び

　　当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

　当社グループは、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）の総合的なサプライヤーとして、自動化による

生産システムに使用されるＣＮＣシステムとＣＮＣシステムの技術をベースとしたその応用商品の開発、

製造、販売を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。

　当社グループでは、すべての商品に、ＣＮＣ、サーボモータが使用されていることから、投資の意思決定は、

特定の商品の状況だけではなく、すべての商品の受注・売上、製造の状況により判断しております。

　このように、当社グループにおいては投資の意思決定を全体で実施し、事業セグメントは単一であるため

セグメント情報の記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

    １株当たり四半期純利益金額 442円20銭 541円32銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 86,573 105,960

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 86,573 105,960

    普通株式の期中平均株式数(千株) 195,780 195,741

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。
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２ 【その他】

平成23年上期（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の配当については、平成23年10月25日開

催の取締役会において、平成23年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり

上期配当を行うことを決議いたしました。

    ① 配当金の総額　　　　　　　　　　　           22,267百万円　

　　② １株当たりの金額　　　　　　　　　　   　       113円76銭

　　③ 支払い請求権の効力発生日及び支払開始日　 平成23年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月13日

ファナック株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    百    井    俊    次    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    腰    原    茂    弘    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているファ
ナック株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ファナック株式会社及び連結子会社の平成23
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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