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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

 ４ 第38期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。 

  

 

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 153,482 182,776 200,476 330,345 381,074

経常利益 (百万円) 60,682 73,991 85,943 124,773 150,832

中間（当期）純利益 (百万円) 37,605 43,774 51,606 75,764 90,437

純資産額 (百万円) 712,752 723,658 833,548 679,008 774,418

総資産額 (百万円) 802,270 840,571 955,207 799,575 903,409

１株当たり純資産額 (円) 3,179.66 3,378.37 3,784.57 3,167.70 3,614.17

１株当たり中間（当
期）純利益 

(円) 167.75 204.33 241.01 339.09 420.01

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）
純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 88.9 86.1 84.9 84.9 85.7

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

(百万円) 27,101 37,295 60,991 72,096 100,543

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

(百万円) △8,565 △6,795 △8,502 △28,585 △16,157

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

(百万円) △2,851 △7,315 △14,564 △76,324 △14,513

現金及び現金同等物
の中間期末（期末）
残高 

(百万円) 433,249 417,386 510,990 391,082 471,340

従業員数 
［外、平均臨時雇用
者数］ 

(人) 
4,084 
［821］

4,549
［1,139］

4,669
［1,267］

4,369 
［946］

4,560
［1,176］



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 FANUC EUROPE SERVICE GmbHは、ヨーロッパサービス子会社の持株会社であるとともに、それら子会社に経営・経理・人事サ

ポートのみを行う会社となり、社名をFANUC EUROPE GmbHに変更いたしました。 

 その他、当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

 

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 123,014 140,278 149,297 258,693 279,622

経常利益 (百万円) 48,606 57,818 63,166 104,012 116,162

中間（当期）純利益 (百万円) 30,141 35,953 38,989 64,559 72,787

資本金 (百万円) 69,014 69,014 69,014 69,014 69,014

発行済株式総数 (千株) 239,508 239,508 239,508 239,508 239,508

純資産額 (百万円) 658,876 650,463 705,802 620,569 682,473

総資産額 (百万円) 719,611 714,448 783,556 688,712 747,435

１株当たり配当額 (円) 14 31 72.5 45 96

自己資本比率 (％) 91.6 91.0 90.1 90.1 91.3

従業員数 
［外、平均臨時雇用
者数］ 

(人) 
1,792 
［476］

1,909
［685］

1,962
［793］

1,795 
［536］

1,901
［710］



４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3)労働組合の状況 

 労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 

  

  

  平成18年９月30日現在

事業の部門別名称 従業員数（人）

ＦＡ部門 2,018 ［500］ 

ロボット部門 1,456 ［334］ 

ロボマシン部門 511 ［265］ 

その他 684 ［168］ 

合計 4,669 ［1,267］ 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 1,962［793］ 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

  

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善が続き、設備投資が増加し、拡大基調が続きました。工作機械業

界は過去最高水準の受注を達成する見通しです。 

海外におきましても、中国、韓国、台湾、インドおよび米国などで景気の拡大が続き、ヨーロッパでも景気の回復

が進みました。 

このような状況のなか、研究開発においては、「高信頼性」という基本方針を守りつつ、各種商品の「知能化」、

「超精密化」および「高機能化」を進めたより競争力の高い商品の開発に全力を挙げ、製造においては、加工・組立

の「自動化」、「ロボット化」を積極的に推進しました。また、前期に引き続き購入資材のコストアップの影響があ

るものの、研究開発、製造、購買の各部門が一丸となってコスト削減を行ないました。また好調な受注を背景とした

工場の稼働率アップが原価率の低減に寄与しました。 

その結果、当中間期の連結売上高は、2,004億76百万円（対前年同期比9.7%増）、連結経常利益は、859億43百万円

（対前年同期比16.2%増）、連結純利益は516億6百万円（対前年同期比17.9%増）となりました。 

  

   なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

１ 事業の業種別セグメント 

 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、事業部門別の状況は以下のとおりです。 

  

   〔ＦＡ部門〕 

    ＣＮＣシステムにつきましては、国内売上は、自動車、電機、精密機械、建設機械など幅広い産業における

機械加工分野での設備投資とその需要に応えるための工作機械メーカの生産能力増強の動きに支えられ、高原

横ばいで推移しました。海外におきましても、建設機械産業、航空機産業やエネルギー産業の需要が旺盛な欧

米向けが伸長し、アジアでも中国における伸びが特に貢献し好調でした。 

レーザにつきましては、国内、海外ともに好調でした。 

ＦＡ部門の連結売上高は、1,159億9百万円（対前年同期比13.4％増）、全連結売上高に対する構成比は、

57.8％となりました。 

  

〔ロボット部門〕 

ロボットにつきましては、高水準の投資が続いていた日米欧の自動車関連産業が一時的にプロジェクトの谷

間となりましたが、再び回復基調にあります。一般産業向けは、マテハン、機械加工などで堅調な伸びを示し

ました。また、製造競争力の強化のために期待されている工作機械との組合せシステムについて、拡販のため

の更なる努力を傾注しております。 

ロボット部門の連結売上高は、485億30百万円（対前年同期比4.6％減）、全連結売上高に対する構成比は

24.2％となりました。 

  
 



〔ロボマシン部門〕 

 ロボショット（ＡＩ電動射出成形機）につきましては、ＩＴ、電子部品、自動車部品、医療機器関係など

に向けた販売が、国内および欧米においては回復基調にあり、中国などのアジア市場においては好調を持続

しました。 

      ロボカット（ワイヤカット放電加工機）・ロボドリル（ＣＮＣドリル）につきましては、国内において高

水準の売上が続き、またアジア市場においても特に自動車、二輪車、ＩＴ産業向けに売上が伸長しました。 

      この結果、ロボマシン部門の連結売上高は、360億37百万円（対前年同期比21.3％増）、全連結売上高に対

する構成比は、18.0％となりました。 

  

２ 所在地別セグメント 

ア「日本」 

売上高は1,531億94百万円（対前期比5.9％増）、営業利益は616億73百万円（対前期比6.6％増）となりまし

た。 

イ「アメリカ」 

売上高は324億55百万円（対前期比3.7％増）、営業利益は33億67百万円（対前期比9.2％増）となりました。

ウ「ヨーロッパ」 

連結子会社が増加したことなどにより、売上高は299億31百万円（対前期比1.3％増）、営業利益は40億98百

万円（対前期比0.8％増）となりました。 

エ「アジア」 

売上高は380億40百万円（対前期比19.1％増）、営業利益は91億30百万円（対前期比35.9％増）となりまし

た。 

  

 （注） 本半期報告書における売上高、受注高等の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

  

中間連結キャッシュ・フローは、396億50百万円のプラスとなりました。これは主に営業活動によるキャッ

シュ・フローによるものであり、この結果、現金および現金同等物の中間期末残高は5,109億90百万円となりまし

た。 

  

（各キャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は、609億91百万円と、前年同期に比べ236億96百万円増加しました。これは主

に、税金等調整前中間純利益から法人税等の支払額を差し引いたものです。  

投資活動の結果使用した資金は、85億2百万円であり、前年同期に比べ17億7百万円増加しました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出です。 

財務活動の結果使用した資金は、145億64百万円であり、前年同期に比べ72億49百万円増加しました。これは主

に、配当金の支払によるものです。  

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

  

(2）受注実績 

  

(3）販売実績 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間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。 

  

５【研究開発活動】 

  

当社は、設計・開発の段階において高品質で低コストなものを設計しなければ、どんなに製造段階で改良を進めて

も競争力のある商品は生まれないという考え方にたち、創業以来研究開発を常に経営の基盤としております。当社で

は、単体ベースの全社員の約３分の１が研究開発に従事しています。 

当社には10の研究所があり、そのうちＣＮＣ研究所、ソフトウェア研究所、ソフトウェア開発研究所、サーボ研究

所、レーザ研究所、ロボット研究所、ロボット開発研究所、ロボショット研究所、ロボドリル研究所、ロボカット研

究所におきましては、「高信頼性」という基本方針を守りつつ、各種商品の「知能化」、「超精密化」、「高機能

化」および「ネットワーク化」を進め、より競争力の高い商品の開発に全力を挙げております。また、基礎研究所で

は、次世代ロボット用のセンサや超小型軽量サーボモータ、ＣＮＣの加工支援技術、高密度実装技術など、基礎技術

の研究開発に取り組んでいます。 

当中間連結会計期間の研究開発費は、83億51百万円となっております。 

当中間連結会計期間における部門別の新商品の主な成果は以下のとおりです。 

  

事業の部門別名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ＦＡ部門（百万円） 108,953 +19.6 

ロボット部門（百万円） 51,444 -1.1 

ロボマシン部門（百万円） 35,999 +22.5 

合計 196,397 +13.8 

事業の部門別名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ＦＡ部門（百万円） 124,545 +18.7 

ロボット部門（百万円） 53,386 -5.0 

ロボマシン部門（百万円） 37,661 +22.8 

合計 215,592 +12.4 

事業の部門別名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ＦＡ部門（百万円） 115,909 +13.4 

ロボット部門（百万円） 48,530 -4.6 

ロボマシン部門（百万円） 36,037 +21.3 

合計 200,476 +9.7 



①ＦＡ部門 

ＦＡ部門では、機械加工の機械加工の生産性を一層向上させるため、ＣＮＣ、サーボモータ、レーザの信頼性、性

能、機能を向上させる研究開発を続けております。 

ＣＮＣシステムにつきましては、シンプルな工作機械に適したSeries 0i/0i Mate-Cでは、使い易さを一段と向上さ

せました。標準的な工作機械に豊富な実績を持つSeries 16i/18i/21i-Bでは、生産性をさらに向上させました。先端

工作機械に対応するSeries 30i/31i/32i-Aでは、5軸加工機能、複合加工機能をさらに強化するとともに、ＣＮＣの

操作習得やＣＮＣ用アプリケーションソフトの開発をパソコンで行える機能を開発しました。 

サーボモータにつきましては、リニアモータの耐環境性能アップなど信頼性の向上を行うとともに、高速・高精

度・高能率加工を実現させるラインアップ追加や機能開発を行いました。 

レーザにつきましては、加工速度の高速化および切断品質の向上などを図りました。 

ＦＡ部門の研究開発費は、50億17百万円となりました。 

  

②ロボット部門 

ロボット部門では、ＣＮＣとサーボモータの技術を基盤に、ビジョンセンサと力センサを融合した知能ロボットの

研究開発を続けております。今中間期におきましては、知能化機能と組合せて高速性と連続稼動性を実現した機種を

開発しました。また、ロボット教示の簡単化のためのオフラインシステムの機能拡充をおこないました。 

ロボット部門の開発研究費は、21億84百万円になりました。 

  

③ロボマシン部門 

ロボマシン部門では、ＣＮＣ とサーボモータを基盤に、ロボショット（電動射出成形機）、ロボドリル（ＣＮＣ

ドリル）、ロボカット（ワイヤカット放電加工機）、ロボナノ（超精密ナノ加工機）の研究開発を続けております。 

ロボショットにつきましては、より安定した精密成形を実現する機能の拡充などを行いました。 

ロボドリルにつきましては、信頼性、コストパフォーマンスに優れた新商品の開発などを行いました。 

ロボカットにつきましては、さらなる高精度加工を実現するための新機能や加工技術の開発を行いました。 

ロボナノにつきましては、信頼性の向上などのための開発を行っております。 

ロボマシン部門の研究開発費は、11億50百万円となりました。 

  

［環境保護への取り組み］ 

  

企業が社会に負う責任の一つとして環境問題への対応があります。当社は、自然保存を経営方針の一つに据え、地

球環境の保全を図るため、「未来に残そう自然と資源」をスローガンに、国際環境規格ISO14001に基づく環境マネジ

メントシステムを構築し、企業活動のあらゆる面で運用し、環境保全活動の実績を中心に取りまとめた環境報告書を

ホームページに掲載しています。 

ISO14001に関しては、平成11年８月に、本社を始めとして事業所、工場、支社およびテクニカルセンタなどの、Ｆ

Ａ商品とロボット商品に係る全社事業活動を登録範囲として、一括して認証を取得しました。 

当社は、環境保全活動の一つの指針として環境管理のための目標数値を設定しています。例えば中長期的環境目標

として、平成９年度を基準に平成17年度までに、電力消費量、一般ごみ廃棄量、廃プラスチック廃棄量それぞれの削

減率を８%（生産高比）、44%（総量）、36%（総量）と設定し、全社員に部門に即した教育を行い、活動していま

す。平成17年度は、それぞれ、9.5%、84%、25%の削減を実現しました。 

研究開発においては商品の環境影響評価を行い、省エネルギー化、軽量化、長寿命化、部品点数の削減など、環境

に配慮した商品の開発を推進しています。また、原材料、部品として、有害化学物質を含まないなど、環境負荷の小

さいものの選定に努め、ＦＡ、ロボットおよびロボマシンにおいては既に黄色塗装の無鉛化、クロムを含まない鋳物

塗装を実現しました。 

また新たに平成22年度までの数値目標を設定し、平成18年４月より活動を開始しました。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

新設 

  

  

会社名 
事業所名 

所在地 
設備の内
容 

投資予定額
資金調達
方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力 総額 

（百万円） 
既支払額
（百万円）

着手 完了 

ファナック 
株式会社 

山梨県 
忍野村 

生産設備
等 

7,723 ― 自己資金 平成18年10月 平成19年3月 ― 



第４【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】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月28日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

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

完全議決権株式であり、権
利関係に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

計 239,508,317 239,508,317 ― ― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

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18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

― 239,508 ― 69,014 ― 96,057



(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社14,723千株および日本マス

タートラスト信託銀行株式会社13,902千株です。 

２ 当社名義の株式25,400千株につきましては、上記の表には含めておりません。 

３ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから平成18年11月15日付で大量保有報告書（変更報告

書）の提出があり、平成18年10月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

平成18年９月30日現在のものを含め実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主には含めておりません。なお、

その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。 

大量保有者（共同保有者）      キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその

関連会社４社 

保有株式数             14,667千株 

発行済株式総数に対する保有割合   6.12％ 

  

 

   平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号 

18,624 7.78 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 14,723 6.15 

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 13,902 5.80 

富士電機ホールディングス株式会社
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１
号 

10,618 4.43 

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー（常任
代理人株式会社みずほコーポレート
銀行兜町証券決済業務室） 

米国・ボストン
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

7,044 2.94 

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー５０５
１０３（常任代理人株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済業務
室） 

米国・ボストン
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

4,382 1.83 

ザ チェース マンハッタン バン
ク エヌエイ ロンドン（常任代理
人株式会社みずほコーポレート銀行
兜町証券決済業務室） 

英国・ロンドン
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

4,180 1.75 

ドイツ証券株式会社 
東京都千代田区永田町２丁目１１番１
号 

3,369 1.41 

ザ チェース マンハッタン バンク 
３８５０３６（常任代理人株式会社
みずほコーポレート銀行兜町証券決
済業務室） 

米国・ビバリーヒルズ
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

2,951 1.23 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュ
リティーズ（ジャパン）リミテッド 

東京都千代田区大手町１丁目７番２号 2,509 1.05 

計 ― 82,301 34.36 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式6,200株（議決権の数62個）が含まれてお

ります。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１個）あります。当該株

式数は、上記①［発行済株式］の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場であります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

退任取締役 

小山成昭氏は、同日付で顧問に就任しました。 

 

    平成18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 

25,416,100 
―

権利関係に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

212,657,600 
  2,126,576 同上 

単元未満株式 
普通株式 

1,434,617 
― 同上 

発行済株式総数    239,508,317 ― ― 

総株主の議決権 ―  2,126,576 ― 

     平成18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 

25,399,900 ― 25,399,900 10.60

（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 ― 25,416,100 ― 25,416,100 10.61

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 11,900 11,180 10,500 10,340 9,570 9,820 

最低（円） 10,510 9,750 8,610 8,970 8,940 8,880 

役職名 氏名 退任年月日

取締役会長 小山 成昭 平成18年8月25日



第５【経理の状況】 
  

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、

新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  

３ 端数処理について 

   当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の記載金額については、当中間連結会計期間及び

当中間会計期間より表示単位未満の端数を四捨五入にて記載しております。 

なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間並びに前連結会計年度及び前事業年度につきましては、切り捨てにて記載してお

ります。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

現金及び預金    417,601 511,232  471,575 

受取手形及び売掛
金 

※3  90,766 94,045  89,881 

棚卸資産    62,388 62,867  59,858 

繰延税金資産    16,371 17,339  16,935 

その他    5,737 4,338  2,642 

貸倒引当金    △3,315 △3,184  △3,327 

流動資産合計    589,549 70.1 686,637 71.9  637,565 70.6

Ⅱ 固定資産       

有形固定資産 ※１     

建物及び構築物    65,572 64,344  64,586 

機械装置及び運
搬具 

   14,476 16,719  16,681 

土地    103,080 103,933  103,353 

その他    9,819 12,851  11,472 

有形固定資産合計    192,949 197,847  196,092 

無形固定資産    1,728 1,553  1,627 

投資その他の資産       

投資有価証券    53,512 66,823  65,833 

その他    2,852 2,366  2,308 

貸倒引当金    △21 △19  △18 

投資その他の資産
合計 

   56,343 69,170  68,123 

固定資産合計    251,021 29.9 268,570 28.1  265,843 29.4

資産合計    840,571 100.0 955,207 100.0  903,409 100.0

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

支払手形及び買掛
金 

   18,226 26,287  17,665 

未払法人税等    27,516 31,708  30,560 

アフターサービス
引当金 

   4,858 5,315  4,910 

その他    25,080 30,617  29,297 

流動負債合計    75,682 9.0 93,927 9.8  82,433 9.1



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債       

退職給付引当金    17,350 17,582  16,459 

役員退職慰労引当
金 

   1,392 1,957  1,535 

その他    3,893 8,193  7,752 

固定負債合計    22,636 2.7 27,732 2.9  25,747 2.9

負債合計    98,318 11.7 121,659 12.7  108,181 12.0

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    18,594 2.2 － －  20,810 2.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    69,014 8.2 － －  69,014 7.6

Ⅱ 資本剰余金    96,212 11.4 － －  96,215 10.7

Ⅲ 利益剰余金    713,414 84.9 － －  753,436 83.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,374 0.3 － －  4,791 0.5

Ⅴ 為替換算調整勘定    △3,651 △0.4 － －  5,269 0.6

Ⅵ 自己株式    △153,705 △18.3 － －  △154,309 △17.1

資本合計    723,658 86.1 － －  774,418 85.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   840,571 100.0 － －  903,409 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

資本金    － － 69,014 7.2  － －

資本剰余金    － － 96,222 10.1  － －

利益剰余金    － － 790,604 82.8  － －

自己株式    － － △154,663 △16.2  － －

株主資本合計    － － 801,178 83.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

その他有価証券評
価差額金 

   － － 3,959 0.4  － －

為替換算調整勘定    － － 5,172 0.6  － －

評価・換算差額等合計    － － 9,131 1.0 － －

 Ⅲ 少数株主持分     － －  23,239 2.4 － －

   純資産合計     － －  833,548 87.3 － －

   負債純資産合計     － －  955,207 100.0 － －

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    182,776 100.0 200,476 100.0  381,074 100.0

Ⅱ 売上原価    90,772 49.7 94,649 47.2  192,363 50.5

売上総利益    92,004 50.3 105,827 52.8  188,711 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  22,001 12.0 27,583 13.8  48,121 12.6

営業利益    70,002 38.3 78,244 39.0  140,589 36.9

Ⅳ 営業外収益       

受取利息   1,195  2,393 2,845  

持分法による投資
利益 

  2,119  3,274 5,531  

為替差益   ―  1,150 1,829  

雑収益   1,097 4,412 2.4 1,544 8,361 4.2 1,518 11,724 3.1

Ⅴ 営業外費用       

売上割引   208  180 452  

固定資産売廃却損   42  295 715  

雑損失   172 423 0.2 187 662 0.3 312 1,481 0.4

経常利益    73,991 40.5 85,943 42.9  150,832 39.6

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   73,991 40.5 85,943 42.9  150,832 39.6

法人税、住民税及
び事業税 

  27,606  31,878 54,814  

法人税等調整額   1,212 28,818 15.8 610 32,488 16.2 2,960 57,775 15.2

少数株主利益    1,397 0.8 1,849 1.0  2,619 0.7

中間（当期）純利
益 

   43,774 23.9 51,606 25.7  90,437 23.7

              



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    96,211 96,211

Ⅱ 資本剰余金増加高    

自己株式処分差益   0 0 4 4

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   96,212 96,215

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    676,637 676,637

Ⅱ 利益剰余金増加高    

中間（当期）純利益   43,774 43,774 90,437 90,437

Ⅲ 利益剰余金減少高    

配当金   6,641 13,282

役員賞与   315 315

その他   40 6,997 41 13,638

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   713,414 753,436

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年3月31日  残高  

(百万円) 
69,014 96,215 753,436 △154,309 764,357 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △13,919 △13,919 

 役員賞与（注）  △472 △472 

 中間純利益  51,606 51,606 

 自己株式の取得  △363 △363 

 自己株式の処分  6 10 16 

 その他  △46 △46 

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額） 
  

中間連結会計期間中の変動額合計 

           （百万円） 
― 6 37,168 △353 36,821 

平成18年9月30日 残高  

（百万円） 
69,014 96,222 790,604 △154,663 801,178 

  

評価・換算差額等 

少数株主持分
純資産 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年3月31日 残高 

           （百万円） 
4,791 5,269 10,060 20,810 795,228 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △13,919 

 役員賞与（注）  △473 

 中間純利益  51,606 

 自己株式の取得  △363 

 自己株式の処分  16 

 その他  △46 

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額） 
△832 △97 △929 2,429 1,499 

中間連結会計期間中の変動額合計 

           （百万円） 
△832 △97 △929 2,429 38,320 

平成18年9月30日  残高 

           （百万円） 
3,959 5,172 9,131 23,239 833,548 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  73,991 85,943 150,832 

減価償却費   5,003 5,056 10,475 

貸倒引当金の増減額   27 △175 △21 

退職給付引当金の増
減額 

  △1,073 1,064 △2,113 

受取利息及び受取配
当金 

  △1,449 △2,830 △3,165 

持分法による投資利
益 

  △2,119 △3,274 △5,531 

売上債権の増減額   △3,227 △2,506 606 

棚卸資産の増減額   △1,532 △2,551 2,796 

仕入債務の増減額   △799 8,398 △2,222 

その他   △1,560 △1,438 1,827 

小計   67,259 87,687 153,483 

利息及び配当金の受
取額 

  1,938 3,320 3,561 

法人税等の支払額   △32,000 △30,702 △55,660 

その他   98 686 △840 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  37,295 60,991 100,543 

Ⅱ 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 

  △6,569 △8,040 △12,906 

投資有価証券の取得
による支出 

  △44 △247 △2,556 

その他   △181 △215 △694 

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △6,795 △8,502 △16,157 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 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 

  △376 △394 △983 

配当金の支払額   △6,662 △13,950 △13,260 

その他   △276 △220 △269 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △7,315 △14,564 △14,513 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  3,118 1,725 10,384 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  26,303 39,650 80,257 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  391,082 471,340 391,082 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  417,386 510,990 471,340 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関

する事項 

 連結子会社は41社であり、

その主なものは以下のとおり

であります。 

FANUC Robotics 
America, Inc. 

とその連結子会社３社 

FANUC Robotics 
Europe S.A. 

とその連結子会社６社 

GE Fanuc Automation CNC 
Europe S.A. 

とその連結子会社９社 

FANUC KOREA CORPORATION 
FANUC TAIWAN LIMITED 
FANUC AMERICA 

CORPORATION 
FANUC EUROPE 

SERVICE GmbH 

とその連結子会社７社 

FANUC ROBOMACHINE 
EUROPE SALES GmbH 

とその連結子会社１社 

FANUC INDIA PRIVATE  
LIMITED 

ファナックFAサービス株式
会社 
ファナックロボットサービ
ス株式会社 
ファナックレーザサービス
株式会社 
ファナックサーボ株式会社 
ファナックパートロニクス
株式会社 
ファナックDDモータ株式会
社 

連結子会社は44社であり、

その主なものは以下のとおり

であります。 

FANUC Robotics 
America, Inc. 

とその連結子会社３社 

FANUC Robotics 
Europe S.A. 

とその連結子会社６社 

GE Fanuc Automation CNC 
Europe S.A. 

とその連結子会社10社 

FANUC KOREA CORPORATION 
FANUC TAIWAN LIMITED 
FANUC AMERICA 

CORPORATION 
FANUC EUROPE GmbH 

とその連結子会社９社 

FANUC ROBOMACHINE 
EUROPE SALES GmbH 

とその連結子会社１社 

FANUC INDIA PRIVATE  
LIMITED 

ファナックFAサービス株式
会社 
ファナックロボットサービ
ス株式会社 
ファナックレーザサービス
株式会社 
ファナックサーボ株式会社 
ファナックパートロニクス
株式会社 
ファナックDDモータ株式会
社 

 連結子会社は42社でありま

す。主要な連結子会社名は、

「第１ 企業の概況 ４．関

係会社の状況」に記載してい

るため省略しております。 

 この内、新規設立により、

FANUC ROBOMACHINE 

DEUTSCHLAND GmbH他１社は当

連結会計年度より連結の範囲

に含めることといたしまし

た。 

 なお、子会社のうちファナ

ック機電株式会社他は連結の

範囲に含まれておりません。 

 これら非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）および利益剰

余金（持分に見合う額）等は

いずれも夫々小規模であり、

全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりま

せん。 

   FANUC ROBOMACHINE 

DEUTSCHLAND GmbHについて

は、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

 なお、子会社のうちファナ

ック機電株式会社他は連結の

範囲に含まれておりません。 

 これら非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等はい

ずれも夫々小規模であり、全

体としても中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしており

ません。 

当中間連結会計期間におい

てFANUC EUROPE SERVICE 

GmbH はFANUC GERMANY 

SERVICE GmbHとFANUC EUROPE 

GmbHに分割されました。分割

された2社は連結の範囲に含

めております。また、FANUC 

HUNGARY SERVICE GmbHを新た

に設立したため、連結の範囲

に含めております。 

なお、子会社のうちファナ

ック機電株式会社他は連結の

範囲に含まれておりません。 

 これら非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等はい

ずれも夫々小規模であり、全

体としても中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしており

ません。 

  



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２ 持分法の適用に

関する事項 

 非連結子会社及び関連会社

のうち、関連会社GE Fanuc 

Automation Corporation及び

BEIJING-FANUC Mechatronics 

CO., LTD.について持分法を

適用しております。 

 適用外の非連結子会社（フ

ァナック機電株式会社他）及

び関連会社（ファナックマグ

トロニクス株式会社他）の中

間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも夫々小

規模であり、全体としても中

間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしておりません。 

非連結子会社及び関連会社

のうち、GE Fanuc Automation 

Corporation、BEIJING-FANUC 

Mechatronics CO., LTD. 及

びFANUC KOREA CENTRAL 

SERVICE CORPORATIONの３社

について持分法を適用してお

ります。 

FANUC KOREA CENTRAL 

SERVICE CORPORATIONについて

は、当中間連結会計期間におい

て新たに設立したため、持分法

適用非連結子会社となりまし

た。 

 適用外の非連結子会社（ファ

ナック機電株式会社他）及び関

連会社（ファナックマグトロニ

クス株式会社他）の中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

いずれも夫々小規模であり、全

体としても中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりませ

ん。 

 非連結子会社及び関連会

社のうち、関連会社GE 

Fanuc Automation 

Corporation及びBEIJING-

FANUC Mechatronics CO., 

LTD.の２社について持分法

を適用しております。 

 適用外の非連結子会社

（ファナック機電株式会社

他）および関連会社（ファ

ナックマグトロニクス株式

会社他）の当期純損益（持

分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）

等はいずれも夫々小規模で

あり、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりません。 

３ 連結子会社の中

間決算日(決算日)

等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、６月30日であります。連

結にあたっては、連結子会社

の中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っ

ております。 

同左  連結子会社の決算日は、

12月31日であります。連結

にあたっては、連結子会社

の決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただ

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

４ 会計処理基準に

関する事項 

1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  イ）有価証券 イ）有価証券 イ）有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  （時価のあるもの） （時価のあるもの） （時価のあるもの） 

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  （時価のないもの） （時価のないもの） （時価のないもの） 

   移動平均法による原

価法 

同左 同左 

  ロ）棚卸資産 ロ）棚卸資産 ロ）棚卸資産 

   主として個別法および

総平均法による原価法で

あります。 

同左 同左 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

  イ）有形固定資産 イ）有形固定資産 イ）有形固定資産 

   主として定率法によっ

ております。 

 ただし、当社及び国内

連結子会社については、

平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備

を除く）については、定

額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  ロ）無形固定資産 ロ）無形固定資産 ロ）無形固定資産 

   定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間（５年）に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

    同左     同左 

  3) 重要な引当金の計上基準 3) 重要な引当金の計上基準 3) 重要な引当金の計上基準 

  イ）貸倒引当金 イ）貸倒引当金 イ）貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ロ）退職給付引当金 ロ）退職給付引当金 ロ）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定

額法により翌連結会計年

度から費用処理すること

としております。 

同左  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額

法により費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による

定額法により翌連結会計

年度から費用処理するこ

ととしております。 

  ハ）役員退職慰労引当金 ハ）役員退職慰労引当金 ハ）役員退職慰労引当金 

   役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えるた

め、当社及び国内連結子

会社は役員退職慰労金支

給内規による中間期末要

支給額を計上しておりま

す。 

同左  役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えて、

当社及び国内連結子会社

は役員退職慰労金支給内

規による期末要支給額を

計上しております。 

  ニ）アフターサービス引当

金 

ニ）アフターサービス引当

金 

ニ）アフターサービス引当

金 

   当社商品のアフターサ

ービス費用の発生額を売

上高と期間対応させるた

め過去の実績値を勘案し

計上しております。ま

た、特定の案件について

は個別に必要見込額を検

討して計上しておりま

す。 

   同左 同左 



  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

   外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、為替差額

は資本の部における為替換

算調整勘定に含めておりま

す。 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、

為替差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。 

 外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に

換算し、為替差額は資本の

部における為替換算調整勘

定に含めております。 

  5) 重要なリース取引の処理

方法 

5) 重要なリース取引の処理

方法 

5) 重要なリース取引の処理

方法 

   リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

  6) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

6) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 

   税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

５ 中間連結キャ

ッシュ・フロー

計算書（連結キ

ャッシュ・フロ

ー計算書）にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。 



中間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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）   （固定資産減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は810,309百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間において独立掲記しておりまし

た「為替差益」（当中間連結会計期間284百万円）は、

営業外収益総額の100分の10以下であるため、当中間連

結会計期間においては「雑収益」に含めて表示してお

ります。 

１ 「為替差益」は、前中間連結会計期間において

「営業外収益」の「雑収益」に含めて表示していまし

たが、営業外収益総額の100分の10を超えたため区分

掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間における「為替差益」の

金額は284百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

  （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の増加35,497株は、単元未満株式の買取による取得であり、減少1,668株は、単元未満株式の買増請求に
よる売渡であります。 
  
 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

144,681百万円 151,435百万円 148,712百万円 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で670百万

円であります。 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で560百万

円であります。 

 ２ 保証債務は、従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で624百万

円であります。 

※３   ―――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手

形 

※３   ―――― 

     中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれておりま

す。 

  

     受取手形    2,099百万円   

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとおり

であります。 
  

  

従業員給料
及び手当 

6,748百万円

荷造費及び
運賃 

2,818百万円

  

  

従業員給料
及び手当 

7,320百万円

従業員賞与 3,555百万円

荷造費及び
運賃 

3,021百万円

  

従業員給料
及び手当 

14,183百万円

荷造費及び
運賃 

5,518百万円

  
前連結会計年度末株式数 
(株) 

当中間連結会計期間増
加株式数（株） 

当期中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式  

 普通株式 239,508,317 － － 239,508,317

  合計 239,508,317 － － 239,508,317

自己株式  

 普通株式（注） 25,366,089 35,497 1,668 25,399,918

  合計 25,366,089 35,497 1,668 25,399,918



２ 配当に関する事項 
（１） 配当金支払額 

  
（２） 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

（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 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 13,919 65 平成18年３月31日 平成18年６月28日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総
額 
（百万円） 

配当の原資
1株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 15,523 利益剰余金 72.5 平成18年９月30日 平成18年12月1日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日） 
  
現金及び 
預金勘定 

417,601百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△215百万円

現金及び 
現金同等物 

417,386百万円

  
現金及び 
預金勘定 

511,232百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△242百万円

現金及び 
現金同等物 

510,990百万円

現金及び 
預金勘定 

471,575百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△235百万円

現金及び 
現金同等物 

471,340百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 
  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具 

85 57 27 

有形固定
資産 
「その他」 

1,162 880 281 

合計 1,247 937 309 

  

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具 

58 37 21

有形固定
資産 
「その他」 

497 383 114

合計 555 420 135

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置
及び 
運搬具 

64 39 25 

有形固定
資産 
「その他」

1,007 831 176 

合計 1,072 871 201 

 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

 （注）   同左  （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

しております。 

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年内 184百万円

１年超 124百万円

合計 309百万円

  
１年内 73百万円

１年超 62百万円

合計 135百万円

１年内 120百万円

１年超 81百万円

合計 201百万円

 （注） 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

 （注）   同左  （注） 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。 

(3)支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3)支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 
  

支払リース料 162百万円
（減価償却費相当額） 

  
支払リース料 71百万円
（減価償却費相当額）

支払リース料 268百万円 
（減価償却費相当額） 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

同左 同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 501百万円

１年超 948百万円

合計 1,449百万円

  
１年内 674百万円

１年超 1,707百万円

合計 2,381百万円

１年内 538百万円

１年超 1,212百万円

合計 1,750百万円



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

（前連結会計年度末）（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間） 

 当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。 

  

（当中間連結会計期間） 

 当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

（前連結会計年度） 

 当社グループはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はありません。 

  

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 4,254 8,212 3,957 

合計 4,254 8,212 3,957 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,122 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 5,211 11,660 6,449 

合計 5,211 11,660 6,449 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,122 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 5,211 13,197 7,985 

合計 5,211 13,197 7,985 

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 1,122 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

 

  
日本

（百万円） 
アメリカ 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

91,525 30,340 29,083 31,826 182,776 ― 182,776

(2）セグメント間の 
内部売上高 

53,169 947 476 125 54,719 △54,719 ―

計 144,695 31,288 29,560 31,951 237,496 △54,719 182,776

営業費用 86,817 28,205 25,492 25,234 165,750 △52,975 112,774

営業利益 57,878 3,083 4,067 6,717 71,745 △1,743 70,002

  
日本

（百万円） 
アメリカ 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

101,408 31,560 29,615 37,893 200,476 ― 200,476

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

51,786 895 316 147 53,144 △53,144 ―

計 153,194 32,455 29,931 38,040 253,620 △53,144 200,476

営業費用 91,521 29,088 25,833 28,910 175,352 △53,120 122,232

営業利益 61,673 3,367 4,098 9,130 78,268 △24 78,244



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：ルクセンブルグ、ドイツ 

アジア：韓国、台湾、インド 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：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 

  

 

  
日本

（百万円） 
アメリカ 
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高 

191,476 66,554 56,335 66,709 381,074 ― 381,074

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

98,195 2,575 881 294 101,946 △101,946 ―

計 289,671 69,129 57,216 67,003 483,021 △101,946 381,074

営業費用 173,333 63,384 50,740 52,327 339,786 △99,300 240,485

営業利益 116,337 5,744 6,476 14,676 143,235 △2,645 140,589

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 37,157 28,445 49,734 929 116,267

Ⅱ 連結売上高（百万円）     182,776

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

20.3 15.6 27.2 0.5 63.6



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：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 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注） 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 

アメリカ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：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 

  

 

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 38,248 30,409 60,786 1,076 130,519

Ⅱ 連結売上高（百万円）     200,476

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

19.1 15.2 30.3 0.5 65.1

  アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 79,705 56,591 103,489 2,025 241,812

Ⅱ 連結売上高（百万円）     381,074

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

20.9 14.9 27.2 0.5 63.5



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

（重要な後発事象） 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 3,378円37銭

１株当たり中間純利益
金額 

204円33銭

  
１株当たり純資産額 3,784円57銭

１株当たり中間純利益
金額 

241円01銭

１株当たり純資産額 3,614円17銭

１株当たり当期純利益
金額 

420円01銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

 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。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 43,774 51,606 90,437 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

― ― 472 

（うち利益処分による 
役員賞与金） 

― ― （472） 

普通株式に係る中間（当期） 
純利益（百万円） 

43,774 51,606 89,965 

普通株式の期中平均株式数 
（千株） 

214,233 214,120 214,198 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。        同左 同左 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

現金及び預金   335,839  393,842 365,680  

受取手形 ※４ 28,405  26,845 29,209  

売掛金   30,373  32,854 29,883  

棚卸資産   36,367  38,644 34,251  

その他 ※２ 10,651  11,083 9,752  

貸倒引当金   △2,215  △1,883 △2,147  

流動資産合計    439,423 61.5 501,385 64.0  466,631 62.4

Ⅱ 固定資産       

有形固定資産 ※１     

建物   52,820  51,074 51,197  

土地   96,020  96,616 96,020  

その他   24,649  29,621 28,174  

有形固定資産合計   173,490  177,311 175,392  

無形固定資産   836  852 833  

投資その他の資産       

投資有価証券   9,330  12,780 14,316  

関係会社株式   82,312  83,695 83,672  

その他   9,077  7,552 6,608  

貸倒引当金   △21  △19 △18  

投資その他の資産
合計 

  100,698  104,008 104,578  

固定資産合計    275,025 38.5 282,171 36.0  280,804 37.6

資産合計    714,448 100.0 783,556 100.0  747,435 100.0

        



  
 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

買掛金   13,390  19,978 12,735  

未払金   5,562  5,805 6,141  

未払法人税等   22,776  26,286 24,469  

アフターサービス
引当金 

  1,725  2,140 1,579  

その他   4,633  6,963 4,813  

流動負債合計    48,088 6.7 61,172 7.8  49,738 6.7

Ⅱ 固定負債       

退職給付引当金   14,510  14,624 13,693  

役員退職慰労引当
金 

  1,387  1,958 1,529  

固定負債合計    15,897 2.3 16,582 2.1  15,223 2.0

負債合計    63,985 9.0 77,754 9.9  64,962 8.7

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    69,014 9.7 － －  69,014 9.2

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   96,057  － 96,057  

その他資本剰余金   6  － 10  

資本剰余金合計    96,063 13.4 － －  96,067 12.9

Ⅲ 利益剰余金       

利益準備金   8,251  － 8,251  

任意積立金   581,522  － 581,522  

中間（当期）未処
分利益 

  46,941  － 77,135  

利益剰余金合計    636,715 89.1 － －  666,909 89.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,374 0.3 － －  4,791 0.6

Ⅴ 自己株式    △153,705 △21.5 － －  △154,309 △20.6

資本合計    650,463 91.0 － －  682,473 91.3

負債及び資本合計    714,448 100.0 － －  747,435 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

 資本金   － － － 69,014 8.8 － － －

 資本剰余金       

資本準備金   －  96,057 －  

その他資本剰余金   －  17 －  

資本剰余金合計    － － 96,074 12.3  － －

 利益剰余金       

利益準備金   －  8,252 －  

その他利益剰余金       

研究開発積立
金 

  －  311,800 －  

特別償却準備
金 

  －  42 －  

圧縮記帳積立
金 

  －  77 －  

別途積立金   －  303,580 －  

繰越利益剰余
金 

  －  67,756 －  

利益剰余金合計    － － 691,507 88.3  － －

自己株式        － － △154,663 △19.8      － －

株主資本合計    － － 701,932 89.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

その他有価証券評価差
額金 

   － － 3,870 0.5  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 3,870 0.5  － －

純資産合計    － － 705,802 90.1  － －

負債純資産合計    －   － 783,556 100.0  －   －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    140,278 100.0 149,297 100.0  279,622 100.0

Ⅱ 売上原価    75,309 53.7 76,703 51.4  148,791 53.2

売上総利益    64,968 46.3 72,594 48.6  130,831 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   11,632 8.3 14,036 9.4  22,931 8.2

営業利益    53,336 38.0 58,558 39.2  107,899 38.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,807 3.4 5,319 3.6  9,631 3.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  325 0.2 711 0.5  1,368 0.5

経常利益    57,818 41.2 63,166 42.3  116,162 41.5

税引前中間（当
期）純利益 

   57,818 41.2 63,166 42.3  116,162 41.5

法人税、住民税及
び事業税 

  21,852  25,373 43,420  

法人税等調整額   12 21,865 15.6 △1,196 24,177 16.2 △45 43,375 15.5

中間（当期）純利
益 

   35,953 25.6
38,989 

26.1  72,787 26.0

前期繰越利益    10,988 －  10,988 

中間配当額    － －  6,640 

中間（当期）未処
分利益 

   46,941 －  77,135 

              



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  
 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

資本準
備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金
利益剰余
金合計 研究開

発積立
金 

特別償
却準備
金 

圧縮記
帳積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

69,014 96,057 10 96,067 8,251 294,800 61 81 286,580 77,135 666,909

中間会計期間中の変動
額 

    

研究開発積立金の積
立（注） 

  17,000  △17,000 －

特別償却準備金の取
崩（注） 

  △19  19 －

圧縮記帳積立金の取
崩（注） 

  △4  4 －

別途積立金の積立 
（注） 

  17,000 △17,000 －

剰余金の配当（注）    △13,919 △13,919

役員賞与（注）    △473 △473

中間純利益    38,989 38,989

自己株式の取得     

自己株式の処分  6 6   

株主資本以外の項目
の中間期中の変動額
（純額） 

    

中間会計期間中の変動
額合計（百万円） 

－ － 6 6 － 17,000 △19 △4 17,000 △9,380 24,597

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

69,014 96,057 17 96,074 8,252 311,800 42 77 303,580 67,756 691,507



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  次へ 

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計 
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合
計 

平成18年３月31日残高
（百万円） 

△154,309 677,681 4,791 4,791 682,473 

中間会計期間中の変動
額 

  

研究開発積立金の積
立（注） 

 － － 

特別償却準備金の取
崩（注） 

 － － 

圧縮記帳積立金の取
崩（注） 

 － － 

別途積立金の積立
（注） 

 － － 

剰余金の配当（注）  △13,919 △13,919 

役員賞与（注）  △473 △473 

中間純利益  38,989 38,989 

自己株式の取得 △363 △363 △363 

自己株式の処分 10 16 16 

株主資本以外の項目
の中間期中の変動額
（純額） 

 △921 △921 △921 

中間会計期間中の変動
額合計（百万円） 

△353 24,250 △921 △921 23,329 

平成18年９月30日残高
（百万円） 

△154,663 701,932 3,870 3,870 705,802 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社および関連会社

株式 

子会社および関連会社

株式 

子会社および関連会社

株式 

   移動平均法による原

価法 

同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  （時価のあるもの） （時価のあるもの） （時価のあるもの） 

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定） 

  （時価のないもの） （時価のないもの） （時価のないもの） 

   移動平均法による原

価法 

同左 同左 

  (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産 

  製品：個別法及び総平

均法による原価法 

同左 同左 

  仕掛品：個別法及び総

平均法による原価法 

    

  材料：最終仕入原価法     

  貯蔵品：先入先出法に

よる原価法 

    

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除

く）については定額法）

を採用しております。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間（５年）に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 



 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 

  (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間

末において発生している

と認められる額を計上し

ております。 

 過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法

により翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備

えるため、当会計年度末

における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に

基づき、計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額

法により費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による

定額法により翌事業年度

から費用処理することと

しております。 

  (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

   役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支給

内規による中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

同左  役員の退職に際し退職

慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支給

内規による当会計年度末

要支給額を計上しており

ます。 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4）アフターサービス引当

金 

(4）アフターサービス引当

金 

(4）アフターサービス引当

金 

   当社商品のアフターサ

ービス費用の発生額を売

上高と期間対応させるた

めに、過去の実績値を勘

案し計上しております。

また、特定の案件につい

ては個別に必要見込額を

検討して計上しておりま

す。 

同左 同左 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― （固定資産減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

   当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は705,802百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

ない、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

―――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償

却累計額 
130,696百万円 136,102百万円 134,027百万円 

※２ 消費税等 仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺し、相殺後の

金額は流動資産「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

同左 ―――――― 

 ３ 偶発債務 

保証債務 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する保証債務で670

百万円であります。 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する保証債務で560

百万円であります。 

保証債務は従業員住宅ロー

ンに対する債務保証で624

百万円であります。 

※４ 中間会計期間末日満

期手形 

  

―――――― 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次

の中間会計期間末日満期手

形が中間会計期間末残高に

含まれております。 

受取手形  2,099百万円 

―――――― 



（中間損益計算書関係） 

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加35,497株は、単元未満株式の買取による取得であり、減少1,668株は、単元未満株式の買増請求に

よる売渡であります。 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

※１ 営業外収益の主要項目    

受取利息 354百万円 697百万円 821百万円 

受取配当金 3,319百万円 2,684百万円 5,519百万円 

為替差益 ―――         932百万円 1,756百万円 

※２ 営業外費用の主要項目    

売上割引 208百万円 271百万円 452百万円 

固定資産売廃却損 ――― 287百万円 ――― 

 ３ 減価償却実施額    

有形固定資産 3,716百万円 4,067百万円 8,013百万円 

無形固定資産 131百万円 152百万円 265百万円 

合計 3,848百万円 4,219百万円 8,279百万円 

     

  前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

普通株式（注） 25,366,089 35,497 1,668 25,399,918 

合計 25,366,089 35,497 1,668 25,399,918 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 
  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
「その他」 

1,200 899 301 

合計 1,200 899 301 

  

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
「その他」 

541 412 129

合計 541 412 129

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

有形固定
資産 
「その他」

1,039 845 193 

合計 1,039 845 193 

 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

 （注）   同左  （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算定

しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年内 179百万円

１年超 122百万円

合計 301百万円

  
１年内 70百万円

１年超 59百万円

合計 129百万円

１年内 116百万円

１年超 76百万円

合計 193百万円

 （注） 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により

算定しております。 

 （注）   同左  （注） 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 
  

支払リース料 157百万円
（減価償却費相当額） 

  
支払リース料 68百万円
（減価償却費相当額）

支払リース料 259百万円 
（減価償却費相当額） 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  



(2）【その他】 

 平成18年10月27日開催の取締役会において、平成18年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対

し第38期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）中間配当を次のとおり行う旨決議いたしました。 

  

  

  中間配当金 １株につき72円50銭 総額 15,522,858,928円

  
支払請求権の効力発生日 
並びに支払開始日 

平成18年12月１日



第６【提出会社の参考情報】 
  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主に異動が生じた場合）に基づく臨時報告書を平成18年５月23

日に関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役に異動が生じた場合）に基づく臨時報告書を平成18年５月

26日に関東財務局長に提出 

 

(1）有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
（第37期） 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出 



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。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成17年12月27日

ファナック株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 柿塚  正勝 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 百井  俊次 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米村  仁志 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「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17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間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17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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

  

 ※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月28日

ファナック株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 神谷  和彦 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 百井  俊次 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米村  仁志 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「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18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間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18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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

  

 ※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成17年12月27日

ファナック株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 柿塚  正勝 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 百井  俊次 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米村  仁志 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「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17年４月１日から平成18年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ファナック株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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

  

 ※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月28日

ファナック株式会社   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 神谷  和彦 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 百井  俊次 印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 米村  仁志 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「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18年４月１日から平成19年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ファナック株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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

  

 ※ 上記は、中間監査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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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