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単位：百万円

項目
（業績予想） 
2014/3期
年度累計

（実績）
2014/3期
年度累計

予実差異
（百万円）

予実差異
（％） コメント

売上高 469 456 -13 -3

経常利益 -646 -683 -37 6

当期純利益 -659 -688 -29 4

【2014年3月度：連結損益計算書】

2014年3月期の連結経営成績は、業績予想と大きな乖離はない

CYBERDYNE株式会社

連結経営成績 -予実比較



連結経営成績 - 前年同期比較
単位：百万円

項目 2013/3期 
第９期(単)

2014/3期 
第１０期(連) 増減額 コメント

売上高 286 456 170 単体 +126M（稼働台数:医療+77台,福祉+26台） 独子会社 +38M、国内ロボケア +6M

　売上原価 111 246 135 単体 +6M 独子会社 +22M、国内ロボケア +107M

売上総利益 175 210 35

　研究開発費 481 716 235 開発材料費 +157M、FDA申請関連 +65M

　その他 販管費 550 648 98 上場関連費用 +38M、 特許関連 +15M 子会社関連 +26M（設立費用含む）

営業利益 -856 -1,154 -298
　営業外収益 407 581 173 研究助成金 +175M、受託研究収入 -128M 国内ロボケア事業補助金 +123M

　営業外費用 117 109 -8 上場株式交付費用 +32M、 固定資産圧縮損 -36M

経常利益 -566 -683 -117

当期損益 -573 -688 -115

【2014年3月度：連結損益計算書 ※前期は単体決算】

増益要因：売上高６割増収(+170M) 
減益要因：研究開発費(＋235M)、上場関連費用(＋70M)
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６割増

５割増

６割の増収を達成し、製品ラインナップ整備加速のため５割の研究開発費を投入。
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連結業績予想
単位：百万円

項目
（実績）
2014/3期
年度累計

（参考）
2015/3期
上半期

（参考） 
2015/3期
下半期

（業績予想） 
2015/3期
年度累計

コメント

売上高 456 266 636 902    前期比約２倍に増加　※脚注参照

経常利益 -683 -268 -35 -303 　下半期には　損益分岐に近づく

当期純利益 -688 -288 -89 -377 　独子会社の法人税等    

【2015年3月度：連結損益計算書】

【増収要因】※下半期に事業展開を加速
 ① EU治療事業 ：HAL医療用の公的保険の適用対象施設の拡大
 ② 単関節モデル：小型軽量の膝・肘関節の集中トレーニング用の上市
 ③ 腰補助モデル：腰部負荷軽減のための介護支援用・重作業支援用の上市
 ④ 清掃・搬送ロボット：改良モデルの上市
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約２倍

損益分岐へ
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EU機能改善治療事業 単関節モデル 腰補助モデル

改良型の清掃・搬送ロボット 
（指定した通りに自在に移動して清掃） 

登場間近！
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売上高（百万円）

HAL福祉用の
初期モデル

HAL福祉用の
現行モデル

ISO13485(医療機器品質
マネジメントシステム国際
標準規格）の認証取得

ISO/DIS13482 (生活
支援ロボットの国際安全
規格)の認証取得

HALによる機能改善治療
に公的労災保険の適用

EUでの医療機器を認証取得

（業績予測）+*.
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EU事業の拡大

新製品の上市
・HAL単関節用
・HAL腰補助用
・清掃ロボット

CYBERDYNE株式会社

売上高推移

(業績予想)

加速度的に売上成長



当社技術によるサービス当社の開発製品
医療機器分野 医療サービス分野（治療を実施）

生活支援機器分野 生活支援サービス分野

医療用HAL： 
　病院での機能改善・機能再生治療用

欧州医療機器認証 CEマーキング取得済
　ロボット治療機器

国際医療機器品質マネジメントシステムを有する
サイバニクス最先端人支援技術

CYBERDYNE

国際認証されたロボット医療機器／ケアロボット
”ロボットスーツ” (ISO13485, ISO/DIS13482)

機能改善・機能再生治療サービス事業
（欧州病院、ドイツのケア・ロボティクスにて）

（ドイツにて公的労災保険適用開始）

介護支援用HAL
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福祉用HAL

生活支援用
モバイルベース 
（ロボカート） 重作業支援

HAL 清掃・搬送
ロボット

災害対策支援用 ・トレーニング
　サービス
・デイサービス
　　ロボケアセンタ
　　HALFITにて

バイタルセンシングシステム
・衣服の上からでも
　心電図計測を実現
・動脈硬化度の計測を実現

バイタルセンシング・
ヘルスケアサービス
　非接触心電図、体温、血圧、
　動脈硬化度などをチェック

搬送・清掃サービス

革新的医療ロボット・革新的医療機器製品 & サービス事業

パーソナルケアロボット/生活支援ロボット & サービス事業

事業展開 当社はHALを中心とする医療機器の開発から医療サービスの展開を手掛けております。また、
介護や福祉等、生活支援分野においても機器の開発やサービス提供を行っております。
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単関節モデル
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当社事業の世界展開を加速するため、下記を推進する。 
・サイバーダイン社は国家戦略特区とつくば国際戦略総合特区 
　の両者を繋ぎ、国際拠点形成を加速 
・川崎市の研究開発機関の集積を活用 
・川崎市の産業集積を活用
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