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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 28,822 ― 5,573 ― 5,895 ― 3,371 ―

20年3月期第1四半期 27,977 2.6 5,857 29.8 6,178 36.6 3,707 47.7

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

21年3月期第1四半期 68.96 ―

20年3月期第1四半期 75.84 ―

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

21年3月期第1四半期 138,941 106,741 76.8 2,183.41
20年3月期 134,396 102,106 76.0 2,088.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  106,741百万円 20年3月期  102,106百万円

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

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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

第2四半期連結累計期間 52,000 ― 8,600 ― 9,100 ― 5,300 ― 108.41
通期 91,000 △14.7 11,900 △45.7 12,500 △42.7 7,300 △43.6 149.32

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  無  

(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） 

（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。  

(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20年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は、今後の様々な要因によって大
きく変動する可能性があります。業績予想の前提及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。  
３．当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  48,911,874株 20年3月期  48,911,874株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  24,329株 20年3月期  23,592株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  48,887,918株 20年3月期第1四半期  48,890,864株

－1－



 

（参考） 
 

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 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２四半期累計期間 48,000 ― 7,400 ― 7,900 ― 4,600 ― 94.09

通   期 85,000 △14.6 10,400 △47.4 11,000 △42.7 6,400 △43.0 130.91

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
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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１四半期におけるわが国の経済は、原油・原材料価格の高騰による影響により、企業収益の

圧迫を背景とした設備投資の鈍化や個人消費の伸び悩み等、減速基調で推移いたしました。また、

世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や金融市場不安、更には世界的

なインフレ圧力の高まり等により先行きに不確実性が増し、新興国の経済成長の鈍化及び欧州経済

の減速等、下振れリスクが強まりました。

　このような環境のなかで、当グループは、スピード経営を推進し、次世代技術の探求や顧客ニー

ズに対応した市場性の高い製品開発の遅滞なき推進とともに、営業・サービス体制の強化ならびに

Ｑ（品質）Ｃ（コスト）Ｄ（納期）Ｓ（サービス）を徹底追求し、更には環境・エネルギー対応及

び安全衛生の向上を図り、事業の継続的成長が確保できる高収益体質の実現に取組んでまいりまし

た。

　以上のような状況のもと、売上高は28,822百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は5,573百万

円（前年同期比4.9％減）、経常利益は5,895百万円（前年同期比4.6％減）、四半期純利益は3,371

百万円（前年同期比9.1％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

 

（電子部品組立機事業）

　携帯電話・ノート型パソコン・薄型テレビ等、エレクトロニクス市場の設備投資需要は弱含みに

推移し、売上高は24,662百万円（前年同期比1.2％減）となったものの、営業利益はコスト削減等の

効果もあり、6,822百万円（前年同期比5.2％増）となりました。

 

（工作機械事業）

　業界全体として外需は底堅く内需は鈍化傾向で推移するなか、売上高は3,934百万円（前年同期比

42.3％増）となったものの、当グループの主要顧客である自動車業界の設備投資需要の鈍化による

競争の激化等により製品価格が下落し、また原材料価格の高騰等もあり、営業損益は669百万円の損

失（前年同期：営業損失143百万円）となりました。　　
 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　財政状態につきましては、連結総資産合計は、売掛金の増加等により前連結会計年度末と比較し

4,544百万円増の138,941百万円となりました。また、連結負債合計は、未払法人税等の減少等によ

り前連結会計年度末と比較し90百万円減の32,199百万円となりました。

　キャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物

は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加が投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動に

よるキャッシュ・フローの減少の合計を下まわり、前連結会計年度末と比較して61百万円減の43,195

百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、営業活動の結果得られた資金は705百万円と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、未収消費税等の減少等のプラス要因が、法

人税等の支払額の増加、売上債権の増加等のマイナス要因を上まわ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・フローにおきましては、投資活動の結果使用した資金は474百万円と

なりました。これは主に有形固定資産取得による支出等によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、財務活動の結果使用した資金は923百万円と

なりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。　
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経営環境は、原油・原材料価格の高騰や米国の金融危機の深刻化等による世界経済の先行

きに対する不透明感が高まっており、厳しい状況が続くものと予測されます。

　当グループにおきましては、電子部品組立機事業は、主要顧客である大手ＥＭＳ（電子機器受託

生産企業）への最終ユーザーからの発注が若干停滞しており、また、携帯電話端末等のエレクトロ

ニクス市場における需給バランスの調整から設備投資が減速するものと想定されます。工作機械事

業は、主要顧客である自動車業界における急速な生産調整による設備投資需要の鈍化が強まるもの

と想定されます。このような環境を踏まえ、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を次のよ

うに修正いたします。

（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

 

　前回発表予想(A)

　百万円

57,000

　百万円

10,400

　百万円

10,500

　百万円

6,200

　円　銭

126.82

　今回発表予想(B) 52,000 8,600 9,100 5,300 108.41

　増減額(B-A) △5,000 △1,800 △1,400 △900 ―

　増減率(%) △8.8 △17.3 △13.3 △14.5 ―

　前期第２四半期実績 58,870 13,028 13,172 8,011 163.86

（通期）　

 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

　

　前回発表予想(A)

　百万円

103,000

　百万円

16,400

　百万円

16,700

　百万円

9,800

　円　銭

200.46

　今回発表予想(B) 91,000 11,900 12,500 7,300 149.32

　増減額(B-A) △12,000 △4,500 △4,200 △2,500 ―

　増減率(%) △11.7 △27.4 △25.1 △25.5 ―

　前期実績 106,665 21,917 21,830 12,953 264.96

 

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

該当事項はありません。　

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年

３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

14号　平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法に比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益がそれぞれ370百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,441 33,964

受取手形及び売掛金 28,674 25,234

有価証券 10,500 10,000

製品 5,162 5,005

原材料 16,517 14,988

仕掛品 6,246 7,454

その他のたな卸資産 150 154

その他 4,487 5,413

貸倒引当金 △15 △14

流動資産合計 105,164 102,200

固定資産   

有形固定資産 17,041 16,860

無形固定資産 1,546 1,550

投資その他の資産   

投資有価証券 14,733 12,734

その他 454 1,051

投資その他の資産合計 15,188 13,785

固定資産合計 33,777 32,196

資産合計 138,941 134,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,289 4,413

1年内返済予定の長期借入金 5,091 5,114

未払法人税等 2,999 5,905

製品保証引当金 1,971 1,960

その他 8,315 6,859

流動負債合計 23,668 24,254

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 3,000 3,000

退職給付引当金 289 36

その他 241 －

固定負債合計 8,531 8,036

負債合計 32,199 32,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,878 5,878

資本剰余金 5,413 5,413

利益剰余金 91,825 89,431

自己株式 △38 △37

株主資本合計 103,079 100,687

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,595 1,247

為替換算調整勘定 1,067 171

評価・換算差額等合計 3,662 1,418

純資産合計 106,741 102,106

負債純資産合計 138,941 134,396
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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：百万円）

当第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) 

売上高 28,822

売上原価 18,783

売上総利益 10,039

販売費及び一般管理費 4,466

営業利益 5,573

営業外収益  

受取利息 98

受取配当金 120

為替差益 118

雑収入 50

営業外収益合計 388

営業外費用  

支払利息 40

支払手数料 23

雑支出 2

営業外費用合計 65

経常利益 5,895

特別利益  

固定資産処分益 23

特別利益合計 23

特別損失  

固定資産処分損 39

投資有価証券評価損 223

その他 4

特別損失合計 268

税金等調整前四半期純利益 5,650

法人税、住民税及び事業税 2,925

法人税等調整額 △646

四半期純利益 3,371

富士機械製造㈱ (6134) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

－6－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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 5,650

減価償却費 626

退職給付引当金の増減額（△は減少） 367

受取利息及び受取配当金 △219

支払利息 40

投資有価証券評価損益（△は益） 223

売上債権の増減額（△は増加） △3,203

たな卸資産の増減額（△は増加） △220

仕入債務の増減額（△は減少） 645

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,079

その他 1,282

小計 6,271

利息及び配当金の受取額 219

利息の支払額 △36

法人税等の支払額 △5,748

営業活動によるキャッシュ・フロー 705

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △492

有形及び無形固定資産の売却による収入 59

定期預金の預入による支出 △107

定期預金の払戻による収入 69

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △474

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △29

配当金の支払額 △892

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △923

現金及び現金同等物に係る換算差額 630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61

現金及び現金同等物の期首残高 43,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,195
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　当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（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

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第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）

 
電子部品
組立機事業
(百万円)

工作機械事業
(百万円)

その他の事業
(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
24,662 3,934 225 28,822 ― 28,822

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 ― 436 436 (436) ―

計 24,662 3,934 662 29,259 (436) 28,822

営業利益又は営業損失(△) 6,822 △669 42 6,194 (621) 5,573

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 電子部品組立機事業　　電子部品自動装着機

(2) 工作機械事業　　　　　自動旋盤、専用機

(3) その他の事業　　　　　制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発

３　会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

　　【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法に比べ、営業利益が、「電子部品組立機事業」67百万円、「工作機械事業」302百万円それぞれ減

少しております。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

　　【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用

しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当第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

(百万円)
北アメリカ
(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
23,618 3,501 1,678 23 28,822 ― 28,822

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,290 0 9 34 4,335 (4,335) ―

計 27,908 3,502 1,688 58 33,158 (4,335) 28,822

営業利益 6,165 71 227 3 6,469 (896) 5,573

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接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) 北アメリカ：アメリカ

(2) ヨーロッパ：ドイツ

(3) アジア：中国

３　会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

　　【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法に比べ、営業利益が、「日本」294百万円、「北アメリカ」57百万円、「ヨーロッパ」18百万円そ

れぞれ減少しております。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

　　【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用

しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

ｃ．海外売上高

当第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）

 北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,867 3,835 14,573 973 23,249

Ⅱ　連結売上高(百万円)     28,822

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合(％)
13.4 13.3 50.6 3.4 80.7

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接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）北アメリカ：アメリカ・メキシコ等

(2）ヨーロッパ：ハンガリー・ドイツ等

(3）アジア：中国・台湾等

(4）その他の地域：ブラジル等

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。

（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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

勘定科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 27,977

Ⅱ　売上原価 17,544

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,575

営業利益 5,857

Ⅳ　営業外収益 392

Ⅴ　営業外費用 71

経常利益 6,178

Ⅵ　特別利益 18

Ⅶ　特別損失 30

税金等調整前四半期純利益 6,166

税金費用 2,458

四半期純利益 3,707
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 6,166

減価償却費　 890

売上債権の増加額　 △1,294

たな卸資産の減少額 4,900

仕入債務の増加額 93

法人税等の支払額　 △5,143

その他　 3,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,331

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △360

有形及び無形固定資産の売却による収入 76

投資有価証券の取得による支出 △899

その他　 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,206

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出　 △29

配当金の支払額　 △521

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △551

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 468

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 8,042

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 32,245

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 40,287
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（３）セグメント情報

ａ．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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
電子部品
組立機事業
(百万円)

工作機械事業
(百万円)

その他の事業
(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
24,966 2,764 246 27,977 ― 27,977

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 ― 275 275 (275) ―

計 24,966 2,764 521 28,253 (275) 27,977

営業利益又は営業損失(△) 6,482 △143 △1 6,337 (479) 5,857

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質によっております。

２　各事業の主な製品

(1) 電子部品組立機事業　　電子部品自動装着機

(2) 工作機械事業　　　　　自動旋盤、専用機

(3) その他の事業　　　　　制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

(百万円)
北アメリカ
(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
22,810 3,194 1,929 42 27,977 ― 27,977

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,679 ― 11 ― 3,690 (3,690) ―

計 26,489 3,194 1,941 42 31,668 (3,690) 27,977

営業利益又は営業損失(△) 5,875 259 196 △7 6,323 (465) 5,857

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接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) 北アメリカ：アメリカ

(2) ヨーロッパ：ドイツ

(3) アジア：中国
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（４）受注及び販売の状況

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

区分
受注高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

受注残高
(百万円)

構成比
(％)

電子部品組立機 31,314 88.4 24,966 89.2 14,071 58.8

工作機械 4,022 11.3 2,764 9.9 9,789 40.9

その他 105 0.3 246 0.9 60 0.3

合計 35,443 100.0 27,977 100.0 23,921 100.0

当第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）

区分
受注高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

受注残高
(百万円)

構成比
(％)

電子部品組立機 24,957 88.9 24,662 85.6 11,505 62.9

工作機械 2,748 9.8 3,934 13.6 6,556 35.9

その他 361 1.3 225 0.8 215 1.2

合計 28,067 100.0 28,822 100.0 18,277 100.0

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

区分
受注高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

受注残高
(百万円)

構成比
(％)

電子部品組立機 91,606 83.9 88,120 82.6 11,209 58.9

工作機械 16,770 15.3 17,559 16.5 7,742 40.7

その他 865 0.8 985 0.9 79 0.4

合計 109,242 100.0 106,665 100.0 19,032 100.0
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