
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 富士機械製造株式会社 上場取引所 名 

コード番号 6134 URL http://www.fuji.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小原 正義

問合せ先責任者 （役職名）
取締役常務執行役員財務統括部部
長

（氏名） 加藤 正樹 TEL 0566-81-2111

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月10日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 52,744 ― 9,373 ― 9,870 ― 5,643 ―

20年3月期第2四半期 58,870 2.1 13,028 14.1 13,172 14.2 8,011 14.3

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2四半期 115.43 ―

20年3月期第2四半期 163.86 ―

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2四半期 134,635 106,571 79.2 2,179.97
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2四半期  106,571百万円 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 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 83,000 △22.2 8,600 △60.8 8,800 △59.7 4,800 △62.9 98.19

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８月５日に公表いたしました通期の連結業績予想は、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。  

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2四半期  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2四半期  25,413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2四半期  48,887,343株 20年3月期第2四半期  48,890,203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） 

 (％表示は対前期増減率)   

 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

通   期 77,000 △22.6 7,600 △61.6 7,800 △59.3 4,200 △62.6 85.91 

 (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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、エネルギー・原材料価格高及び急激な為替

変動の影響による業況感の悪化を背景として、設備投資の減少及び個人消費の低迷等、景気の減速

傾向が強まりました。また、世界経済は、米国大手証券会社の経営破綻等を背景とした国際金融市

場の緊張、世界的なインフレ率の高止まり等により、米国・欧州経済の減速感の顕在化及び新興国

の経済成長の鈍化等、景気の下振れリスクが高まりました。

　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52,744百万円（前年同期比10.4％減）、営業利益は9,373百万

円（前年同期比28.1％減）、経常利益は9,870百万円（前年同期比25.1％減）、四半期純利益は5,643

百万円（前年同期比29.6％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を取巻く環境が厳しさを増

すなか、主要顧客である大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）等の設備投資計画の見直し・凍結等

の影響により需要が減少した結果、売上高は44,231百万円（前年同期比13.3％減）となりました。

営業利益は生産効率向上によりコスト削減を図ったものの、売上高の伸び悩みにより11,474百万円

（前年同期比19.6％減）となりました。

（工作機械事業）

　業界全体として内外需ともに減速基調で推移するなか、売上高は8,101百万円（前年同期比10.0％

増）となりましたが、当グループの主要顧客である自動車業界を中心に設備投資需要が減少したこ

とによる価格競争の激化等により、製品価格の下落、原材料価格の高騰等もあり、営業損益は1,111

百万円の損失（前年同期：営業損失321百万円）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、たな卸資産の増加等により前連結会計年度末と比

較し238百万円増の134,635百万円となりました。また、連結負債合計は、長期借入金の返済等によ

り前連結会計年度末と比較し4,226百万円減の28,064百万円となりました。

　キャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期連結会計期間末における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590百万円減の42,666

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5,779百万円

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、減価償却費等のプラス要因が、法人税等

の支払額の増加、たな卸資産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3,047百万円

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3,539百万円

となりました。これは主に長期借入金の返済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、世界的な金融危機の拡大や原材料価格の高止まり、急激な為替変動等により

世界的な景気後退懸念が強まり、一段の厳しさを増す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、最終製品需要の低迷により、主要顧客であ

る大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）等の設備投資計画の慎重化が強まり、需要は減少傾向で推

移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生産調整の拡大

により設備投資需要が減少傾向で推移するものと想定されます。このような環境を踏まえ、通期の

業績予想を次のように修正いたします。

　

 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

91,000

　百万円

11,900

　百万円

12,500

　百万円

7,300

　円　銭

149.32

　今回発表予想(Ｂ) 83,000 8,600 8,800 4,800 98.19

　増減額(Ｂ－Ａ) △8,000 △3,300 △3,700 △2,500 ―

　増減率(％) △8.8 △27.7 △29.6 △34.2 ―

　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

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益がそれぞれ524百万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

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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,330 33,964

受取手形及び売掛金 24,163 25,234

有価証券 11,200 10,000

製品 4,918 5,005

原材料 17,282 14,988

仕掛品 6,472 7,454

その他のたな卸資産 141 154

その他 4,633 5,413

貸倒引当金 △17 △14

流動資産合計 101,125 102,200

固定資産   

有形固定資産 17,788 16,860

無形固定資産 1,730 1,550

投資その他の資産   

投資有価証券 12,606 12,734

その他 1,384 1,051

投資その他の資産合計 13,991 13,785

固定資産合計 33,510 32,196

資産合計 134,635 134,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,779 4,413

1年内返済予定の長期借入金 4,054 5,114

未払法人税等 4,004 5,905

製品保証引当金 1,931 1,960

その他 7,146 6,859

流動負債合計 20,915 24,254

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 1,500 3,000

退職給付引当金 648 36

固定負債合計 7,148 8,036

負債合計 28,064 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 94,097 89,431

自己株式 △40 △37

株主資本合計 105,349 100,687

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 891 1,247

為替換算調整勘定 330 171

評価・換算差額等合計 1,222 1,418

純資産合計 106,571 102,106

負債純資産合計 134,635 134,396
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 52,744

売上原価 34,285

売上総利益 18,459

販売費及び一般管理費 9,085

営業利益 9,373

営業外収益  

受取利息 193

受取配当金 154

受取賃貸料 144

為替差益 56

雑収入 71

営業外収益合計 620

営業外費用  

支払利息 78

支払手数料 41

雑支出 3

営業外費用合計 123

経常利益 9,870

特別利益  

固定資産処分益 36

特別利益合計 36

特別損失  

固定資産処分損 236

投資有価証券評価損 310

その他 4

特別損失合計 551

税金等調整前四半期純利益 9,355

法人税、住民税及び事業税 4,106

法人税等調整額 △394

法人税等合計 3,712

四半期純利益 5,643
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 9,355

減価償却費 1,248

退職給付引当金の増減額（△は減少） 726

受取利息及び受取配当金 △348

支払利息 78

固定資産処分損益（△は益） 199

投資有価証券評価損益（△は益） 310

売上債権の増減額（△は増加） 905

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,161

仕入債務の増減額（△は減少） △589

未収消費税等の増減額（△は増加） 610

その他 89

小計 11,425

利息及び配当金の受取額 348

利息の支払額 △80

法人税等の支払額 △5,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,779

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 △2,194

有形及び無形固定資産の売却による収入 72

投資有価証券の取得による支出 △772

定期預金の預入による支出 △254

定期預金の払戻による収入 97

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,047

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 △2,558

配当金の支払額 △976

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △590

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 42,666
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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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

44,231 8,101 412 52,744 ― 52,744

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 ― 930 930 (930) ―

計 44,231 8,101 1,342 53,675 (930) 52,744

営業利益又は営業損失(△) 11,474 △1,111 92 10,455 (1,081) 9,373

　（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、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、当第２四半期連結累計期間の「電子部品組立機事業」の営業利益が88百万円減少し、「工作

機械事業」の営業損失が435百万円増加しております。

（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、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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

41,204 7,559 3,932 48 52,744 ― 52,744

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,711 14 19 70 8,814 (8,814) ―

計 49,915 7,573 3,952 118 61,559 (8,814) 52,744

営業利益 10,095 53 231 2 10,382 (1,008) 9,373

　（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、「日本」432百万円、「北アメリカ」73百万円、

「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、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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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) 8,583 7,418 24,872 2,171 43,045

Ⅱ　連結売上高(百万円)     52,744

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合(％)

16.3 14.1 47.1 4.1 81.6

　（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」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）中間連結損益計算書

勘定科目

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 58,870 100.0

Ⅱ　売上原価 36,771 62.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,069 15.4

営業利益 13,028 22.1

Ⅳ　営業外収益   

　受取利息及び配当金 381  

雑収入 66  

Ⅴ　営業外費用   

　支払利息 92  

　為替差損 158  

　雑支出 53  

経常利益 13,172 22.4

Ⅵ　特別利益   

　固定資産処分益 73  

Ⅶ　特別損失   

　固定資産処分損 178  

税金等調整前中間純利益 13,066 22.2

法人税、住民税及び事業税 5,167  

法人税等調整額 △111  

中間純利益 8,011 13.6
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（２）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19年４月１日
至　平成19年９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  

税金等調整前中間純利益　 13,066

減価償却費　 1,654

製品保証引当金の増加額 91

退職給付引当金の減少額　 △94

受取利息及び受取配当金 △381

支払利息　 92

固定資産処分益　 △73

固定資産処分損　 178

売上債権の増加額　 △3,107

たな卸資産の減少額 6,943

仕入債務の増加額 1,474

未収消費税等の減少額　 1,091

その他　 877

小計　 21,814

利息及び配当金の受取額 381

利息の支払額　 △92

法人税等の支払額　 △5,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,728

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 △635

有形及び無形固定資産の売却による収入 226

投資有価証券の取得による支出 △899

定期預金の預入による支出　 △254

定期預金の払戻による収入　 79

長期前払費用に係る支出　 △6

その他　 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,477

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　 △1,058

配当金の支払額　 △610

その他　 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,674

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △240

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 13,336

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中間期末残高 45,581
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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

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

51,027 7,364 478 58,870 ― 58,870

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 ― 650 651 (651) ―

計 51,027 7,364 1,129 59,521 (651) 58,870

営業利益又は営業損失(△) 14,271 △321 36 13,986 (957) 13,028

　（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

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

46,997 7,745 4,084 42 58,870 ― 58,870

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,066 28 21 ― 9,116 (9,116) ―

計 56,063 7,774 4,106 42 67,986 (9,116) 58,870

営業利益又は営業損失(△) 13,114 405 421 △11 13,930 (901) 13,028

　（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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c. 海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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) 7,858 6,218 33,829 2,159 50,064

Ⅱ　連結売上高(百万円)     58,870

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合(％)

13.3 10.5 57.5 3.7 85.0

　（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・カナダ等

(2）ヨーロッパ：ポーランド・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。

（４）受注及び販売の状況

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 54,323 86.6 51,027 86.7 11,020 54.3

工作機械 8,013 12.8 7,364 12.5 9,181 45.3

その他 368 0.6 478 0.8 89 0.4

合計 62,705 100.0 58,870 100.0 20,291 100.0

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 39,666 86.7 44,231 83.8 6,644 55.3

工作機械 5,566 12.2 8,101 15.4 5,207 43.4

その他 487 1.1 412 0.8 154 1.3

合計 45,720 100.0 52,744 100.0 12,007 100.0

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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平成２１年３月期 第２四半期決算発表（参考資料） 
平成２０年１１月１１日 

富士機械製造株式会社             
（コード番号 ６１３４ 名証第一部） 

 

 

１．当期の連結売上高・収益の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 20年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 

（１）前 回 予 想（平成２０年８月５日発表） （単位：百万円未満切捨） 

 売 上 高         営 業 利 益     経 常 利 益     当期純利益     

第２四半期連結累計期間予想 ５２,０００ ８,６００ ９,１００ ５,３００ 

通  期  予  想 ９１,０００ １１,９００ １２,５００ ７,３００ 

 

（２）今 回 予 想 （単位：百万円未満切捨） 

 売 上 高         営 業 利 益     経 常 利 益     当期純利益     

第２四半期連結累計期間実績 
５２,７４４ 

(△ 10.4%) 

９,３７３ 

(△ 28.1%) 

９,８７０ 

(△ 25.1%) 

５,６４３ 

(△ 29.6%) 

通  期  予  想 
８３,０００ 

(△ 22.2%) 

８,６００ 

(△ 60.8%) 

８,８００ 

(△ 59.7%) 

４,８００ 

(△ 62.9%) 

 （注）カッコ書きは対前年同期増減率であります。  

 

 

２．過去６年間の連結売上高・収益の実績推移 

 （単位：百万円未満切捨） 

期    別 売 上 高         営 業 利 益     経 常 利 益     当期純利益     

平成 20 年３月期 １０６,６６５ ２１,９１７ ２１,８３０ １２,９５３ 

19 年３月期 １０１,８９２ １８,４１７ １８,７７９ １１,４６７ 

18 年３月期 ９０,７９２ １１,４７３ １１,７１１ １１,２６４ 

17 年３月期 ７０,０９６ ２,８９４ ３,２２６ １,６５５ 

16 年３月期 ６１,０８１ １,１６１ １,３４６ △  ２,４２５ 

15 年３月期 ４２,６６３ △  ９,６２７ △  ８,７８０ △  ７,６１６ 

 



 

 

３．当期の連結受注高・売上高の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 
 （単位：百万円未満切捨） 

受   注   高 売    上    高 

区  分 

第２四半期連結累計期間実績 通 期 予 想 第２四半期連結累計期間実績 通 期 予 想 

電子部品組立機 ３９,６６６ ６２,０００ ４４,２３１ ６６,０００ 

工 作 機 械        ５,５６６ １３,０００ ８,１０１ １６,０００ 

そ の 他        ４８７ １,０００ ４１２ １,０００ 

合 計        ４５,７２０ ７６,０００ ５２,７４４ ８３,０００ 

 

 

４．当期の主な科目の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 

 （単位：百万円未満切捨） 

科    目 第２四半期連結累計期間実績 通 期 予 想 

設 備 投 資 額         ２,６３０ ４,６００ 

減価償却実施額         １,２４８ ２,６００ 

研 究 開 発 費         ２,３８９ ４,６００ 

 




