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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 331,194 ― 123,234 ― 135,991 ― 83,497 ―

20年3月期第3四半期 352,231 12.8 145,927 17.2 165,855 21.3 100,969 24.3

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3四半期 401.78 ―

20年3月期第3四半期 485.74 ―

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3四半期 1,011,915 916,707 87.7 4,272.21
20年3月期 1,046,837 911,395 83.9 4,225.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  887,774百万円 20年3月期  878,188百万円

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  有  
 

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 ― 93.21 ― 90.14 183.35
21年3月期 ― 86.26 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 44.54 130.80

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 388,400 △17.1 132,300 △30.2 147,000 △30.0 90,600 △28.7 435.97

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  有  

〔（注）詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 5. その他をご覧ください。〕  

(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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 5. 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)本資料に記述されている業績予想および将来予想は、主要市場における製品の需給動向、競合動向、競合状況、経済情勢その他に不透明な面があり、実際の業績
は見通しと異なる可能性があることをご承知おき願います。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）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）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3四半期  239,508,317株 20年3月期  239,508,317株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  31,706,354株 20年3月期  31,672,220株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  207,816,434株 20年3月期第3四半期  207,866,263株
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平成21年3月期第3四半期(3ヶ月)の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日）（ご参考）

                             （％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3四半期 103,146 ─ 35,500 ─ 36,403 ─ 23,745 ─
20年3月期第3四半期 125,520 12.3 53,191 14.8 59,612 17.4 36,384 22.9

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3四半期 114 26 ─
20年3月期第3四半期 175 05 ─
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当第３四半期累計期間におきましては、米国金融危機に端を発した世界規模での不況

が９月以降深刻化の速度と度合いを更に深め、円高も進行し、当社グループを取り巻く

情勢は急速に悪化してまいりました。 

 このような状況下で、当第３四半期累計期間における連結売上高は3,311億94百万円

（前年同期比6.0％減）、連結経常利益は1,359億91百万円（前年同期比18.0％減）、連

結純利益は834億97百万円（前年同期比17.3％減）となりました。なお、当連結会計年

度より四半期会計基準を適用しているため、前年同期比については参考として記載して

おります。 

  

 部門別の状況は、以下のとおりです。  

  

ＣＮＣシステムの主要顧客であります工作機械業界の状況は、国内におきまして

は10月以降、自動車、電機向けを中心に、内需・外需ともに需要が急激に落ち込み

ました。  

 海外におきましても、全ての地域において需要は減少に転じ、特に10月以降の需

要の落ち込みは顕著でした。  

 以上により、第３四半期累計ベースで、当社グループのＣＮＣシステムの売上

は、前年同期に比べ減少に転じました。  

 レーザにつきましては、国内向けが堅調に推移しました。 

 ＦＡ部門の連結売上高は1,913億93百万円（前年同期比5.3％減）、全連結売上高

に対する構成比は57.8％となりました。 

  

ロボットにつきましては、第３四半期からの全世界的な自動車市場の冷え込みを

反映し、自動車関連産業向けは厳しい状況が続きました。一般産業向けは、欧米を

中心に堅調に推移しました。  

 ロボット部門の連結売上高は882億11百万円（前年同期比3.5％増）、全連結売上

高に対する構成比は26.6％となりました。  

  

ロボドリル（小型マシニングセンタ）につきましては、国内向け売上は第３四半

期に入り大幅減少に転じ、海外向け売上も、中国を含むアジア向けの落ち込みが大

きく、全体として大幅に減少しました。 

 ロボショット（全電動式射出成形機）につきましては、国内、海外市場とも設備

投資は低調で、売上は減少しました。 

 ロボカット（ワイヤカット放電加工機）につきましては、国内向けは落ち込みが

続き、全体では微減でした。 

【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

〔ＦＡ部門〕

〔ロボット部門〕

〔ロボマシン部門〕
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  ロボマシン部門の連結売上高は515億90百万円（前年同期比20.5％減）、全連結

売上高に対する構成比は15.6％となりました。 

  

資産合計は、対前年度末比349億22百万円減の１兆119億15百万円となりました。

これは、現金及び預金が対前年度末比161億50百万円減少したことに加え、受取手形

及び売掛金、製品が減少したことが主な要因です。  

 また負債合計は、対前年度末比402億34百万円減の952億8百万円となりました。  

 純資産合計は、対前年度末比53億12百万円増の9,167億7百万円となりました。  

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、694億61百万円で、これは主に税金等調整

前四半期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、223億31百万円であり、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、373億33百万円であり、これは主に配当金の支払

いによるものです。  

 以上のキャッシュ・フローの増減に為替換算差額258億74百万円を減算し、連結キ

ャッシュ・フローは、160億77百万円のマイナスとなりました。  

  

 

 世界同時不況により、平成20年10月28日の決算発表時に公表した通期の業績予想を次

のとおり修正いたします。  

 

 平成21年3月期通期連結業績予想 

                                            (単位：百万円) 
  

 
  

注）当社グループの連結子会社の決算期は、いずれも12月です。平成20年1月1日から平成20年

12月31日までの期間における為替レート実績は、平均103.46円／ドル、152.44円／ユーロ

でした。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

〔財政状態〕

〔キャッシュ・フロー〕

3. 連結業績予想に関する定性的情報

前回発表予想
（Ａ） 

（平成20年10月28
日発表）

今回修正予想
（Ｂ）

増減額 
（Ｂ－Ａ）

増減率
（％）

売上高 420,400 388,400 △ 32,000 △ 7.6

営業利益 153,800 132,300 △ 21,500 △ 14.0

経常利益 172,700 147,000 △ 25,700 △ 14.9

当期純利益 103,300 90,600 △ 12,700 △ 12.3
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 平成21年3月期通期単体業績予想(ご参考) 

                                             (単位：百万円) 

 
 

4．当期の配当  

 今般、平成20年度通期の連結純利益の予想額を修正しましたので、当社の配当に関する

基本方針（平成21年3月期第2四半期決算短信第5ページ目に記載）に基づき、平成20年度

の期末配当の予想額を次のとおり修正いたします。 

 

前回発表予想
（Ａ）  

（平成20年10月28
日発表）

今回修正予想
（Ｂ）

増減額  
（Ｂ－Ａ）

増減率
（％）

売上高 302,100 265,800 △ 36,300 △12.0

営業利益 114,900 95,400 △ 19,500 △17.0

経常利益 132,700 106,700 △ 26,000 △19.6

当期純利益 82,400 66,500 △ 15,900 △19.3

1株当たり配当金
配当性向

基準日 中間期末 期末 年間

前回予想 
(平成20年10月28日) 
 

(実績） 
86円26銭 

 

 
62円87銭 

 

 
149円13銭 

 

 
30.0% 

 

今回修正予想
（実績） 

86円26銭 
 

 
44円54銭 

 

 
130円80銭 

 

 
30.0% 
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該当事項はありません。 
  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。 
  

◎当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)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)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。 

◎「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については

主として個別法および総平均法による原価法から、主として個別法および総平均法に

よる原価法（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。なお、こ

の変更による損益への影響はありません。 

◎「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」（企業

会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計

期間から適用しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

5. 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)

(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

(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
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6.【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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 550,087 566,237

受取手形及び売掛金 80,690 93,844

製品 27,904 33,427

原材料 8,153 6,308

仕掛品 27,296 27,142

その他 24,398 26,064

貸倒引当金 △2,792 △2,694

流動資産合計 715,736 750,328

固定資産   

有形固定資産   

土地 112,799 113,143

その他（純額） 105,264 98,912

有形固定資産合計 218,063 212,055

無形固定資産 1,245 1,394

投資その他の資産   

投資有価証券 75,470 81,083

その他 1,423 1,995

貸倒引当金 △22 △18

投資その他の資産合計 76,871 83,060

固定資産合計 296,179 296,509

資産合計 1,011,915 1,046,837
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,537 24,812

未払法人税等 14,215 41,052

アフターサービス引当金 6,338 6,462

その他 29,491 31,825

流動負債合計 66,581 104,151

固定負債   

退職給付引当金 21,692 20,194

その他 6,935 11,097

固定負債合計 28,627 31,291

負債合計 95,208 135,442

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,014 69,014

資本剰余金 96,268 96,256

利益剰余金 968,612 921,775

自己株式 △221,006 △220,691

株主資本合計 912,888 866,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 185 1,677

為替換算調整勘定 △25,299 10,157

評価・換算差額等合計 △25,114 11,834

少数株主持分 28,933 33,207

純資産合計 916,707 911,395

負債純資産合計 1,011,915 1,046,837
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 331,194

売上原価 164,609

売上総利益 166,585

販売費及び一般管理費 43,351

営業利益 123,234

営業外収益  

受取利息 5,009

受取配当金 1,763

持分法による投資利益 5,525

雑収入 3,965

営業外収益合計 16,262

営業外費用  

投資有価証券評価損 2,779

雑支出 726

営業外費用合計 3,505

経常利益 135,991

税金等調整前四半期純利益 135,991

法人税、住民税及び事業税 50,092

法人税等調整額 △1,525

法人税等合計 48,567

少数株主利益 3,927

四半期純利益 83,497
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 103,146

売上原価 53,712

売上総利益 49,434

販売費及び一般管理費 13,934

営業利益 35,500

営業外収益  

受取利息 1,645

受取配当金 135

持分法による投資利益 1,773

雑収入 332

営業外収益合計 3,885

営業外費用  

投資有価証券評価損 2,779

雑支出 203

営業外費用合計 2,982

経常利益 36,403

税金等調整前四半期純利益 36,403

法人税、住民税及び事業税 11,504

法人税等調整額 △84

法人税等合計 11,420

少数株主利益 1,238

四半期純利益 23,745
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 135,991

減価償却費 10,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,936

受取利息及び受取配当金 △6,771

持分法による投資損益（△は益） △5,525

売上債権の増減額（△は増加） 7,118

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,386

仕入債務の増減額（△は減少） △5,902

その他 △117

小計 136,268

利息及び配当金の受取額 8,181

法人税等の支払額 △75,921

その他 933

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,461

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 △19,013

投資有価証券の取得による支出 △2,123

投資有価証券の売却による収入 1,432

その他 △2,627

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,331

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 △396

配当金の支払額 △36,669

その他 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,077

現金及び現金同等物の期首残高 565,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 549,917
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)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)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。 

  

該当事項なし 

  

 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。 

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）   (単位:百万円） 

 
  

当第3四半期連結会計期間(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日）  (単位:百万円） 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

152,071 49,152 64,177 65,794 331,194 ─ 331,194

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

91,480 2,309 682 592 95,063 △ 95,063 ─

計 243,551 51,461 64,859 66,386 426,257 △ 95,063 331,194

  営業利益 95,578 4,638 9,988 13,354 123,558 △ 324 123,234

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

42,677 17,287 21,609 21,573 103,146 ─ 103,146

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

26,621 816 178 162 27,777 △ 27,777 ─

計 69,298 18,103 21,787 21,735 130,923 △ 27,777 103,146

  営業利益 24,495 1,705 3,227 4,796 34,223 1,277 35,500
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当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）   (単位:百万円） 

 
  
当第3四半期連結会計期間(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日）   (単位:百万円) 

 
  

該当事項なし 

  

 【海外売上高】

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 57,879 64,736 102,484 2,034 227,133

Ⅱ 連結売上高 331,194

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 19.6 30.9 0.6 68.6

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 20,082 21,532 28,813 516 70,943 

Ⅱ 連結売上高 103,146

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.5 20.9 27.9 0.5 68.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(ご参考)

平成20年度第3四半期決算概要

［12月31日に終了した9ヶ月間］

(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間
  

自 平成19年4月1日 
 至 平成19年12月31日

当第3四半期連結累計期間
  

自 平成20年4月1日  
至 平成20年12月31日

増減率 
（％）

売上高 352,231 331,194 △ 6.0

営業利益 145,927 123,234 △ 15.6

経常利益 165,855 135,991 △ 18.0

四半期純利益 100,969 83,497 △ 17.3

１株当たり四半期純利益
（円）

485.74 401.78 △ 17.3

［12月31日に終了した3ヶ月間］

(単位：百万円)

前第3四半期連結会計期間
  

自 平成19年10月1日 
 至 平成19年12月31日

当第3四半期連結会計期間
  

自 平成20年10月1日  
至 平成20年12月31日

増減率 
（％）

売上高 125,520 103,146 △ 17.8

営業利益 53,191 35,500 △ 33.3

経常利益 59,612 36,403 △ 38.9

四半期純利益 36,384 23,745 △ 34.7

１株当たり四半期純利益
（円）

175.05 114.26 △ 34.7
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(ご参考)

部門別連結売上高

［12月31日に終了した9ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第3四半期連結累計期間  
  

自 平成19年4月1日  
至 平成19年12月31日

当第3四半期連結累計期間 
  

自 平成20年4月1日  
至 平成20年12月31日

増減率  
（％）

構成比
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 202,078 57.4 191,393 57.8 △ 5.3

ロボット部門 85,254 24.2 88,211 26.6 3.5

 ロボマシン部門 64,899 18.4 51,590 15.6 △ 20.5

合 計 352,231 100.0 331,194 100.0 △ 6.0

うち海外売上高 242,828 68.9 227,133 68.6 △ 6.5

［12月31日に終了した3ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第3四半期連結会計期間  
  

自 平成19年10月1日  
至 平成19年12月31日

当第3四半期連結会計期間 
  

自 平成20年10月1日  
至 平成20年12月31日

増減率  
（％）

構成比 
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 70,896 56.5 59,422 57.6 △ 16.2

ロボット部門 32,912 26.2 30,815 29.9 △ 6.4

 ロボマシン部門 21,712 17.3 12,909 12.5 △ 40.5

合 計 125,520 100.0 103,146 100.0 △ 17.8

うち海外売上高 86,745 69.1 70,943 68.8 △ 18.2
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(ご参考)

前第3四半期に係る財務諸表等

四半期連結損益計算書（9ヶ月）  

前第3四半期連結累計期間

（自 平成19年4月 1日

   至 平成19年12月31日）

区分 金額(百万円) 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 352,231 100.0

Ⅱ 売上原価 162,191 46.0

売上総利益 190,040 54.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    44,113 12.6

営業利益 145,927 41.4

Ⅳ 営業外収益

 受取利息及び受取配当金 6,766

 持分法による投資利益 11,352

 雑収入 2,447 20,565 5.8 

Ⅴ 営業外費用

 雑損失 637 637 0.1

経常利益 165,855 47.1

Ⅵ 特別利益

 役員退職慰労引当金戻入益 1,901 1,901 0.5

  税金等調整前第3四半期(当期)
純利益

167,756 47.6

 法人税、住民税及び事業税 57,169

 法人税等調整額 5,204 62,373 17.6

 少数株主利益 4,414 1.3

 第3四半期(当期)純利益 100,969 28.7
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                             (単位：百万円） 

  四半期連結損益計算書(3ヶ月)

前第3四半期連結会計期間

科   目 自 平成19年10月 1日

至 平成19年12月31日

売上高 125,520

売上原価 57,118

売上総利益 68,402

販売費及び一般管理費    15,211

営業利益 53,191

営業外収益

 受取利息 及び 配当金 2,290

 持分法による投資利益 3,603 

 雑収入 646 

           計 6,539

営業外費用

 雑支出 118

           計 118

経常利益 59,612

税金等調整前第３四半期純利益 59,612

法人税等 21,719

少数株主利益 1,509

第３四半期純利益 36,384
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第3四半期連結累計期間

自 平成19年4月 1日

至 平成19年12月31日

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 167,756 

 減価償却費 8,950

 貸倒引当金の増減額 △ 60

 退職給付引当金の増減額 1,193

 受取利息及び受取配当金 △ 6,766

 持分法による投資利益 △ 11,352

 売上債権の増減額 △ 4,335

 棚卸資産の増減額 △ 2,631

 仕入債務の増減額 4,550

 その他 △ 6,049

 小   計 151,256

 利息及び配当金の受取額 7,687 

 法人税等の支払額 △ 71,595

 その他 2,756

  営業活動によるキャッシュ・フロー 90,104

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 △ 20,157

 投資有価証券の取得による支出 △ 138

 その他 △ 416 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 20,711

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 △ 864

 配当金の支払額 △ 35,482

 その他 △ 257

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 36,603

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 337

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 32,453

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 495,540

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 527,993
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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。 

  

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）   (単位:百万円) 

 
  

前第3四半期連結会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日）   (単位:百万円) 

 
  

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）   (単位:百万円) 

 

前第3四半期連結会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日）   (単位:百万円) 

セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

174,833 49,700 62,308 65,390 352,231 ─ 352,231

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

95,458 1,680 797 328 98,263 △ 98,263 ─

計 270,291 51,380 63,105 65,718 450,494 △ 98,263 352,231

  営業利益 112,406 5,454 11,258 16,134 145,252 675 145,927

日本 米州 欧州 アジア 計
消去 

又は全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

61,504 20,356 20,916 22,744 125,520 ─ 125,520

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

33,752 642 247 122 34,763 △ 34,763 ─

計 95,256 20,998 21,163 22,866 160,283 △ 34,763 125,520

  営業利益 40,966 2,050 3,962 5,612 52,590 601 53,191

【海外売上高】

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 60,123 63,399 117,304 2,002 242,828

Ⅱ 連結売上高 352,231

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.1 18.0 33.3 0.5 68.9

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 23,819 21,103 40,959 864 86,745

Ⅱ 連結売上高 125,520

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.0 16.8 32.6 0.7 69.1
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