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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 64,455 ― 9,145 ― 9,834 ― 2,473 ―

20年3月期第3四半期 83,262 4.4 17,901 24.0 18,036 22.6 10,987 23.0

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 50.59 ―

20年3月期第3四半期 224.73 ―

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 126,565 99,445 78.6 2,034.24
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3四半期  99,445百万円 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  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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 30.00

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 70,000 △34.4 4,500 △79.5 5,400 △75.3 △1,000 ― △20.46

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11月11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3四半期  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3四半期  26,199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3四半期  48,886,918株 20年3月期第3四半期  48,889,836株
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（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 64,000 △35.7 3,800 △80.8 3,800 △80.2 △1,700 － △34.77 

 (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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当第３四半期連結累計期間においては、米国の金融危機に端を発した金融市場の混乱が全世界の実体経済に急速に

波及し、景気は後退局面に入り、経営環境は一層厳しさを増してまいりました。 

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、需要回復期において確実に業績拡大を図るべ

く、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 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比

％減）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％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・薄型テレビ等の製品需要の大幅な減少を受け、主要顧客である大手携帯電話メーカ

ー・大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）等の設備投資計画の凍結等の影響により、受注が急速に減少した結果、売

上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％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急激な設備投資抑制に加え、当グループの主要顧客である自動車業界の大幅な生産調

整により設備投資需要が減少した結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業損益は 百万円の

損失（前年同期：営業損失 百万円）となりました。 

（文中の前年同期比増減率及び前年同期の金額については参考として記載しております。） 

  

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 

64,455 22.6 9,145

48.9 9,834 45.5 2,473 77.5

53,502 24.1 12,340 37.4

10,402 13.6 1,659

488

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、売掛金の減少等により前連結会計年度末と比較し 百万円減の

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

百万円減の 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３四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・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの増加の合計が投資活動によるキャッシュ・フローの減

少を上まわり、前連結会計年度末と比較して 百万円増の 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 百万円となりました。

これは主に、売上債権の減少、税金等調整前四半期純利益等のプラス要因が、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 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、財務活動の結果得られた資金は 百万円となりました。

これは主に社債の発行によるものであります。 

7,831

126,565 5,170

27,120

2,869 46,126

5,906

4,279

2,378

富士機械製造㈱ (6134) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－3－



今後の経営環境は、世界的な金融危機が全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼしており、国内外経済の先行きは厳

しい状況が見込まれます。 

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携帯電話メーカー・大手ＥＭＳ（電子機

器受託生産企業）等の最終製品需要の大幅な減少を背景とした設備投資の凍結や延期により、業況は引き続き低調に推

移するものと想定されます。また、工作機械事業は、主要顧客である自動車業界の大幅な生産調整により設備投資は

低調に推移するものと想定されます。加えて、第３四半期における投資有価証券評価損 百万円の計上もあり、

通期の業績予想を次のように修正いたします。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

1,856

  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 

 83,000

 百万円

 8,600

 百万円

 8,800

 百万円 

 4,800

 円 銭

 98.19

 今回発表予想(Ｂ)  70,000  4,500  5,400  △1,000  △20.46

 増減額(Ｂ－Ａ)  △13,000  △4,100  △3,400  △5,800 ― 

 増減率(％)  △15.7  △47.7  △38.6 ― ― 

 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） 

（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 

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３四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592百万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 31,203 33,964

受取手形及び売掛金 14,205 25,234

有価証券 15,800 10,000

製品 4,263 5,005

原材料 18,412 14,988

仕掛品 7,870 7,454

その他のたな卸資産 145 154

その他 4,005 5,413

貸倒引当金 △9 △14

流動資産合計 95,898 102,200

固定資産   

有形固定資産 17,642 16,860

無形固定資産 1,955 1,550

投資その他の資産   

投資有価証券 9,255 12,734

その他 1,815 1,051

投資その他の資産合計 11,070 13,785

固定資産合計 30,667 32,196

資産合計 126,565 134,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,619 4,413

1年内返済予定の長期借入金 4,023 5,114

未払法人税等 185 5,905

製品保証引当金 1,713 1,960

その他 5,064 6,859

流動負債合計 12,604 24,254

固定負債   

社債 12,000 5,000

長期借入金 1,500 3,000

退職給付引当金 1,015 36

その他 0 －

固定負債合計 14,515 8,036

負債合計 27,120 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 89,949 89,431

自己株式 △41 △37

株主資本合計 101,200 100,687

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △400 1,247

為替換算調整勘定 △1,354 171

評価・換算差額等合計 △1,755 1,418

純資産合計 99,445 102,106

負債純資産合計 126,565 134,396
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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 64,455

売上原価 42,247

売上総利益 22,208

販売費及び一般管理費 13,062

営業利益 9,145

営業外収益  

受取利息 299

受取配当金 231

受取賃貸料 229

為替差益 164

雑収入 86

営業外収益合計 1,012

営業外費用  

支払利息 113

社債発行費 143

支払手数料 59

雑支出 6

営業外費用合計 323

経常利益 9,834

特別利益  

固定資産処分益 43

特別利益合計 43

特別損失  

固定資産処分損 277

投資有価証券評価損 1,856

その他 4

特別損失合計 2,137

税金等調整前四半期純利益 7,739

法人税、住民税及び事業税 2,881

法人税等調整額 2,385

法人税等合計 5,266

四半期純利益 2,473
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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 7,739

減価償却費 1,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,092

受取利息及び受取配当金 △530

支払利息 113

固定資産処分損益（△は益） 233

投資有価証券評価損益（△は益） 1,856

売上債権の増減額（△は増加） 10,749

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,449

仕入債務の増減額（△は減少） △2,537

未収消費税等の増減額（△は増加） 256

その他 △1,896

小計 15,537

利息及び配当金の受取額 530

利息の支払額 △116

法人税等の支払額 △10,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,906

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 △3,370

有形及び無形固定資産の売却による収入 77

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 △317

定期預金の払戻による収入 146

その他 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,279

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 △2,581

社債の発行による収入 6,855

配当金の支払額 △1,891

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,869

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 46,126
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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。   

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （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３四半期連結累計期間の「電子部品組立機事業」の営業利益が 百万円減少し、「工作

機械事業」の営業損失が 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。 

  
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 

 53,502  10,402  549  64,455     ―  64,455

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高  0     ―  1,154  1,154  (1,154)     ― 

計  53,503  10,402  1,704  65,610  (1,154)  64,455

営業利益又は営業損失(△)  12,340  △1,659  121  10,802  (1,656)  9,145

93

498
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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） 

 （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３四半期連結累計期間の営業利益が、「日本」 百万円、「北アメリカ」 百万円、

「ヨーロッパ」 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。 

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） 

 （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。 

b.所在地別セグメント情報 

  
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 

 48,911  10,367  5,099  76  64,455     ―  64,455

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高  10,691  19  35  101  10,848  (10,848)     ― 

計  59,602  10,386  5,135  178  75,303  (10,848)  64,455

営業利益  9,572  97  627  3  10,300  (1,154)  9,145

500 74

18

c.海外売上高 

  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)  11,251  9,085  28,058  2,436  50,832

Ⅱ 連結売上高(百万円)            64,455

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合(％)  17.5  14.1  43.5  3.8    78.9

（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。 

富士機械製造㈱ (6134) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－9－



「参考資料」  

前年同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）  

金額（百万円）
百分比

 （％） 

Ⅰ 売上高  83,262  100.0

Ⅱ 売上原価  51,671  62.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,688  16.4

営業利益  17,901  21.5

Ⅳ 営業外収益  686      

Ⅴ 営業外費用  551      

経常利益  18,036  21.7

Ⅵ 特別利益  91      

Ⅶ 特別損失  270      

税金等調整前四半期純利益  17,857  21.4

税金費用  6,870      

四半期純利益  10,987  13.2
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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      

税金等調整前四半期純利益  17,857

減価償却費  2,415

売上債権の増加額  △478

たな卸資産の減少額  4,413

仕入債務の増加額  1,622

法人税等の支払額 △8,122

その他  914

営業活動によるキャッシュ・フロー  18,623

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 △1,065

有形及び無形固定資産の売却による収入  316

投資有価証券の取得による支出  △1,452

その他 △211

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,413

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 △1,088

配当金の支払額 △1,514

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △296

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  13,304

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  45,549
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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） 

 （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）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

  
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 

 70,473  12,038  751  83,262 ―  83,262

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高  0 ―  1,082  1,082  (1,082) ― 

計  70,473  12,038  1,833  84,344  (1,082)  83,262

営業利益又は営業損失(△)  19,729  △488  80  19,321  (1,419)  17,901

b.所在地別セグメント情報 

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） 

 （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  

  
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  65,388  12,166  5,665  42  83,262 ―  83,262

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高  14,268  28  78 ―  14,374  (14,374) ― 

計  79,656  12,195  5,743  42  97,637  (14,374)  83,262

営業利益又は営業損失(△)  18,470  659  601  △11  19,719  (1,818)  17,901
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（４）受注及び販売の状況 

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） 

  

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 71,113 84.2 70,473 84.6 8,364 47.4 

工作機械 12,722 15.1 12,038 14.5 9,216 52.3 

その他 605 0.7 751 0.9 54 0.3 

合計 84,441 100.0 83,262 100.0 17,635 100.0 

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 44,364 87.1 53,502 83.0 2,071 37.7 

工作機械 5,914 11.6 10,402 16.1 3,254 59.2 

その他 638 1.3 549 0.9 168 3.1 

合計 50,917 100.0 64,455 100.0 5,494 100.0 

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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