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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は記載しておりません。  
※21年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率については、前年同四半期とは適用される会計基準が異なることから「－」としております。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 8,987 △36.2 21 △98.7 193 △89.9 △16 ―

21年3月期第1四半期 14,079 ― 1,713 ― 1,922 ― 1,136 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.53 ―

21年3月期第1四半期 41.42 ―

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

22年3月期第1四半期 56,532 47,717 83.1 1,471.65
21年3月期 57,385 47,676 81.8 1,470.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  46,969百万円 21年3月期  46,940百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 12.00 22.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

19,900 △30.2 600 △80.9 800 △76.3 350 △80.5 10.97

通期 45,000 △12.5 2,000 △51.3 2,200 △43.8 1,170 △28.7 36.66
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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  
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。 

(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） 

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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３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。 
２．当社は平成20年10月１日をもって株式分割（１株につき1.2株の割合で分割）を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出した場
合の21年3月期第１四半期における１株当たり四半期純利益は34.52円であります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期  33,917,088株 21年3月期  33,917,088株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,001,058株 21年3月期  2,000,750株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  31,916,204株 21年3月期第1四半期  27,436,228株
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当第１四半期連結累計期間における国内景気は、昨年下期からの急激な下降状態から底打ちの兆しが見えてきまし

たが、輸出は中国向け等が好調であったものの欧米向けは弱含みとなり、また、設備投資も企業業績が悪化するなか

慎重姿勢が強まるなど、総じて厳しい状況が継続いたしました。 

このような環境下にあって、当企業グループの業績は、軸受機器事業につきましては、対前年同四半期比では大幅

な減収減益となりましたが、新規受注の獲得に向けた積極的な営業活動と、徹底した原価低減活動による固定費の圧

縮に努めた結果、直前の四半期と比べて売上は微増ながら利益は大きく改善いたしました。構造機器事業につきまし

ては、公共事業投資の縮減等厳しい事業環境が続くなか、免震ゴム支承や制振装置の受注獲得に努めるとともに、

種々の原価低減策を講じた結果、売上は一部工期の遅れにより減少したものの、利益は概ね前年同四半期並みを確保

することができました。建築機器事業につきましては、主力のウィンドーオペレーターの新規需要と住宅向け機器は

低迷しましたが、リニューアル市場の開拓や、エコシリーズ製品の受注増が寄与したため、売上は減少しましたもの

の、利益は前年同四半期並みを確保いたしました。 

これらの結果、グループ全体での売上高は89億8千7百万円（前年同四半期比36.2％減）、営業利益は2千1百万円

（前年同四半期比98.7％減）、経常利益は1億9千3百万円（前年同四半期比89.9％減）、四半期純損失は1千6百万円

（前年同四半期は四半期純利益11億3千6百万円）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は8億5千3百万円減少し、純資産が4千1百万円増加した結果、自己資本比率は前連

結会計年度末より1.3ポイント増加し83.1％となりました。増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が

16億6千8百万円減少、有価証券が5億1百万円増加、仕掛品が6億8千9百万円増加しております。固定資産では投資有

価証券が5億8千1百万円増加しております。 

負債は8億9千4百万円減少しております。主なものは、流動負債で支払手形及び買掛金の6億8千3百万円減少、賞与

引当金の4億5千9百万円減少などであります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローは11億6千2百万円の収入となっております。内訳の主なものは、増加要因とし

ては税金等調整前四半期純利益1億7百万円、減価償却費5億3千8百万円、売上債権の減少額17億2千4百万円等であ

り、一方減少要因としてはたな卸資産の増加額3億1百万円、仕入債務の減少額6億8千8百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは10億1千3百万円の支出となっております。これは主に有価証券の取得による

支出5億円、有形固定資産の取得による支出5億円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは6億3百万円の支出となっております。これは主に配当金の支払5億8千9百万

円等によるものであります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて3億8千7百万

円減少し、75億3千8百万円となりました。 

今後につきましては、当面、軸受機器事業は、特に国内および欧米において厳しい状況が継続すると思われます

が、中国をはじめとした新興国需要の開拓、新製品の投入と徹底したコストダウンにより、売上と利益の維持向上に

努めてまいります。 

構造機器事業におきましては、建築分野の受注は引き続き厳しい環境ではありますが、橋梁分野の受注は堅調に推

移するものと予測され、全体としては計画どおりの売上を見込んでおります。利益面につきましては、原価低減活動

により利益の確保に努めます。 

建築機器事業は、ビル向けウィンドーオペレーターの新規需要は引き続き厳しい環境が続くものと思われますが、

エコシリーズ製品およびリニューアル市場については、新規受注の獲得による売上の増加が見込まれます。一方、利

益面につきましては、徹底した原価低減策を講じてまいります。 

これらの結果、グループ全体での売上高は450億円、経常利益は22億円を予想しております。 

なお、第２四半期連結累計期間（連結）および、第２四半期累計期間（個別）につきましては、第１四半期の業績

および最近の動向を勘案し、平成21年5月7日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。内容につきまして

は、本日（平成21年7月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

①簡便な会計処理 

・原価差異の配賦方法 

標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異のたな卸資産と売上原価への配賦を年

度決算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

・在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更 

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、為替相場

の一時的な変動による期間損益への影響を平準化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に反映させるた

め、期中平均相場による換算方法に変更しております。 

これにより、売上高は58百万円減少、営業利益は5百万円増加、経常利益は3百万円増加、税金等調整前四半期

純利益は3百万円増加しております 

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。 

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,775 7,163

受取手形及び売掛金 12,601 14,269

有価証券 1,783 1,282

商品及び製品 2,001 2,284

仕掛品 2,689 2,000

原材料及び貯蔵品 1,390 1,440

その他 1,229 1,276

貸倒引当金 △72 △79

流動資産合計 28,399 29,638

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,268 6,949

機械及び装置（純額） 4,424 4,450

土地 3,614 3,605

その他（純額） 1,255 1,527

有形固定資産合計 16,563 16,533

無形固定資産 286 287

投資その他の資産   

投資有価証券 6,343 5,761

その他 5,465 5,689

貸倒引当金 △525 △524

投資その他の資産合計 11,282 10,926

固定資産合計 28,133 27,747

資産合計 56,532 57,385
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,104 4,787

短期借入金 0 0

未払法人税等 365 385

賞与引当金 372 832

役員賞与引当金 29 95

その他 1,721 1,443

流動負債合計 6,594 7,544

固定負債   

長期借入金 1 1

退職給付引当金 1,248 1,212

役員退職慰労引当金 89 83

負ののれん 15 16

その他 866 851

固定負債合計 2,220 2,164

負債合計 8,814 9,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,585 8,585

資本剰余金 9,474 9,474

利益剰余金 31,314 31,969

自己株式 △2,727 △2,727

株主資本合計 46,645 47,301

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 612 174

為替換算調整勘定 △289 △535

評価・換算差額等合計 323 △361

少数株主持分 748 735

純資産合計 47,717 47,676

負債純資産合計 56,532 57,385
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,079 8,987

売上原価 9,067 6,165

売上総利益 5,011 2,821

販売費及び一般管理費 3,298 2,799

営業利益 1,713 21

営業外収益   

受取利息 36 13

受取配当金 59 30

為替差益 61 40

受取ロイヤリティー 21 －

助成金収入 － 34

その他 45 63

営業外収益合計 224 183

営業外費用   

支払利息 0 2

売上割引 5 3

その他 9 5

営業外費用合計 15 11

経常利益 1,922 193

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10 8

特別利益合計 10 8

特別損失   

固定資産処分損 18 0

投資有価証券評価損 － 92

特別損失合計 18 93

税金等調整前四半期純利益 1,915 107

法人税等 748 126

少数株主利益又は少数株主損失（△） 30 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,136 △16
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,915 107

減価償却費 535 538

負ののれん償却額 △0 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68 34

受取利息及び受取配当金 △95 △44

支払利息 0 2

固定資産処分損益（△は益） 18 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 92

売上債権の増減額（△は増加） 630 1,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △5 △301

仕入債務の増減額（△は減少） △493 △688

その他 △281 △256

小計 2,372 1,201

利息及び配当金の受取額 101 49

利息の支払額 △0 △2

法人税等の支払額 △1,759 △85

営業活動によるキャッシュ・フロー 713 1,162

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △500

有形固定資産の取得による支出 △851 △500

有形固定資産の売却による収入 △0 4

投資有価証券の取得による支出 △184 △3

投資有価証券の売却による収入 153 2

貸付金の回収による収入 0 1

その他 2 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △879 △1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △805 △589

少数株主への配当金の支払額 △19 △7

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △826 △603

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142 66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,134 △387

現金及び現金同等物の期首残高 7,298 7,925

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,163 7,538
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該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「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、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、軸受機器

で73百万円、構造機器で14百万円、建築機器で3百万円、その他で3百万円それぞれ減少しております。 

当第１四半期連結累計期間 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）に記載のとおり、在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会

社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換

算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、軸受機器において売上高が58

百万円、営業損失が5百万円それぞれ減少しております。なお、構造機器、建築機器及びその他に与える影

響はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
軸受機器
（百万円）

構造機器
（百万円）

建築機器
（百万円）

その他
（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  9,377  2,774  1,402  524  14,079  －  14,079

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2  －  0  11  13  (△13)  －

計  9,379  2,774  1,402  535  14,092  (△13)  14,079

営業利益  1,447  190  48  26  1,713  －  1,713

  
軸受機器
（百万円）

構造機器
（百万円）

建築機器
（百万円）

その他
（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  5,317  2,039  1,259  370  8,987  －  8,987

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2  －  0  52  54  (△54)  －

計  5,320  2,039  1,259  423  9,042  (△54)  8,987

営業利益又は損失（△）  △153  136  42  △3  21  －  21
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前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他と表示しておりましたが、前第１四半期連結累計期間より金額的重要性

が増したため分けて表示しております。 

４．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「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、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で95

百万円減少しております。  

当第１四半期連結累計期間 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）に記載のとおり、在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会

社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換

算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、北米において売上高が24百万

円、営業損失が4百万円、欧州において売上高が18百万円、営業損失が2百万円、アジアにおいて売上高が14

百万円、営業利益が1百万円それぞれ減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（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  11,949  952  592  584  14,079  －  14,079

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 798  27  2  33  861  (△861)  －

計  12,747  979  595  618  14,941  (△861)  14,079

営業利益  1,369  90  118  134  1,713  －  1,713

  
日本 

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（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  7,848  519  288  330  8,987  －  8,987

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 328  5  0  31  365  (△365)  －

計  8,176  524  289  362  9,352  (△365)  8,987

営業利益又は損失（△）  110  △84  △28  25  21  －  21

オイレス工業(株)（6282）平成22年３月期 第１四半期決算短信

－ 10 －



前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

その他：上記区分以外 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他に含めて表示しておりましたが、前第１四半期連結累計期間より金額的

重要性が増したため分けて表示しております。 

４．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。 

５．会計処理の方法の変更 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）に記載のとおり、在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会

社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換

算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上高が北米において23百万

円、欧州において18百万円、アジアにおいて14百万円、その他において0百万円それぞれ減少しておりま

す。 

該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  969  741  975  10  2,696

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  14,079

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.9  5.3  6.9  0.1  19.2

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  515  442  723  11  1,693

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  8,987

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.7  4.9  8.1  0.1  18.8

（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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受注及び販売の状況 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

前第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） 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

６．その他の情報

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  2,077  24.1  5,389  54.9  5,317  59.2  2,148  22.7

構造機器  5,205  60.3  2,962  30.2  2,039  22.7  6,129  64.8

建築機器  998  11.6  1,157  11.8  1,259  14.0  896  9.5

その他  344  4.0  309  3.2  370  4.1  283  3.0

合計  8,625  100.0  9,819  100.0  8,987  100.0  9,458  100.0

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  3,448  34.6  9,453  61.8  9,377  66.6  3,523  31.5

構造機器  5,445  54.6  3,669  24.0  2,774  19.7  6,339  56.7

建築機器  651  6.5  1,557  10.2  1,402  10.0  805  7.2

その他  427  4.3  613  4.0  524  3.7  516  4.6

合計  9,972  100.0  15,293  100.0  14,079  100.0  11,185  100.0

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  3,448  34.6  29,555  59.0  30,925  60.1  2,077  24.1

構造機器  5,445  54.6  11,926  23.8  12,165  23.7  5,205  60.3

建築機器  651  6.5  6,601  13.2  6,254  12.2  998  11.6

その他  427  4.3  1,985  4.0  2,069  4.0  344  4.0

合計  9,972  100.0  50,068  100.0  51,414  100.0  8,625  100.0
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