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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第2四半期 28,415 △18.5 1,104 △68.7 1,250 △66.4 765 △70.7

2019年3月期第2四半期 34,855 △26.4 3,525 △39.3 3,723 △33.7 2,614 △34.1

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　724百万円 （△67.9％） 2019年3月期第2四半期　　2,254百万円 （△46.7％）

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

2020年3月期第2四半期 73.73 73.66

2019年3月期第2四半期 245.42 245.18

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年3月期第2四半期 81,240 46,040 56.0

2019年3月期 90,573 46,610 50.9

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 45,519百万円 2019年3月期 46,107百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年3月期 ― 0.00 ― 125.00 125.00

2020年3月期 ― 0.00

2020年3月期（予想） ― 40.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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
親会社株主に帰属する

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 △9.4 2,300 △63.2 2,200 △65.1 1,400 △69.8 133.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期2Q 10,756,090 株 2019年3月期 10,756,090 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 379,811 株 2019年3月期 379,774 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 10,376,280 株 2019年3月期2Q 10,652,627 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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等については、『添付資料』２ページ「当四半期決算に関する定性的情

報」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

当社は、2019年11月21日（木）に証券アナリスト、機関投資家、報道機関向け説明会を開催する予定です。

その四半期決算説明資料に関しましては、当社ウェブサイトに掲載予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済情勢は、米国におきましては、世界経済の減速

から外需が落ち込み、製造業の景況感が悪化しましたが、良好な雇用・所得環境を背景に内需は底堅く推移し、景

気を牽引しました。欧州におきましても、製造業の低迷が長期化したものの、個人消費が景気を下支えしました。

中国におきましては、米国の関税引き上げにより外需が低迷し、内需の回復にも遅れが見られるなど、景気は減速

感を強めました。わが国におきましては、輸出が伸び悩んだものの、良好な企業収益から設備投資は増加基調を維

持しました。また、雇用情勢の改善により個人消費も堅調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調が続きまし

た。一方で、米中貿易摩擦の長期化や英国のEU離脱問題など、先行きは依然として不透明感を払拭できない状況が

続いております。

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、成長市場・分野における事業拡大に向けて、グルー

プ各社と連携しながら積極的な営業活動を展開し、内製化の拡大やグローバルな生産体制の整備など、コスト競争

力の強化に全力で取組んでまいりましたが、世界経済の減速を背景に顧客の設備投資に対する抑制の動きが強まっ

たことで、予定しておりました案件の受注が遅れるなど、売上高は前年同期を下回る水準で推移しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は284億15百万円（前年同期比18.5%減）となり、営業利益

は11億４百万円（前年同期比68.7%減）、経常利益は12億50百万円（前年同期比66.4%減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は７億65百万円（前年同期比70.7%減）となりました。 

 

事業部門別の営業概況は、以下のとおりであります。

①自動車関連生産設備事業

 自動車関連生産設備事業におきましては、自動車の電動化に伴う電子部品の需要拡大を背景に自動車部品メ

ーカー向け案件の売上高が堅調に推移しましたが、内燃系パワートレイン関連の売上時期が谷間にあったこと

などにより、売上高は低調に推移しました。この結果、売上高は102億24百万円（前年同期比15.6%減）となり

ました。 

②半導体関連生産設備事業 

 半導体関連生産設備事業におきましては、半導体メモリーへの設備投資の抑制により、シリコンウェーハ搬

送設備の売上高が伸び悩みました。また、有機EL関連につきましては、低調な投資環境の中でも、受注を獲得

しておりますが、売上高は前年同期を下回りました。この結果、売上高は111億２百万円（前年同期比22.5%

減）となりました。 

③家電関連およびその他生産設備事業 

 家電関連およびその他生産設備事業におきましては、白物家電関連やタイヤ関連などの生産設備需要が一服

したことに加え、一部案件で売上時期が当初計画から延期となったことで、売上高は低調に推移しました。こ

の結果、売上高は56億10百万円（前年同期比25.8%減）となりました。 

 

セグメントの状況は以下のとおりであります。 

①日本

 日本におきましては、IT需要の低迷を背景に半導体関連生産設備の売上高が減少したことに加え、家電関連

の設備投資に一服感が見られたことなどにより、売上高が前年同期を下回りました。この結果、売上高は233

億48百万円（前年同期比17.7%減）、営業利益は10億52百万円（前年同期比68.6%減）となりました。 

②アジア 

 アジアにおきましては、中国の景気減速による影響が懸念されるものの、足元では、自動車関連生産設備が

堅調に推移し、売上高は30億75百万円（前年同期比1.0%増）となりました。利益面では、量産体制の整備など

生産効率の改善による原価低減に努めました。この結果、営業利益は６億68百万円（前年同期比36.5%増）と

なりました。 

③北米 

 北米におきましては、自動車メーカーによる設備投資への手控えが継続したことで、売上高、利益ともに厳

しい状況で推移しました。この結果、売上高は17億81百万円（前年同期比43.9%減）、営業損失は４億67百万

円（前年同期は３億44百万円の営業損失）となりました。 

④欧州 

 欧州におきましては、外需の減速を背景に製造業の低迷が長期化したことで、自動車関連を中心に売上高が

低調に推移しました。この結果、売上高は２億10百万円（前年同期比15.6%減）、営業損失は83百万円（前年

同期は13百万円の営業損失）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて93億33百万円減少し、812億40百万

円となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金の減少106億89百万円、仕掛品の増加15億55百万円、退職

給付に係る資産の増加４億28百万円であります。

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて87億62百万円減少し、352億円となりました。その主な内訳

は、支払手形及び買掛金の減少23億25百万円、電子記録債務の減少22億25百万円、短期借入金の減少13億44百万

円、１年内返済予定の長期借入金の減少48億45百万円、長期借入金の増加30億16百万円であります。 

（純資産） 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて５億70百万円減少し、460億40百万円となりました。その主

な内訳は、利益剰余金の減少５億32百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の50.9％から

56.0％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 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残高は、前連結会計年度末に比べて２億72百万円増

加し、116億10百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億47百万円に対し、売上債権の減少106億

54百万円、たな卸資産の増加15億50百万円、仕入債務の減少40億95百万円等により、54億15百万円の収入（前年

同期は42億85百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出４億20百万円等により、４億76百万円

の支出（前年同期は48百万円の収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出13億35百万円、長期借入れによる収入43

億円、長期借入金の返済による支出61億29百万円、配当金の支払額12億96百万円等により、45億23百万円の支出

（前年同期は30億29百万円の支出）となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月10日に開示しました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2019年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 11,337,964 11,610,592 

受取手形及び売掛金 37,978,898 27,289,261 

電子記録債権 5,984,270 5,755,039 

商品及び製品 63,121 91,614 

仕掛品 6,328,798 7,884,275 

原材料及び貯蔵品 1,360,795 1,187,565 

その他 1,269,537 1,431,714 

貸倒引当金 △1,942 △2,548 

流動資産合計 64,321,444 55,247,515 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 7,007,350 6,804,109 

機械装置及び運搬具（純額） 1,596,264 1,494,023 

工具、器具及び備品（純額） 595,842 593,929 

土地 9,747,111 9,737,694 

建設仮勘定 1,390,389 1,380,184 

有形固定資産合計 20,336,959 20,009,941 

無形固定資産    

借地権 25,781 25,781 

ソフトウエア 636,660 547,999 

その他 14,274 14,274 

無形固定資産合計 676,717 588,055 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,127,675 2,140,710 

破産更生債権等 36,946 37,532 

退職給付に係る資産 1,463,311 1,891,426 

繰延税金資産 1,093,356 842,746 

その他 857,097 774,529 

貸倒引当金 △339,782 △291,929 

投資その他の資産合計 5,238,606 5,395,016 

固定資産合計 26,252,282 25,993,012 

資産合計 90,573,727 81,240,528 

 

- 4 -

平田機工㈱（6258）　2020年3月期　第２四半期決算短信



 

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2019年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,841,682 4,516,412 

電子記録債務 8,779,855 6,554,696 

短期借入金 6,344,535 5,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 7,796,708 2,951,208 

未払金 948,106 521,096 

未払費用 2,717,022 2,142,711 

未払法人税等 532,849 321,378 

前受金 1,482,305 2,088,829 

賞与引当金 68,528 29,847 

役員賞与引当金 114,432 - 

製品保証引当金 262,045 191,798 

工事損失引当金 118,136 270,137 

その他 712,610 443,141 

流動負債合計 36,718,818 25,031,257 

固定負債    

長期借入金 4,721,108 7,737,504 

繰延税金負債 86,170 64,013 

再評価に係る繰延税金負債 2,078,009 2,078,009 

その他 359,171 289,738 

固定負債合計 7,244,460 10,169,265 

負債合計 43,963,278 35,200,523 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,633,962 2,633,962 

資本剰余金 14,300,255 14,300,255 

利益剰余金 27,313,351 26,781,286 

自己株式 △2,495,228 △2,495,516 

株主資本合計 41,752,340 41,219,987 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 527,214 535,981 

繰延ヘッジ損益 13,017 29,338 

土地再評価差額金 4,544,801 4,544,801 

為替換算調整勘定 329,173 143,477 

退職給付に係る調整累計額 △1,059,082 △954,066 

その他の包括利益累計額合計 4,355,123 4,299,533 

新株予約権 97,675 109,906 

非支配株主持分 405,308 410,577 

純資産合計 46,610,448 46,040,004 

負債純資産合計 90,573,727 81,240,528 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年９月30日) 

売上高 34,855,803 28,415,956 

売上原価 26,781,565 22,919,057 

売上総利益 8,074,238 5,496,899 

販売費及び一般管理費 4,549,207 4,392,550 

営業利益 3,525,030 1,104,348 

営業外収益    

受取利息 5,128 2,215 

受取配当金 27,781 27,209 

受取和解金 273,609 8,975 

助成金収入 - 107,413 

原材料等売却益 12,318 8,198 

その他 30,899 36,189 

営業外収益合計 349,736 190,201 

営業外費用    

支払利息 48,647 29,801 

為替差損 85,693 1,909 

その他 17,318 12,214 

営業外費用合計 151,659 43,924 

経常利益 3,723,107 1,250,625 

特別利益    

固定資産売却益 8,692 9,471 

特別利益合計 8,692 9,471 

特別損失    

固定資産除却損 982 10,478 

固定資産売却損 - 2,172 

特別損失合計 982 12,651 

税金等調整前四半期純利益 3,730,818 1,247,444 

法人税等 1,104,484 469,654 

四半期純利益 2,626,333 777,790 

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,967 12,717 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,614,366 765,072 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年９月30日) 

四半期純利益 2,626,333 777,790 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △162,345 8,767 

繰延ヘッジ損益 △72,512 16,321 

為替換算調整勘定 △222,458 △182,753 

退職給付に係る調整額 85,433 104,433 

その他の包括利益合計 △371,883 △53,231 

四半期包括利益 2,254,450 724,559 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,248,957 709,482 

非支配株主に係る四半期包括利益 5,492 15,076 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019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 3,730,818 1,247,444 

減価償却費 571,382 600,938 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,991 △47,193 

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,576 △36,953 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △145,749 △114,432 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △12,704 △66,182 

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） △193,045 △277,804 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △8,054 152,066 

受取利息及び受取配当金 △32,909 △29,425 

支払利息 48,647 29,801 

為替差損益（△は益） 78,546 3,845 

固定資産売却損益（△は益） △8,692 △7,298 

固定資産除却損 982 10,478 

売上債権の増減額（△は増加） 5,411,346 10,654,485 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,098,897 △1,550,911 

仕入債務の増減額（△は減少） 148,531 △4,095,451 

未払費用の増減額（△は減少） △531,213 △568,170 

前受金の増減額（△は減少） 126,125 710,225 

その他 △773,618 △704,197 

小計 5,290,909 5,911,264 

利息及び配当金の受取額 33,077 30,066 

利息の支払額 △42,360 △29,586 

法人税等の支払額 △996,223 △496,191 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,285,402 5,415,553 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △423 △425 

有形固定資産の取得による支出 △1,875,694 △420,873 

有形固定資産の売却による収入 22,032 15,131 

無形固定資産の取得による支出 △53,417 △74,721 

定期預金の払戻による収入 2,000,000 － 

定期預金の預入による支出 △44,582 － 

従業員に対する長期貸付けによる支出 △3,000 － 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 3,737 4,162 

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,652 △476,725 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △655,225 △1,335,260 

長期借入れによる収入 2,500,000 4,300,000 

長期借入金の返済による支出 △2,110,404 △6,129,104 

自己株式の取得による支出 △1,352,461 △287 

配当金の支払額 △1,334,521 △1,296,538 

非支配株主への配当金の支払額 － △9,808 

その他 △76,709 △52,154 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,029,321 △4,523,154 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122,563 △143,045 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,182,170 272,628 

現金及び現金同等物の期首残高 8,923,820 11,337,964 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,105,990 11,610,592 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（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。 

 

（会計方針の変更）

当社グループの一部の海外連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）第16号

「リース」を適用しております。これにより、原則として全ての借手としてのリースを連結貸借対照表に資産と負

債として計上する方法に変更しております。

当該会計基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始

日に認識する方法を採用しております。

なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 
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（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：千円） 

  日本 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 28,386,985 3,044,035 3,175,662 249,120 34,855,803 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,289,816 343,691 161,091 36,021 1,830,620 

計 29,676,801 3,387,727 3,336,753 285,141 36,686,424 

セグメント利益又は損失（△） 3,354,877 490,159 △344,310 △13,013 3,487,713 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 3,487,713

棚卸資産の調整額 36,425

その他の調整額 892

四半期連結損益計算書の営業利益 3,525,030
 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：千円） 

  日本 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 23,348,535 3,075,425 1,781,663 210,332 28,415,956 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
718,332 323,075 287,045 24,495 1,352,949 

計 24,066,867 3,398,501 2,068,709 234,828 29,768,906 

セグメント利益又は損失（△） 1,052,951 668,957 △467,231 △83,913 1,170,763 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,170,763

棚卸資産の調整額 △67,118

その他の調整額 702

四半期連結損益計算書の営業利益 1,104,348
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３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

  至 2019年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 24,434,548 78.6

アジア 3,332,038 105.5

北米 2,250,529 78.9

欧州 438,416 106.1

合計 30,455,532 81.2

 

当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

当第２四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

  至 2019年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 11,425,365 86.6

半導体関連生産設備事業 11,437,059 77.6

家電関連およびその他生産設備事業 6,117,510 71.1

その他 1,475,598 156.3

合計 30,455,532 81.2

（注）１．金額は、販売価格及び製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

 ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(２)受注状況

当第２四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

日本 25,868,992 109.8 23,143,434 83.3

アジア 3,611,570 141.2 4,860,661 92.7

北米 2,064,814 63.7 4,106,779 72.5

欧州 129,016 4.1 733,789 21.1

合計 31,674,394 97.4 32,844,664 77.9

 

当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

自動車関連生産設備事業 11,232,227 63.2 15,759,361 68.2

半導体関連生産設備事業 13,323,614 171.6 10,321,088 110.6

家電関連およびその他生産設備事業 5,522,433 94.1 6,032,868 66.4

その他 1,596,118 142.5 731,346 117.4

合計 31,674,394 97.4 32,844,664 77.9

（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(３)販売実績

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

  至 2019年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 23,348,535 82.3

アジア 3,075,425 101.0

北米 1,781,663 56.1

欧州 210,332 84.4

合計 28,415,956 81.5

 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

当第２四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

  至 2019年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 10,224,324 84.4

半導体関連生産設備事業 11,102,482 77.5

家電関連およびその他生産設備事業 5,610,692 74.2

その他 1,478,456 175.3

合計 28,415,956 81.5

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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