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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６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)

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に
帰属する四半期利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 47,683 △26.5 8,679 83.5 9,936 99.3 6,431 72.9 6,424 75.8
2020年３月期第１四半期 64,870 △3.7 4,731 △21.6 4,986 △27.5 3,719 △24.3 3,655 △24.6

(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 7,786百万円 ( －％) 2020年３月期第１四半期 △2,029百万円 ( －％)

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第１四半期 18.48 －

2020年３月期第１四半期 10.25 10.25
　

　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 548,807 433,992 430,487 78.4

2020年３月期 558,595 434,549 431,091 77.2
　

　　

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

2020年３月期 － 24.00 － 24.00 48.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 15.00 － 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上収益 営業利益
親会社の所有者に帰属

する当期利益
基本的１株当たり当期

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 225,000 △29.7 6,000 △82.7 3,000 △87.2 8.63
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　 除外 １社 (社名) 株式会社アマダ

（注）当社は、2019年12月12日付で締結した合併契約に基づき、2020年４月１日付で当社の完全子会社であっ

た株式会社アマダを吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。また、同日付で、当社は株

式会社アマダホールディングスから株式会社アマダに商号変更しております。

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 無

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
　

　

（３）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) 2021年３月期１Ｑ 359,115,217株 2020年３月期 359,115,217株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 11,449,613株 2020年３月期 11,449,424株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期１Ｑ 347,665,711株 2020年３月期１Ｑ 356,611,257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
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。
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世界全体で経済活動が停

滞し、マイナス成長に陥ったことで設備投資も大幅に減少しました。このような経済環境のもと、当社グループで

は、感染拡大防止策の徹底による従業員及びその家族、お客様の健康と安全を確保しつつ、各種経費の削減や設備

投資計画の見直しによる収益体質の強化を推進しております。

当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は次のとおりです。

受注高
売上収益

営業利益
親会社の所有者
に帰属する
四半期利益国内 海外 合計

当第１四半期連結累計期間
（百万円）

46,526 19,008 28,674 47,683 8,679 6,424

前第１四半期連結累計期間
（百万円）

67,320 25,688 39,181 64,870 4,731 3,655

増減率 △30.9％ △26.0％ △26.8％ △26.5％ 83.5％ 75.8％

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、受注高46,526百万円（前年同期比30.9％減）、売上収益47,683百万円

（前年同期比26.5％減）となりました。売上収益の内訳は、国内19,008百万円（前年同期比26.0％減）、海外

28,674百万円（前年同期比26.8％減）となりました。

　損益面につきましては、営業利益が経費の削減や固定資産売却益等により8,679百万円（前年同期比83.5％増）

となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益が6,424百万円（前年同期比75.8％増）となりました。

事業別の概況につきましては、以下のとおりです。

① 金属加工機械事業

受注高は37,468百万円（前年同期比27.7％減）、売上収益は38,806百万円（前年同期比22.9％減）と減少しまし

たが、営業利益は固定資産売却益を計上したことなどにより、8,793百万円（前年同期比191.3％増）となりまし

た。板金部門では、景気悪化の影響を受けにくいアフタービジネスの販売の落ち込みは小幅にとどまったものの、

高価格帯の高速パンチ・レーザ複合マシン等を中心にマシンの販売が減少したことで、売上収益は33,714百万円

（前年同期比22.9％減）となりました。微細溶接部門では、レーザ溶接システムの販売が医療機器向け等で拡大し

たものの、レーザ溶接機、抵抗溶接機の販売が減少したことで、売上収益は5,092百万円（前年同期比22.8％減）

となりました。

② 金属工作機械事業

受注高は8,740百万円（前年同期比42.7％減）、売上収益は8,559百万円（前年同期比39.9％減）と減少し、296

百万円の営業損失（前年同期は営業利益1,523百万円）となりました。切削部門では、売上構成比が高い消耗品で

あるブレードの販売は小幅縮小となりましたが、マシンの販売が大幅に減少し、売上収益は5,435百万円（前年同

期比35.3％減）となりました。プレス部門では、自動車関連向けに拡販を行っておりましたサーボプレスの販売を

中心に減少し、売上収益は2,403百万円（前年同期比42.5％減）となりました。研削盤部門においても金型業界向

けを中心に販売が減少し、売上収益は720百万円（前年同期比56.5％減）となりました。
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(事業別売上収益、営業利益の状況)

事 業 別

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減率
(％)売上収益

(百万円)
構成比
(％)

売上収益
(百万円)

構成比
(％)

金属加工機械事業

　売上収益 50,348 77.6 38,806 81.4 △22.9

　 (板金部門) (43,750) (67.4) (33,714) (70.7) (△22.9)

　 (微細溶接部門） (6,596) (10.2) (5,092) (10.7) (△22.8)

　 (調整額) (0) － (－) － －

　営業利益 3,018 － 8,793 － 191.3

金属工作機械事業

　売上収益 14,235 21.9 8,559 17.9 △39.9

　 (切削部門) (8,398) (12.9) (5,435) (11.4) (△35.3)

　 (プレス部門) (4,179) (6.4) (2,403) (5.0) (△42.5)

(研削盤部門） (1,656) (2.6) (720) (1.5) (△56.5)

　 (調整額) (1) － (－) － －

　営業利益又は損失(△) 1,523 － △296 － －

その他（注）

　売上収益 288 0.5 317 0.7 10.0

　営業利益 189 － 182 － △3.7

調整額

　売上収益 △2 － － － －

　営業利益 － － － － －

合計（連結）

　売上収益 64,870 100.0 47,683 100.0 △26.5

　営業利益 4,731 － 8,679 － 83.5

(注) その他は、遊休地の有効利用を目的としたショッピングセンター等の不動産賃貸事業等です。
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③ 地域別の状況

　主要地域の状況は以下のとおりです。

　

日 本：板金部門では、５Ｇ関連投資などにより通信関連や配電盤・制御盤向け等の需要増は見られたもの

の、他の業種においては総じて設備投資の先送りが見られたことから、売上収益は19,008百万円

（前年同期比26.0％減）となりました。

　

北 米：設備投資意欲の大幅減により減収となりましたが、医療機器関連向けや通信関連向けにおいて需要

増が見られました。また自粛反動のリベンジ消費の影響やウェブセミナーやバーチャルデモ加工を

含むリモートでの販売活動が奏功したこともあり、減少幅が小さく推移したことで、売上収益は

12,487百万円（前年同期比18.8％減）となりました。

欧 州：ロックダウン（都市封鎖）の影響もあり、主要なマーケットであるフランスやイタリア、ドイツで

大きく販売が落ち込んだことで、売上収益は7,877百万円（前年同期比38.7％減）となりました。

　

アジア他：中国では、板金部門では通信機器向けの需要増もあり、増収となりましたが、微細溶接部門では減

収となり、販売が低調に推移しました。またロックダウンの続いたインドなどの大幅減収もあり、

売上収益は8,310百万円（前年同期比24.1％減）となりました。

(地域別売上収益の状況)

地 域

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
増減率
(％)売上収益

(百万円)
構成比
(％)

売上収益
(百万円)

構成比
(％)

日 本 25,688 39.6 19,008 39.9 △26.0

海 外 39,181 60.4 28,674 60.1 △26.8

（北米） (15,379) (23.7) (12,487) (26.2) (△18.8)

（欧州） (12,846) (19.8) (7,877) (16.5) (△38.7)

（アジア他） (10,955) (16.9) (8,310) (17.4) (△24.1)

合 計 64,870 100.0 47,683 100.0 △26.5

(注) 本表の地域別売上収益は、顧客の所在地別の売上収益です。
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（２）財政状態に関する説明

財政状態の概要は以下のとおりです。

前連結会計年度末
（2020年３月末）

当第１四半期連結会計期間末
（2020年６月末）

増減

流動資産（百万円） 299,338 293,782 △5,555

非流動資産（百万円） 259,256 255,025 △4,231

総資産（百万円） 558,595 548,807 △9,787

負債（百万円） 124,045 114,815 △9,230

資本（百万円） 434,549 433,992 △557

親会社所有者帰属持分比率（％） 77.2％ 78.4％ +1.2pt

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して、9,787百万円減少し、548,807百万円とな

りました。流動資産については、減収の影響により営業債権及びその他の債権が前連結会計年度末に比べ減少した

ことなどにより前連結会計年度末比5,555百万円減少の293,782百万円となりました。非流動資産は、その他の金融

資産が減少したことなどにより前連結会計年度末比4,231百万円減少の255,025百万円となりました。

負債は営業債務及びその他の債務の減少により前連結会計年度末比9,230百万円減少し、114,815百万円となりま

した。また資本については、利益剰余金が積み上がったものの配当を行ったことで前連結会計年度末比557百万円

減少の433,992百万円となり、これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の77.2％から78.4％

となりました。

連結キャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会

計年度末に比べ13,986百万円増の61,153百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は12,724百万円であり、前第１四半期連結累

計期間と比較し9,362百万円増加しました。その主な要因は、受取手形や売掛金が減少し収入が増加したことによ

るものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果、獲得した資金は8,994百万円であり、前第１四半期連結累

計期間と比較し11,062百万円増加しました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入の増加によるもので

す。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果、支出した資金は8,061百万円であり、前第１四半期連結累

計期間より3,089百万円支出額が増加しました。その主な要因は、短期借入金の増加額が減少したことによるもの

です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 連結業績予想につきましては、現時点では2020年５月20日に公表した予想値に変更はありません。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(2020年６月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 47,167 61,153

営業債権及びその他の債権 126,058 105,812

棚卸資産 100,495 101,947

その他の金融資産 15,736 17,112

その他の流動資産 9,879 7,756

流動資産合計 299,338 293,782

非流動資産

有形固定資産 154,907 157,040

のれん 5,928 5,940

無形資産 15,009 14,649

持分法で会計処理されている
投資

422 597

その他の金融資産 59,958 55,425

繰延税金資産 13,496 11,423

その他の非流動資産 9,534 9,948

非流動資産合計 259,256 255,025

資産合計 558,595 548,807
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(2020年６月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 51,745 42,610

借入金 16,879 17,707

未払法人所得税 2,909 4,128

その他の金融負債 3,086 4,021

引当金 1,712 1,894

その他の流動負債 23,470 21,820

流動負債合計 99,803 92,182

非流動負債

借入金 4,353 4,309

その他の金融負債 10,125 10,298

退職給付に係る負債 3,001 3,096

引当金 6 6

繰延税金負債 2,651 966

その他の非流動負債 4,103 3,955

非流動負債合計 24,242 22,633

負債合計 124,045 114,815

資本

資本金 54,768 54,768

資本剰余金 143,884 143,884

利益剰余金 248,515 246,595

自己株式 △12,089 △12,089

その他の資本の構成要素 △3,986 △2,671

親会社の所有者に帰属する
持分合計

431,091 430,487

非支配持分 3,457 3,504

資本合計 434,549 433,992

負債及び資本合計 558,595 548,807
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（２）要約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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上収益 64,870 47,683

売上原価 △36,143 △28,905

売上総利益 28,726 18,777

販売費及び一般管理費 △24,472 △19,643

その他の収益 688 10,674

その他の費用 △211 △1,129

営業利益 4,731 8,679

金融収益 892 1,254

金融費用 △817 △47

持分法による投資利益 180 50

税引前四半期利益 4,986 9,936

法人所得税費用 △1,266 △3,505

四半期利益 3,719 6,431

四半期利益の帰属

親会社の所有者 3,655 6,424

非支配持分 63 6

四半期利益 3,719 6,431

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益(円) 10.25 18.48

希薄化後１株当たり四半期利益(円) 10.25 －
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（３）要約四半期連結包括利益計算書

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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期利益 3,719 6,431

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する資本性金融資産

△525 762

項目合計 △525 762

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △5,220 463

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する負債性金融資産

13 131

持分法によるその他の包括利益 △15 △2

項目合計 △5,223 593

その他の包括利益合計 △5,748 1,355

四半期包括利益 △2,029 7,786

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △1,991 7,739

非支配持分 △38 46

四半期包括利益 △2,029 7,786
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（４）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式

その他の資本の構成要素

合計

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定
する金融
資産

在外営業
活動体の
換算差額

持分法に
よるその
他の包括
利益

合計

2019年４月１日残高 54,768 153,119 243,596 △11,608 651 888 15 1,555 441,431 3,848 445,280

四半期利益 － － 3,655 － － － － － 3,655 63 3,719

その他の包括利益 － － － － △511 △5,118 △15 △5,646 △5,646 △102 △5,748

四半期包括利益 － － 3,655 － △511 △5,118 △15 △5,646 △1,991 △38 △2,029

配当金 － － △8,915 － － － － － △8,915 △0 △8,916

自己株式の取得 － － － △0 － － － － △0 － △0

自己株式の処分(ストッ
ク・オプションの行使に
よる処分を含む）

－ － － － － － － － － － －

所有者との取引額等合計 － － △8,915 △0 － － － － △8,915 △0 △8,916

2019年６月30日残高 54,768 153,119 238,337 △11,608 139 △4,230 △0 △4,091 430,524 3,809 434,334

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式

その他の資本の構成要素

合計

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定
する金融
資産

在外営業
活動体の
換算差額

持分法に
よるその
他の包括
利益

合計

2020年４月１日残高 54,768 143,884 248,515 △12,089 2,002 △5,982 △5 △3,986 431,091 3,457 434,549

四半期利益 － － 6,424 － － － － － 6,424 6 6,431

その他の包括利益 － － － － 894 423 △2 1,315 1,315 40 1,355

四半期包括利益 － － 6,424 － 894 423 △2 1,315 7,739 46 7,786

配当金 － － △8,343 － － － － － △8,343 △0 △8,344

自己株式の取得 － － － △0 － － － － △0 － △0

自己株式の処分 － △0 － 0 － － － － 0 － 0

所有者との取引額等合計 － △0 △8,343 △0 － － － － △8,344 △0 △8,344

2020年６月30日残高 54,768 143,884 246,595 △12,089 2,896 △5,559 △8 △2,671 430,487 3,504 433,992
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（５）要約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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 4,986 9,936

減価償却費及び償却費 3,994 4,095

金融収益及び金融費用 △809 △1,268

持分法による投資利益 △180 △50

固定資産除売却損益 20 △10,247

棚卸資産の増減 △14,497 △1,365

営業債権及びその他の債権の増減 15,456 20,041

営業債務及びその他の債務の増減 △1,080 △8,144

退職給付に係る負債の増減 △312 △281

引当金の増減 △42 176

その他 3,895 1,888

小計 11,429 14,781

利息の受取額 236 203

配当金の受取額 77 68

利息の支払額 △23 △49

法人所得税の支払額 △8,358 △2,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,361 12,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額 4,103 △833

有価証券の売却及び償還による収入 500 500

投資有価証券の取得による支出 △1,454 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,167 5,533

有形固定資産の取得による支出 △6,321 △4,761

有形固定資産の売却による収入 103 9,753

無形資産の取得による支出 △1,182 △1,122

その他 15 △76

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,068 8,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 28 36

短期借入れの返済による支出 △13 －

短期借入金の純増減額 4,571 957

長期借入れの返済による支出 △14 －

リース負債の返済による支出 △623 △675

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △8,919 △8,379

非支配持分への配当金の支払額 △0 △0

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,971 △8,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △964 330

現金及び現金同等物の増減額 △4,643 13,986

現金及び現金同等物の期首残高 56,295 47,167

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,651 61,153
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（６）要約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。

（セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

(単位：百万円)

金属加工
機械

金属工作
機械

その他 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸
表計上額

売上収益

外部顧客からの売上収益 50,347 14,234 288 64,870 － 64,870

セグメント間の売上収益 0 1 － 2 △2 －

合計 50,348 14,235 288 64,872 △2 64,870

セグメント利益又は損失(△) 3,018 1,523 189 4,731 － 4,731

金融収益 892

金融費用 △817

持分法による投資利益 180

税引前四半期利益 4,986

　(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んで

おります。

２．セグメント利益又は損失は、営業利益と調整を行っております。

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

(単位：百万円)

金属加工
機械

金属工作
機械

その他 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸
表計上額

売上収益

外部顧客からの売上収益 38,806 8,559 317 47,683 － 47,683

セグメント間の売上収益 － － － － － －

合計 38,806 8,559 317 47,683 － 47,683

セグメント利益又は損失(△) 8,793 △296 182 8,679 － 8,679

金融収益 1,254

金融費用 △47

持分法による投資利益 50

税引前四半期利益 9,936

　(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んで

おります。

２．セグメント利益又は損失は、営業利益と調整を行っております。

　 ３．金属加工機械事業の「セグメント利益又は損失(△)」には、小牧工場売却に伴い計上した売却益を

含んでおります。

（追加情報）

　当社グループの当第１四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響は、前連結会計年度の有価証

券報告書に記載した状況・前提条件の範囲内であり、当該仮定のもと、会計上の見積りに影響を与える項目について

も評価を実施し、この結果、当第１四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表における重要な影響はないと判断

しております。
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３.補足情報

　受注及び販売の状況

１. 受注状況

部門別

前第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

受 注 高 受 注 残 高 受 注 高 受 注 残 高

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

板金部門 44,195 65.6 57,413 68.9 32,794 70.5 47,702 76.0

微細溶接部門 7,593 11.3 9,784 11.7 4,674 10.0 4,984 7.9

切削部門 9,161 13.6 5,720 6.9 5,525 11.9 3,302 5.3

プレス部門 4,709 7.0 7,586 9.1 2,523 5.4 5,303 8.4

研削盤部門 1,373 2.1 2,832 3.4 692 1.5 1,503 2.4

その他 286 0.4 － － 317 0.7 － －

合 計 67,320 100.0 83,337 100.0 46,526 100.0 62,797 100.0
　
　

２. 販売実績

部門別

前第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比

（百万円） （％） （百万円） （％）

板金部門 43,750 67.4 33,714 70.7

微細溶接部門 6,596 10.2 5,092 10.7

切削部門 8,398 12.9 5,435 11.4

プレス部門 4,179 6.4 2,403 5.0

研削盤部門 1,656 2.6 720 1.5

その他 288 0.5 317 0.7

合 計 64,870 100.0 47,683 100.0
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