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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 32,800 15.4 2,741 148.3 2,841 127.2 1,781 132.8

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

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　1,934百万円 （167.0％） 2020年3月期第2四半期　　724百万円 （△67.9％）

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

2021年3月期第2四半期 171.62 171.44

2020年3月期第2四半期 73.73 73.66

(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 ％

2021年3月期第2四半期 92,399 48,512 52.0

2020年3月期 85,409 46,993 54.4

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 48,012百万円 2020年3月期 46,467百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 30.00 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 ： 有

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 67,000 2.1 2,500 △8.7 2,600 △9.1 1,500 △14.0 144.52

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 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

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） 2021年3月期2Q 10,756,090 株 2020年3月期 10,756,090 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 376,543 株 2020年3月期 377,211 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 10,379,272 株 2020年3月期2Q 10,376,280 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、2020年11月24日（火）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。

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、新型コロナウイルス感染症の世界的な

拡大の影響により、各国でロックダウンや外出自粛などの行動抑制がおこなわれ、経済活動は急速に停滞し、深刻

な景気後退に陥りました。今後も新型コロナウイルス感染症の再拡大に対する警戒感に加え、米中対立の深刻化リ

スクなど、景気の先行きは不透明感を払拭できない状況が続いております。米国におきましては、活動制限により

個人消費や設備投資などが大幅に減少したほか、世界的な需要減少により輸出も減少しました。経済活動再開後

は、雇用環境や個人消費に持ち直しの動きが見られましたが、設備投資に対しては慎重姿勢が残り、景気は緩やか

な回復に留まりました。欧州におきましては、ユーロ圏の雇用・所得環境が悪化し、個人消費も冷え込みました。

中国におきましては、世界に先駆けて経済活動を再開し、政府の景気政策を背景に、設備投資が堅調に推移しまし

た。また、海外での経済活動再開などに伴い輸出も増加に転じ、景気は回復基調が続きました。わが国におきまし

ては、緊急事態宣言により、経済活動が制限されたことで、個人消費や企業業績が急速に悪化しました。緊急事態

宣言解除後は経済活動が再開され、景気は底を打ちましたが、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないな

ど、依然として予断を許さ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、在宅勤務やWEB会議システム等を活用し、新型コロ

ナウイルスの感染防止に努めつつ、既存事業の深耕・拡大および新規事業への進出に向けて、グループ各社と連携

したグローバルな営業活動を展開し、現地調達・現地生産の推進や内製化の拡大など、コスト競争力の強化にも積

極的に取組んでまいりました。また、かねてより建設を進めておりました新工場が完成し、稼働を開始したことに

より、今後、更なる生産性の向上を図ってまいります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は328億円（前年同期比15.4%増）となり、営業利益は27億

41百万円（前年同期比148.3%増）、経常利益は28億41百万円（前年同期比127.2%増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は17億81百万円（前年同期比132.8%増）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、渡航制限や顧客工場の操業停止などにより、海外での営業活動が

制限されたことに加え、自動車市場の低迷を背景に完成車メーカーの設備投資に慎重な姿勢が見られるなど、

受注環境は厳しい状況が続きましたが、前期に受注した案件の生産が順調に進み、足元では電気自動車（EV）

などの次世代車向け生産設備の受注が積み上がったことで、売上高は前年同期並みの水準で推移しました。こ

の結果、売上高は100億51百万円（前年同期比1.7%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、第５世代移動通信システム（5G）の本格化や在宅勤務の拡大を背

景にデータセンター需要が高まり、半導体装置メーカーからの継続的な設備投資がおこなわれたことで、シリ

コンウェーハ搬送設備などの売上高が堅調に推移しました。また、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL）

関連も需要が回復したことで、売上高は前年同期を上回る水準で推移しました。この結果、売上高は166億円

（前年同期比49.5%増）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関連生産設備事業におきましては、タイヤメーカー向け生産設備の売上高が堅調に推

移したものの、新型コロナウイルスの影響で白物家電生産設備の工事が延期となるなど、売上高が低調となり

ました。この結果、売上高は51億38百万円（前年同期比8.4%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、有機EL蒸着装置やシリコンウェーハ搬送設備などの半導体関連生産設備事業が牽引し

たことで、売上高・利益ともに前年同期を上回る水準で推移しました。この結果、売上高は286億27百万円

（前年同期比22.6%増）、営業利益は30億11百万円（前年同期比186.0%増）となりました。 

②アジア 

 アジアにおきましては、コロナ禍で営業活動や生産活動が制限され、自動車関連や家電関連の売上高が大幅

に落ち込みました。この結果、売上高は16億81百万円（前年同期比45.3%減）、営業損失は52百万円（前年同

期は６億68百万円の営業利益）となりました。 
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③北米 

 北米におきましては、完成車メーカーの操業停止や設備投資の延期・凍結などにより、売上高は低調となり

ました。利益面でも、原価管理の強化や経費削減などに努めたものの、厳しい状況となりました。この結果、

売上高は18億５百万円（前年同期比1.3%増）、営業損失は89百万円（前年同期は４億67百万円の営業損失）と

なりました。 

④欧州 

 欧州におきましては、自動車案件の売上高を計画通り計上しましたが、原価率の悪化により利益面では厳し

い状況となりました。この結果、売上高は６億85百万円（前年同期比226.1%増）、営業損失は１億47百万円

（前年同期は83百万円の営業損失）となりました。 

 

（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69億89百万円増加し、923億99百万

円となりました。その主な内訳は、売上高の増加に伴う売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加37

億３百万円、新工場の建設等による有形固定資産の増加21億56百万円であります。

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて54億70百万円増加し、438億86百万円となりました。その主な

内訳は、生産の高まりを受けて、資金需要が増加したことによる有利子負債（短期借入金、長期借入金）の増加67

億44百万円であります。 

（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15億19百万円増加し、485億12百万円となりました。その主

な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上17億81百万円および配当金の支払い４億15百万円により利益

剰余金の増加13億66百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の54.4%から52.0%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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べて３億26百万円減少し、106億45百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、44億48百万円の減少（前年同期は54億15百万円の増加）となりました。主な要因は、

税金等調整前四半期純利益28億34百万円に対し、売上高が増加したことによる売上債権の増加38億30百万円、た

な卸資産の増加８億29百万円、仕入債務の減少８億51百万円等によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は、新工場完成に伴う有形固定資産の取得による支出18億79百万円等により、19億55百万

円の支出（前年同期は４億76百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は、62億39百万円の収入（前年同期は45億23百万円の支出）となりました。主な要因は、

生産の高まりを受けて、資金需要が増加したことにより短期借入金の増加30億38百万円および長期借入れによる

収入50億円、長期借入金の返済による支出12億93百万円等によります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 2021年３月期の業績予想につきましては、本日（2020年11月12日）公表いたしました「通期業績予想および配当

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 10,972,633 10,645,721 

受取手形及び売掛金 31,533,216 31,644,596 

電子記録債権 6,541,145 10,133,106 

商品及び製品 110,540 96,823 

仕掛品 6,533,362 7,387,637 

原材料及び貯蔵品 948,095 842,879 

その他 1,157,415 1,691,367 

貸倒引当金 △3,822 △1,642 

流動資産合計 57,792,588 62,440,490 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 6,800,758 11,018,416 

機械装置及び運搬具（純額） 1,366,255 2,189,026 

工具、器具及び備品（純額） 611,365 752,233 

土地 9,790,146 9,787,771 

建設仮勘定 3,168,734 146,130 

有形固定資産合計 21,737,260 23,893,578 

無形固定資産    

借地権 25,781 25,781 

ソフトウエア 493,544 427,538 

その他 14,274 14,274 

無形固定資産合計 533,600 467,594 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,944,673 2,222,305 

破産更生債権等 37,313 37,651 

退職給付に係る資産 1,999,863 2,408,313 

繰延税金資産 1,005,978 536,678 

その他 590,289 634,410 

貸倒引当金 △231,917 △241,916 

投資その他の資産合計 5,346,201 5,597,441 

固定資産合計 27,617,062 29,958,615 

資産合計 85,409,651 92,399,105 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,993,990 4,430,698 

電子記録債務 7,753,805 8,371,373 

短期借入金 5,100,000 8,138,550 

1年内返済予定の長期借入金 2,199,308 2,124,208 

未払金 724,504 402,327 

未払費用 2,647,345 2,434,736 

未払法人税等 500,637 719,661 

前受金 1,597,784 1,753,737 

賞与引当金 51,225 20,034 

役員賞与引当金 111,600 - 

製品保証引当金 216,418 257,962 

工事損失引当金 1,096,617 460,013 

その他 838,009 557,064 

流動負債合計 28,831,247 29,670,368 

固定負債    

長期借入金 7,237,800 11,019,296 

繰延税金負債 22,989 97,884 

再評価に係る繰延税金負債 2,077,511 2,077,511 

その他 247,015 1,021,824 

固定負債合計 9,585,315 14,216,515 

負債合計 38,416,562 43,886,883 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,633,962 2,633,962 

資本剰余金 14,313,891 14,317,562 

利益剰余金 27,762,122 29,128,232 

自己株式 △2,478,433 △2,473,974 

株主資本合計 42,231,542 43,605,783 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 399,373 594,229 

繰延ヘッジ損益 21,489 64,991 

土地再評価差額金 4,543,663 4,543,663 

為替換算調整勘定 245,493 95,879 

退職給付に係る調整累計額 △974,193 △891,574 

その他の包括利益累計額合計 4,235,827 4,407,188 

新株予約権 92,921 94,809 

非支配株主持分 432,796 404,439 

純資産合計 46,993,088 48,512,221 

負債純資産合計 85,409,651 92,399,105 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 28,415,956 32,800,378 

売上原価 22,919,057 25,901,317 

売上総利益 5,496,899 6,899,060 

販売費及び一般管理費 4,392,550 4,157,063 

営業利益 1,104,348 2,741,997 

営業外収益    

受取利息 2,215 2,927 

受取配当金 27,209 24,258 

為替差益 - 10,604 

受取和解金 8,975 17,100 

助成金収入 107,413 57,481 

原材料等売却益 8,198 8,244 

その他 36,189 30,385 

営業外収益合計 190,201 151,001 

営業外費用    

支払利息 29,801 28,114 

為替差損 1,909 - 

その他 12,214 23,794 

営業外費用合計 43,924 51,909 

経常利益 1,250,625 2,841,089 

特別利益    

固定資産売却益 9,471 149 

特別利益合計 9,471 149 

特別損失    

固定資産除却損 10,478 3,274 

固定資産売却損 2,172 26 

投資有価証券評価損 - 3,352 

特別損失合計 12,651 6,652 

税金等調整前四半期純利益 1,247,444 2,834,586 

法人税等 469,654 1,063,687 

四半期純利益 777,790 1,770,899 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 
12,717 △10,397 

親会社株主に帰属する四半期純利益 765,072 1,781,297 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

四半期純利益 777,790 1,770,899 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 8,767 194,856 

繰延ヘッジ損益 16,321 43,501 

為替換算調整勘定 △182,753 △156,118 

退職給付に係る調整額 104,433 81,757 

その他の包括利益合計 △53,231 163,996 

四半期包括利益 724,559 1,934,895 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 709,482 1,952,658 

非支配株主に係る四半期包括利益 15,076 △17,762 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
 至 2020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 1,247,444 2,834,586 

減価償却費 600,938 693,194 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,193 7,870 

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,953 △30,928 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △114,432 △111,600 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △66,182 43,266 

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） △277,804 △290,836 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 152,066 △635,747 

受取利息及び受取配当金 △29,425 △27,186 

支払利息 29,801 28,114 

為替差損益（△は益） 3,845 823 

固定資産売却損益（△は益） △7,298 △123 

固定資産除却損 10,478 3,274 

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,352 

売上債権の増減額（△は増加） 10,654,485 △3,830,313 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,550,911 △829,457 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,095,451 △851,950 

未払費用の増減額（△は減少） △568,170 △203,600 

前受金の増減額（△は減少） 710,225 233,422 

その他 △704,197 △985,149 

小計 5,911,264 △3,948,989 

利息及び配当金の受取額 30,066 29,856 

利息の支払額 △29,586 △29,203 

法人税等の支払額 △496,191 △500,487 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,415,553 △4,448,824 

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 △425 △425 

有形固定資産の取得による支出 △420,873 △1,879,109 

有形固定資産の売却による収入 15,131 324 

無形固定資産の取得による支出 △74,721 △79,483 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 4,162 3,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △476,725 △1,955,261 

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） △1,335,260 3,038,550 

長期借入れによる収入 4,300,000 5,000,000 

長期借入金の返済による支出 △6,129,104 △1,293,604 

自己株式の取得による支出 △287 △140 

自己株式の売却による収入 － 0 

配当金の支払額 △1,296,538 △415,248 

非支配株主への配当金の支払額 △9,808 △10,594 

その他 △52,154 △79,760 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,523,154 6,239,203 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143,045 △162,030 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272,628 △326,912 

現金及び現金同等物の期首残高 11,337,964 10,972,633 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,610,592 10,645,721 
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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。 

 

（セグメント情報）

Ⅰ 前第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
 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020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 28,627,349 1,681,487 1,805,585 685,955 32,800,378 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,044,787 339,119 153,940 10,068 1,547,915 

計 29,672,137 2,020,606 1,959,525 696,023 34,348,294 

セグメント利益又は損失（△） 3,011,464 △52,702 △89,398 △147,727 2,721,636 

 

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 2,721,636

棚卸資産の調整額 19,727

その他の調整額 633

四半期連結損益計算書の営業利益 2,741,997
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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 2020年４月１日 

  至 2020年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 30,008,166 122.8

アジア 1,634,639 49.1

北米 1,942,259 86.3

欧州 613,588 140.0

合計 34,198,652 112.3

 

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 2020年４月１日 

  至 2020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 10,109,029 88.5

半導体関連生産設備事業 17,789,185 155.5

家電関連およびその他生産設備事業 5,385,020 88.0

その他 915,417 62.0

合計 34,198,652 112.3

（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 27,360,878 105.8 25,182,871 108.8

アジア 2,460,515 68.1 3,291,511 67.7

北米 998,352 48.4 4,753,175 115.7

欧州 250,282 194.0 417,068 56.8

合計 31,070,028 98.1 33,644,627 102.4

 

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 15,543,388 138.4 20,206,650 128.2

半導体関連生産設備事業 11,444,130 85.9 9,815,928 95.1

家電関連およびその他生産設備事業 3,146,336 57.0 3,256,854 54.0

その他 936,173 58.7 365,193 49.9

合計 31,070,028 98.1 33,644,627 102.4

（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 2020年４月１日 

  至 2020年９月30日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 28,627,349 122.6

アジア 1,681,487 54.7

北米 1,805,585 101.3

欧州 685,955 326.1

合計 32,800,378 115.4

 

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 2020年４月１日 

  至 2020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 10,051,044 98.3

半導体関連生産設備事業 16,600,818 149.5

家電関連およびその他生産設備事業 5,138,882 91.6

その他 1,009,633 68.3

合計 32,800,378 115.4

（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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