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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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2四半期 34,045 ― 1,210 ― 1,222 ― 697 ―

20年3月期第2四半期 33,593 0.2 845 △10.8 832 △11.5 466 △13.5

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2四半期 47.13 ―

20年3月期第2四半期 31.55 ―

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2四半期 32,546 14,502 44.6 980.01
20年3月期 35,247 14,050 39.9 949.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,502百万円 20年3月期  14,050百万円

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

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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 69,000 △1.7 2,120 0.1 2,090 0.3 1,050 △9.9 70.95

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  

（注）詳細は，５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） 

（注）詳細は，５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）通期の業績予想については、平成20年５月14日に発表いたしました予想を修正しております。 
尚、上記の予想は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性
があります。 
 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）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）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2四半期  14,798,600株 20年3月期  14,798,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  353株 20年3月期  287株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  14,798,304株 20年3月期第2四半期  14,798,384株



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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融

不安と原油・素材価格の高騰・高止まりなどが企業収益に影響し、個人消費や企業の設備投資も後半になって減速感

が見られました。 

当社グループの関連市場では、自動車・液晶製造関連の設備投資の需要がありましたが、全体的には半導体製造関

連の設備投資の抑制が続き、後半には生産調整の動きも出てまいりました。 

このような状況下、当社グループは“2010年中期ビジョン”を経営目標に、「新規需要開拓」を 重要テーマとし

て取り組み、「パートナー商品の拡販とシェア拡大」に傾注し、付加価値創出に努めてまいりました。当社グループ

においては、情報通信分野において携帯電話事業の販売高が減少しましたが、産業機器システム分野においてＦＡ機

器が順調に推移し、加えてパートナー商品を含めたシステム関連装置も伸長致しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は340億45百万円（前年同期比 1.3％増）、営業利益12

億10百万円（前年同期比 43.0％増）、経常利益12億22百万円（前年同期比 46.9％増）、四半期累計期間の純利益は

６億97百万円（前年同期比 49.4％増）となり、第２四半期累計としては増収増益と過去 高の売上・利益となりま

した。 

  

    

＜セグメント別の状況＞ 

ａ）ＦＡ・デバイス事業 

（産業機器システム） 売上高：147億63百万円（前年同期比 108.2％） 構成比 43.4％ 

 産業機器システムは、ＦＰＤ関連の設備需要及び液晶・電子機器製造装置向け需要に支えられ、プログラマブルコ

ントローラ、サーボモータなどのＦＡ関連機器が順調に推移し、増加となりました。産業機は、マイクロレーザー加

工機等の設備投資需要の回復が見られず大きく減少しました。 

 この結果、当部門全体では前年同期比8.2％増の147億63百万円となりました。 

  

（半導体・デバイス） 売上高：98億55百万円（前年同期比 101.8％） 構成比 28.9％ 

 半導体は、ディスク向けレーザーダイオードが増加しましたが、制御機器及び車載関連向け需要が減少し、全体的

には減少しました。デバイスは、駅務関連及び端末向けなどのエンベデッド機器の需要に支えられ、増加しました。

 この結果、当部門全体では前年同期比1.8％増の98億55百万円となりました。 

  

これらの結果、ＦＡ・デバイス事業におきましては、売上高246億19百万円（前年同期比5.5％増、構成比

72.3％）、営業利益は12億23百万円（前年同期比51.7％増）となりました。 

  

ｂ）社会・情報通信事業   

（社会インフラ） 売上高：54億76百万円（前年同期比 113.3％） 構成比 16.1％ 

 冷住機器は、住設機器が減少しましたが空調システム・工事物件が伸長したことにより若干増加し、ビル設備は、

業界全体が厳しい環境下のなか横ばいとなりました。重電は、工場向け大型設備の需要が寄与し、大幅な増加となり

ました。電子医療機器は、計画通り病院向け設備需要が寄与しましたが、前年同期までには至りませんでした。 

 この結果、当部門全体では前年同期比13.3％増の54億76百万円となりました。 

  

（情報通信） 売上高：39億50百万円（前年同期比 72.8％） 構成比11.6％ 

 情報通信は、主力の携帯電話においてキャリアの販売施策の変更の影響を受け、大きく減少しました。情報システ

ムは、販売管理・生産管理システム等の需要が減少しました。 

 この結果、当部門全体では前年同期比27.2％減の39億50百万円となりました。 

  
これらの結果、社会・情報通信事業におきましては、売上高94億26百万円（前年同期比8.1％減、構成比

27.7％）、13百万円の営業損失（前年同期は39百万円の営業利益）となりました。 

   



２．連結財政状態に関する定性的情報 

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等] 

総資産は、前期末（平成20年3月末）に比べ27億０百万円減少し、325億46百万円となりました。これは主として受取手形及

び売掛金の減少32億83百万円によるものであります。 

負債は、前期末より31億52百万円減少し、180億43百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金の減

少34億72百万円によるものであります。 

純資産は、前期末より４億52百万円増加し、145億２百万円となりました。利益剰余金の増加５億93百万円が主な

増加の要因であります。 

  

[連結キャッシュ・フローの状況] 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ４億55百万円増加し、当四半期末には16億65百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は７億98百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が12億22百

万円あ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） 

投資活動の結果使用した資金は５億60百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が３億

94百万円あったこと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） 

財務活動の結果得られた資金は２億19百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額が３億22百万円

あったことによるものであります。 

     



３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しといたしましては、世界的な金融不安による為替変動や素材価格の高止まりなど不安定な経済状況が

企業収益に影響し、先行き不透明感が漂うなか、個人消費や企業の設備投資が抑制されるなど、当社を取り巻く事業

環境におきましても、一段と厳しい状況で推移するものと予想されます。 

このような状況下、当社グループにおきましては、全事業分野の収益性改善・強化に向け、“2010年中期ビジョ

ン”の達成に向け、営業と技術、事業分野相互間のさらなる連携のもと、「新規需要開拓」を 重要テーマとして、

パートナー商品の拡販にも継続して注力してまいります。 

そして、コーポレートメッセージ『！Ｌｉｎｋ(ビックリンク)』に込めた“新たな感動と驚きを創出する”という

思いとともに、“たけびしグループ”のより一層の経営基盤の強化・拡大に取り組んでまいります。 

通期の連結業績予想については、電機・電子産業の需要減と取り巻く事業環境を踏まえ、売上高を前回予想から

2,000百万円の下方修正をいたします。営業利益、経常利益においては、販売管理費の削減に努め、前回の予想通りと

いたします。 

また、特別損失として、株価下落による投資有価証券評価損を見込んでおります。この結果、当期純利益は前回予

想から100百万円下方修正いたします。 

なお、特別損失として見込んだ投資有価証券評価損は、平成21年3月期の期末時価により変動する場合があります。

以上により、平成20年5月14日に公表した連結業績予想を、以下の通り変更いたします。 

  

平成21年３月期 通期連結業績予想数値の修正 

（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

連結業績予想                                （単位：百万円，％） 

  

業績予想については、当社が現時点において入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいてお

り、実際の業績はさまざまな要因により異なる可能性があります。 

  

  
 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） 
 

71,000

 

2,120

 

2,090

 

1,150 

円 銭

77.71

今回修正予想（Ｂ） 69,000 2,120 2,090 1,050 70.95

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 0 0 △100 － 

増減率（％） △2.8 0 0 △8.7 － 

(ご参考)前期実績 

（平成20年3月期） 

70,168 2,117 2,084 1,165 78.75



  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） 

該当事項はありません。 

  

（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 

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

②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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

（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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）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）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     

     「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を 

    第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として移動平均法による低価法から主として 

    移動平均法による原価法（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。 

      この変更による損益に与える影響はありません。 

     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 

     「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」（企業会計基準委員会 平成18年 

    ５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っており 

    ます。 

     この変更による損益に与える影響はありません。 

    ④リース取引に関する会計基準等の適用 

     「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企 

    業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18 

    日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用 

    し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から 

    通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

     また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

    ります。 

     なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

    貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

     この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,746 1,286

受取手形及び売掛金 19,982 23,265

有価証券 － 19

商品 3,439 3,439

仕掛品 39 26

繰延税金資産 386 379

その他 829 907

貸倒引当金 △57 △56

流動資産合計 26,366 29,267

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,455 1,502

車両運搬具（純額） 1 11

土地 2,062 1,685

その他（純額） 71 78

有形固定資産合計 3,590 3,277

無形固定資産   

のれん 34 69

ソフトウエア 231 252

その他 20 20

無形固定資産合計 287 342

投資その他の資産   

投資有価証券 1,617 1,819

長期貸付金 14 17

繰延税金資産 49 39

その他 672 498

貸倒引当金 △51 △16

投資その他の資産合計 2,301 2,358

固定資産合計 6,179 5,979

資産合計 32,546 35,247



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,500 15,973

短期借入金 2,316 1,999

1年内返済予定の長期借入金 － 100

未払金 921 1,156

未払法人税等 569 433

賞与引当金 643 618

役員賞与引当金 22 －

その他 484 343

流動負債合計 17,457 20,624

固定負債   

長期借入金 100 －

繰延税金負債 5 99

再評価に係る繰延税金負債 10 10

退職給付引当金 333 314

役員退職慰労引当金 76 85

その他 59 63

固定負債合計 586 572

負債合計 18,043 21,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金 3,133 3,133

利益剰余金 9,734 9,140

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,422 14,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 240 373

土地再評価差額金 △1,138 △1,138

為替換算調整勘定 △22 △14

評価・換算差額等合計 △920 △778

純資産合計 14,502 14,050

負債純資産合計 32,546 35,247



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 34,045

売上原価 29,759

売上総利益 4,286

販売費及び一般管理費 3,076

営業利益 1,210

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 21

仕入割引 16

受取賃貸料 11

為替差益 7

その他 19

営業外収益合計 79

営業外費用  

支払利息 14

売上割引 28

有価証券売却損 5

その他 18

営業外費用合計 66

経常利益 1,222

特別損失  

固定資産除売却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 1,222

法人税、住民税及び事業税 544

法人税等調整額 △20

法人税等合計 524

四半期純利益 697



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,222

減価償却費 110

のれん償却額 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37

賞与引当金の増減額（△は減少） 25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19

受取利息及び受取配当金 △24

支払利息 14

売上債権の増減額（△は増加） 3,266

たな卸資産の増減額（△は増加） △30

仕入債務の増減額（△は減少） △3,446

その他 △60

小計 1,182

利息及び配当金の受取額 23

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △392

営業活動によるキャッシュ・フロー 798

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △155

有形固定資産の取得による支出 △394

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △560

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） 322

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △100

配当金の支払額 △103

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 219

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455

現金及び現金同等物の期首残高 1,210

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,665



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）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）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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注） 各事業区分の主要商品 

   

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
 （百万円） 

社会・情報通
信事業 
（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 24,619 9,426 34,045 － 34,045 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 24,619 9,426 34,045 － 34,045 

営業利益又は営業損失(△) 1,223 △13 1,210 － 1,210 

事業区分 部門 

ＦＡ・デバイス事業 
産業機器システム 

半導体・デバイス 

社会・情報通信事業 
社会インフラ 

情報通信 

〔所在地別セグメント情報〕 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

〔海外売上高〕  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。   

  

（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。 



  

６．その他の情報  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        33,593  100.0

Ⅱ 売上原価        26,699  88.4

売上総利益        3,893  11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,047  9.1

営業利益        845  2.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  3            

２．受取配当金  20            

３．仕入割引  13            

４．賃貸収入   12            

５．その他   13  63  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  20            

２．売上割引  27            

３．為替差損   19            

４．その他   9  77  0.2

経常利益        832  2.5

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  0            

２. 貸倒引当金戻入益  24  24  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  8  8  0.0

税金等調整前中間純利益        848  2.6

法人税、住民税及び事業税  286            

法人税等調整額  95  381  1.2

中間純利益        466  1.4



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  848

減価償却費   122

のれん償却費   34

貸倒引当金の減少額  △30

賞与引当金の減少額  △88

役員賞与引当金の増加額   22

役員退職慰労引当金の減少額  △37

退職給付引当金の増加額   3

受取利息及び受取配当金  △23

支払利息   20

為替差損（純額）   8

固定資産売却益  △0

固定資産除去損   8

売上債権の減少額   564

たな卸資産の減少額   194

仕入債務の増加額   14

その他の資産の減少額  88

その他の負債の減少額 △38

小計  1,712

利息及び配当金の受取額   23

利息の支払額  △19

法人税等の支払額  △530

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,186

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △0

有形固定資産の取得による支出  △230

無形固定資産の取得による支出  △0

有形固定資産の売却による収入   0

投資有価証券の取得による支出  △5

貸付による支出  △0

貸付金の回収による収入   11

投資活動によるキャッシュ・フロー △225

Ⅲ 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 △118

配当金の支払額  △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △214

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  741

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,341

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,083



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注） １．各事業区分の主要商品 

     ２．消去又は全社の項目に含めた営業費用は、すべて消去額であります。 

  

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
 （百万円） 

社会・情報通
信事業 
（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  23,334  10,259  33,593  －  33,593

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4  －  4  △4  －

計  23,338  10,259  33,597  △4  33,593

営業費用     22,531    10,220    32,751  △4    32,747

営業利益  806  39  845  －  845

事業区分 部門 

ＦＡ・デバイス事業 
産業機器システム 

半導体・デバイス 

社会・情報通信事業 
社会インフラ 

情報通信 



  

  

（４）その他 

  

  

 ＜参考＞ 連結の販売状況               

 事業区分 

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日     （自 平成20年４月 １日 （自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日） 至 平成20年９月30日）  至 平成20年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 

        増減率     

（百万円） （％） （百万円） （％） （％） （百万円） （％） 

 産業機器システム  13,650 40.6 14,763 43.4  8.2  27,751 39.5

半導体・デバイス  9,683 28.8 9,855 28.9  1.8  20,176 28.8

ＦＡ・デバイス事業  23,334 69.5 24,619 72.3  5.5  47,927 68.3

社会インフラ  4,832 14.4 5,476 16.1  13.3  11,660 16.6

情報通信  5,426 16.2 3,950 11.6  △27.2  10,580 15.1

社会・情報通信事業  10,259 30.5 9,426 27.7  △8.1  22,240 31.7

合計  33,593 100.0 34,045 100.0  1.3  70,168 100.0

 （注）上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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