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１．平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
（１）連結経営成績　　　　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （％表示は、対前期増減率）

25年3月期

24年3月期

（注） 包括利益　　　25年3月期 　　148,687百万円　（12.1％）　　　　24年3月期 　132,590百万円　（23.7 ％）

円   銭 円   銭 ％ ％ ％

25年3月期

24年3月期

（参考） 持分法投資損益　　　25年3月期 　2,932百万円　　　　　24年3月期　　3,499百万円

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭

25年3月期

24年3月期

（参考） 自己資本　　　25年3月期　　1,089,260百万円　　　　　24年3月期　　981,323百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期

24年3月期

２．配当の状況

円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

24年3月期

25年3月期

（注） 26年3月期の第2四半期末及び期末の配当金につきましては、開示が可能になった時点で速やかに開示する予定です。

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成25年9月30日）
   　　　　　　　　　　                                                   　 （％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 百万円 百万円 百万円 円   銭

202,000
％

△ 23.4
％

△ 38.2 41,000
％

△ 38.862,000
％

△ 39.1 65,000

ー ーー ーー ー

212.77 41,646 30.0 4.4ー 113.76 ー 99.01
184.68 36,145 30.0 3.5ー 102.64 ー 82.04

11.6 16.3 37.1
709.20 ー 14.8 21.3 41.2

498,395 △ 7.4

615.59 ー

20.7 221,834
184,821 △ 13.2

16.9 228,578 17.0 138,819 15.5
△ 16.7 191,242 △ 16.3 120,484

1,219,113 1,094,129

平成25年4月26日

26年3月期
（予想）

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

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

538,492

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

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末

現金及び現金同等物
期末残高

第3四半期末 期　末 合　計

配当金総額
（合計）

209.49

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

89.3 5,565.64
1,130,625 985,322 86.8 5,013.69

158,848

第2四半期（累計）

平成25年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

△ 43,964 △ 39,838 727,751
144,223 △ 42,097 △ 42,052 637,069



 ※ 注記事項

（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）会計方針の変更・会計処理の見積りの変更・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

（注）詳細は、添付資料13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要

１．平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
（１）個別経営成績　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （％表示は、対前期増減率）

25年3月期

24年3月期

円   銭 円   銭

25年3月期

24年3月期

（２）個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭

25年3月期

24年3月期

（参考） 自己資本　　　25年3月期　   967,989百万円　　　　　24年3月期　　895,533百万円

※

※

195,739,018株

239,508,317株

43,796,678株

195,720,759株

24年3月期

24年3月期

24年3月期

43,779,591株

①　期末発行済株式数(自己株式を含む)　

②　期末自己株式数

③　期中平均株式数

25年3月期

25年3月期

25年3月期

239,508,317株

1,011,993 895,533 88.5 4,575.38
1,062,070 967,989 91.1 4,946.00

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

725.57 ー
568.06 ー

1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

224,643 29.1 142,021 34.0464,108 22.2 200,507 18.7

％

407,289 △ 12.2 162,621 △ 18.9 172,402 △ 23.3 111,182 △ 21.7
％ 百万円 ％ 百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円

本資料に記述されている業績予想および将来予想は、主要市場における製品の需給動向、競合状況、経済情勢その他に不透明
な面があり、実際の業績は見通しと異なる可能性があることをご承知おき願います。業績予想につきましては、
添付資料3ページ「次期（平成25年度）の見通し」をご覧下さい。なお、26年3月期の通期の連結業績予想ならびに第2四半期末およ
び期末の予想配当金につきましては、公表が可能になった時点で速やかに明らかにする予定です。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

監査手続きの実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商

品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。
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１．経 営 成 績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

① 当期（平成 24 年度）の経営成績 

 

平成24年度の生産設備の需要は、海外におきまして、債務問題を抱える欧

州や、中国などの市場を中心に、総じて弱い状況で推移しました。特に下期

には、ＩＴ関連の設備需要が減少しました。国内におきましても、需要は低

迷しました。また歴史的超円高により悪化した輸出環境により、当年度も深

刻な影響を受けました。これらの状況により、当社グループを取り巻く事業

環境は、厳しいものとなりました。 

このような中、研究開発におきましては、高信頼性を基本に各商品の知

能化・超精密化を一層追求しました。製造におきましては、筑波工場にロボ

ドリルの新工場を建設したことを含め生産能力の増強を図るとともに、製造

のロボット化を引き続き推し進めました。これらにより、競争力の強化に全

力を挙げました。また、徹底的なコストおよび経費の削減も引き続き行いま

した。 

 

 平成 24 年度の連結売上高は 4,983 億 95 百万円（前期比 7.4％減）、連結

経常利益は 1,912 億 42 百万円（前期比 16.3％減）、連結純利益は 1,204 億

84 百万円（前期比 13.2％減）となりました。 

 

 部門別の状況は、以下のとおりです。 

 

［ＦＡ部門］ 

ＣＮＣシステムの主要顧客であります工作機械業界は、国内・海外とも

に需要が低調でした。当社の売上は、昨年の夏場以降に中国を中心とした

アジア向けにおいて大きく減少し、その後下期に入りわずかに回復の兆し

があるものの、非常に厳しい状況が続いております。 

レーザにつきましては、国内、海外ともに、売上が低調に推移しました。 

 ＦＡ部門の連結売上高は、2,001 億 18 百万円（前期比 25.2％減）、全連

結売上高に対する構成比は 40.2％となりました。 

 

［ロボット部門］ 

 ロボットにつきましては、米州および国内市場では自動車産業向けを中
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心に好調に推移しました。欧州およびアジア市場では低調でした。 

 ロボット部門の連結売上高は、1,191 億 49 百万円（前期比 3.8％増）、全

連結売上高に対する構成比は 23.9％となりました。 

 

［ロボマシン部門］ 

 ロボドリルにつきましては、前年度に引き続き好調に推移したことで年

間売上は増加しました。但し下期に入り海外市場において売上は急激に落

ち込みました。 

 ロボショットにつきましては、国内、海外ともに低調に推移しました。 

 ロボカットにつきましては、国内は横這いでしたが、海外は低迷しまし

た。 

 ロボナノにつきましては、海外市場開拓のための販売活動に注力し、成

果をあげました。 

 ロボマシン部門の連結売上高は、1,791 億 28 百万円（前期比 14.7％増）、

全連結売上高に対する構成比は 35.9％となりました。 

 

 
② 次期（平成 25 年度）の見通し 

 

今後につきましては、円高は是正傾向にあるものの、債務問題などによ

る欧州景気の下振れリスクや、中国の景気先行きの不確実性など、予断を

許さない状況が続くものと思われます。 

 

現時点での平成 25 年度（平成 26 年 3 月期）上期の連結業績予想は以下

のとおりです。 

 

平成 26 年 3 月期上期の連結業績予想 

 金額（百万円） 前年同期比（％） 

売上高 202,000 △23.4 

営業利益 62,000 △39.1 

経常利益 65,000 △38.2 

当期純利益 41,000 △38.8 

注）平成 25年 4月 1日から平成 25年 9月 30日までの期間における為替レートは、

平均 90円/ドル、120円/ユーロを想定しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 

〔財政状態〕 

 資産合計は、前年度末比 884 億 88 百万円増の 1 兆 2,191 億 13 百万円と

なりました。これは、以下で述べる連結キャッシュ・フローの増加により、

現金及び預金が前年度末比 906 億 77 百万円増加したことが主な理由です。 

また負債合計は、前年度末比 203 億 19 百万円減の 1,249 億 84 百万円と

なりました。 

純資産合計は、前年度末比 1,088 億 7 百万円増の 1 兆 941 億 29 百万円と

なりました。 

 

〔キャッシュ・フロー〕 

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、以下に述べるキャ

ッシュ・フローの増減に為替換算差額 156 億 36 百万円を加算し、前年同期

比 345 億 39 百万円増の 906 億 82 百万円となりました。この結果現金及び

現金同等物の当連結会計年度期末残高は 7,277 億 51 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、前年同期比 146

億 25 百万円増の 1,588 億 48 百万円となりました。これは主に売上債権、

及び棚卸資産が減少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） 

 当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、前年同期比 18

億 67 百万円増の 439 億 64 百万円であり、これは主に有形固定資産の取得

による支出が増加したことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、前年同期比 22

億 14 百万円減の 398 億 38 百万円であり、これは主に配当金の支払が減少

したことによるものです。 
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(3) 利益配分に関する基本方針および当期の配当 

 

当社は、企業体質の強化を図り、連結業績に連動した利益還元を将来に

わたり実現できるよう努力を続けております。 

株主還元につきましては、連結ベースで当期純利益の３０％の配当性向

を維持することを基本方針としております。また、株式市場の状況を見て、

必要により自己株式取得も行ってまいります。 

なお、当社は、厳しい市場競争のなかにあって利益確保のため努力を続

ける取締役および社員につきまして、その賞与を配当と同様純利益に連動

して支給することを併せて方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、当社の事業は技術革新が急激でか

つ競争が激しい先端分野であることに鑑み、中長期的な視点にたち、新商

品の開発、製造のロボット化および海外体制の強化への投資に優先的に活

用いたします。 

 

 

当期の配当金につきましては、以下を予定しております。 

 
 

上期配当 下期配当 

（予定） 

年間配当 

（予定） 

配当性向 

当期(平成 24 年度) 102 円 64 銭 82 円 04 銭 184 円 68 銭 30.0% 

(ご参考) 

前期(平成 23 年度) 
113 円 76 銭 99 円 01 銭 212 円 77 銭 30.0% 

 

 

２．経 営 方 針 

 

経営方針につきましては、 近の決算短信（平成 23 年 4 月 27 日発表の

決算短信）から変更がないため、開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.fanuc.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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３．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 637,076 727,753

受取手形及び売掛金 98,717 81,318

商品及び製品 41,874 37,053

仕掛品 34,058 27,724

原材料及び貯蔵品 10,667 7,407

繰延税金資産 19,822 19,035

その他 8,191 7,778

貸倒引当金 △1,736 △1,628

流動資産合計 848,669 906,440

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 79,656 94,264

機械装置及び運搬具（純額） 28,010 26,322

土地 114,779 116,452

その他（純額） 13,318 27,783

有形固定資産合計 235,763 264,821

無形固定資産

のれん 12,326 8,286

その他 432 461

無形固定資産合計 12,758 8,747

投資その他の資産

投資有価証券 26,635 31,779

その他 7,446 7,327

貸倒引当金 △646 △1

投資その他の資産合計 33,435 39,105

固定資産合計 281,956 312,673

資産合計 1,130,625 1,219,113
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,196 22,044

未払法人税等 50,155 30,637

アフターサービス引当金 4,590 4,937

その他 30,329 35,355

流動負債合計 115,270 92,973

固定負債

退職給付引当金 26,499 28,172

その他 3,534 3,839

固定負債合計 30,033 32,011

負債合計 145,303 124,984

純資産の部

株主資本

資本金 69,014 69,014

資本剰余金 96,265 96,268

利益剰余金 1,180,556 1,261,572

自己株式 △311,394 △311,636

株主資本合計 1,034,441 1,115,218

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,959 2,941

為替換算調整勘定 △55,077 △28,899

その他の包括利益累計額合計 △53,118 △25,958

少数株主持分 3,999 4,869

純資産合計 985,322 1,094,129

負債純資産合計 1,130,625 1,219,113
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 538,492 498,395

売上原価 262,120 258,670

売上総利益 276,372 239,725

販売費及び一般管理費 54,538 54,904

営業利益 221,834 184,821

営業外収益

受取利息 1,912 1,952

受取配当金 651 815

作業くず売却益 825 490

持分法による投資利益 3,499 2,932

雑収入 1,123 1,248

営業外収益合計 8,010 7,437

営業外費用

為替差損 600 －

固定資産除売却損 185 190

売上割引 142 114

寄付金 130 220

雑支出 209 492

営業外費用合計 1,266 1,016

経常利益 228,578 191,242

税金等調整前当期純利益 228,578 191,242

法人税、住民税及び事業税 92,831 69,133

法人税等調整額 △3,695 1,120

法人税等合計 89,136 70,253

少数株主損益調整前当期純利益 139,442 120,989

少数株主利益 623 505

当期純利益 138,819 120,484
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 139,442 120,989

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △390 982

為替換算調整勘定 △6,504 24,683

持分法適用会社に対する持分相当額 42 2,033

その他の包括利益合計 △6,852 27,698

包括利益 132,590 148,687

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 132,074 147,644

少数株主に係る包括利益 516 1,043
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 69,014 69,014

当期末残高 69,014 69,014

資本剰余金

当期首残高 96,261 96,265

当期変動額

自己株式の処分 4 3

当期変動額合計 4 3

当期末残高 96,265 96,268

利益剰余金

当期首残高 1,082,997 1,180,556

当期変動額

剰余金の配当 △41,566 △39,468

当期純利益 138,819 120,484

連結範囲の変動 306 －

当期変動額合計 97,559 81,016

当期末残高 1,180,556 1,261,572

自己株式

当期首残高 △311,094 △311,394

当期変動額

自己株式の取得 △304 △246

自己株式の処分 4 4

当期変動額合計 △300 △242

当期末残高 △311,394 △311,636

株主資本合計

当期首残高 937,178 1,034,441

当期変動額

剰余金の配当 △41,566 △39,468

当期純利益 138,819 120,484

連結範囲の変動 306 －

自己株式の取得 △304 △246

自己株式の処分 8 7

当期変動額合計 97,263 80,777

当期末残高 1,034,441 1,115,218
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 2,349 1,959

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △390 982

当期変動額合計 △390 982

当期末残高 1,959 2,941

為替換算調整勘定

当期首残高 △48,723 △55,077

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,354 26,178

当期変動額合計 △6,354 26,178

当期末残高 △55,077 △28,899

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △46,374 △53,118

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,744 27,160

当期変動額合計 △6,744 27,160

当期末残高 △53,118 △25,958

少数株主持分

当期首残高 3,690 3,999

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 309 870

当期変動額合計 309 870

当期末残高 3,999 4,869

純資産合計

当期首残高 894,494 985,322

当期変動額

剰余金の配当 △41,566 △39,468

当期純利益 138,819 120,484

連結範囲の変動 306 －

自己株式の取得 △304 △246

自己株式の処分 8 7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,435 28,030

当期変動額合計 90,828 108,807

当期末残高 985,322 1,094,129
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 228,578 191,242

減価償却費 15,466 17,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 △865

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,433 1,401

受取利息及び受取配当金 △2,563 △2,767

持分法による投資損益（△は益） △3,499 △2,932

売上債権の増減額（△は増加） △19,282 20,004

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,521 19,948

仕入債務の増減額（△は減少） 9,501 △10,021

その他 10,139 8,751

小計 223,282 242,628

利息及び配当金の受取額 4,063 4,495

法人税等の支払額 △84,218 △88,735

その他 1,096 460

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,223 158,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △43,959 △44,445

その他 1,862 481

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,097 △43,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △295 △240

配当金の支払額 △41,551 △39,426

その他 △206 △172

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,052 △39,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,931 15,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,143 90,682

現金及び現金同等物の期首残高 583,486 637,069

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,560 －

現金及び現金同等物の期末残高 637,069 727,751
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該当事項はありません。 

  

最近の有価証券報告書（平成24年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

ファナック㈱(6954)平成25年3月期決算短信
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）及び 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 当社グループは、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）の総合的なサプライヤーとして、自

動化による生産システムに使用されるＣＮＣシステムとＣＮＣシステムの技術をベースとしたそ

の応用商品の開発、製造、販売を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。 

 当社グループでは、すべての商品に、ＣＮＣ、サーボモータが使用されていることから、投資

の意思決定は、特定の商品の状況だけではなく、すべての商品の受注・売上、製造の状況により

判断しております。 

 このように、当社グループにおいては投資の意思決定を全体で実施し、事業セグメントは単一

であるためセグメント情報の記載を省略しております。   

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

（１）  製品及びサービスごとの情報 

 
  

（２）  地域ごとの情報 

◎ 売上高 

 
 （注）売上高は顧客の所在地別を基礎とし、国又は地域別に分類しております。 

  

◎ 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるた

め、記載を省略しております。 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

   １ セグメント情報

２ 関連情報

(単位：百万円)

ＦＡ ロボット ロボマシン 合計

外部顧客への売上高 200,118 119,149 179,128 498,395

(単位：百万円)

日本 米州 欧州 アジア その他の地域 合計

107,213 84,334 55,051 249,783 2,014 498,395
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 ◎ 主要な顧客ごとの情報 

 
 （注）セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。 

  

  

 
  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 
                              

 
  

該当事項はありません。 
  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しておりま

す。 

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Hon Hai Precision Industry Co.,Ltd 86,903

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日  
  至 平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日  

  至 平成25年３月31日)

 

１株当たり純資産額 5,013.69円

１株当たり当期純利益金額 709.20円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。

 

１株当たり純資産額 5,565.64円

１株当たり当期純利益金額 615.59円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日  
  至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日  
  至 平成25年３月31日)

当期純利益(百万円) 138,819 120,484

普通株式に係る当期純利益(百万円) 138,819 120,484

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 195,739 195,721

（重要な後発事象）

（リース取引、有価証券、デリバティブ取引、企業結合等）
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決算発表補足資料 
 

１ 連結業績（平成２４年４月～平成２５年３月） 
１）純利益 １，２０５億円（前年比 ０.９倍） 

 
２）売上高  ４，９８４億円（前年比 ０.９倍） 

 
３）営業利益 １，８４８億円（前年比 ０.８倍） 

経常利益 １，９１２億円（ 同   ０.８倍）売上高経常利益率 38.4% 
   

  ４）部門別売上高  
    ＦＡ   ２，００１億円（前年比 ０.７倍） 
    ロボット １，１９２億円（ 同  １.０倍） 
    ロボマシン１，７９１億円（ 同  １.１倍） 
 
  ５）受注高  ４，６１２億円（前年比 ０.９倍） 
 
２ ２５年上期業績予想  
    純利益     ４１０億円（前年同期比 ３８.８％減） 

 営業利益    ６２０億円（   同     ３９.１％減） 
    経常利益    ６５０億円（   同      ３８.２％減） 
    売上高   ２，０２０億円（  同       ２３.４％減） 
 
３ 連結業績推移（単位 億円） 
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