
決算説明会

株式会社株式会社株式会社株式会社 小糸製作所小糸製作所小糸製作所小糸製作所

2012012012017777年年年年3333月期月期月期月期

２０１７年５月１１日（木）２０１７年５月１１日（木）２０１７年５月１１日（木）２０１７年５月１１日（木）



【【【【予想および見通しについて予想および見通しについて予想および見通しについて予想および見通しについて】】】】

本資料に記載されている小糸製作所、及び関係会社の将来についての本資料に記載されている小糸製作所、及び関係会社の将来についての本資料に記載されている小糸製作所、及び関係会社の将来についての本資料に記載されている小糸製作所、及び関係会社の将来についての

計画や戦略、業績に関する予想、及び見通しの記述は、過去の事実計画や戦略、業績に関する予想、及び見通しの記述は、過去の事実計画や戦略、業績に関する予想、及び見通しの記述は、過去の事実計画や戦略、業績に関する予想、及び見通しの記述は、過去の事実

ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定、及びではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定、及びではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定、及びではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定、及び

所信に基づく見込みです。所信に基づく見込みです。所信に基づく見込みです。所信に基づく見込みです。

また、経済動向、自動車産業界における激しい競争、市場動向、また、経済動向、自動車産業界における激しい競争、市場動向、また、経済動向、自動車産業界における激しい競争、市場動向、また、経済動向、自動車産業界における激しい競争、市場動向、

為替レート、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んで為替レート、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んで為替レート、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んで為替レート、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んで

います。います。います。います。

それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを、それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを、それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを、それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを、

ご承知おき願います。ご承知おき願います。ご承知おき願います。ご承知おき願います。



Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 決算説明決算説明決算説明決算説明

2017201720172017年年年年3333月期（月期（月期（月期（2016201620162016年度）実績年度）実績年度）実績年度）実績



(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)
構成比構成比構成比構成比

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)
構成比構成比構成比構成比 指数指数指数指数

2,7082,7082,7082,708 28.028.028.028.0 2,9772,9772,9772,977 29.229.229.229.2 269269269269 109.9109.9109.9109.9

製製製製 作作作作 ググググ ルルルル ーーーー ププププ 1,3851,3851,3851,385 1,5821,5821,5821,582 197197197197 114.2114.2114.2114.2

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 439439439439 415415415415 △23△23△23△23

計計計計 1,8241,8241,8241,824 18.918.918.918.9 1,9971,9971,9971,997 19.619.619.619.6 173173173173 109.5109.5109.5109.5 為替影響為替影響為替影響為替影響 影響前指数影響前指数影響前指数影響前指数

米米米米 州州州州 1,6901,6901,6901,690 1,7791,7791,7791,779 89898989 105.3105.3105.3105.3 △216△216△216△216 118.1118.1118.1118.1 ・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等

欧欧欧欧 州州州州 352352352352 320320320320 △31△31△31△31 91.091.091.091.0 △56△56△56△56 106.9106.9106.9106.9

中中中中 国国国国 2,1152,1152,1152,115 2,1342,1342,1342,134 19191919 100.9100.9100.9100.9 △378△378△378△378 118.8118.8118.8118.8 ・ＶＷ､日産の増等・ＶＷ､日産の増等・ＶＷ､日産の増等・ＶＷ､日産の増等

アアアア ジジジジ アアアア 842842842842 890890890890 48484848 105.7105.7105.7105.7 △89△89△89△89 116.4116.4116.4116.4 ・トヨタの増等・トヨタの増等・トヨタの増等・トヨタの増等

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 130130130130 93939393 △36△36△36△36 71.571.571.571.5 △16△16△16△16 84.384.384.384.3 ・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等

計計計計 5,1305,1305,1305,130 53.153.153.153.1 5,2185,2185,2185,218 51.251.251.251.2 88888888 101.7101.7101.7101.7 △757△757△757△757 116.5116.5116.5116.5

合   計合   計合   計合   計 9,6639,6639,6639,663 100.0100.0100.0100.0 10,19410,19410,19410,194 100.0100.0100.0100.0 531531531531 105.5105.5105.5105.5

消   去消   去消   去消   去 △1,528△1,528△1,528△1,528 △1,780△1,780△1,780△1,780 △251△251△251△251

連   結連   結連   結連   結 8,1348,1348,1348,134 8,4148,4148,4148,414 279279279279 103.4103.4103.4103.4 △757△757△757△757 112.8112.8112.8112.8

※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）上海､広州､湖北､福州※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）上海､広州､湖北､福州※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）上海､広州､湖北､福州※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）上海､広州､湖北､福州

 　　　　　　　　（アジア）タイ､インドネシア､大億､インド　　（KIグループ）KPS､常州 　　　　　　　　（アジア）タイ､インドネシア､大億､インド　　（KIグループ）KPS､常州 　　　　　　　　（アジア）タイ､インドネシア､大億､インド　　（KIグループ）KPS､常州 　　　　　　　　（アジア）タイ､インドネシア､大億､インド　　（KIグループ）KPS､常州

前 期前 期前 期前 期 当 期当 期当 期当 期 比　較比　較比　較比　較

要　　　　因要　　　　因要　　　　因要　　　　因

海海海海

外外外外

・スズキの増等・スズキの増等・スズキの増等・スズキの増等

小小小小 糸糸糸糸 製製製製 作作作作 所所所所

・国内生産台数の増(919万台→932万台 101.5%)・国内生産台数の増(919万台→932万台 101.5%)・国内生産台数の増(919万台→932万台 101.5%)・国内生産台数の増(919万台→932万台 101.5%)

・ＬＥＤ化の進展による単価アップ・ＬＥＤ化の進展による単価アップ・ＬＥＤ化の進展による単価アップ・ＬＥＤ化の進展による単価アップ国国国国

内内内内

94.594.594.594.5 ・情報システム機器の減等・情報システム機器の減等・情報システム機器の減等・情報システム機器の減等

※※※※

(14(14(14(14社社社社))))

15151515社社社社

前期前期前期前期 当期当期当期当期

米ドル米ドル米ドル米ドル 120.2円120.2円120.2円120.2円 108.7円108.7円108.7円108.7円

中国元中国元中国元中国元 18.9円18.9円18.9円18.9円 16.1円16.1円16.1円16.1円

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（１／９）（１／９）（１／９）（１／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（１）－（１）－（１）－（１） 連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 前期比較前期比較前期比較前期比較



予想(1 / 2 6 公表)予想(1 / 2 6 公表)予想(1 / 2 6 公表)予想(1 / 2 6 公表)

8 ,1 348 ,1 348 ,1 348 ,1 34 100100100100 8 ,2 408 ,2 408 ,2 408 ,2 40 100100100100 8 ,4 148 ,4 148 ,4 148 ,4 14 100100100100 279279279279 1 0 3 . 41 0 3 . 41 0 3 . 41 0 3 . 4 174174174174 1 0 2 . 11 0 2 . 11 0 2 . 11 0 2 . 1

(1 ,0 37 )(1 ,0 37 )(1 ,0 37 )(1 ,0 37 )
( 1 1 2 . 8 )( 1 1 2 . 8 )( 1 1 2 . 8 )( 1 1 2 . 8 )

(69 )(69 )(69 )(69 )
( 1 0 0 . 8 )( 1 0 0 . 8 )( 1 0 0 . 8 )( 1 0 0 . 8 )

6 ,7 656 ,7 656 ,7 656 ,7 65 83 .283 .283 .283 .2 6 ,9 406 ,9 406 ,9 406 ,9 40 82 .582 .582 .582 .5 175175175175

1 ,3 691 ,3 691 ,3 691 ,3 69 16 .816 .816 .816 .8 1 ,4 731 ,4 731 ,4 731 ,4 73 17 .517 .517 .517 .5 104104104104 1 0 7 . 61 0 7 . 61 0 7 . 61 0 7 . 6

547547547547 6 .76 .76 .76 .7 548548548548 6 .56 .56 .56 .5 1111

822822822822 10 .110 .110 .110 .1 890890890890 10 .810 .810 .810 .8 925925925925 11 .011 .011 .011 .0 103103103103 1 1 2 . 51 1 2 . 51 1 2 . 51 1 2 . 5 35353535 1 0 4 . 01 0 4 . 01 0 4 . 01 0 4 . 0

20202020 0 .30 .30 .30 .3 28282828 0 .30 .30 .30 .3 7777

842842842842 10 .410 .410 .410 .4 920920920920 11 .211 .211 .211 .2 953953953953 11 .311 .311 .311 .3 110110110110 1 1 3 . 11 1 3 . 11 1 3 . 11 1 3 . 1 33333333 1 0 3 . 61 0 3 . 61 0 3 . 61 0 3 . 6

△95△95△95△95 －－－－
0000

△37△37△37△37 －－－－ 58585858
0000

747747747747 9 .29 .29 .29 .2 916916916916 10 .910 .910 .910 .9 169169169169 1 2 2 . 61 2 2 . 61 2 2 . 61 2 2 . 6

(59 )(59 )(59 )(59 ) －－－－ (87 )(8 7 )(8 7 )(8 7 ) －－－－ (27 )(27 )(27 )(27 )

463463463463 5 .75 .75 .75 .7 550550550550 6 .76 .76 .76 .7 566566566566 6 .76 .76 .76 .7 103103103103 1 2 2 . 41 2 2 . 41 2 2 . 41 2 2 . 4 16161616 1 0 3 . 11 0 3 . 11 0 3 . 11 0 3 . 1

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益

(非支配株主損益)(非支配株主損益)(非支配株主損益)(非支配株主損益)

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 除除除除 くくくく ))))

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期 比     較比     較比     較比     較

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) 前期比前期比前期比前期比 予想比予想比予想比予想比

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（２／９）（２／９）（２／９）（２／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（２）－（２）－（２）－（２） 連結損益比較連結損益比較連結損益比較連結損益比較



（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（３／９）（３／９）（３／９）（３／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（３）－（３）－（３）－（３） 国内国内国内国内////海外別損益海外別損益海外別損益海外別損益 前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）

当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)

海 外 計海 外 計海 外 計海 外 計

製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ Ｋ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プ

国国国国 内内内内 計計計計 (15社)(15社)(15社)(15社)

売売売売 上上上上 高高高高 2,9772 ,9772 ,9772 ,977 1 ,5 821 ,5 821 ,5 821 ,5 82 415415415415 1 ,9 971 ,9 971 ,9 971 ,9 97 5 ,2 185 ,2 185 ,2 185 ,2 18 10 ,19410 ,19410 ,19410 ,194 △1,780△1,780△1,780△1,780 8 ,4148 ,4148 ,4148 ,414

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 292292292292 88888888 3333 92929292 480480480480 864864864864 60606060 925925925925

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率 9.8%9 .8%9 .8%9 .8% 5 .6%5 .6%5 .6%5 .6% 0 .8 %0 .8 %0 .8 %0 .8 % 4 .6%4 .6%4 .6%4 .6% 9 .2%9 .2%9 .2%9 .2% 8 .5%8 .5%8 .5%8 .5% 11 .0%11 .0%11 .0%11 .0%

前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)

海 外 計海 外 計海 外 計海 外 計

製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ Ｋ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プ

国国国国 内内内内 計計計計 (15社)(15社)(15社)(15社)

売売売売 上上上上 高高高高 2,7082 ,7082 ,7082 ,708 1 ,3 851 ,3 851 ,3 851 ,3 85 439439439439 1 ,8 241 ,8 241 ,8 241 ,8 24 5 ,1 305 ,1 305 ,1 305 ,1 30 9 ,6639 ,6639 ,6639 ,663 △1,528△1,528△1,528△1,528 8 ,1348 ,1348 ,1348 ,134

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 215215215215 66666666 2222 68686868 476476476476 760760760760 62626262 822822822822

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率 8.0%8 .0%8 .0%8 .0% 4 .8%4 .8%4 .8%4 .8% 0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 % 3 .8%3 .8%3 .8%3 .8% 9 .3%9 .3%9 .3%9 .3% 7 .9%7 .9%7 .9%7 .9% 10 .1%10 .1%10 .1%10 .1%

比   較比   較比   較比   較

海 外 計海 外 計海 外 計海 外 計

製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ製 作 グ ル ー プ Ｋ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プＫ Ｉ グ ル ー プ

国国国国 内内内内 計計計計 (15社)(15社)(15社)(15社)

売売売売 上上上上 高高高高 269269269269 197197197197 173173173173 88888888 531531531531 △251△251△251△251 279279279279

指　　数指　　数指　　数指　　数 110%110%110%110% 114%114%114%114% 95%95%95%95% 110%110%110%110% 102%102%102%102% 106%106%106%106% 103%103%103%103%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 77777777 22222222 23232323 4444 104104104104 △1△1△1△1 103103103103

指　　数指　　数指　　数指　　数 136%136%136%136% 133%133%133%133% 156%156%156%156% 134%134%134%134% 101%101%101%101% 114%114%114%114% 113%113%113%113%

小   糸小   糸小   糸小   糸

製作所製作所製作所製作所

国内(14社)国内(14社)国内(14社)国内(14社)

合計合計合計合計 消去消去消去消去 連結連結連結連結

△23△23△23△23

1111

連結連結連結連結

小   糸小   糸小   糸小   糸

製作所製作所製作所製作所

国内(14社)国内(14社)国内(14社)国内(14社)

合計合計合計合計 消去消去消去消去 連結連結連結連結

小   糸小   糸小   糸小   糸

製作所製作所製作所製作所

国内(14社)国内(14社)国内(14社)国内(14社)

合計合計合計合計 消去消去消去消去



（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（４／９）（４／９）（４／９）（４／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（４）－（４）－（４）－（４） 海外地域別損益海外地域別損益海外地域別損益海外地域別損益 前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）前期比較（単純合算）

当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)当  期 (16/4～17/3)

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 中国中国中国中国 アジアアジアアジアアジア
K Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プ

海海海海 外外外外 計計計計

1,7791 ,7791 ,7791 ,779 320320320320 2 ,1342 ,1342 ,1342 ,134 890890890890 93939393 5 ,2185 ,2185 ,2185 ,218

201201201201 38383838 132132132132 82828282 24242424 480480480480

11 .3%11 .3%11 .3%11 .3% 12 .0%12 .0%12 .0%12 .0% 6 .2%6 .2%6 .2%6 .2% 9 .3%9 .3%9 .3%9 .3% 26 .4%26 .4%26 .4%26 .4% 9 .2%9 .2%9 .2%9 .2%

前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)前  期 (15/4～16/3)

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 中国中国中国中国 アジアアジアアジアアジア
K Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プ

海海海海 外外外外 計計計計

1,6901 ,6901 ,6901 ,690 352352352352 2 ,1152 ,1152 ,1152 ,115 842842842842 130130130130 5 ,1305 ,1305 ,1305 ,130

167167167167 40404040 149149149149 79797979 38383838 476476476476

9 .9%9 .9%9 .9%9 .9% 11 .5%11 .5%11 .5%11 .5% 7 .1%7 .1%7 .1%7 .1% 9 .5%9 .5%9 .5%9 .5% 29 .8%29 .8%29 .8%29 .8% 9 .3%9 .3%9 .3%9 .3%

比   較比   較比   較比   較

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 中国中国中国中国 アジアアジアアジアアジア
K Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プK Iグ ルー プ

海海海海 外外外外 計計計計

89898989 △31△31△31△31 19191919 48484848 △36△36△36△36 88888888

105%105%105%105% 91%91%91%91% 101%101%101%101% 106%106%106%106% 72%72%72%72% 102%102%102%102%

33333333 △2△2△2△2 △16△16△16△16 3333 △14△14△14△14 4444

120%120%120%120% 95%95%95%95% 89%89%89%89% 104%104%104%104% 63%63%63%63% 101%101%101%101%

為為為為 替替替替 売売売売 上上上上 高高高高 305305305305 24242424 397397397397 138138138138 △20△20△20△20 845845845845

影影影影 響響響響前前前前 営業利益営業利益営業利益営業利益 61616161 3333 7777 11111111 △9△9△9△9 73737373

(為替影響額 営業利益 △69)(為替影響額 営業利益 △69)(為替影響額 営業利益 △69)(為替影響額 営業利益 △69)

売売売売 上上上上 高高高高

指指指指 数数数数

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

指指指指 数数数数

海外（15社）海外（15社）海外（15社）海外（15社）

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

海外（15社）海外（15社）海外（15社）海外（15社）

海外（15社）海外（15社）海外（15社）海外（15社）



8 ,1 348 ,1 348 ,1 348 ,1 34 100100100100 8 ,4 148 ,4 148 ,4 148 ,4 14 100100100100 279279279279
103 . 4103 . 4103 . 4103 . 4

(9 ,171 )(9 ,171 )(9 ,171 )(9 ,171 ) ( 1 ,0 3 7 )( 1 ,0 3 7 )( 1 ,0 3 7 )( 1 ,0 3 7 ) 112 . 8112 . 8112 . 8112 . 8

6 ,7 656 ,7 656 ,7 656 ,7 65 83 .283 .283 .283 .2 6 ,9 406 ,9 406 ,9 406 ,9 40 82 .582 .582 .582 .5 175175175175

1 ,3 691 ,3 691 ,3 691 ,3 69 16 .816 .816 .816 .8 1 ,4 731 ,4 731 ,4 731 ,4 73 17 .517 .517 .517 .5 104104104104
107 . 6107 . 6107 . 6107 . 6

547547547547 6 .76 .76 .76 .7 548548548548 6 .56 .56 .56 .5 1111

822822822822 10 .110 .110 .110 .1 925925925925 11 .011 .011 .011 .0 103103103103
112 . 5112 . 5112 . 5112 . 5

20202020 0 .30 .30 .30 .3 28282828 0 .30 .30 .30 .3 7777

842842842842 10 .410 .410 .410 .4 953953953953 11 .311 .311 .311 .3 110110110110
113 . 1113 . 1113 . 1113 . 1

△95△95△95△95 －－－－ △37△37△37△37 －－－－ 58585858

747747747747 9 .29 .29 .29 .2 916916916916 10 .910 .910 .910 .9 169169169169
122 . 6122 . 6122 . 6122 . 6

(59 )(59 )(59 )(59 ) －－－－ (87 )(87 )(87 )(87 ) －－－－ (27 )(27 )(27 )(27 )

4 63463463463 5 .75 .75 .75 .7 566566566566 6 .76 .76 .76 .7 103103103103
122 . 4122 . 4122 . 4122 . 4

(非支配株主損益)(非支配株主損益)(非支配株主損益)(非支配株主損益)

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)

売売売売 上上上上 高高高高

(為替影響除く )(為替影響除く )(為替影響除く )(為替影響除く )

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

◎◎◎◎ 営業利益の増営業利益の増営業利益の増営業利益の増

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響

・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化 △11     △11     △11     △11     

・研究開発費､償却費等・研究開発費､償却費等・研究開発費､償却費等・研究開発費､償却費等 △41     △41     △41     △41     

　　(製作所△24､米州△10 等)　　(製作所△24､米州△10 等)　　(製作所△24､米州△10 等)　　(製作所△24､米州△10 等)

・湖北小糸立上げ先行負担・湖北小糸立上げ先行負担・湖北小糸立上げ先行負担・湖北小糸立上げ先行負担 △11     △11     △11     △11     

・為替影響・為替影響・為替影響・為替影響 △69     △69     △69     △69     

103億円103億円103億円103億円

236     236     236     236     

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（５／９）（５／９）（５／９）（５／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（５）－（５）－（５）－（５） 連結損益連結損益連結損益連結損益 前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）



8 ,1 348 ,1 348 ,1 348 ,1 34 100100100100 8 ,4 148 ,4 148 ,4 148 ,4 14 100100100100 279279279279
103 . 4103 . 4103 . 4103 . 4

(9 ,171)(9,171)(9,171)(9,171) (1 , 037 )(1 , 037 )(1 , 037 )(1 , 037 ) 112 . 8112 . 8112 . 8112 . 8

6 ,7 656 ,7 656 ,7 656 ,7 65 83 .283 .283 .283 .2 6 ,9 406 ,9 406 ,9 406 ,9 40 82 .582 .582 .582 .5 175175175175

1 ,3 691 ,3 691 ,3 691 ,3 69 16 .816 .816 .816 .8 1 ,4 731 ,4 731 ,4 731 ,4 73 17 .517 .517 .517 .5 104104104104
107 . 6107 . 6107 . 6107 . 6

547547547547 6 .76 .76 .76 .7 548548548548 6 .56 .56 .56 .5 1111

822822822822 10 .110 .110 .110 .1 925925925925 11 .011 .011 .011 .0 103103103103
112 . 5112 . 5112 . 5112 . 5

20202020 0 .30 .30 .30 .3 28282828 0 .30 .30 .30 .3 7777

842842842842 10 .410 .410 .410 .4 953953953953 11 .311 .311 .311 .3 110110110110
113 . 1113 . 1113 . 1113 . 1

△95△95△95△95 －－－－ △37△37△37△37 －－－－ 58585858

747747747747 9 .29 .29 .29 .2 916916916916 10 .910 .910 .910 .9 169169169169
122 . 6122 . 6122 . 6122 . 6

(5 9 )(5 9 )(5 9 )(5 9 ) －－－－ (87 )(87 )(87 )(87 ) －－－－ (27 )(27 )(27 )(27 )

463463463463 5 .75 .75 .75 .7 566566566566 6 .76 .76 .76 .7 103103103103
122 . 4122 . 4122 . 4122 . 4

(非支 配株主 損益)(非支 配株主 損益)(非支 配株主 損益)(非支 配株主 損益)

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)

売売売売 上上上上 高高高高

(為替影響除く )(為替影響除く )(為替影響除く )(為替影響除く )

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

【営業利益の増【営業利益の増【営業利益の増【営業利益の増 】】】】

◎◎◎◎ 営業外損益の増減営業外損益の増減営業外損益の増減営業外損益の増減

・為替差損の減 等・為替差損の減 等・為替差損の減 等・為替差損の減 等

【経常利益の増【経常利益の増【経常利益の増【経常利益の増 】】】】

◎◎◎◎ 特別損益の増減特別損益の増減特別損益の増減特別損益の増減

・前期 K IHD 損害賠償引当金繰入・前期 K IHD 損害賠償引当金繰入・前期 K IHD 損害賠償引当金繰入・前期 K IHD 損害賠償引当金繰入

【当期純利益の増【当期純利益の増【当期純利益の増【当期純利益の増 】】】】

99       9 9       9 9       9 9       

    △33､他    △33､他    △33､他    △33､他

103億円103億円103億円103億円

・当期 製作所 独禁法関連損失・当期 製作所 独禁法関連損失・当期 製作所 独禁法関連損失・当期 製作所 独禁法関連損失

103億円103億円103億円103億円

7億円7億円7億円7億円

110億円110億円110億円110億円

58億円58億円58億円58億円

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（６／９）（６／９）（６／９）（６／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（５）－（５）－（５）－（５） 連結損益連結損益連結損益連結損益 前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）



予想(1/26公表)予想(1/26公表)予想(1/26公表)予想(1/26公表)

2 ,7 082 ,7 082 ,7 082 ,7 08 100100100100 2 ,9702 ,9702 ,9702 ,970 100100100100 2 ,9 772 ,9 772 ,9 772 ,9 77 100100100100 269269269269
109 . 9109 . 9109 . 9109 . 9

7777
100 . 3100 . 3100 . 3100 . 3

2 ,2 992 ,2 992 ,2 992 ,2 99 84 .984 .984 .984 .9 2 ,4 792 ,4 792 ,4 792 ,4 79 83 .383 .383 .383 .3 180180180180

409409409409 15 .115 .115 .115 .1 498498498498 16 .716 .716 .716 .7 89898989
121 . 8121 . 8121 . 8121 . 8

193193193193 7 .27 .27 .27 .2 205205205205 6 .96 .96 .96 .9 11111111

215215215215 8 .08 .08 .08 .0 280280280280 9 .49 .49 .49 .4 292292292292 9 .89 .89 .89 .8 77777777
135 . 8135 . 8135 . 8135 . 8

12121212
104 . 5104 . 5104 . 5104 . 5

154154154154 5 .75 .75 .75 .7 164164164164 5 .55 .55 .55 .5 10101010

369369369369 13 .713 .713 .713 .7 440440440440 14.814.814.814.8 457457457457 15 .415 .415 .415 .4 87878787
123 . 7123 . 7123 . 7123 . 7

17171717
103 . 9103 . 9103 . 9103 . 9

△31△31△31△31 －－－－ △34△34△34△34 －－－－ △2△2△2△2

337337337337 12 .512 .512 .512 .5 423423423423 14 .214 .214 .214 .2 85858585
125 . 2125 . 2125 . 2125 . 2

218218218218 8 .08 .08 .08 .0 310310310310 10.410.410.410.4 311311311311 10 .410 .410 .410 .4 93939393
142 . 7142 . 7142 . 7142 . 7

1111
100 . 3100 . 3100 . 3100 . 3

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) 前期比前期比前期比前期比

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

予想比予想比予想比予想比

売売売売 上上上上 高高高高

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期 比     較比     較比     較比     較

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（７／９）（７／９）（７／９）（７／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（６）－（６）－（６）－（６） 単独損益比較単独損益比較単独損益比較単独損益比較



2 ,7 082 ,7 082 ,7 082 ,7 08 100100100100 2 ,9772 ,9772 ,9772 ,977 100100100100 269269269269 1 0 9 .91 0 9 .91 0 9 .91 0 9 .9

2 ,2 992 ,2 992 ,2 992 ,2 99 84 .984 .984 .984 .9 2 ,4792 ,4792 ,4792 ,479 83 .383 .383 .383 .3 180180180180

409409409409 15 .115 .115 .115 .1 498498498498 16 .716 .716 .716 .7 89898989 1 2 1 .81 2 1 .81 2 1 .81 2 1 .8

193193193193 7 .27 .27 .27 .2 205205205205 6 .96 .96 .96 .9 11111111

215215215215 8 .08 .08 .08 .0 292292292292 9 .89 .89 .89 .8 77777777 1 3 5 .81 3 5 .81 3 5 .81 3 5 .8

154154154154 5 .75 .75 .75 .7 164164164164 5 .55 .55 .55 .5 10101010

369369369369 13 .713 .713 .713 .7 457457457457 15 .415 .415 .415 .4 87878787 1 2 3 .71 2 3 .71 2 3 .71 2 3 .7

△31△31△31△31 －－－－ △34△34△34△34 ---- △2△2△2△2

337337337337 12 .512 .512 .512 .5 423423423423 14 .214 .214 .214 .2 85858585 1 2 5 .21 2 5 .21 2 5 .21 2 5 .2

218218218218 8 .08 .08 .08 .0 311311311311 10 .410 .410 .410 .4 93939393 1 4 2 .71 4 2 .71 4 2 .71 4 2 .7

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利益益益益

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損益益益益

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

◎◎◎◎ 営業利益の増営業利益の増営業利益の増営業利益の増 77777777 億円億円億円億円

86868686

15151515

△14△14△14△14

・その他・その他・その他・その他 △10△10△10△10

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響

・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上

・研究開発費､償却費・研究開発費､償却費・研究開発費､償却費・研究開発費､償却費

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（８／９）（８／９）（８／９）（８／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（７）－（７）－（７）－（７） 単独損益単独損益単独損益単独損益 前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）



2 ,7082 ,7082 ,7082 ,708 100100100100 2 ,9772 ,9772 ,9772 ,977 100100100100 269269269269
109 . 9109 . 9109 . 9109 . 9

2 ,2992 ,2992 ,2992 ,299 84 .984 .984 .984 .9 2 ,4792 ,4792 ,4792 ,479 83 .383 .383 .383 .3 180180180180

409409409409 15 .115 .115 .115 .1 498498498498 16 .716 .716 .716 .7 89898989
121 . 8121 . 8121 . 8121 . 8

193193193193 7 .27 .27 .27 .2 205205205205 6 .96 .96 .96 .9 11111111

215215215215 8 .08 .08 .08 .0 292292292292 9 .89 .89 .89 .8 77777777
135 . 8135 . 8135 . 8135 . 8

154154154154 5 .75 .75 .75 .7 164164164164 5 .55 .55 .55 .5 10101010

369369369369 13 .713 .713 .713 .7 457457457457 15 .415 .415 .415 .4 87878787
123 . 7123 . 7123 . 7123 . 7

△31△31△31△31 －－－－ △34△34△34△34 －－－－ △2△2△2△2

337337337337 12 .512 .512 .512 .5 423423423423 14 .214 .214 .214 .2 85858585
125 . 2125 . 2125 . 2125 . 2

218218218218 8 .08 .08 .08 .0 311311311311 10 .410 .410 .410 .4 93939393
142 . 7142 . 7142 . 7142 . 7

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利益益益益

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損益益益益

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3)(15/4～16/3) (16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利益益益益

販販販販 管管管管 費費費費

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

77777777 億円億円億円億円 】】】】

◎◎◎◎ 営業外損益の増減営業外損益の増減営業外損益の増減営業外損益の増減 10101010 億円億円億円億円

・受取配当金の増 等　・受取配当金の増 等　・受取配当金の増 等　・受取配当金の増 等　 10101010

87878787 億円億円億円億円 】】】】

◎◎◎◎ 特別損益の増減特別損益の増減特別損益の増減特別損益の増減 △2△2△2△2 億円億円億円億円

25252525

△24△24△24△24

・前期 子会社清算益(KENV)､他・前期 子会社清算益(KENV)､他・前期 子会社清算益(KENV)､他・前期 子会社清算益(KENV)､他 △3△3△3△3

93939393 億円億円億円億円 】】】】  【 当期純利益の増  【 当期純利益の増  【 当期純利益の増  【 当期純利益の増

・独禁法関連損失の増・独禁法関連損失の増・独禁法関連損失の増・独禁法関連損失の増

  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増

  【 経常利益の増  【 経常利益の増  【 経常利益の増  【 経常利益の増

・関係会社株式評価損(IJL)の減・関係会社株式評価損(IJL)の減・関係会社株式評価損(IJL)の減・関係会社株式評価損(IJL)の減

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（９／９）（９／９）（９／９）（９／９）

ⅠⅠⅠⅠ－（７）－（７）－（７）－（７） 単独損益単独損益単独損益単独損益 前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）前期比較（増減益要因）



ⅡⅡⅡⅡ．．．．次次次次期の見通し期の見通し期の見通し期の見通し

2018年3月期(2017年度)業績予想



単位:万台単位:万台単位:万台単位:万台

前年比前年比前年比前年比 前年比前年比前年比前年比 前年比前年比前年比前年比

919919919919 96%96%96%96% 932932932932 101%101%101%101% 922922922922 99%99%99%99%

1,8021,8021,8021,802 103%103%103%103% 1,8291,8291,8291,829 101%101%101%101% 1,8351,8351,8351,835 100%100%100%100%

1,6591,6591,6591,659 101%101%101%101% 1,6981,6981,6981,698 102%102%102%102% 1,7151,7151,7151,715 101%101%101%101%

2,4882,4882,4882,488 104%104%104%104% 2,8642,8642,8642,864 115%115%115%115% 2,9002,9002,9002,900 101%101%101%101%

189189189189 100%100%100%100% 193193193193 102%102%102%102% 194194194194 101%101%101%101%

104104104104 84%84%84%84% 115115115115 111%111%111%111% 120120120120 105%105%105%105%

419419419419 110%110%110%110% 452452452452 108%108%108%108% 470470470470 104%104%104%104%

1,0921,0921,0921,092 93%93%93%93% 1,0451,0451,0451,045 96%96%96%96% 1,0441,0441,0441,044 100%100%100%100%

8,6728,6728,6728,672 101%101%101%101% 9,1289,1289,1289,128 105%105%105%105% 9,2009,2009,2009,200 101%101%101%101%世世世世 界界界界 合合合合 計計計計

日日日日 本本本本

北北北北 米米米米

欧欧欧欧 州州州州

中中中中 国国国国

タタタタ イイイイ

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア

イイイイ ンンンン ドドドド

そそそそ のののの 他他他他

１７年度１７年度１７年度１７年度１６年度１６年度１６年度１６年度１５年度１５年度１５年度１５年度

ⅡⅡⅡⅡ－（１）－（１）－（１）－（１） 次期計画の設定次期計画の設定次期計画の設定次期計画の設定

（１（１（１（１／９／９／９／９ ））））

■■■■世界世界世界世界自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数



ⅡⅡⅡⅡ－（２）－（２）－（２）－（２） 連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 前前前前期比較期比較期比較期比較

（単位（単位（単位（単位 金額金額金額金額：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（２／９（２／９（２／９（２／９ ））））

※※※※海外内訳海外内訳海外内訳海外内訳 （（（（米州）米州）米州）米州）NALNALNALNAL､､､､メキシコメキシコメキシコメキシコ､､､､ブラジルブラジルブラジルブラジル （欧州）（欧州）（欧州）（欧州）KELKELKELKEL､､､､KCZKCZKCZKCZ （中国）上海（中国）上海（中国）上海（中国）上海､､､､広州広州広州広州､､､､湖北湖北湖北湖北､､､､福州福州福州福州

（（（（アジア）タイアジア）タイアジア）タイアジア）タイ､､､､インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア､､､､大億大億大億大億､､､､インドインドインドインド （（（（KIKIKIKIグループ）グループ）グループ）グループ）KPSKPSKPSKPS､､､､常州常州常州常州

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) 構成比構成比構成比構成比 (17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) 構成比構成比構成比構成比 指数指数指数指数

2,9772,9772,9772,977 29.229.229.229.2 3,2303,2303,2303,230 30.530.530.530.5 252252252252 108.5108.5108.5108.5

製製製製作作作作 ググググルルルルーーーーププププ 1,5821,5821,5821,582 1,8171,8171,8171,817 234234234234 114.8114.8114.8114.8

KIKIKIKI ググググ ルルルル ーーーー ププププ 415415415415 414414414414 △1△1△1△1 99.699.699.699.6

計計計計 1,9971,9971,9971,997 19.619.619.619.6 2,2312,2312,2312,231 21.021.021.021.0 233233233233 111.7111.7111.7111.7 為替影響為替影響為替影響為替影響 影響前指数影響前指数影響前指数影響前指数

米米米米 州州州州 1,7791,7791,7791,779 1,7771,7771,7771,777 △2△2△2△2 99.899.899.899.8 △83△83△83△83 104.6104.6104.6104.6 ・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等・トヨタ､ホンダの増等

欧欧欧欧 州州州州 320320320320 317317317317 △3△3△3△3 98.898.898.898.8 △29△29△29△29 108.1108.1108.1108.1 ・日産、スズキの増等・日産、スズキの増等・日産、スズキの増等・日産、スズキの増等

中中中中 国国国国 2,1342,1342,1342,134 2,0932,0932,0932,093 △41△41△41△41 98.198.198.198.1 △78△78△78△78 101.7101.7101.7101.7 ・吉利汽車の増等・吉利汽車の増等・吉利汽車の増等・吉利汽車の増等

アアアア ジジジジ アアアア 890890890890 878878878878 △12△12△12△12 98.698.698.698.6 △54△54△54△54 104.7104.7104.7104.7 ・トヨタ､スズキの増等・トヨタ､スズキの増等・トヨタ､スズキの増等・トヨタ､スズキの増等

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 93939393 80808080 △13△13△13△13 85.785.785.785.7 △2△2△2△2 88.588.588.588.5 ・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等・高速鉄道の減等

計計計計 5,2185,2185,2185,218 51.251.251.251.2 5,1455,1455,1455,145 48.548.548.548.5 △73△73△73△73 98.698.698.698.6 △249△249△249△249 103.4103.4103.4103.4

(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前) (5,394)(5,394)(5,394)(5,394) (175)(175)(175)(175) (103.4)(103.4)(103.4)(103.4)

合   計合   計合   計合   計 10,19410,19410,19410,194 100.0100.0100.0100.0 10,60610,60610,60610,606 100.0100.0100.0100.0 411411411411 104.0104.0104.0104.0 △249△249△249△249 106.5106.5106.5106.5

消   去消   去消   去消   去 △1,780△1,780△1,780△1,780 △1,996△1,996△1,996△1,996 △215△215△215△215

連   結連   結連   結連   結 8,4148,4148,4148,414 8,6108,6108,6108,610 195195195195 102.3102.3102.3102.3 △249△249△249△249 105.3105.3105.3105.3

(8,859)(8,859)(8,859)(8,859) (444)(444)(444)(444) (105.3)(105.3)(105.3)(105.3)

海海海海

外外外外

<為替レート> 当期実績　 次期計画<為替レート> 当期実績　 次期計画<為替レート> 当期実績　 次期計画<為替レート> 当期実績　 次期計画

　　米ドル　  108.7円　　105.0円　　米ドル　  108.7円　　105.0円　　米ドル　  108.7円　　105.0円　　米ドル　  108.7円　　105.0円

　　中国元　   16.1円　　 15.5円　　中国元　   16.1円　　 15.5円　　中国元　   16.1円　　 15.5円　　中国元　   16.1円　　 15.5円

    為替感応度 米㌦1円の年間変動影響は､為替感応度 米㌦1円の年間変動影響は､為替感応度 米㌦1円の年間変動影響は､為替感応度 米㌦1円の年間変動影響は､

　　　　　  売上50億円/営業利益4億円　　　　　  売上50億円/営業利益4億円　　　　　  売上50億円/営業利益4億円　　　　　  売上50億円/営業利益4億円

(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前)

当  期  実 績当  期  実 績当  期  実 績当  期  実 績 次  期 計 画次  期 計 画次  期 計 画次  期 計 画 比　較比　較比　較比　較

要　　　　因要　　　　因要　　　　因要　　　　因

小小小小 糸糸糸糸 製製製製 作作作作 所所所所

・ＬＥＤ化進展､ＡＤＢ等 高機能化による・ＬＥＤ化進展､ＡＤＢ等 高機能化による・ＬＥＤ化進展､ＡＤＢ等 高機能化による・ＬＥＤ化進展､ＡＤＢ等 高機能化による

　　単価アップ　　単価アップ　　単価アップ　　単価アップ

　　　(国内生産台数：932→922万台 99％)　　　(国内生産台数：932→922万台 99％)　　　(国内生産台数：932→922万台 99％)　　　(国内生産台数：932→922万台 99％)

国国国国

内内内内

(14(14(14(14社社社社))))

15151515社社社社

※※※※



ⅡⅡⅡⅡ－（３）－（３）－（３）－（３） 連結損益連結損益連結損益連結損益 前期比較前期比較前期比較前期比較

（単位（単位（単位（単位 金額金額金額金額：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（３／９（３／９（３／９（３／９ ））））

売売売売 上上上上 高高高高 8,4148,4148,4148,414 100.0100.0100.0100.0 8,6108,6108,6108,610 100.0100.0100.0100.0 195195195195 102.3102.3102.3102.3

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (8,859)(8,859)(8,859)(8,859) (444)(444)(444)(444) (105.3)(105.3)(105.3)(105.3)

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 6,9406,9406,9406,940 82.582.582.582.5 7,1717,1717,1717,171 83.383.383.383.3 230230230230

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 1,4731,4731,4731,473 17.517.517.517.5 1,4391,4391,4391,439 16.716.716.716.7 △34△34△34△34 97.697.697.697.6

販販販販 管管管管 費費費費 548548548548 6.56.56.56.5 529529529529 6.16.16.16.1 △19△19△19△19

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 925925925925 11.011.011.011.0 910910910910 10.610.610.610.6 △15△15△15△15 98.498.498.498.4

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (933)(933)(933)(933) (8)(8)(8)(8) (100.9)(100.9)(100.9)(100.9)

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 28282828 0.30.30.30.3 20202020 0.20.20.20.2 △8△8△8△8

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 953953953953 11.311.311.311.3 930930930930 10.810.810.810.8 △23△23△23△23 97.597.597.597.5

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △37△37△37△37 －－－－ △3△3△3△3 －－－－ 34343434

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 916916916916 10.910.910.910.9 927927927927 10.810.810.810.8 10101010 101.2101.2101.2101.2

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 566566566566 6.76.76.76.7 570570570570 6.66.66.66.6 3333 100.5100.5100.5100.5

当期実績当期実績当期実績当期実績 次期計画次期計画次期計画次期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)

◎◎◎◎営業利益営業利益営業利益営業利益 △△△△15151515 億円億円億円億円

････量量量量のののの変動変動変動変動によるによるによるによる影響影響影響影響 115115115115

　 　 　 　 ・・・・競合激化等競合激化等競合激化等競合激化等によるによるによるによる売価率悪化売価率悪化売価率悪化売価率悪化 △△△△23232323

････研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費、、、、償却費等償却費等償却費等償却費等 △△△△83838383

　　 　　 　　 　　 ((((製作所製作所製作所製作所△△△△40404040、、、、米州米州米州米州△△△△28282828、、、、中国中国中国中国△△△△6 6 6 6 等等等等))))

････為替影響為替影響為替影響為替影響 △△△△24242424

  【   【   【   【 営業利益営業利益営業利益営業利益のののの減減減減 △△△△15151515 億円億円億円億円】】】】

◎◎◎◎営業外損益 営業外損益 営業外損益 営業外損益 ((((受取利息受取利息受取利息受取利息のののの減等減等減等減等)))) △△△△8888

  【   【   【   【 経常利益経常利益経常利益経常利益のののの減減減減 △△△△23232323 億円億円億円億円】】】】

◎◎◎◎特別損益特別損益特別損益特別損益 34343434

33333333

  【   【   【   【 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益のののの増増増増 3333 億円億円億円億円】】】】

････当期 製作所 独禁法関連損失当期 製作所 独禁法関連損失当期 製作所 独禁法関連損失当期 製作所 独禁法関連損失



次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）

海外計海外計海外計海外計

製作グループ製作グループ製作グループ製作グループ ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 国国国国 内内内内 計計計計 （（（（ 15151515 社社社社 ））））

3,2303,2303,2303,230 1,8171,8171,8171,817 414414414414 2,2312,2312,2312,231 5,1455,1455,1455,145 10,60610,60610,60610,606 △1,996△1,996△1,996△1,996 8,6108,6108,6108,610

310310310310 96969696 3333 99999999 433433433433 842842842842 68686868 910910910910

9.6%9.6%9.6%9.6% 5.3%5.3%5.3%5.3% 0.7%0.7%0.7%0.7% 4.4%4.4%4.4%4.4% 8.4%8.4%8.4%8.4% 7.9%7.9%7.9%7.9% －－－－ 10.6%10.6%10.6%10.6%

当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）

海外計海外計海外計海外計

製作グループ製作グループ製作グループ製作グループ ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 国国国国 内内内内 計計計計 （（（（ 15151515 社社社社 ））））

2,9772,9772,9772,977 1,5821,5821,5821,582 415415415415 1,9971,9971,9971,997 5,2185,2185,2185,218 10,19410,19410,19410,194 △1,780△1,780△1,780△1,780 8,4148,4148,4148,414

292292292292 88888888 3333 92929292 480480480480 864864864864 60606060 925925925925

9.8%9.8%9.8%9.8% 5.6%5.6%5.6%5.6% 0.8%0.8%0.8%0.8% 4.6%4.6%4.6%4.6% 9.2%9.2%9.2%9.2% 8.5%8.5%8.5%8.5% －－－－ 11.0%11.0%11.0%11.0%

比　　較比　　較比　　較比　　較

海外計海外計海外計海外計

製作グループ製作グループ製作グループ製作グループ ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 国国国国 内内内内 計計計計 （（（（ 15151515 社社社社 ））））

252252252252 234234234234 △1△1△1△1 233233233233 △73△73△73△73 411411411411 △215△215△215△215 195195195195

108%108%108%108% 115%115%115%115% 100%100%100%100% 112%112%112%112% 99%99%99%99% 104%104%104%104% －－－－ 102%102%102%102%

17171717 7777 0000 6666 △47△47△47△47 △22△22△22△22 7777 △15△15△15△15

106%106%106%106% 108%108%108%108% 96%96%96%96% 108%108%108%108% 90%90%90%90% 97%97%97%97% －－－－ 98%98%98%98%
指指指指 数数数数

売売売売 上上上上 高高高高

指指指指 数数数数

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

小糸製作所小糸製作所小糸製作所小糸製作所

国内（14社）国内（14社）国内（14社）国内（14社）

合計合計合計合計 消去消去消去消去 連結連結連結連結

合計合計合計合計 消去消去消去消去 連結連結連結連結

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益 率率率率

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益 率率率率

小糸製作所小糸製作所小糸製作所小糸製作所

国内（14社）国内（14社）国内（14社）国内（14社）

小糸製作所小糸製作所小糸製作所小糸製作所

国内（14社）国内（14社）国内（14社）国内（14社）

合計合計合計合計 消去消去消去消去 連結連結連結連結

ⅡⅡⅡⅡ－（４）－（４）－（４）－（４） 国内国内国内国内////海外別海外別海外別海外別損益損益損益損益 前期前期前期前期比較比較比較比較((((単純合算単純合算単純合算単純合算))))

（単位（単位（単位（単位 ：：：： 億円億円億円億円））））

（４／９（４／９（４／９（４／９ ））））



ⅡⅡⅡⅡ－（５）－（５）－（５）－（５） 単独損益単独損益単独損益単独損益 前期比較前期比較前期比較前期比較

（単位（単位（単位（単位 金額金額金額金額：：：：億億億億円円円円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（５／９（５／９（５／９（５／９ ））））

売売売売 上上上上 高高高高 2,9772,9772,9772,977 100.0100.0100.0100.0 3,2303,2303,2303,230 100.0100.0100.0100.0 252252252252 108.5108.5108.5108.5

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 2,4792,4792,4792,479 83.383.383.383.3 2,6942,6942,6942,694 83.483.483.483.4 214214214214

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 498498498498 16.716.716.716.7 536536536536 16.616.616.616.6 37373737 107.5107.5107.5107.5

販販販販 管管管管 費費費費 205205205205 6.96.96.96.9 226226226226 7.07.07.07.0 20202020

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 292292292292 9.89.89.89.8 310310310310 9.69.69.69.6 17171717 105.9105.9105.9105.9

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 164164164164 5.55.55.55.5 170170170170 5.35.35.35.3 5555

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 457457457457 15.415.415.415.4 480480480480 14.914.914.914.9 22222222 105.0105.0105.0105.0

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △34△34△34△34 －－－－ △3△3△3△3 －－－－ 31313131

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 423423423423 14.214.214.214.2 477477477477 14.814.814.814.8 53535353 112.7112.7112.7112.7

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 311311311311 10.410.410.410.4 340340340340 10.510.510.510.5 28282828 109.3109.3109.3109.3

当期実績当期実績当期実績当期実績 次期計画次期計画次期計画次期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 17171717 億円億円億円億円

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響 53535353

・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上 4444

・研究開発強化等・研究開発強化等・研究開発強化等・研究開発強化等 △26△26△26△26

　　　 モビリティ・自動運転対応　　　 モビリティ・自動運転対応　　　 モビリティ・自動運転対応　　　 モビリティ・自動運転対応 △19△19△19△19

　　　 新製品･新商品開発　　　 新製品･新商品開発　　　 新製品･新商品開発　　　 新製品･新商品開発 △7△7△7△7

・働き方改革等・働き方改革等・働き方改革等・働き方改革等 △14△14△14△14

  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増 17171717 億円 】億円 】億円 】億円 】

◎営業外損益 ◎営業外損益 ◎営業外損益 ◎営業外損益 (関係会社配当金の増等)(関係会社配当金の増等)(関係会社配当金の増等)(関係会社配当金の増等) 5555 億円億円億円億円

【 経常利益の増【 経常利益の増【 経常利益の増【 経常利益の増 22222222 億円 】億円 】億円 】億円 】

◎特別損益◎特別損益◎特別損益◎特別損益 31313131 億円億円億円億円

・・・・当期 独禁法関連損失当期 独禁法関連損失当期 独禁法関連損失当期 独禁法関連損失 33333333

【 当期純利益の増【 当期純利益の増【 当期純利益の増【 当期純利益の増 28282828 億円 】億円 】億円 】億円 】



①①①① グローバルモビリティ戦略の策定グローバルモビリティ戦略の策定グローバルモビリティ戦略の策定グローバルモビリティ戦略の策定

②②②② 自動自動自動自動運転運転運転運転対応対応対応対応 次次次次世代世代世代世代ランプ技術研究ランプ技術研究ランプ技術研究ランプ技術研究////開発開発開発開発

③③③③ 最先端技術研究、大学最先端技術研究、大学最先端技術研究、大学最先端技術研究、大学////ベンチャー企業等との連携ベンチャー企業等との連携ベンチャー企業等との連携ベンチャー企業等との連携

((((次世代センサ、ＡＩ次世代センサ、ＡＩ次世代センサ、ＡＩ次世代センサ、ＡＩ////ＩｏＴ、新交通システム等ＩｏＴ、新交通システム等ＩｏＴ、新交通システム等ＩｏＴ、新交通システム等))))

【【【【次世代モビリテ次世代モビリテ次世代モビリテ次世代モビリティィィィへの対応への対応への対応への対応】】】】

モビリティモビリティモビリティモビリティ戦略部戦略部戦略部戦略部 北米技術センター北米技術センター北米技術センター北米技術センター

シリコンバレーラボシリコンバレーラボシリコンバレーラボシリコンバレーラボ



次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）次期計画 （17/4～18/3）

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

米米米米 州州州州 欧欧欧欧 州州州州 中中中中 国国国国 アアアア ジジジジ アアアア ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 海海海海 外外外外 計計計計

1,7771,7771,7771,777 317317317317 2,0932,0932,0932,093 878878878878 80808080 5,1455,1455,1455,145

177177177177 35353535 122122122122 82828282 17171717 433433433433

10.0%10.0%10.0%10.0% 11.0%11.0%11.0%11.0% 5.8%5.8%5.8%5.8% 9.3%9.3%9.3%9.3% 21.3%21.3%21.3%21.3% 8.4%8.4%8.4%8.4%

当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）当期実績 （16/4～17/3）

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

米米米米 州州州州 欧欧欧欧 州州州州 中中中中 国国国国 アアアア ジジジジ アアアア ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 海海海海 外外外外 計計計計

1,7791,7791,7791,779 320320320320 2,1342,1342,1342,134 890890890890 93939393 5,2185,2185,2185,218

201201201201 38383838 132132132132 82828282 24242424 480480480480

11.3%11.3%11.3%11.3% 12.0%12.0%12.0%12.0% 6.2%6.2%6.2%6.2% 9.3%9.3%9.3%9.3% 26.4%26.4%26.4%26.4% 9.2%9.2%9.2%9.2%

比　　較比　　較比　　較比　　較

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

米米米米 州州州州 欧欧欧欧 州州州州 中中中中 国国国国 アアアア ジジジジ アアアア ＫＩグループＫＩグループＫＩグループＫＩグループ 海海海海 外外外外 計計計計

△2△2△2△2 △3△3△3△3 △41△41△41△41 △12△12△12△12 △13△13△13△13 △73△73△73△73

100%100%100%100% 99%99%99%99% 98%98%98%98% 99%99%99%99% 86%86%86%86% 99%99%99%99%

△24△24△24△24 △3△3△3△3 △10△10△10△10 0000 △7△7△7△7 △47△47△47△47

88%88%88%88% 91%91%91%91% 92%92%92%92% 99%99%99%99% 69%69%69%69% 90%90%90%90%

為為為為 替替替替 売売売売 上上上上 高高高高 81818181 25252525 36363636 42424242 △10△10△10△10 175175175175

影影影影 響響響響 前前前前 営業利益営業利益営業利益営業利益 △13△13△13△13 0000 △6△6△6△6 3333 △7△7△7△7 △23△23△23△23

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

売売売売 上上上上 高高高高

指指指指 数数数数

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

指指指指 数数数数

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

売売売売 上上上上 高高高高

ⅡⅡⅡⅡ－（６）－（６）－（６）－（６） 海外地域海外地域海外地域海外地域別損益別損益別損益別損益 前期比較前期比較前期比較前期比較（単純合算）（単純合算）（単純合算）（単純合算）

（単位（単位（単位（単位 ：：：： 億円億円億円億円））））

（（（（６６６６／９／９／９／９ ））））



ⅡⅡⅡⅡ－（７）－（７）－（７）－（７） 米州･欧州米州･欧州米州･欧州米州･欧州損益損益損益損益 前期比較前期比較前期比較前期比較

（単位（単位（単位（単位 金額金額金額金額：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（７／９（７／９（７／９（７／９ ））））

売売売売 上上上上 高高高高 1,7791,7791,7791,779 1,7771,7771,7771,777 △2△2△2△2 99.899.899.899.8 81818181 104.6104.6104.6104.6

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 201201201201 177177177177 △24△24△24△24 88.088.088.088.0 △13△13△13△13 93.493.493.493.4

率率率率 11.311.311.311.3 10.010.010.010.0

売売売売 上上上上 高高高高 320320320320 317317317317 △3△3△3△3 98.898.898.898.8 25252525 108.1108.1108.1108.1

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 38383838 35353535 △3△3△3△3 91.091.091.091.0 0000 99.699.699.699.6

率率率率 12.012.012.012.0 11.011.011.011.0

欧欧欧欧

州州州州

米米米米

州州州州

当期実績当期実績当期実績当期実績 次期計画次期計画次期計画次期計画

比　較比　較比　較比　較

為替為替為替為替

影響前影響前影響前影響前

摘　要摘　要摘　要摘　要

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △13△13△13△13 億円億円億円億円

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響 15151515

・研究開発費等・研究開発費等・研究開発費等・研究開発費等 △17△17△17△17

　　　新製品･新商品開発　　　新製品･新商品開発　　　新製品･新商品開発　　　新製品･新商品開発 △13△13△13△13

　　　モビリティ・自動運転対応　　　モビリティ・自動運転対応　　　モビリティ・自動運転対応　　　モビリティ・自動運転対応 △4△4△4△4

・管理部門機能強化(品質･調達等)・管理部門機能強化(品質･調達等)・管理部門機能強化(品質･調達等)・管理部門機能強化(品質･調達等) △5△5△5△5

・ブラジル立上げ準備費用・ブラジル立上げ準備費用・ブラジル立上げ準備費用・ブラジル立上げ準備費用 △6△6△6△6

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 0000 億円億円億円億円

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響 3333

・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化 △3△3△3△3



ⅡⅡⅡⅡ－（８）－（８）－（８）－（８） 中国･アジア中国･アジア中国･アジア中国･アジア損益損益損益損益 前期比較前期比較前期比較前期比較

（単位（単位（単位（単位 金額金額金額金額：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（８／９（８／９（８／９（８／９ ））））

売売売売 上上上上 高高高高 2,1342,1342,1342,134 2,0932,0932,0932,093 △41△41△41△41 98.198.198.198.1 36363636 101.7101.7101.7101.7

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 132132132132 122122122122 △10△10△10△10 91.791.791.791.7 △6△6△6△6 94.994.994.994.9

率率率率 6.26.26.26.2 5.85.85.85.8

売売売売 上上上上 高高高高 890890890890 878878878878 △12△12△12△12 98.698.698.698.6 42424242 104.7104.7104.7104.7

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 82828282 82828282 0000 98.898.898.898.8 3333 104.7104.7104.7104.7

率率率率 9.39.39.39.3 9.39.39.39.3

為替為替為替為替

影響前影響前影響前影響前

摘　要摘　要摘　要摘　要

(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3)(16/4～17/3) (17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)

中中中中

国国国国

当期実績当期実績当期実績当期実績 次期計画次期計画次期計画次期計画

比　較比　較比　較比　較

アアアア

ジジジジ

アアアア

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △6△6△6△6 億円億円億円億円

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響 31313131

・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化・競合激化等による売価率悪化 △31△31△31△31

　　　(上海△23、広州△6等)　　　(上海△23、広州△6等)　　　(上海△23、広州△6等)　　　(上海△23、広州△6等)

・湖北小糸 立上げ先行負担等・湖北小糸 立上げ先行負担等・湖北小糸 立上げ先行負担等・湖北小糸 立上げ先行負担等 △6△6△6△6

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 3333 億円億円億円億円

・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響・量の変動による影響 2222

・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上・材料CD等による売価率向上 1111



増　減増　減増　減増　減 比　率比　率比　率比　率

一　般一　般一　般一　般 58585858 35353535 37373737 2 2 2 2 106106106106

金　型金　型金　型金　型 53535353 49494949 39393939 △10 △10 △10 △10 80808080 ・内製立上げ点数減・内製立上げ点数減・内製立上げ点数減・内製立上げ点数減

112112112112 85858585 76767676 △9 △9 △9 △9 89898989

25252525 32323232 32323232 0 0 0 0 100100100100

2222 1111 4444 3 3 3 3 400400400400

23232323 21212121 25252525 4 4 4 4 119119119119

163163163163 140140140140 137137137137 △3 △3 △3 △3 98989898

90909090 120120120120 84848484 △36 △36 △36 △36 70707070 ・ＮＡＬ 　　・ＮＡＬ 　　・ＮＡＬ 　　・ＮＡＬ 　　 △△△△40404040億円億円億円億円 (101→61億円)(101→61億円)(101→61億円)(101→61億円)

10101010 11111111 17171717 6 6 6 6 155155155155

88888888 71717171 100100100100 29 29 29 29 141141141141 ・ブラジル・ブラジル・ブラジル・ブラジル ＋＋＋＋11111111億円億円億円億円 ((((101010109→20億円)9→20億円)9→20億円)9→20億円)

60606060 58585858 58585858 0 0 0 0 100100100100 ・上海・上海・上海・上海 ＋21億円＋21億円＋21億円＋21億円 ((((222225→46億円)25→46億円)25→46億円)25→46億円)

249249249249 262262262262 259259259259 △3 △3 △3 △3 99999999

413413413413 402402402402 396396396396 △6 △6 △6 △6 99999999

316 316 316 316 317 317 317 317 326 326 326 326 9 9 9 9 103 103 103 103 

(内小糸製作所(内小糸製作所(内小糸製作所(内小糸製作所 91 91 91 91 97 97 97 97 92 92 92 92 △5 △5 △5 △5 95 95 95 95 ))))

前期実績前期実績前期実績前期実績

15/4～15/4～15/4～15/4～

16/316/316/316/3 摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要

小 糸 九 州小 糸 九 州小 糸 九 州小 糸 九 州

前期比前期比前期比前期比

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

合　　計合　　計合　　計合　　計

小小小小 糸糸糸糸 製製製製 作作作作 所所所所

ＫＩＨＤ＋コイト電工ＫＩＨＤ＋コイト電工ＫＩＨＤ＋コイト電工ＫＩＨＤ＋コイト電工

海　外　計海　外　計海　外　計海　外　計

欧　　州欧　　州欧　　州欧　　州

ア ジ アア ジ アア ジ アア ジ ア

当期実績当期実績当期実績当期実績

16/4～16/4～16/4～16/4～

17/317/317/317/3

計計計計

日日日日

    

本本本本

   (当期 パリス工場リース買取 42億円)   (当期 パリス工場リース買取 42億円)   (当期 パリス工場リース買取 42億円)   (当期 パリス工場リース買取 42億円)

中　　国中　　国中　　国中　　国

米　　州米　　州米　　州米　　州

そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他

次期計画次期計画次期計画次期計画

17/4～17/4～17/4～17/4～

18/318/318/318/3

ⅡⅡⅡⅡ－（９）－（９）－（９）－（９） 連結設備投資連結設備投資連結設備投資連結設備投資 ((((地域別地域別地域別地域別))))

（単位（単位（単位（単位 金額：億円、率：％）金額：億円、率：％）金額：億円、率：％）金額：億円、率：％）

（９／９（９／９（９／９（９／９ ））））


