
中間決算説明会

株式会社 小糸製作所

2019年3月期

２０１８年１１月７日（水）



【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

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

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、

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。

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。



Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 決算説明決算説明決算説明決算説明

2019年3月期（2018年度）上期実績



(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)
構成比構成比構成比構成比

(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)
構成比構成比構成比構成比 指数指数指数指数

1,6171,6171,6171,617 29.729.729.729.7 1,7131,7131,7131,713 34.434.434.434.4 96969696 106.0106.0106.0106.0

製製製製 作作作作 ググググ ルルルル ーーーー ププププ 877877877877 922922922922 45454545 105.1105.1105.1105.1

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 178178178178 176176176176 △2△2△2△2

計計計計 1,0561,0561,0561,056 19.419.419.419.4 1,0981,0981,0981,098 22.122.122.122.1 42424242 104.1104.1104.1104.1 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 874874874874 889889889889 15151515 101.8101.8101.8101.8 △10△10△10△10 103.0103.0103.0103.0 ・トヨタの増等・トヨタの増等・トヨタの増等・トヨタの増等

欧欧欧欧 州州州州 205205205205 193193193193 △12△12△12△12 94.194.194.194.1 5555 91.491.491.491.4

中中中中 国国国国 1,1571,1571,1571,157 469469469469 △687△687△687△687 40.640.640.640.6 4444 40.240.240.240.2 ・上海小糸 18/3月末～連結除外・上海小糸 18/3月末～連結除外・上海小糸 18/3月末～連結除外・上海小糸 18/3月末～連結除外

アアアア ジジジジ アアアア 498498498498 566566566566 68686868 113.7113.7113.7113.7 △3△3△3△3 114.4114.4114.4114.4 ・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

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 39393939 45454545 6666 115.7115.7115.7115.7 0000 114.6114.6114.6114.6 ・高速鉄道の増等・高速鉄道の増等・高速鉄道の増等・高速鉄道の増等

計計計計 2,7742,7742,7742,774 50.950.950.950.9 2,1652,1652,1652,165 43.543.543.543.5 △609△609△609△609 78.078.078.078.0 △3△3△3△3 78.178.178.178.1

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸) (1,980)(1,980)(1,980)(1,980) (184)(184)(184)(184) (109.3)(109.3)(109.3)(109.3) (109.5)(109.5)(109.5)(109.5)

合   計合   計合   計合   計 5,4475,4475,4475,447 100.0100.0100.0100.0 4,9774,9774,9774,977 100.0100.0100.0100.0 △470△470△470△470 91.491.491.491.4

消   去消   去消   去消   去 △991△991△991△991 △1,051△1,051△1,051△1,051 △60△60△60△60

連   結連   結連   結連   結 4,4564,4564,4564,456 3,9263,9263,9263,926 △530△530△530△530 88.188.188.188.1 △3△3△3△3 88.288.288.288.2

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸) (3,662)(3,662)(3,662)(3,662) (263)(263)(263)(263) (107.2)(107.2)(107.2)(107.2) (107.3)(107.3)(107.3)(107.3)

※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）広州､湖北､福州、上海(～17/9月)※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）広州､湖北､福州、上海(～17/9月)※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）広州､湖北､福州、上海(～17/9月)※海外内訳　（米州）NAL､メキシコ､ブラジル　　（欧州）KEL､KCZ　　（中国）広州､湖北､福州、上海(～17/9月)

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

海海海海

外外外外

・日産の減等・日産の減等・日産の減等・日産の減等

小小小小 糸糸糸糸 製製製製 作作作作 所所所所

・国内生産台数の減(460→455万台 99%)・国内生産台数の減(460→455万台 99%)・国内生産台数の減(460→455万台 99%)・国内生産台数の減(460→455万台 99%)

・LED化の進展等・LED化の進展等・LED化の進展等・LED化の進展等国国国国

内内内内

98.798.798.798.7

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

※※※※

(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 111.3円111.3円111.3円111.3円 110.7円110.7円110.7円110.7円

中国元中国元中国元中国元 16.5円16.5円16.5円16.5円 16.7円16.7円16.7円16.7円

（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：％）

（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(7 / 2 6 公表)予想(7 / 2 6 公表)予想(7 / 2 6 公表)予想(7 / 2 6 公表)

4 ,4564 ,4564 ,4564 ,456 100100100100 3 ,8703 ,8703 ,8703 ,870 100100100100 3 ,9263 ,9263 ,9263 ,926 100100100100 △530△530△530△530 88 .188 .188 .188 .1 56565656 1 0 1 . 41 0 1 . 41 0 1 . 41 0 1 . 4

(3 ,662)(3 ,662)(3 ,662)(3 ,662) (263 )(263 )(263 )(263 )
( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )

3 ,6583 ,6583 ,6583 ,658 82 .182 .182 .182 .1 3 ,2 333 ,2333 ,2333 ,233 82 .482 .482 .482 .4 △424△424△424△424

798798798798 17 .917 .917 .917 .9 692692692692 17 .617 .617 .617 .6 △106△106△106△106 86 .786 .786 .786 .7

301301301301 6 .86 .86 .86 .8 227227227227 5 .85 .85 .85 .8 △74△74△74△74

496496496496 11 .111 .111 .111 .1 460460460460 11 .911 .911 .911 .9 465465465465 11 .811 .811 .811 .8 △31△31△31△31 93 .693 .693 .693 .6 5555 1 0 1 . 11 0 1 . 11 0 1 . 11 0 1 . 1

(4 63 )(463 )(463 )(463 ) (1 )(1 )(1 )(1 )

9 89 89 89 8

( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )

26262626 0 .60 .60 .60 .6 23232323 0 .60 .60 .60 .6 △2△2△2△2

523523523523 11 .711 .711 .711 .7 480480480480 12 .412 .412 .412 .4 488488488488 12 .412 .412 .412 .4 △34△34△34△34 93 .493 .493 .493 .4 8888 1 0 1 . 81 0 1 . 81 0 1 . 81 0 1 . 8

△19△19△19△19 －－－－
0000 0000

△5△5△5△5
0000

－－－－ 14141414

503503503503 11 .311 .311 .311 .3 482482482482 12 .312 .312 .312 .3 △20△20△20△20 95 .995 .995 .995 .9

291291291291 6 .56 .56 .56 .5 320320320320 8 .38 .38 .38 .3 331331331331 8 .48 .48 .48 .4 39393939 1 1 3 .71 1 3 .71 1 3 .71 1 3 .7 11111111 1 0 3 . 61 0 3 . 61 0 3 . 61 0 3 . 6

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

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益

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

(((( 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 小小小小 糸糸糸糸 ))))

(((( 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 小小小小 糸糸糸糸 ))))

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

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) 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（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：％）

（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 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)

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 海海海海 外外外外 計計計計
除く上海除く上海除く上海除く上海 除く上海除く上海除く上海除く上海

売売売売 上上上上 高高高高 1,7131 ,7131 ,7131 ,713 922922922922 176176176176 1 ,0981 ,0981 ,0981 ,098 2 ,1 652 ,1 652 ,1 652 ,1 65 2 ,1 652 ,1 652 ,1 652 ,1 65 4 ,9 774 ,9 774 ,9 774 ,9 77 △1,051△1,051△1,051△1,051 3 ,9 263 ,9 263 ,9 263 ,9 26 3 ,9263 ,9263 ,9263 ,926

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 191191191191 35353535 △1△1△1△1 33333333 196196196196 196196196196 421421421421 43434343 465465465465 465465465465

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率 11 .2%11 .2 %11 .2 %11 .2 % 3 .9 %3 .9 %3 .9 %3 .9 % －－－－ 3.1%3 .1%3 .1%3 .1% 9 .1%9 .1%9 .1%9 .1% 9 .1%9 .1%9 .1%9 .1% 8 .5%8 .5%8 .5%8 .5% 11 .8%11 .8%11 .8%11 .8% 11 .8 %11 .8 %11 .8 %11 .8 %

前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)

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 海海海海 外外外外 計計計計
除く上海除く上海除く上海除く上海 除く上海除く上海除く上海除く上海

売売売売 上上上上 高高高高 1,6171 ,6171 ,6171 ,617 877877877877 178178178178 1 ,0561 ,0561 ,0561 ,056 2 ,7 742 ,7 742 ,7 742 ,7 74 1 ,9 801 ,9 801 ,9 801 ,9 80 5 ,4 475 ,4 475 ,4 475 ,4 47 △991△991△991△991 4 ,4 564 ,4 564 ,4 564 ,4 56 3 ,6623 ,6623 ,6623 ,662

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 193193193193 46464646 △2△2△2△2 43434343 230230230230 197197197197 468468468468 28282828 496496496496 463463463463

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率 12 .0%12 .0 %12 .0 %12 .0 % 5 .2 %5 .2 %5 .2 %5 .2 % －－－－ 4.1%4 .1%4 .1%4 .1% 8 .3%8 .3%8 .3%8 .3% 10 .0%10 .0%10 .0%10 .0% 8 .6%8 .6%8 .6%8 .6% 11 .1%11 .1%11 .1%11 .1% 12 .7 %12 .7 %12 .7 %12 .7 %

比   較比   較比   較比   較

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 海海海海 外外外外 計計計計
除く上海除く上海除く上海除く上海 除く上海除く上海除く上海除く上海

売売売売 上上上上 高高高高 96969696 45454545 42424242 △609△609△609△609 184184184184 △470△470△470△470 △60△60△60△60 △530△530△530△530 263263263263

指　　数指　　数指　　数指　　数 106%106%106%106% 105%105%105%105% 99%99%99%99% 104%104%104%104% 78%78%78%78% 109%109%109%109% 91%91%91%91% 88%88%88%88% 107%107%107%107%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 △2△2△2△2 △10△10△10△10 △9△9△9△9 △34△34△34△34 △1△1△1△1 △47△47△47△47 15151515 △31△31△31△31 1111

指　　数指　　数指　　数指　　数 99%99%99%99% 78%78%78%78% －－－－ 78%78%78%78% 85%85%85%85% 99%99%99%99% 90%90%90%90% 94%94%94%94% 100%100%100%100%

連結連結連結連結

△2△2△2△2

0000

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)

海 外 (15社)海 外 (15社)海 外 (15社)海 外 (15社)

消去消去消去消去

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

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 連結連結連結連結



当  期 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)当  期 (18/4～18/9)

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 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

除く上海除く上海除く上海除く上海 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく上上上上 海海海海

889889889889 193193193193 469469469469 469469469469 566566566566 45454545 2 ,1652 ,1652 ,1652 ,165 2 ,1652 ,1652 ,1652 ,165

52525252 13131313 59595959 59595959 59595959 10101010 196196196196 196196196196

5 .9%5 .9%5 .9%5 .9% 7 .0%7 .0%7 .0%7 .0% 12 .8%12 .8%12 .8%12 .8% 12 .8%12 .8%12 .8%12 .8% 10 .6%10 .6%10 .6%10 .6% 22 .4%22 .4%22 .4%22 .4% 9 .1%9 .1%9 .1%9 .1% 9 .1%9 .1%9 .1%9 .1%

前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)前  期 (17/4～17/9)

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 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

除く上海除く上海除く上海除く上海 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく上上上上 海海海海

874874874874 205205205205 1 ,1 571 ,1 571 ,1 571 ,1 57 363363363363 498498498498 39393939 2 ,7742 ,7742 ,7742 ,774 1 ,9801 ,9801 ,9801 ,980

77777777 18181818 76767676 43434343 47474747 11111111 230230230230 197197197197

8 .9%8 .9%8 .9%8 .9% 8 .9%8 .9%8 .9%8 .9% 6 .6%6 .6%6 .6%6 .6% 11 .9%11 .9%11 .9%11 .9% 9 .4%9 .4%9 .4%9 .4% 28 .4%28 .4%28 .4%28 .4% 8 .3%8 .3%8 .3%8 .3% 10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

比   較比   較比   較比   較

米州米州米州米州 欧州欧州欧州欧州 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

除く上海除く上海除く上海除く上海 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく上上上上 海海海海

15151515 △12△12△12△12 △687△687△687△687 106106106106 68686868 6666 △609△609△609△609 184184184184

102%102%102%102% 94%94%94%94% 41%41%41%41% 129%129%129%129% 114%114%114%114% 116%116%116%116% 78%78%78%78% 109%109%109%109%

△25△25△25△25 △4△4△4△4 △16△16△16△16 16161616 12121212 0000 △34△34△34△34 △1△1△1△1

67%67%67%67% 74%74%74%74% 78%78%78%78% 139%139%139%139% 127%127%127%127% 91%91%91%91% 85%85%85%85% 99%99%99%99%

為為為為 替替替替 売売売売 上上上上 高高高高 26262626 △17△17△17△17 △692△692△692△692 102102102102 71717171 5555 △606△606△606△606 187187187187

影影影影 響響響響前前前前 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 △26△26△26△26 △5△5△5△5 △17△17△17△17 16161616 12121212 △1△1△1△1 △37△37△37△37 △4△4△4△4

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

(為替影響額 営業利益　2)(為替影響額 営業利益　2)(為替影響額 営業利益　2)(為替影響額 営業利益　2)

売売売売 上上上上 高高高高

指　　　数指　　　数指　　　数指　　　数

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

指　　　数指　　　数指　　　数指　　　数

中国中国中国中国

中国中国中国中国

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

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 率率率率

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）

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

中国中国中国中国

（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）



4 ,4564 ,4564 ,4564 ,456 100100100100 3 ,9263 ,9263 ,9263 ,926 100100100100 △530△530△530△530 88 .188 .188 .188 .1

(3 ,662 )(3 ,662 )(3 ,662 )(3 ,662 ) (263 )(263 )(263 )(263 )
( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )

3 ,6583 ,6583 ,6583 ,658 82 .182 .182 .182 .1 3 ,2333 ,2333 ,2333 ,233 82 .482 .482 .482 .4 △424△424△424△424

798798798798 17 .917 .917 .917 .9 692692692692 17 .617 .617 .617 .6 △106△106△106△106 86 .786 .786 .786 .7

301301301301 6 .86 .86 .86 .8 227227227227 5 .85 .85 .85 .8 △74△74△74△74

496496496496 11 .111 .111 .111 .1 465465465465 11 .811 .811 .811 .8 △31△31△31△31 93 .693 .693 .693 .6

(463 )(463 )(463 )(463 ) (1 )(1 )(1 )(1 )
( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )

26262626 0 .60 .60 .60 .6 23232323 0 .60 .60 .60 .6 △2△2△2△2

523523523523 11 .711 .711 .711 .7 488488488488 12 .412 .412 .412 .4 △34△34△34△34 93 .493 .493 .493 .4

△19△19△19△19 －－－－ △5△5△5△5 －－－－ 14141414

503503503503 11 .311 .311 .311 .3 482482482482 12 .312 .312 .312 .3 △20△20△20△20 95 .995 .995 .995 .9

291291291291 6 .56 .56 .56 .5 331331331331 8 .48 .48 .48 .4 39393939
113 . 7113 . 7113 . 7113 . 7

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

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)

(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)

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

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

(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

◎◎◎◎ 営業利益の減営業利益の減営業利益の減営業利益の減

・上海小糸・上海小糸・上海小糸・上海小糸

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 64     64     64     64     

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化 △51     △51     △51     △51     

・材料CD・材料CD・材料CD・材料CD 35     35     35     35     

・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発 △11     △11     △11     △11     

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △18     △18     △18     △18     

・ブラジル立上げ先行負担・ブラジル立上げ先行負担・ブラジル立上げ先行負担・ブラジル立上げ先行負担 △11     △11     △11     △11     

・その他・その他・その他・その他 △9    △9     △9     △9     

・為替影響・為替影響・為替影響・為替影響 2    2     2     2     

△31億円△31億円△31億円△31億円

△33     △33     △33     △33     

（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：％）

（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）



4 ,4564 ,4564 ,4564 ,456 100100100100 3 ,9263 ,9263 ,9263 ,926 100100100100 △530△530△530△530 88 .188 .188 .188 .1

(3 ,662)(3 ,662)(3 ,662)(3 ,662) (2 63 )(263 )(263 )(263 )
( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )( 1 0 7 . 2 )

3 ,6583 ,6583 ,6583 ,658 82 .182 .182 .182 .1 3 ,2 333 ,2333 ,2333 ,233 82 .482 .482 .482 .4 △424△424△424△424

798798798798 17 .917 .917 .917 .9 692692692692 17 .617 .617 .617 .6 △106△106△106△106 86 .786 .786 .786 .7

301301301301 6 .86 .86 .86 .8 227227227227 5 .85 .85 .85 .8 △74△74△74△74

496496496496 11 .111 .111 .111 .1 465465465465 11 .811 .811 .811 .8 △31△31△31△31 93 .693 .693 .693 .6

(463 )(463 )(463 )(463 ) (1 )(1 )(1 )(1 )
( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )( 1 0 0 . 3 )

26262626 0 .60 .60 .60 .6 23232323 0 .60 .60 .60 .6 △2△2△2△2

523523523523 11 .711 .711 .711 .7 488488488488 12 .412 .412 .412 .4 △34△34△34△34 93 .493 .493 .493 .4

△19△19△19△19 －－－－ △5△5△5△5 －－－－ 14141414

503503503503 11 .311 .311 .311 .3 482482482482 12 .312 .312 .312 .3 △20△20△20△20 95 .995 .995 .995 .9

291291291291 6 .56 .56 .56 .5 331331331331 8 .48 .48 .48 .4 39393939
113 . 7113 . 7113 . 7113 . 7

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

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

(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

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

前前前前 期期期期 当当当当 期期期期

比比比比 較較較較

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)

(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)(除く 上海小糸)

【営業利益の減【営業利益の減【営業利益の減【営業利益の減 】】】】

◎◎◎◎ 営業外損益営業外損益営業外損益営業外損益

【経常利益の減【経常利益の減【経常利益の減【経常利益の減 】】】】

◎◎◎◎ 特別損益特別損益特別損益特別損益

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

【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 】】】】

15       1 5       1 5       1 5       

 　△2、他 　△2、他 　△2、他 　△2、他

39億円39億円39億円39億円

・KIHD たな卸資産評価損・KIHD たな卸資産評価損・KIHD たな卸資産評価損・KIHD たな卸資産評価損

△31億円△31億円△31億円△31億円

△2億円△2億円△2億円△2億円

△34億円△34億円△34億円△34億円

14億円14億円14億円14億円

（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：％）

（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(7/26公表)予想(7/26公表)予想(7/26公表)予想(7/26公表)

1 ,6171 ,6171 ,6171 ,617 100100100100 1 ,7 301 ,7 301 ,7 301 ,7 30 100100100100 1 ,7 131 ,7 131 ,7 131 ,7 13 100100100100 96969696
106 . 0106 . 0106 . 0106 . 0

△16△16△16△16 99 .099 .099 .099 .0

1 ,3141 ,3141 ,3141 ,314 81.381 .381 .381 .3 1 ,4 041 ,4 041 ,4 041 ,4 04 82.082.082.082.0 90909090

302302302302 18.718 .718 .718 .7 308308308308 18.018.018.018.0 6666
102 . 0102 . 0102 . 0102 . 0

109109109109 6 .76 .76 .76 .7 117117117117 6 .96 .96 .96 .9 8888

193193193193 12.012 .012 .012 .0 185185185185 10.710 .710 .710 .7 191191191191 11.211.211.211.2 △2△2△2△2 98 .698 .698 .698 .6 6666
103 . 3103 . 3103 . 3103 . 3

126126126126 7 .87 .87 .87 .8 117117117117 6 .86 .86 .86 .8 △9△9△9△9

320320320320 19.819 .819 .819 .8 290290290290 16.816 .816 .816 .8 308308308308 18.018.018.018.0 △11△11△11△11 96 .396 .396 .396 .3 18181818
106 . 3106 . 3106 . 3106 . 3

△18△18△18△18 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 16161616

301301301301 18.618 .618 .618 .6 305305305305 17.817.817.817.8 4444
101 . 4101 . 4101 . 4101 . 4

223223223223 13.813 .813 .813 .8 210210210210 12.112 .112 .112 .1 232232232232 13.613.613.613.6 9999
104 . 2104 . 2104 . 2104 . 2

22222222
110 . 9110 . 9110 . 9110 . 9

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

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) 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（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：％）

（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



1 ,6171 ,6171 ,6171 ,617 100100100100 1 ,7131 ,7 131 ,7 131 ,7 13 100100100100 96969696 1 0 6 . 01 0 6 . 01 0 6 . 01 0 6 . 0

1 ,3141 ,3141 ,3141 ,314 81 .381 .381 .381 .3 1 ,4 041 ,4 041 ,4 041 ,4 04 82 .082 .082 .082 .0 90909090

302302302302 18 .718 .718 .718 .7 308308308308 18 .018 .018 .018 .0 6666 1 0 2 . 01 0 2 . 01 0 2 . 01 0 2 . 0

109109109109 6 .76 .76 .76 .7 117117117117 6 .96 .96 .96 .9 8888

193193193193 12 .012 .012 .012 .0 191191191191 11 .211 .211 .211 .2 △2△2△2△2 98 .698 .698 .698 .6

126126126126 7 .87 .87 .87 .8 117117117117 6 .86 .86 .86 .8 △9△9△9△9

320320320320 19 .819 .819 .819 .8 308308308308 18 .018 .018 .018 .0 △11△11△11△11 96 .396 .396 .396 .3

△18△18△18△18 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 16161616

301301301301 18 .618 .618 .618 .6 305305305305 17 .817 .817 .817 .8 4444 1 0 1 . 41 0 1 . 41 0 1 . 41 0 1 . 4

223223223223 13 .813 .813 .813 .8 232232232232 13 .613 .613 .613 .6 9999 1 0 4 . 21 0 4 . 21 0 4 . 21 0 4 . 2

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

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)

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

◎◎◎◎ 営業利益の減営業利益の減営業利益の減営業利益の減 △2△2△2△2 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 21212121

△8△8△8△8

9999

△10△10△10△10

△6△6△6△6

△9△9△9△9

△2△2△2△2 億円億円億円億円 】】】】

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化

・その他・その他・その他・その他

・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応

  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減

・材料CD・材料CD・材料CD・材料CD

（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：％）

（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）



1 ,6171 ,6171 ,6171 ,617 100100100100 1 ,7131 ,7131 ,7131 ,713 100100100100 96969696
106 . 0106 . 0106 . 0106 . 0

1 ,3141 ,3141 ,3141 ,314 81 .381 .381 .381 .3 1 ,4 041 ,4041 ,4041 ,404 82 .082 .082 .082 .0 90909090

302302302302 18 .718 .718 .718 .7 308308308308 18 .018 .018 .018 .0 6666
102 . 0102 . 0102 . 0102 . 0

109109109109 6 .76 .76 .76 .7 117117117117 6 .96 .96 .96 .9 8888

193193193193 12 .012 .012 .012 .0 191191191191 11 .211 .211 .211 .2 △2△2△2△2 98 .698 .698 .698 .6

126126126126 7 .87 .87 .87 .8 117117117117 6 .86 .86 .86 .8 △9△9△9△9

320320320320 19 .819 .819 .819 .8 308308308308 18 .018 .018 .018 .0 △11△11△11△11 96 .396 .396 .396 .3

△18△18△18△18 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 16161616

301301301301 18 .618 .618 .618 .6 305305305305 17 .817 .817 .817 .8 4444
101 . 4101 . 4101 . 4101 . 4

223223223223 13 .813 .813 .813 .8 232232232232 13 .613 .613 .613 .6 9999
104 . 2104 . 2104 . 2104 . 2

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

(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9)(17/4～17/9) (18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)

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

△2△2△2△2 億円億円億円億円 】】】】

◎◎◎◎ 営業外損益(受取配当金の減他)営業外損益(受取配当金の減他)営業外損益(受取配当金の減他)営業外損益(受取配当金の減他) △9△9△9△9 億円億円億円億円

△11△11△11△11 億円億円億円億円 】】】】

◎◎◎◎ 特別損益特別損益特別損益特別損益 16161616 億円億円億円億円

15151515 、他、他、他、他

9999 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

  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減

  【 経常利益の減  【 経常利益の減  【 経常利益の減  【 経常利益の減

・前期　独禁法関連損失・前期　独禁法関連損失・前期　独禁法関連損失・前期　独禁法関連損失

（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）

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．．．．通通通通期の見通し期の見通し期の見通し期の見通し

2019年3月期(2018年度)業績予想



単位:万台

前年比前年比前年比前年比 上期上期上期上期 下期下期下期下期 前年比前年比前年比前年比 上下比上下比上下比上下比

936936936936 967967967967 103%103%103%103% 455455455455 503503503503 958958958958 99%99%99%99% 111%111%111%111%

1,8261,8261,8261,826 1,7421,7421,7421,742 95%95%95%95% 882882882882 881881881881 1,7631,7631,7631,763 101%101%101%101% 100%100%100%100%

1,6991,6991,6991,699 1,7291,7291,7291,729 102%102%102%102% 822822822822 922922922922 1,7441,7441,7441,744 101%101%101%101% 112%112%112%112%

2,8702,8702,8702,870 2,8962,8962,8962,896 101%101%101%101% 1,3431,3431,3431,343 1,5801,5801,5801,580 2,9232,9232,9232,923 101%101%101%101% 118%118%118%118%

192192192192 203203203203 106%106%106%106% 105105105105 108108108108 213213213213 105%105%105%105% 103%103%103%103%

118118118118 124124124124 105%105%105%105% 65656565 65656565 130130130130 105%105%105%105% 100%100%100%100%

460460460460 490490490490 107%107%107%107% 266266266266 265265265265 531531531531 108%108%108%108% 100%100%100%100%

276276276276 330330330330 120%120%120%120% 176176176176 174174174174 350350350350 106%106%106%106% 99%99%99%99%

780780780780 767767767767 98%98%98%98% 377377377377 371371371371 748748748748 98%98%98%98% 98%98%98%98%

9,1579,1579,1579,157 9,2489,2489,2489,248 101%101%101%101% 4,4914,4914,4914,491 4,8694,8694,8694,869 9,3609,3609,3609,360 101%101%101%101% 108%108%108%108%

１７年度１７年度１７年度１７年度１６年度１６年度１６年度１６年度

南　　米南　　米南　　米南　　米

そそそそ のののの 他他他他

１８年度１８年度１８年度１８年度

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

ⅡⅡⅡⅡ－（１）－（１）－（１）－（１） 通期計画の設定通期計画の設定通期計画の設定通期計画の設定

（１（１（１（１／１２）／１２）／１２）／１２）

■■■■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



(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) 構成比構成比構成比構成比
(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)

構成比構成比構成比構成比 指数指数指数指数

1,7131,7131,7131,713 34.434.434.434.4 1,8961,8961,8961,896 35.235.235.235.2 183183183183 110.7110.7110.7110.7

製製製製 作作作作ググググルルルル ーーーーププププ 922922922922 1,0451,0451,0451,045 122122122122 113.3113.3113.3113.3

KIKIKIKI ググググ ルルルル ーーーー ププププ 176176176176 278278278278 102102102102 158.1158.1158.1158.1

計計計計 1,0981,0981,0981,098 22.122.122.122.1 1,3241,3241,3241,324 24.624.624.624.6 225225225225 120.5120.5120.5120.5 為替影響為替影響為替影響為替影響 為替影響前為替影響前為替影響前為替影響前 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 889889889889 958958958958 68686868 107.6107.6107.6107.6 △52△52△52△52 120120120120 113.6113.6113.6113.6

欧欧欧欧 州州州州 193193193193 166166166166 △26△26△26△26 86.186.186.186.1 △13△13△13△13 △13△13△13△13 92.892.892.892.8

中中中中 国国国国 469469469469 495495495495 25252525 105.4105.4105.4105.4 △36△36△36△36 61616161 113.2113.2113.2113.2

アアアア ジジジジ アアアア 566566566566 508508508508 △57△57△57△57 89.889.889.889.8 △32△32△32△32 △25△25△25△25 95.595.595.595.5

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 45454545 31313131 △13△13△13△13 70.170.170.170.1 △2△2△2△2 △11△11△11△11 75.275.275.275.2

計計計計

2,1652,1652,1652,165 43.543.543.543.5 2,1592,1592,1592,159 40.240.240.240.2 △5△5△5△5 99.899.899.899.8 △137△137△137△137 132132132132 106.1106.1106.1106.1 (132)(132)(132)(132)

合   計合   計合   計合   計 4,9774,9774,9774,977 100.0100.0100.0100.0 5,3805,3805,3805,380 100.0100.0100.0100.0 403403403403 108.1108.1108.1108.1

消   去消   去消   去消   去 △1,051△1,051△1,051△1,051 △1,216△1,216△1,216△1,216 △165△165△165△165

3,9263,9263,9263,926 4,1634,1634,1634,163 237237237237 106.1106.1106.1106.1 △137△137△137△137 375375375375 109.6109.6109.6109.6
連   結連   結連   結連   結

海海海海

外外外外

<為替レート> 当上期実績　当下期計画<為替レート> 当上期実績　当下期計画<為替レート> 当上期実績　当下期計画<為替レート> 当上期実績　当下期計画

　　米ドル　  110.7円　　105.0円　　米ドル　  110.7円　　105.0円　　米ドル　  110.7円　　105.0円　　米ドル　  110.7円　　105.0円

　　中国元　   16.7円　　 15.5円　　中国元　   16.7円　　 15.5円　　中国元　   16.7円　　 15.5円　　中国元　   16.7円　　 15.5円

・常州小糸売上の減等・常州小糸売上の減等・常州小糸売上の減等・常州小糸売上の減等

・公共事業関連の増等・公共事業関連の増等・公共事業関連の増等・公共事業関連の増等

当 上 期  実 績当 上 期  実 績当 上 期  実 績当 上 期  実 績 当 下 期 計 画当 下 期 計 画当 下 期 計 画当 下 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

・国内生産台数の増(455→503万台 111％)・国内生産台数の増(455→503万台 111％)・国内生産台数の増(455→503万台 111％)・国内生産台数の増(455→503万台 111％)

国国国国

内内内内

<為替感応度><為替感応度><為替感応度><為替感応度>

    米㌦1円の年間変動影響は    米㌦1円の年間変動影響は    米㌦1円の年間変動影響は    米㌦1円の年間変動影響は

    売上40億円/営業利益4億円    売上40億円/営業利益4億円    売上40億円/営業利益4億円    売上40億円/営業利益4億円

・ホンダ、日産の増等・ホンダ、日産の増等・ホンダ、日産の増等・ホンダ、日産の増等

・トヨタの減等・トヨタの減等・トヨタの減等・トヨタの減等

・金型売上の減等・金型売上の減等・金型売上の減等・金型売上の減等

・トヨタ、マツダの増等・トヨタ、マツダの増等・トヨタ、マツダの増等・トヨタ、マツダの増等

(14(14(14(14社社社社))))

14141414社社社社

※※※※

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 当上期比較当上期比較当上期比較当上期比較

（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：％）

（２／１２）（２／１２）（２／１２）（２／１２）

※※※※海外海外海外海外14141414社内訳社内訳社内訳社内訳 ((((米州米州米州米州))))ＮＡＬＮＡＬＮＡＬＮＡＬ、、、、メキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジル ((((欧州欧州欧州欧州))))ＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺ ((((中国中国中国中国))))広州、湖北、福州広州、湖北、福州広州、湖北、福州広州、湖北、福州

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



ⅡⅡⅡⅡ－（３）－（３）－（３）－（３） 連結損益連結損益連結損益連結損益 当上当上当上当上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：％）

売売売売 上上上上 高高高高 3,9263,9263,9263,926 100.0100.0100.0100.0 4,1634,1634,1634,163 100.0100.0100.0100.0 237237237237 106.1106.1106.1106.1

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (4,301)(4,301)(4,301)(4,301) (375)(375)(375)(375) (109.6)(109.6)(109.6)(109.6)

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 3,2333,2333,2333,233 82.482.482.482.4 3,4103,4103,4103,410 81.981.981.981.9 176176176176

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 692692692692 17.617.617.617.6 753753753753 18.118.118.118.1 61616161 108.9108.9108.9108.9

販販販販 管管管管 費費費費 227227227227 5.85.85.85.8 238238238238 5.75.75.75.7 11111111

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 465465465465 11.811.811.811.8 514514514514 12.412.412.412.4 49494949 110.7110.7110.7110.7

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (529)(529)(529)(529) (64)(64)(64)(64) (113.9)(113.9)(113.9)(113.9)

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 23232323 0.60.60.60.6 6666 0.20.20.20.2 △17△17△17△17

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 488488488488 12.412.412.412.4 521521521521 12.512.512.512.5 32323232 106.7106.7106.7106.7

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △5△5△5△5 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 3333

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 482482482482 12.312.312.312.3 519519519519 12.512.512.512.5 36363636 107.6107.6107.6107.6

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 331331331331 8.48.48.48.4 358358358358 8.68.68.68.6 26262626 108.1108.1108.1108.1

当上期実績当上期実績当上期実績当上期実績 当下期計画当下期計画当下期計画当下期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 49494949 億円億円億円億円

･量の変動等による影響･量の変動等による影響･量の変動等による影響･量の変動等による影響 123123123123

　　（為替影響前売上高 ＋375億円）　　（為替影響前売上高 ＋375億円）　　（為替影響前売上高 ＋375億円）　　（為替影響前売上高 ＋375億円）

･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化 △8△8△8△8

･材料ＣＤ･材料ＣＤ･材料ＣＤ･材料ＣＤ △11△11△11△11

　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ △12△12△12△12 ））））

･先行研究開発･先行研究開発･先行研究開発･先行研究開発 △6△6△6△6

･新製品対応･新製品対応･新製品対応･新製品対応 △19△19△19△19

･増産対応･増産対応･増産対応･増産対応 △6△6△6△6

･その他･その他･その他･その他 △10△10△10△10

･為替影響･為替影響･為替影響･為替影響 △14△14△14△14

（３／（３／（３／（３／１２１２１２１２））））



ⅡⅡⅡⅡ－（３）－（３）－（３）－（３） 連結損益連結損益連結損益連結損益 当上当上当上当上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：％）

売売売売 上上上上 高高高高 3,9263,9263,9263,926 100.0100.0100.0100.0 4,1634,1634,1634,163 100.0100.0100.0100.0 237237237237 106.1106.1106.1106.1

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (4,301)(4,301)(4,301)(4,301) (375)(375)(375)(375) (109.6)(109.6)(109.6)(109.6)

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 3,2333,2333,2333,233 82.482.482.482.4 3,4103,4103,4103,410 81.981.981.981.9 176176176176

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 692692692692 17.617.617.617.6 753753753753 18.118.118.118.1 61616161 108.9108.9108.9108.9

販販販販 管管管管 費費費費 227227227227 5.85.85.85.8 238238238238 5.75.75.75.7 11111111

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 465465465465 11.811.811.811.8 514514514514 12.412.412.412.4 49494949 110.7110.7110.7110.7

(((( 為為為為 替替替替 影影影影 響響響響 前前前前 )))) (529)(529)(529)(529) (64)(64)(64)(64) (113.9)(113.9)(113.9)(113.9)

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 23232323 0.60.60.60.6 6666 0.20.20.20.2 △17△17△17△17

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 488488488488 12.412.412.412.4 521521521521 12.512.512.512.5 32323232 106.7106.7106.7106.7

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △5△5△5△5 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 3333

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 482482482482 12.312.312.312.3 519519519519 12.512.512.512.5 36363636 107.6107.6107.6107.6

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 331331331331 8.48.48.48.4 358358358358 8.68.68.68.6 26262626 108.1108.1108.1108.1

当上期実績当上期実績当上期実績当上期実績 当下期計画当下期計画当下期計画当下期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)

  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増 49494949 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 （為替差益の減 他）（為替差益の減 他）（為替差益の減 他）（為替差益の減 他） △17△17△17△17

  【 経常利益の増  【 経常利益の増  【 経常利益の増  【 経常利益の増 32323232 億円】億円】億円】億円】

◎特別損益◎特別損益◎特別損益◎特別損益 3333

  【 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 26262626 億円】億円】億円】億円】

（３／１２）（３／１２）（３／１２）（３／１２）



売売売売 上上上上 高高高高 1,7131,7131,7131,713 100.0100.0100.0100.0 1,8961,8961,8961,896 100.0100.0100.0100.0 183183183183 110.7110.7110.7110.7

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 1,4041,4041,4041,404 82.082.082.082.0 1,5761,5761,5761,576 83.183.183.183.1 171171171171

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 308308308308 18.018.018.018.0 320320320320 16.916.916.916.9 11111111 103.6103.6103.6103.6

販販販販 管管管管 費費費費 117117117117 6.96.96.96.9 131131131131 6.96.96.96.9 13131313

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 191191191191 11.211.211.211.2 188188188188 10.010.010.010.0 △2△2△2△2 98.898.898.898.8

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 117117117117 6.86.86.86.8 52525252 2.82.82.82.8 △64△64△64△64

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 308308308308 18.018.018.018.0 241241241241 12.712.712.712.7 △66△66△66△66 78.478.478.478.4

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △2△2△2△2 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 0000

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 305305305305 17.817.817.817.8 239239239239 12.612.612.612.6 △66△66△66△66 78.278.278.278.2

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 232232232232 13.613.613.613.6 187187187187 9.99.99.99.9 △45△45△45△45 80.380.380.380.3

当上期実績当上期実績当上期実績当上期実績 当下期計画当下期計画当下期計画当下期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △2△2△2△2 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 33333333

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化 △6△6△6△6

・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ △6△6△6△6

　　　（うち、市況ＣＵ　　　（うち、市況ＣＵ　　　（うち、市況ＣＵ　　　（うち、市況ＣＵ △7△7△7△7 ））））

・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発 △6△6△6△6

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △6△6△6△6

・その他・その他・その他・その他 △11△11△11△11

ⅡⅡⅡⅡ－（４）－（４）－（４）－（４） 単独損益単独損益単独損益単独損益 当上当上当上当上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：％）

（（（（４４４４／／／／１２１２１２１２））））



売売売売 上上上上 高高高高 1,7131,7131,7131,713 100.0100.0100.0100.0 1,8961,8961,8961,896 100.0100.0100.0100.0 183183183183 110.7110.7110.7110.7

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 1,4041,4041,4041,404 82.082.082.082.0 1,5761,5761,5761,576 83.183.183.183.1 171171171171

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 308308308308 18.018.018.018.0 320320320320 16.916.916.916.9 11111111 103.6103.6103.6103.6

販販販販 管管管管 費費費費 117117117117 6.96.96.96.9 131131131131 6.96.96.96.9 13131313

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 191191191191 11.211.211.211.2 188188188188 10.010.010.010.0 △2△2△2△2 98.898.898.898.8

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 117117117117 6.86.86.86.8 52525252 2.82.82.82.8 △64△64△64△64

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 308308308308 18.018.018.018.0 241241241241 12.712.712.712.7 △66△66△66△66 78.478.478.478.4

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 △2△2△2△2 －－－－ △2△2△2△2 －－－－ 0000

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 305305305305 17.817.817.817.8 239239239239 12.612.612.612.6 △66△66△66△66 78.278.278.278.2

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 232232232232 13.613.613.613.6 187187187187 9.99.99.99.9 △45△45△45△45 80.380.380.380.3

当上期実績当上期実績当上期実績当上期実績 当下期計画当下期計画当下期計画当下期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9)(18/4～18/9) (18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)(18/10～19/3)

  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減 △2△2△2△2 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 (受取配当金の減他)(受取配当金の減他)(受取配当金の減他)(受取配当金の減他) △64△64△64△64 億円億円億円億円

【 経常利益の減【 経常利益の減【 経常利益の減【 経常利益の減 △66△66△66△66 億円 】億円 】億円 】億円 】

◎特別損益◎特別損益◎特別損益◎特別損益 0000 億円億円億円億円

【 当期純利益の減【 当期純利益の減【 当期純利益の減【 当期純利益の減 △45△45△45△45 億円 】億円 】億円 】億円 】

ⅡⅡⅡⅡ－（４）－（４）－（４）－（４） 単独損益単独損益単独損益単独損益 当上当上当上当上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：％）

（（（（４４４４／／／／１２１２１２１２））））



( 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 (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3) 構成比構成比構成比構成比 指数指数指数指数

3,3993,3993,3993,399 32.132.132.132.1 3,6103,6103,6103,610 34.934.934.934.9 210210210210 106.2106.2106.2106.2

製製製製作作作作ググググ ルルルルーーーーププププ 1,8651,8651,8651,865 1,9681,9681,9681,968 102102102102 105.5105.5105.5105.5

KIKIKIKI ググググ ルルルル ーーーー ププププ 435435435435 455455455455 19191919 104.5104.5104.5104.5

計計計計 2,3012,3012,3012,301 21.821.821.821.8 2,4232,4232,4232,423 23.423.423.423.4 121121121121 105.3105.3105.3105.3 為替影響為替影響為替影響為替影響 為替影響前為替影響前為替影響前為替影響前 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 1,7891,7891,7891,789 1,8481,8481,8481,848 58585858 103.3103.3103.3103.3 △63△63△63△63 122122122122 106.8106.8106.8106.8

欧欧欧欧 州州州州 428428428428 360360360360 △68△68△68△68 84.084.084.084.0 △12△12△12△12 △56△56△56△56 86.986.986.986.9

中中中中 国国国国 1,5351,5351,5351,535 965965965965 △570△570△570△570 62.862.862.862.8 △46△46△46△46 △524△524△524△524 65.865.865.865.8

アアアア ジジジジ アアアア 1,0441,0441,0441,044 1,0751,0751,0751,075 30303030 103.0103.0103.0103.0 △50△50△50△50 81818181 107.8107.8107.8107.8

ＫＫＫＫ ＩＩＩＩ ググググ ルルルル ーーーー ププププ 75757575 77777777 1111 101.5101.5101.5101.5 △2△2△2△2 3333 105.2105.2105.2105.2

計計計計 4,8734,8734,8734,873 46.146.146.146.1 4,3254,3254,3254,325 41.741.741.741.7 △548△548△548△548 88.788.788.788.7 △175△175△175△175 △372△372△372△372 92.392.392.392.3
(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前)(為替影響前)

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸) (4,079)(4,079)(4,079)(4,079) (4,325)(4,325)(4,325)(4,325) (245)(245)(245)(245)
(106.0)(106.0)(106.0)(106.0) (△ 175)(△ 175)(△ 175)(△ 175) (421)(421)(421)(421) (110.3)(110.3)(110.3)(110.3) (421)(421)(421)(421)

合   計合   計合   計合   計 10,57410,57410,57410,574 100.0100.0100.0100.0 10,35810,35810,35810,358 100.0100.0100.0100.0 △216△216△216△216 97.997.997.997.9 △41△41△41△41

消   去消   去消   去消   去 △2,086△2,086△2,086△2,086 △2,268△2,268△2,268△2,268 △181△181△181△181

連   結連   結連   結連   結 8,4888,4888,4888,488 8,0908,0908,0908,090 △398△398△398△398 95.395.395.395.3 △175△175△175△175 △222△222△222△222 97.497.497.497.4

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸) (7,694)(7,694)(7,694)(7,694) (8,090)(8,090)(8,090)(8,090) (395)(395)(395)(395) (105.1)(105.1)(105.1)(105.1) (△ 175)(△ 175)(△ 175)(△ 175) (571)(571)(571)(571) (107.4)(107.4)(107.4)(107.4)

・ホンダの増等・ホンダの増等・ホンダの増等・ホンダの増等

・日産の減等・日産の減等・日産の減等・日産の減等

・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・トヨタ､ホンダの増等

・除く上海 ＋270億円、137％・除く上海 ＋270億円、137％・除く上海 ＋270億円、137％・除く上海 ＋270億円、137％

前  期  実 績前  期  実 績前  期  実 績前  期  実 績 当  期 計 画当  期 計 画当  期 計 画当  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

・国内生産台数の減(967→958万台 99％)・国内生産台数の減(967→958万台 99％)・国内生産台数の減(967→958万台 99％)・国内生産台数の減(967→958万台 99％)

・ＬＥＤ化の進展等・ＬＥＤ化の進展等・ＬＥＤ化の進展等・ＬＥＤ化の進展等
国国国国

内内内内

・情報システム、鉄道機器の増等・情報システム、鉄道機器の増等・情報システム、鉄道機器の増等・情報システム、鉄道機器の増等

海海海海

外外外外

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

　　米ドル　  110.7円　　107.9円　　米ドル　  110.7円　　107.9円　　米ドル　  110.7円　　107.9円　　米ドル　  110.7円　　107.9円

　　中国元　   16.8円　　 16.1円　　中国元　   16.8円　　 16.1円　　中国元　   16.8円　　 16.1円　　中国元　   16.8円　　 16.1円

<為替感応度><為替感応度><為替感応度><為替感応度>

   米㌦1円の年間変動影響は   米㌦1円の年間変動影響は   米㌦1円の年間変動影響は   米㌦1円の年間変動影響は

   売上40億円/営業利益4億円   売上40億円/営業利益4億円   売上40億円/営業利益4億円   売上40億円/営業利益4億円

(14(14(14(14社社社社))))

15151515社社社社

※※※※

ⅡⅡⅡⅡ－（５）－（５）－（５）－（５） 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：％）

（５／（５／（５／（５／１２１２１２１２））））

※※※※海外海外海外海外15151515社内訳社内訳社内訳社内訳 ((((米州米州米州米州))))ＮＡＬＮＡＬＮＡＬＮＡＬ、、、、メキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジルメキシコ、ブラジル ((((欧州欧州欧州欧州))))ＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺＫＥＬ、ＫＣＺ ((((中国中国中国中国))))広州、湖北、福州、上海広州、湖北、福州、上海広州、湖北、福州、上海広州、湖北、福州、上海((((前前前前期のみ期のみ期のみ期のみ))))

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



ⅡⅡⅡⅡ－（６）－（６）－（６）－（６） 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：％）

売売売売 上上上上 高高高高 8,4888,4888,4888,488 100.0100.0100.0100.0 8,0908,0908,0908,090 100.0100.0100.0100.0 △398△398△398△398 95.395.395.395.3

((((除除除除くくくく上上上上海海海海小小小小 糸糸糸糸)))) (7,694)(7,694)(7,694)(7,694) (8,090)(8,090)(8,090)(8,090) (395)(395)(395)(395) (105.1)(105.1)(105.1)(105.1)

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 6,9226,9226,9226,922 81.681.681.681.6 6,6446,6446,6446,644 82.182.182.182.1 △278△278△278△278

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 1,5661,5661,5661,566 18.418.418.418.4 1,4461,4461,4461,446 17.917.917.917.9 △120△120△120△120 92.392.392.392.3

販販販販 管管管管 費費費費 528528528528 6.26.26.26.2 466466466466 5.85.85.85.8 △62△62△62△62

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 1,0371,0371,0371,037 12.212.212.212.2 980980980980 12.112.112.112.1 △57△57△57△57 94.494.494.494.4

((((除除除除くくくく上上上上海海海海小小小小 糸糸糸糸)))) (1,004)(1,004)(1,004)(1,004) (980)(980)(980)(980) (△24)(△24)(△24)(△24) (97.6)(97.6)(97.6)(97.6)

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 41414141 0.50.50.50.5 30303030 0.40.40.40.4 △11△11△11△11

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 1,0791,0791,0791,079 12.712.712.712.7 1,0101,0101,0101,010 12.512.512.512.5 △69△69△69△69 93.693.693.693.6

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 157157157157 1.91.91.91.9 △8△8△8△8 －－－－ △165△165△165△165

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 1,2371,2371,2371,237 14.614.614.614.6 1,0021,0021,0021,002 12.412.412.412.4 △235△235△235△235 81.081.081.081.0

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 833833833833 9.89.89.89.8 690690690690 8.58.58.58.5 △143△143△143△143 82.782.782.782.7

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △57△57△57△57 億円億円億円億円

(上海小糸 　(上海小糸 　(上海小糸 　(上海小糸 　(売上高△794億円)(売上高△794億円)(売上高△794億円)(売上高△794億円) △33△33△33△33 ))))

除く上海小糸除く上海小糸除く上海小糸除く上海小糸 △24△24△24△24 億円億円億円億円

･量の変動等による影響･量の変動等による影響･量の変動等による影響･量の変動等による影響 140140140140

　　（為替影響前売上高 ＋571億円）　　（為替影響前売上高 ＋571億円）　　（為替影響前売上高 ＋571億円）　　（為替影響前売上高 ＋571億円）

･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化･競合激化による売価率悪化 △110△110△110△110

･材料ＣＤ･材料ＣＤ･材料ＣＤ･材料ＣＤ 59595959

　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ　　　(うち、市況ＣＵ △42△42△42△42 ））））

･先行研究開発･先行研究開発･先行研究開発･先行研究開発 △22△22△22△22

･新製品対応･新製品対応･新製品対応･新製品対応 △57△57△57△57

･増産対応･増産対応･増産対応･増産対応 △25△25△25△25

･その他･その他･その他･その他 4444

･為替影響･為替影響･為替影響･為替影響 △13△13△13△13

（６／（６／（６／（６／１２１２１２１２））））



ⅡⅡⅡⅡ－（６）－（６）－（６）－（６） 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：％）

売売売売 上上上上 高高高高 8,4888,4888,4888,488 100.0100.0100.0100.0 8,0908,0908,0908,090 100.0100.0100.0100.0 △398△398△398△398 95.395.395.395.3

((((除除除除くくくく上上上上海海海海小小小小 糸糸糸糸)))) (7,694)(7,694)(7,694)(7,694) (8,090)(8,090)(8,090)(8,090) (395)(395)(395)(395) (105.1)(105.1)(105.1)(105.1)

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 6,9226,9226,9226,922 81.681.681.681.6 6,6446,6446,6446,644 82.182.182.182.1 △278△278△278△278

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 1,5661,5661,5661,566 18.418.418.418.4 1,4461,4461,4461,446 17.917.917.917.9 △120△120△120△120 92.392.392.392.3

販販販販 管管管管 費費費費 528528528528 6.26.26.26.2 466466466466 5.85.85.85.8 △62△62△62△62

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 1,0371,0371,0371,037 12.212.212.212.2 980980980980 12.112.112.112.1 △57△57△57△57 94.494.494.494.4

((((除除除除くくくく上上上上海海海海小小小小 糸糸糸糸)))) (1,004)(1,004)(1,004)(1,004) (980)(980)(980)(980) (△24)(△24)(△24)(△24) (97.6)(97.6)(97.6)(97.6)

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 41414141 0.50.50.50.5 30303030 0.40.40.40.4 △11△11△11△11

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 1,0791,0791,0791,079 12.712.712.712.7 1,0101,0101,0101,010 12.512.512.512.5 △69△69△69△69 93.693.693.693.6

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 157157157157 1.91.91.91.9 △8△8△8△8 －－－－ △165△165△165△165

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 1,2371,2371,2371,237 14.614.614.614.6 1,0021,0021,0021,002 12.412.412.412.4 △235△235△235△235 81.081.081.081.0

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 833833833833 9.89.89.89.8 690690690690 8.58.58.58.5 △143△143△143△143 82.782.782.782.7

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減  【 営業利益の減 △57△57△57△57 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 △11△11△11△11

△14△14△14△14

△7△7△7△7

  【 経常利益の減  【 経常利益の減  【 経常利益の減  【 経常利益の減 △69△69△69△69 億円】億円】億円】億円】

◎特別損益◎特別損益◎特別損益◎特別損益 △165△165△165△165

△ 146△ 146△ 146△ 146

△ 33△ 33△ 33△ 33

  【 当期純利益の減  【 当期純利益の減  【 当期純利益の減  【 当期純利益の減 △143△143△143△143 億円】億円】億円】億円】

･前期 上海小糸 営業外収益･前期 上海小糸 営業外収益･前期 上海小糸 営業外収益･前期 上海小糸 営業外収益

･前期 上海小糸 持分法投資損益･前期 上海小糸 持分法投資損益･前期 上海小糸 持分法投資損益･前期 上海小糸 持分法投資損益

･前期 関係会社出資金売却益(上海)･前期 関係会社出資金売却益(上海)･前期 関係会社出資金売却益(上海)･前期 関係会社出資金売却益(上海)

･前期 技術対価収入(上海)･前期 技術対価収入(上海)･前期 技術対価収入(上海)･前期 技術対価収入(上海)

（６／（６／（６／（６／１２１２１２１２））））



ⅡⅡⅡⅡ－（７）－（７）－（７）－（７） 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))))

当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

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 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除く上海除く上海除く上海除く上海

3,6103,6103,6103,610 1,9681,9681,9681,968 455455455455 2,4232,4232,4232,423 4,3254,3254,3254,325 4,3254,3254,3254,325 10,35810,35810,35810,358 △2,268△2,268△2,268△2,268 8,0908,0908,0908,090 8,0908,0908,0908,090

380380380380 80808080 26262626 106106106106 418418418418 418418418418 904904904904 76767676 980980980980 980980980980

10.5%10.5%10.5%10.5% 4.1%4.1%4.1%4.1% 5.7%5.7%5.7%5.7% 4.4%4.4%4.4%4.4% 9.7%9.7%9.7%9.7% 9.7%9.7%9.7%9.7% 8.7%8.7%8.7%8.7% －－－－ 12.1%12.1%12.1%12.1% 12.1%12.1%12.1%12.1%

前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （17/4～18/3）

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

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 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除く上海除く上海除く上海除く上海

3,3993,3993,3993,399 1,8651,8651,8651,865 435435435435 2,3012,3012,3012,301 4,8734,8734,8734,873 4,0794,0794,0794,079 10,57410,57410,57410,574 △2,086△2,086△2,086△2,086 8,4888,4888,4888,488 7,6947,6947,6947,694

375375375375 97979797 19191919 116116116116 473473473473 440440440440 966966966966 71717171 1,0371,0371,0371,037 1,0041,0041,0041,004

11.1%11.1%11.1%11.1% 5.2%5.2%5.2%5.2% 4.4%4.4%4.4%4.4% 5.1%5.1%5.1%5.1% 9.7%9.7%9.7%9.7% 10.8%10.8%10.8%10.8% 9.1%9.1%9.1%9.1% －－－－ 12.2%12.2%12.2%12.2% 13.1%13.1%13.1%13.1%

比　　較比　　較比　　較比　　較

海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）海外（１５社）

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 海海海海 外外外外 計計計計 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除く上海除く上海除く上海除く上海

210210210210 102102102102 19191919 121121121121 △548△548△548△548 245245245245 △216△216△216△216 △181△181△181△181 △398△398△398△398 395395395395

106%106%106%106% 105%105%105%105% 104%104%104%104% 105%105%105%105% 89%89%89%89% 106%106%106%106% 98%98%98%98% －－－－ 95%95%95%95% 105%105%105%105%

4444 △17△17△17△17 7777 △10△10△10△10 △55△55△55△55 △22△22△22△22 △62△62△62△62 4444 △57△57△57△57 △24△24△24△24

101%101%101%101% 82%82%82%82% 137%137%137%137% 91%91%91%91% 88%88%88%88% 95%95%95%95% 94%94%94%94% －－－－ 94%94%94%94% 98%98%98%98%

為為為為 替替替替 売売売売 上上上上 高高高高 210210210210 102102102102 19191919 121121121121 △372△372△372△372 421421421421 △216△216△216△216 △181△181△181△181 △222△222△222△222 571571571571

影影影影 響響響響 前前前前 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 4444 △17△17△17△17 7777 △10△10△10△10 △42△42△42△42 △8△8△8△8 △62△62△62△62 4444 △44△44△44△44 △11△11△11△11

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

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

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

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

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

（単位（単位（単位（単位 ：：：： 億円億円億円億円））））

（７／（７／（７／（７／１２１２１２１２））））



売売売売 上上上上 高高高高 3,3993,3993,3993,399 100.0100.0100.0100.0 3,6103,6103,6103,610 100.0100.0100.0100.0 210210210210 106.2106.2106.2106.2

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 2,7932,7932,7932,793 82.282.282.282.2 2,9812,9812,9812,981 82.682.682.682.6 187187187187

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 605605605605 17.817.817.817.8 629629629629 17.417.417.417.4 23232323 103.8103.8103.8103.8

販販販販 管管管管 費費費費 229229229229 6.86.86.86.8 249249249249 6.96.96.96.9 19191919

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 375375375375 11.111.111.111.1 380380380380 10.510.510.510.5 4444 101.1101.1101.1101.1

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 181181181181 5.45.45.45.4 170170170170 4.74.74.74.7 △11△11△11△11

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 557557557557 16.416.416.416.4 550550550550 15.215.215.215.2 △7△7△7△7 98.698.698.698.6

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 243243243243 7.27.27.27.2 △5△5△5△5 －－－－ △248△248△248△248

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 801801801801 23.623.623.623.6 545545545545 15.115.115.115.1 △256△256△256△256 68.068.068.068.0

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 622622622622 18.318.318.318.3 420420420420 11.611.611.611.6 △202△202△202△202 67.567.567.567.5

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 4444 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 44444444

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化 △22△22△22△22

・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ 12121212

　　（うち、市況ＣＵ　　（うち、市況ＣＵ　　（うち、市況ＣＵ　　（うち、市況ＣＵ △23△23△23△23 ））））

・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発 △19△19△19△19

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △15△15△15△15

・その他・その他・その他・その他 4444

ⅡⅡⅡⅡ－（８）－（８）－（８）－（８） 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：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（（（（８８８８／／／／１２１２１２１２））））



売売売売 上上上上 高高高高 3,3993,3993,3993,399 100.0100.0100.0100.0 3,6103,6103,6103,610 100.0100.0100.0100.0 210210210210 106.2106.2106.2106.2

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価 2,7932,7932,7932,793 82.282.282.282.2 2,9812,9812,9812,981 82.682.682.682.6 187187187187

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 605605605605 17.817.817.817.8 629629629629 17.417.417.417.4 23232323 103.8103.8103.8103.8

販販販販 管管管管 費費費費 229229229229 6.86.86.86.8 249249249249 6.96.96.96.9 19191919

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 375375375375 11.111.111.111.1 380380380380 10.510.510.510.5 4444 101.1101.1101.1101.1

営営営営 業業業業 外外外外 損損損損 益益益益 181181181181 5.45.45.45.4 170170170170 4.74.74.74.7 △11△11△11△11

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 557557557557 16.416.416.416.4 550550550550 15.215.215.215.2 △7△7△7△7 98.698.698.698.6

特特特特 別別別別 損損損損 益益益益 243243243243 7.27.27.27.2 △5△5△5△5 －－－－ △248△248△248△248

税税税税 引引引引 前前前前 利利利利 益益益益 801801801801 23.623.623.623.6 545545545545 15.115.115.115.1 △256△256△256△256 68.068.068.068.0

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 622622622622 18.318.318.318.3 420420420420 11.611.611.611.6 △202△202△202△202 67.567.567.567.5

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

比　　較比　　較比　　較比　　較

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増  【 営業利益の増 4444 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 (受取配当金の減他)(受取配当金の減他)(受取配当金の減他)(受取配当金の減他) △11△11△11△11 億円億円億円億円

・前期 上海小糸受取配当金・前期 上海小糸受取配当金・前期 上海小糸受取配当金・前期 上海小糸受取配当金 △23△23△23△23

【 経常利益の減【 経常利益の減【 経常利益の減【 経常利益の減 △7△7△7△7 億円 】億円 】億円 】億円 】

◎特別損益◎特別損益◎特別損益◎特別損益 △248△248△248△248 億円億円億円億円

△223△223△223△223

・前期 技術対価収入(上海)・前期 技術対価収入(上海)・前期 技術対価収入(上海)・前期 技術対価収入(上海) △ 32△ 32△ 32△ 32

【 当期純利益の減【 当期純利益の減【 当期純利益の減【 当期純利益の減 △202△202△202△202 億円 】億円 】億円 】億円 】

・前期 関係会社出資金売却益(上海)・前期 関係会社出資金売却益(上海)・前期 関係会社出資金売却益(上海)・前期 関係会社出資金売却益(上海)

ⅡⅡⅡⅡ－（８）－（８）－（８）－（８） 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：億円：億円：億円：億円、率：％）、率：％）、率：％）、率：％）

（（（（８８８８／／／／１２１２１２１２））））



当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）当期計画 （18/4～19/3）

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

除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海

1,8481,8481,8481,848 360360360360 965965965965 965965965965 1,0751,0751,0751,075 77777777 4,3254,3254,3254,325 4,3254,3254,3254,325

147147147147 27272727 115115115115 115115115115 112112112112 17171717 418418418418 418418418418

8.0%8.0%8.0%8.0% 7.5%7.5%7.5%7.5% 11.9%11.9%11.9%11.9% 11.9%11.9%11.9%11.9% 10.4%10.4%10.4%10.4% 22.1%22.1%22.1%22.1% 9.7%9.7%9.7%9.7% 9.7%9.7%9.7%9.7%

前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （17/4～18/3）前期実績 （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

除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海

1,7891,7891,7891,789 428428428428 1,5351,5351,5351,535 741741741741 1,0441,0441,0441,044 75757575 4,8734,8734,8734,873 4,0794,0794,0794,079

174174174174 47474747 123123123123 89898989 107107107107 21212121 473473473473 440440440440

9.8%9.8%9.8%9.8% 11.0%11.0%11.0%11.0% 8.0%8.0%8.0%8.0% 12.1%12.1%12.1%12.1% 10.3%10.3%10.3%10.3% 28.3%28.3%28.3%28.3% 9.7%9.7%9.7%9.7% 10.8%10.8%10.8%10.8%

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

除除除除 くくくく 上上上上 海海海海 除除除除 くくくく 上上上上 海海海海

58585858 △68△68△68△68 △570△570△570△570 223223223223 30303030 1111 △548△548△548△548 245245245245

103%103%103%103% 84%84%84%84% 63%63%63%63% 130%130%130%130% 103%103%103%103% 102%102%102%102% 89%89%89%89% 106%106%106%106%

△27△27△27△27 △20△20△20△20 △8△8△8△8 25252525 4444 △4△4△4△4 △55△55△55△55 △22△22△22△22

84%84%84%84% 57%57%57%57% 93%93%93%93% 128%128%128%128% 104%104%104%104% 79%79%79%79% 88%88%88%88% 95%95%95%95%

為為為為 替替替替 売売売売 上上上上 高高高高 122122122122 △56△56△56△56 △524△524△524△524 270270270270 81818181 3333 △372△372△372△372 421421421421

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 △24△24△24△24 △19△19△19△19 △3△3△3△3 30303030 8888 △3△3△3△3 △42△42△42△42 △8△8△8△8

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－（９）－（９）－（９）－（９） 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））））

（（（（９９９９／／／／１２１２１２１２））））



売売売売 上上上上 高高高高 1,7891,7891,7891,789 1,8481,8481,8481,848 58585858 103.3103.3103.3103.3 122122122122 106.8106.8106.8106.8

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 174174174174 147147147147 △27△27△27△27 84.084.084.084.0 △24△24△24△24 86.286.286.286.2

率率率率 9.89.89.89.8 8.08.08.08.0

売売売売 上上上上 高高高高 428428428428 360360360360 △68△68△68△68 84.084.084.084.0 △56△56△56△56 86.986.986.986.9

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 47474747 27272727 △20△20△20△20 57.257.257.257.2 △19△19△19△19 59.159.159.159.1

率率率率 11.011.011.011.0 7.57.57.57.5

欧欧欧欧

州州州州

米米米米

州州州州

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

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

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △24△24△24△24 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 21212121

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

・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ 23232323

・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発・先行研究開発 △3△3△3△3

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △15△15△15△15

・増産対応・増産対応・増産対応・増産対応 △19△19△19△19

　（ブラジル立上げ/メキシコ拡張）　（ブラジル立上げ/メキシコ拡張）　（ブラジル立上げ/メキシコ拡張）　（ブラジル立上げ/メキシコ拡張）

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 △19△19△19△19 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 △8△8△8△8

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化 △13△13△13△13

・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ 4444

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △2△2△2△2

ⅡⅡⅡⅡ－（－（－（－（１０１０１０１０）））） 米州米州米州米州･欧州･欧州･欧州･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：％）

（（（（１０１０１０１０／／／／１２１２１２１２））））



売売売売 上上上上 高高高高 1,5351,5351,5351,535 965965965965 △570△570△570△570 62.862.862.862.8 △524△524△524△524 65.865.865.865.8

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)
(741)(741)(741)(741) (965)(965)(965)(965) (223)(223)(223)(223) (130.2)(130.2)(130.2)(130.2) (270)(270)(270)(270) (136.4)(136.4)(136.4)(136.4)

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 123123123123 115115115115 △8△8△8△8 93.493.493.493.4 △3△3△3△3 97.597.597.597.5

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)
(89)(89)(89)(89) (115)(115)(115)(115) (25)(25)(25)(25) (128.1)(128.1)(128.1)(128.1) (30)(30)(30)(30) (133.7)(133.7)(133.7)(133.7)

率率率率 8.08.08.08.0 11.911.911.911.9

(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)(除く上海小糸)
(12.1)(12.1)(12.1)(12.1) (11.9)(11.9)(11.9)(11.9)

売売売売 上上上上 高高高高 1,0441,0441,0441,044 1,0751,0751,0751,075 30303030 103.0103.0103.0103.0 81818181 107.8107.8107.8107.8

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 107107107107 112112112112 4444 104.5104.5104.5104.5 8888 107.7107.7107.7107.7

率率率率 10.310.310.310.3 10.410.410.410.4

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

(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3)(17/4～18/3) (18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)(18/4～19/3)

前期実績前期実績前期実績前期実績 当期計画当期計画当期計画当期計画

比　較比　較比　較比　較

中中中中

国国国国

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 △3△3△3△3 億円億円億円億円

　(上海小糸　(上海小糸　(上海小糸　(上海小糸 △33△33△33△33 ))))

　除く上海小糸　除く上海小糸　除く上海小糸　除く上海小糸 30303030 億円億円億円億円

　・量の変動等による影響　・量の変動等による影響　・量の変動等による影響　・量の変動等による影響 65656565

　・競合激化による売価率悪化　・競合激化による売価率悪化　・競合激化による売価率悪化　・競合激化による売価率悪化 △29△29△29△29

　・材料ＣＤ　・材料ＣＤ　・材料ＣＤ　・材料ＣＤ 7777

　・新製品対応　・新製品対応　・新製品対応　・新製品対応 △12△12△12△12

　・増産対応（福州小糸拡張）　・増産対応（福州小糸拡張）　・増産対応（福州小糸拡張）　・増産対応（福州小糸拡張） △1△1△1△1

◎営業利益◎営業利益◎営業利益◎営業利益 8888 億円億円億円億円

・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響・量の変動等による影響 20202020

・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化・競合激化による売価率悪化 △15△15△15△15

・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ・材料ＣＤ 7777

・新製品対応・新製品対応・新製品対応・新製品対応 △2△2△2△2

・増産対応（インドネシア拡張等）・増産対応（インドネシア拡張等）・増産対応（インドネシア拡張等）・増産対応（インドネシア拡張等） △2△2△2△2

ⅡⅡⅡⅡ－（－（－（－（１１１１１１１１）））） 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：％）

（（（（１１１１１１１１／／／／１２１２１２１２））））



ⅡⅡⅡⅡ－（－（－（－（１２１２１２１２）））） 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))))

（（（（１２１２１２１２／／／／１２１２１２１２ ））））

増　減増　減増　減増　減 比　率比　率比　率比　率

一　般一　般一　般一　般 35353535 36363636 75757575 39 39 39 39 208208208208 ・設備更新、生産ﾗｲﾝ統合･新設、・設備更新、生産ﾗｲﾝ統合･新設、・設備更新、生産ﾗｲﾝ統合･新設、・設備更新、生産ﾗｲﾝ統合･新設、

金　型金　型金　型金　型 49494949 45454545 38383838 △7 △7 △7 △7 84848484 　開発能力増強等　開発能力増強等　開発能力増強等　開発能力増強等

85858585 81818181 113113113113 32 32 32 32 140140140140

32323232 33333333 57575757 24 24 24 24 173173173173 ・立上げ点数増・立上げ点数増・立上げ点数増・立上げ点数増

1111 2222 3333 1 1 1 1 150150150150

21212121 24242424 61616161 37 37 37 37 254254254254 ・ｱｵｲﾃｯｸ・ｱｵｲﾃｯｸ・ｱｵｲﾃｯｸ・ｱｵｲﾃｯｸ ＋35億円＋35億円＋35億円＋35億円 (  9→44億円)(  9→44億円)(  9→44億円)(  9→44億円)

140140140140 141141141141 234234234234 93 93 93 93 166166166166

120120120120 58585858 166166166166 108 108 108 108 286286286286 ・NALﾌﾞﾗｼﾞﾙ　　　・NALﾌﾞﾗｼﾞﾙ　　　・NALﾌﾞﾗｼﾞﾙ　　　・NALﾌﾞﾗｼﾞﾙ　　　＋45億円＋45億円＋45億円＋45億円 (  1→46億円)(  1→46億円)(  1→46億円)(  1→46億円)

11111111 19191919 18181818 △1 △1 △1 △1 95959595 ・ＮＡＬﾒｷｼｺ・ＮＡＬﾒｷｼｺ・ＮＡＬﾒｷｼｺ・ＮＡＬﾒｷｼｺ ＋31億円＋31億円＋31億円＋31億円 (  3→34億円)(  3→34億円)(  3→34億円)(  3→34億円)

71717171 58585858 87878787 29 29 29 29 150150150150 ・湖北・湖北・湖北・湖北 ＋33億円＋33億円＋33億円＋33億円 (13→46億円)(13→46億円)(13→46億円)(13→46億円)

58585858 62626262 97979797 35 35 35 35 156156156156 ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ＋30億円＋30億円＋30億円＋30億円 (  8→38億円)(  8→38億円)(  8→38億円)(  8→38億円)

262262262262 197197197197 368368368368 171 171 171 171 187187187187

402402402402 338338338338 603603603603 265 265 265 265 178178178178

(402)(402)(402)(402) (526)(526)(526)(526) (701)(701)(701)(701) (175)(175)(175)(175) (133)(133)(133)(133)

317 317 317 317 322 322 322 322 324 324 324 324 2 2 2 2 101 101 101 101 

(内 小糸製作所(内 小糸製作所(内 小糸製作所(内 小糸製作所 97 97 97 97 91 91 91 91 85 85 85 85 △6 △6 △6 △6 93 93 93 93 ))))

(内 上海小糸   (内 上海小糸   (内 上海小糸   (内 上海小糸   17 17 17 17 9 9 9 9 0 0 0 0 △9 △9 △9 △9 －－－－ ))))

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

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

中　　国中　　国中　　国中　　国

米　　州米　　州米　　州米　　州

小 糸 九 州小 糸 九 州小 糸 九 州小 糸 九 州

合　　計合　　計合　　計合　　計

(発注額)(発注額)(発注額)(発注額)

計計計計

日日日日

    

本本本本

前々期実績前々期実績前々期実績前々期実績

16/4～16/4～16/4～16/4～

17/317/317/317/3 摘　　　要摘　　　要摘　　　要摘　　　要

前期実績前期実績前期実績前期実績

17/4～17/4～17/4～17/4～

18/318/318/318/3

そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他

当期計画当期計画当期計画当期計画

18/4～18/4～18/4～18/4～

19/319/319/319/3

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

前期比前期比前期比前期比

（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：％）


