
The forecast data presented herein reflects assumed results based on conditions that are subject to change. 
Nabtesco Corporation does not make representations as to, or warrant, in whole or in part, the attainment or realization of any of the forecasted results 
presented in this document.
Numerical figures presented herein are rounded down to the nearest whole unit for monetary value and rounded off to one decimal place for percentage.
Unauthorized copying and replication of this material including text and image are prohibited.    
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Sales

O.P.

lower sales and higher 
raw material, personnel, 
and distribution costs

■FY22 Q1 sales declined YoY due to decreased demand in hydraulic equipment business, 
although demand for precision reduction gears business was strong. 

■Declined due to lower sales and higher raw material, personnel, distribution and other costs.

Precision reduction gears: +1.8
Hydraulic equipment: - 4.6

higher personnel in 
Europe business

Platform doors 
sales increase

Pro forma standard 
taxation disappearance 
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(JPY billion)

(JPY billion)

CMP: Component Solution Segment  TRS: Transport Solution Segment ACB: Accessibility Solution Segment MFR: Manufacturing Solution Segment
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*1 HDS: Harmonic Drive Systems Inc.

■Financial Income and cost decreased due to revaluation of HDS*1 shares. （¥4,860/share→¥4,220/share)

*2 Net profit＝Net profit attributable to owners of the parent

FOREX rate (results)
22/12 1Q: US$1=¥117.79 RMB1=¥18.54 EUR1=¥131.57 CHF1=¥127.13
21/12 1Q: US$1=¥107.15 RMB1=¥16.45 EUR1=¥128.48 CHF1=¥117.43

FOREX sensitivity in O.P. (This represents the effect to operating profit if the exchange rate fluctuates by one yen.)
22/12 1Q: (US$) minimal (RMB) JPY 126 million (EUR) minimal (CHF) minimal

Notes

2021 /12 2022/12 Variation 2021/12 2022/12 Variation
Q1results(A) Q1results(B) (B-A) Full year Results（C） Full year plan(D) (D-C)

Sales 72.0 70.4 -1.6 299.8 320.0 20.2
O.P. 6.7 5.0 -1.7 30.0 33.0 3.0

(OPM) 9.2% 7.1% -2.1pt 10.0% 10.3% 0.3pt
Financial Income and cost 117.2 -10.9 -128.1 69.9 0.1 -69.8

Equity in earnings of affiliates 0.6 0.8 0.2 2.1 19 -2
Income before tax 124.5 -5.1 -129.6 102.0 35.0 -67.0

Net profit*2 80.1 -4.4 -84.4 64.8 23.4 -41.4
Earnings pre share(JPY yen) 647.79 -36.57 -684.36 534.67 194.57 -340.10

(JPY billion)


サマリー（通期） 



		売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				↓グラフ元データ（赤枠囲み） モト アカ ワク カコ										編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ								↓グラフ元データ（赤枠囲み） モト アカ ワク カコ												編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ

				(横軸項目） ヨコジク コウモク		1Q実績
2021年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ		CMP		TRS		ACB		MFR		1Q実績
2022年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ								(横軸項目） ヨコジク コウモク		1Q実績
2021年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ		CMP		TRS		ACB		MFR		本社費 ホンシャ ヒ		1Q実績
2022年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ

				(ベース）		720		692		690		690		704		704								(ベース）		67		45		45		43		40		40		50

				（変化値プラス） ヘンカ チ								16						16						（変化値プラス） ヘンカ チ						4						10				14

				（変化値マイナス） ヘンカ チ				28		2				3				33						（変化値マイナス） ヘンカ チ				21				7		3						31

				(トータル額：折れ線） ガク オ セン														704						(トータル額：折れ線） ガク オ セン																50

				差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												704		I9とH10が一致しているか確認 イッチ カクニン						差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												check		50		T9とS10が一致しているか確認 イッチ カクニン



				↓PPTで使用するグラフ シヨウ																				↓PPTで使用するグラフ シヨウ





























				↓チェックリスト

				作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

				編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ





																								↓チェックリスト

																								作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

																								編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ







(ベース）	



1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	66.547968949999998	45.3938202500	00005	45.393820250000005	42.711876270000005	39.785859360000003	39.785859360000003	49.954541509999999	（変化値プラス）	





1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	4.2165223899999997	10.183145530000003	（変化値マイナス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	21.154148699999997	6.8984663700000013	2.9260169099999995	



(ベース）	





1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	720.28	692.18	690.41	690.41	703.86	703.86	（変化値プラス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	16.190000000000001	（変化値マイナス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	28.1	1.77	2.74	



億円



サマリー（通期）  (EN)

				2019年12月期　業績見通し修正 ネン ガツキ ギョウセキ ミトオ シュウセイ



		売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				↓グラフ元データ（赤枠囲み）日本語ページから引き込み モト アカ ワク カコ ニホンゴ ヒ コ										編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ								↓グラフ元データ（赤枠囲み）日本語ページから引き込み モト アカ ワク カコ ニホンゴ ヒ コ

				(横軸項目） ヨコジク コウモク		Q1 Results 
2021/12		CMP		TRS		ACB		MFR		Q1 Results
 2022 /12 								(横軸項目） ヨコジク コウモク		Q1 Results 
2021/12		CMP		TRS		ACB		MFR		HQ		Q1 Results
 2022 /12 

				(ベース）		72.0		69.2		69.0		69.0		70.4		70.4								(ベース）		6.7		4.5		4.5		4.3		4.0		4.0		5.0

				（変化値プラス） ヘンカ チ								1.6						2						（変化値プラス） ヘンカ チ						0.4						1.0				1

				（変化値マイナス） ヘンカ チ				2.8		0.2				0.3				3						（変化値マイナス） ヘンカ チ				2.1				0.7		0.3						3

				(トータル額：折れ線） ガク オ セン														70.4						(トータル額：折れ線） ガク オ セン																5.0

				差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												70.4		I9とH10が一致しているか確認 イッチ カクニン						差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												check		5.0		T9とS10が一致しているか確認 イッチ カクニン

																		一致していない場合、WFの足し算に誤りあり イッチ バアイ タ ザン アヤマ

				↓PPTで使用するグラフ シヨウ																				↓PPTで使用するグラフ シヨウ





























				↓チェックリスト

				作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

				編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ





																								↓チェックリスト

																								作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

																								編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ







(ベース）	



Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	6.6547968950000005	4.5393820250000001	4.5393820250000001	4.2711876269999998	3.978585936	3.978585936	4.9954541510000006	（変化値プラス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	0.42165223899999998	1.0183145530000004	（変化値マイナス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	2.1154148699999999	0.68984663700000015	0.29260169099999994	



(ベース）	





Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	72.028000000000006	69.218000000000004	69.040999999999997	69.040999999999997	70.385999999999996	70.38600000000001	（変化値プラス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	1.6190000000000002	（変化値マイナス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	2.8100000000000005	0.17700000000000002	0.27400000000000002	



(JPY billion)



売上



		①出力したデータを左シートに貼り付け シュツリョク ヒダリ ハ ツ								②リンクとセグ情報は一致していることを確認 ジョウホウ イッチ カクニン										③並べて行う。 ナラ オコナ		収益の分解とセグメント収益との関連 シュウエキ ブンカイ シュウエキ カンレン				④セグメントの集計。事業セグメント情報と一致の確認 シュウケイ ジギョウ ジョウホウ イッチ カクニン				単位：円 タンイ エン										１Q累計期間（1-3） ルイケイ キカン				単位：百万 タンイ ヒャクマン		単位：円 タンイ エン								単位：円 タンイ エン				1Q会計期間（1-3） カイケイ キカン				単位：百万 タンイ ヒャクマン						前年同期 ゼンネン ドウキ				単位：円 タンイ エン



				貸借金額						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		金額 キンガク								報告事業セグメント ホウコク ジギョウ				報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						NSVへの売上のもと戻し ウリアゲ モド		NSV油圧売上の振替 ユアツ ウリアゲ フリカエ		報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク				報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク

				合計																並べ替え用 ナラ カ ヨウ

				値																												事業セグメンと情報 ジギョウ ジョウホウ		Check

																										コンポーネント														コンポーネント										コンポーネント								コンポーネント										コンポーネント								増減 ゾウゲン

		700：NTS-PRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(18,275,118,007)						コンポーネント		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		(18,275,118,007)						1		コンポーネント						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275,118,007												精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275		18,275,118,007						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		16,469,006,394				1,806,111,613

		720：NTS-PWｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(12,463,718,010)						コンポーネント		油圧機器 ユアツ キキ		(12,463,718,010)						1		コンポーネント						油圧機器 ユアツ キキ		12,463,718,010								525,479,970				油圧機器 ユアツ キキ		12,989		12,989,197,980						油圧機器 ユアツ キキ								油圧機器 ユアツ キキ		12,989								油圧機器 ユアツ キキ		17,610,678,235				(4,621,480,255)

		500：ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		(554,102,125)						コンポーネント		500：ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		(554,102,125)						1		コンポーネント						その他 タ		554,102,125

1140582: 1140582:
SNMBからMNAPへの売上を減算								(525,479,970)				その他 タ		29		28,622,155						その他 タ								その他 タ		29								その他 タ		23,259,164				5,362,991

		590：本社		- 0						コンポーネント		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		- 0						1		コンポーネント						小計 ショウケイ		31,292,938,142		31,292,938,142		- 0								小計 ショウケイ		31,293		31,292,938,142						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		31,293								小計 ショウケイ		34,102,943,793				(2,810,005,651)

																										トランスポート														トランスポート										トランスポート								トランスポート										トランスポート

		730：NTS-ASｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(2,594,270,464)						トランスポート		航空機器 コウクウ キキ		(2,594,270,464)						2		トランスポート						航空機器 コウクウ キキ		2,594,270,464												航空機器 コウクウ キキ		2,594		2,594,270,464						航空機器 コウクウ キキ								航空機器 コウクウ キキ		2,594								航空機器 コウクウ キキ		2,440,261,724				154,008,740

		740：NTS-RRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(4,395,312,450)						トランスポート		鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		(4,395,312,450)						2		トランスポート						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,395,312,450						373,560,039						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,769		4,768,872,489						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,769								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		5,174,912,050				(406,039,561)

		750：NTS-MRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(2,575,884,556)						トランスポート		舶用機器 ハクヨウ キキ		(2,575,884,556)						2		トランスポート						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,575,884,556						150,502,805						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,726		2,726,387,361						舶用機器 ハクヨウ キキ								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,726								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,670,710,889				55,676,472

		760：NAM管理		(2,201,129,020)						トランスポート		商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		(2,201,129,020)						2		トランスポート						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,201,129,020						786,201,999						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,987		2,987,331,019						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,987								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,993,940,893				(6,609,874)

		780：NSV管理		(2,844,790,835)						トランスポート		その他 タ		(2,844,790,835)						2		トランスポート						その他 タ		2,949,046,199						(1,310,264,843)						その他 タ		1,639		1,638,781,356						その他 タ								その他 タ		1,639								その他 タ		1,613,261,418				25,519,938

		510：ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		525,479,970						トランスポート		その他 タ		525,479,970						2		トランスポート						小計 ショウケイ		14,715,642,689		14,715,642,689		- 0								小計 ショウケイ		14,716		14,715,642,689						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		14,716								小計 ショウケイ		14,893,086,974				(177,444,285)

																										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ

																												自動ドア		21,535,772,569												自動ドア		21,536		21,535,772,569						自動ドア								自動ドア		21,536								自動ドア		19,916,655,112				1,619,117,457

		602：輸送用機器事業		(629,735,334)						トランスポート		その他 タ		(629,735,334)						2		トランスポート						小計 ショウケイ		21,535,772,569		21,535,772,569		- 0								小計 ショウケイ		21,536		21,535,772,569						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		21,536								小計 ショウケイ		19,916,655,112				1,619,117,457

																										その他 タ														その他 タ										その他 タ								その他 タ										その他 タ

		710：NTS-AIｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(21,535,772,569)						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		自動ドア ジドウ		(21,535,772,569)						3		ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ						包装機 ホウソウ キ		2,363,328,989												包装機 ホウソウ キ		2,363		2,363,328,989						包装機 ホウソウ キ								包装機 ホウソウ キ		2,363								包装機 ホウソウ キ		2,835,842,844				(472,513,855)

		770：PCFT管理		(2,363,328,989)						その他 タ		包装器 ホウソウ キ		(2,363,328,989)						4		その他 タ						その他		478,003,060												その他		478		478,003,060						その他								その他		478								その他		279,222,347				198,780,713

		580：その他(2017-)		(478,003,060)						その他 タ		その他 タ		(478,003,060)						4		その他 タ						小計 ショウケイ		2,841,332,049		2,841,332,049		- 0								小計 ショウケイ		2,841		2,841,332,049						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		2,841								小計 ショウケイ		3,115,065,191				(273,733,142)

		合計		(70,385,685,449)								合計		(70,385,685,449)						5						連結 レンケツ		合計		70,385,685,449		70,385,685,449		- 0						連結 レンケツ		合計		70,386		70,385,685,449				連結 レンケツ		合計						連結 レンケツ		合計		70,386						連結 レンケツ		合計		72,027,751,070				(1,642,065,621)







営業利益

		事業別セグメント情報(開示用)





		プロジェクト : 【IFRS】2022/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002022403)

		会計基準 : IFRS (50)

		セグメント組替種別 : B分類(事業セグメント) (02)



				500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		605
産業用機器事業		609
消去または全社		
計		
消去又は全社		
連結

		Ⅰ.売上高及び営業損益

		　　　売上高

		(1)外部顧客に対する売上高		31,292,938,142		14,715,642,689		21,535,772,569		2,841,332,049		0		0		0		70,385,685,449		0		70,385,685,449

		(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		584,013,592		300,167,883		429,000		48,295,650		120,689,326		0		0		1,053,595,451		-1,053,595,451		0

		　　　計(売上高)		31,876,951,734		15,015,810,572		21,536,201,569		2,889,627,699		120,689,326		0		0		71,439,280,900		-1,053,595,451		70,385,685,449

		　　　営業費用		28,042,182,716		13,955,763,617		19,255,924,042		2,964,581,601		196,113,044		0		2,048,708,830		66,463,273,850		-1,073,042,552		65,390,231,298

		　　　営業利益		3,834,769,018		1,060,046,955		2,280,277,527		-74,953,902		-75,423,718		0		-2,048,708,830		4,976,007,050		19,447,101		4,995,454,151		-2,104,685,447

		Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出																						4,995,454,151

		　　　資産		144,323,556,495		71,486,173,380		78,864,230,164		19,187,220,035		9,474,648,882		14,494,906,340		153,645,145,345		491,475,880,641		-29,571,742,551		461,904,138,090

		　　　減価償却費		0		2,188,744		-5,133,131		15,105,847		0		0		0		12,161,460		-2,938,035		9,223,425

		　　　減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　資本的支出		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		データ出力日付 : 2022/04/20 22:01:34

		プロジェクト : 【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)

		会計基準 : IFRS (50)

		セグメント組替種別 : B分類(事業セグメント) (02)



				500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		605
産業用機器事業		609
消去または全社		
計		
消去又は全社		
連結

		Ⅰ.売上高及び営業損益

		　　　売上高

		(1)外部顧客に対する売上高		34,102,943,793		14,893,086,974		19,916,655,112		3,115,065,191		0		0		0		72,027,751,070		0		72,027,751,070

		(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		570,398,209		226,005,848		374,500		121,187,721		107,101,149		0		0		1,025,067,427		-1,025,067,427		0

		　　　計(売上高)		34,673,342,002		15,119,092,822		19,917,029,612		3,236,252,912		107,101,149		0		0		73,052,818,497		-1,025,067,427		72,027,751,070

		　　　営業費用		28,723,158,114		14,480,698,106		16,946,905,448		3,018,605,123		154,259,119		0		3,067,308,613		66,390,934,523		-1,017,980,348		65,372,954,175		-3,121,553,662

		　　　営業利益		5,950,183,888		638,394,716		2,970,124,164		217,647,789		-47,157,970		0		-3,067,308,613		6,661,883,974		-7,087,079		6,654,796,895		6,654,796,895

		Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出

		　　　資産		133,564,237,056		74,336,605,396		72,705,687,192		16,827,557,914		7,963,946,932		12,915,797,616		242,907,252,749		561,221,084,855		-27,384,037,767		533,837,047,088

		　　　減価償却費		0		2,635,200		-5,772,566		0		0		0		0		-3,137,366		-4,833,213		-7,970,579

		　　　減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　資本的支出		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		増減

		売上高		-2,810,005,651		-177,444,285		1,619,117,457		-273,733,142		0		0		0		-1,642,065,621		0		-1,642,065,621

				-8.2%		-1.2%		8.1%		-8.8%								-2.3%				-2.3%

		営業利益		-2,115,414,870		421,652,239		-689,846,637		-292,601,691		-28,265,748		0		1,018,599,783		-1,685,876,924		26,534,180		-1,659,342,744

				-35.6%		66.0%		-23.2%		-134.4%								-25.3%				-24.9%



&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"


&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"&P / &N	&"Meiryo UI"




CF

						2009/3		2010/3		2011/3		2012/3		2013/3		2014/3		2015/3		2015/12		2016/12		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12

				営業キャッシュ・フロー		14,055		14,892		27,997		15,104		12,952		27,597		19,949		8,746		27,730		231		242		384		342		363		161

				投資キャッシュ・フロー		(9,329)		(6,155)		(4,419)		(27,464)		(13,693)		(8,064)		(7,880)		(4,886)		(14,989)		(202)		(218)		(201)		(107)		671		-571

				フリー・キャッシュ・フロー		4,726		8,737		23,578		-12,359		-741		19,533		12,068		3,859		12,740		29		23		183		235		1,035		-410

				配当金額 ハイトウ キンガク										4,460		4,359		5,083		5,659		5,840		74		92		(91)		(97)

																														235

																												　　　		　　　		　　　		　　　		　　　

				↓横軸用 ヨコジク ヨウ



																		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12
(通期計画) ツウキ ケイカク

						JGAAP														IFRS







営業キャッシュ・フロー	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.71	241.65	384.33	342.03000000000003	363.40000000000003	161.18	投資キャッシュ・フロー	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.86	-218.23000000000002	-200.86	-107.10000000000001	671.47	-571.30000000000007	フリー・キャッシュ・フロー	

43070	43435	43800	44166	44531	44896	28.85	23.42	183.47	234.92000000000002	1034.8700000000001	-410.12	



CF (EN)

						2009/3		2010/3		2011/3		2012/3		2013/3		2014/3		2015/3		2015/12		2016/12		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12

				Operating Cash Flow		14,055		14,892		27,997		15,104		12,952		27,597		19,949		8,746		27,730		23.1		24.2		38.4		34.2		36.3		16.1

				Investment Cash Flow		(9,329)		(6,155)		(4,419)		(27,464)		(13,693)		(8,064)		(7,880)		(4,886)		(14,989)		-20.2		-21.8		-20.1		-10.7		67.1		-57.1

				Free Cash Flow		4,726		8,737		23,578		-12,359		-741		19,533		12,068		3,859		12,740		2.89		2.34		18.35		23.49		103.49		-41.01

				配当金額 ハイトウ キンガク										4,460		4,359		5,083		5,659		5,840

																														23

																												　　　		　　　		　　　		　　　		　　　

				↓横軸用 ヨコジク ヨウ



																		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12
(Plan)

						JGAAP														IFRS







Operating Cash Flow	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.071000000000002	24.165000000000003	38.433	34.203000000000003	36.340000000000003	16.118000000000002	Investment Cash Flow	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.186000000000003	-21.823000000000004	-20.086000000000002	-10.71	67.147000000000006	-57.13000000000001	Free Cash Flow	

43070	43435	43800	44166	44531	44896	2.8850000000000002	2.3420000000000001	18.347000000000001	23.492000000000004	103.48700000000002	-41.012	



（バックデータ）BS



		開示科目名		貸借		当期注記番号		前年度
金額		当期
金額		対前年度増減額		対前年度増減率		前年度比		コメント　単位：億 タンイ オク

		資産				

		　流動資産				

		　　現金及び現金同等物		借				112,771		99,332		-13,439		-11.900		88.100

		　　営業債権		借				74,957		67,493		-7,464		-10.000		90.000

		　　契約資産		借				2,065		2,740		675		32.700		132.700

		　　その他の債権		借				1,300		1,248		-52		-4.000		96.000

		　　棚卸資産		借				41,880		48,700		6,820		16.300		116.300

		　　その他の金融資産		借				7,821		5,857		-1,963		-25.100		74.900		ハーモニック保証金△19億 ホショウ キン オク

		　　その他の流動資産		借				3,588		4,932		1,344		37.400		137.400

		　　小計		借				244,382		230,302		-14,079		-5.800		94.200

		　　売却目的で保有する資産		借				44,519		38,656		-5,863		-13.200		86.800		4,860円⇒4,220円 エン エン

		　　流動資産合計		借				288,900		268,958		-19,942		-6.900		93.100

		　非流動資産				

		　　有形固定資産		借				89,020		91,299		2,279		2.600		102.600

		　　無形資産		借				4,251		4,946		696		16.400		116.400

		　　使用権資産		借				8,877		9,998		1,121		12.600		112.600

		　　のれん		借				16,184		16,750		566		3.500		103.500

		　　投資不動産		借				2,162		2,148		-14		-0.600		99.400

		　　持分法で会計処理されている投資		借				15,475		16,112		637		4.100		104.100

		　　その他の金融資産		借				53,860		48,159		-5,701		-10.600		89.400

		　　繰延税金資産		借				1,997		2,116		119		5.900		105.900

		　　その他の非流動資産		借				992		1,417		425		42.800		142.800

		　　非流動資産合計		借				192,818		192,946		128		0.100		100.100

		　資産合計		借				481,718		461,904		-19,814		-4.100		95.900

		負債及び資本				

		　負債				

		　　流動負債				

		　　　営業債務		貸				51,974		52,463		488		0.900		100.900

		　　　契約負債		貸				5,704		5,384		-320		-5.600		94.400

		　　　社債及び借入金		貸				14,690		12,269		-2,422		-16.500		83.500		17,587

		　　　その他の債務		貸				10,776		17,578		6,802		63.100		163.100

		　　　未払法人所得税		貸				19,788		2,743		-17,045		-86.100		13.900

		　　　引当金		貸				1,206		1,240		34		2.800		102.800

		　　　リース負債		貸				2,158		2,414		256		11.800		111.800

		　　　その他の金融負債		貸				77,878		77,936		58		0.100		100.100

		　　　その他の流動負債		貸				7,139		8,838		1,699		23.800		123.800

		　　　流動負債合計		貸				191,315		180,866		-10,449		-5.500		94.500		226,723

		　　非流動負債				

		　　　社債及び借入金		貸				2,897		2,985		88		3.000		103.000

		　　　リース負債		貸				7,575		8,474		900		11.900		111.900

		　　　退職給付に係る負債		貸				9,079		9,152		73		0.800		100.800

		　　　繰延税金負債		貸				13,922		10,324		-3,598		-25.800		74.200

		　　　その他の非流動負債		貸				1,936		2,094		158		8.100		108.100

		　　　非流動負債合計		貸				35,408		33,029		-2,380		-6.700		93.300

		　　負債合計		貸				226,723		213,894		-12,829		-5.700		94.300

		　資本				

		　　資本金		貸				10,000		10,000		－		－		100.000

		　　資本剰余金		貸				14,961		14,989		28		0.200		100.200

		　　利益剰余金		貸				214,791		205,704		-9,088		-4.200		95.800

		　　自己株式		貸				-4,784		-4,732		52		-1.100		98.900

		　　その他の資本の構成要素		貸				4,942		8,789		3,846		77.800		177.800

		　　親会社の所有者に帰属する持分合計		貸				239,910		234,750		-5,161		-2.200		97.800

		　　非支配持分		貸				15,084		13,260		-1,824		-12.100		87.900

		　　資本合計		貸				254,995		248,010		-6,985		-2.700		97.300

		　負債及び資本合計		貸				481,718		461,904		-19,814		-4.100		95.900





BS (EN)

				(JPY billion)		2021/12 Q4		2021/12 Q1		Variation

						(As of December 31, 2021)		(As of March 31, 2022)

				Assets		481.7		461.9		-19.8

				（Cash and cash equivalents）*2		112.8		99.3		-13.4

				（Trade receivable）		77.0		70.2		-6.8

				（Inventories）		41.9		48.7		6.8

				（Assets held for sale）		44.5		38.7		-5.9

				（Investments accounted for using the equity method）		15.5		16.1		0.6

				(Other non-current financial assets）*3		53.9		48.2		-5.7

				Liabilities		226.7		213.9		-12.8

				（Bonds and borrowings）		17.6		15.3		-2.3

				（Other non-current financial liabilities）*2		77.9		77.9		0.1

				（Income taxes payable and Deferred tax liabilities）*3		33.7		13.1		-20.6

				Total equities		255.0		248.0		-7.0

				(Retained earnings)		214.8		205.7		-9.1

				(Non-controlling interests)		15.1		13.3		-1.8

				Equity attributable to owners of parent*3		239.9		234.8		-5.2

				Ratio of equity attributable to owners of parent：		49.8%		50.8%





BS

				（単位：億円） オクエン		2021/12 期末		2022/12 1Q末 マツ		差異

						reserved-44561x1F		reserved-44651x1F

				資産		4,817		4,619		-198

				（現預金等）		1,128		993		-134

				（売上債権）		770		702		-68

				（棚卸資産）		419		487		68

				（売却目的で保有する資産)		445		387		-59

				（持分法で会計処理されている投資） モチブン ホウ カイケイ ショリ トウシ		155		161		6

				（非流動資産のその他の金融資産） ヒ リュウドウ シサン タ キンユウ シサン		539		482		-57

				負債		2,267		2,139		-128

				（社債及び借入金）		176		153		-23

				（流動負債のその他金融負債） リュウドウ フサイ タ キンユウ フサイ		779		779		1

				（未払法人税等及び長期繰延税金負債） ミバラ ホウジンゼイ ナド オヨ チョウキ ク ノ ゼイキン フサイ		337		131		-206

				資本		2,550		2,480		-70

				(利益剰余金)		2,148		2,057		-91

				(非支配持分) ヒ シハイ モ ブン		151		133		-18

				親会社所有者帰属持分*3		2,399		2,348		-52

				親会社所有者帰属持分比率：		49.8%		50.8%







2K統括

		総括表 ソウカツヒョウ



								19年度 ネンド		20実績 ジッセキ		21年度 ネンド		22年度
(連結) ネンド レンケツ								差異 サイ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実行 ジッコウ		(総合調整) ソウゴウ チョウセイ		公表 コウヒョウ		22/2K		22/2K
-22公表 コウヒョウ		22/2K
-21実績 ジッセキ

				P/L		売上高 ウリアゲ ダカ				279,358		299,802		322,739		(2,739)		320,000		321,722		+1,722		+21,920

						営業利益 エイギョウ リエキ				28,533		30,017		32,012		988		33,000		31,982		-1,018		+1,965

						税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				33,718		101,966		34,072		928		35,000		34,147		-853		-67,819

						当期利益
(親会社所有者帰属) トウキ リエキ オヤ カイシャ ショユウシャ キゾク				20,505		64,818		22,886		514		23,400		22,570		-830		-42,248

				B/S		現預金 ゲン ヨキン		58,686		64,665		112,771		106,692		(55,355)		51,337		58,024		+6,687		-54,747

						売上債権 ウリアゲ サイケン		70,175		75,862		77,021		82,157		(1,088)		81,069		83,323		+2,254		+6,302

						棚卸資産 タナオロシ シサン		41,257		36,505		41,880		40,431		(682)		39,749		40,955		+1,206		-925

						その他流動資産 タ リュウドウ シサン		9,036		6,077		57,228		57,196		(49,465)		7,731		7,819		+88		-49,409

						非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		165,404		168,614		192,818		170,956		44,519		215,475		218,130		+2,655		+25,312

						資産 計 シサン ケイ		344,558		351,723		481,718		457,432		(62,071)		395,361		408,251		+12,890		-73,467

						買掛債務 カイカケ サイム		45,021		44,838		51,974		52,851		(3,530)		49,321		53,126		+3,805		+1,152

						有利子負債 ユウ リシ フサイ		43,936		39,866		17,587		15,011		0		15,011		15,273		+262		-2,314

						リース負債 フサイ		8,804		8,501		9,733		7,458		0		7,458		8,271		+813		-1,462

						その他負債 タ フサイ		47,663		46,878		147,429		114,296		(53,660)		60,636		67,456		+6,820		-79,973

						負債 計 フサイ ケイ		145,424		140,083		226,723		189,616		(57,190)		132,426		144,126		+11,700		-82,597

						資本金等 シホンキントウ		24,932		24,998		24,961		24,824		0		24,824		24,970		+146		+9

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		163,794		173,988		214,791		233,643		(4,881)		228,762		228,037		-725		+13,246

						その他純資産 タ ジュンシサン		(1,327)		(955)		159		(5,138)		0		(5,138)		(2,967)		+2,171		-3,126

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		11,735		13,610		15,084		14,487		0		14,487		14,085		-402		-999

						資本 計 シホン ケイ		199,134		211,641		254,995		267,816		(4,881)		262,935		264,125		+1,190		+9,130

						（親会社所有者帰属持分）		(187,399)		(198,031)		(239,911)		(253,329)		(-4,881)		(248,448)		(250,040)		+1,592		+10,129

				C/F		営業CF エイギョウ		38,433		34,203		36,340		22,187		(6,069)		16,118		18,636		+2,518		-17,704

						投資CF トウシ		(20,086)		(10,710)		67,147		(1,597)		(55,533)		(57,130)		(56,757)		+373		-123,904

						FCF		18,347		23,493		103,487		20,590		(61,602)		(41,012)		(38,121)		+2,891		-141,608

						財務CF ザイム		(13,365)		(17,497)		(57,960)		(16,568)		(792)		(17,360)		(16,626)		+734		+41,334

				各指標 カクシヒョウ		営業利益率（％） エイギョウ リエキ リツ				10.2%		10.0%		9.9%		0.4%		10.3%		9.9%		-0.4%		-0.1%

						実効税率（％） ジッコウ ゼイリツ				30.3%		30.6%		30.6%		0.0%		30.6%		30.6%		+0.0%		+0.0%

						売上原価(百万円) ウリアゲ ゲンカ ヒャクマンエン				206,166		217,759		229,275		(2,275)		227,000		230,149		3,149		12,390

						税引後営業利益(百万円) ゼイビキ ゴ エイギョウ リエキ ヒャクマンエン				19,896		20,826		22,210		685		22,895		22,189		-706		+1,363

						ROE（％）				10.6%		29.6%		9.3%		0.3%		9.6%		9.0%		-0.6%		-20.6%

						ROA（％）				5.9%		15.6%		4.9%		0.4%		5.3%		5.2%		-0.1%		-10.4%

						一般ROIC（％） イッパン				8.2%		8.1%		8.2%		0.3%		8.5%		8.1%		-0.4%		+0.0%

						NTSROIC（％）				12.2%		11.0%		12.8%		-0.7%		12.1%		11.7%		-0.4%		+0.7%

						親会社帰属持分比率（％） オヤ カイシャ キゾク モチブン ヒリツ				56.3%		49.8%		55.4%		7.4%		62.8%		61.2%		-1.6%		11.4%

						月商(月) ゲツ ショウ ツキ				2.8		4.5		4.0		-2.1		1.9		2.2		+0.3		-2.3

						ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ				24,799		95,184		91,681		(55,355)		36,326		42,751		6,425		(52,433)

						売上債権回転日数 ウリアゲ サイケン カイテン ニッスウ				95.4		93.1		90.0		0.2		90.2		91.0		+0.8		-2.1

						棚卸資産回転日数 タナオロシ シサン カイテン ニッスウ				68.8		65.7		65.5		0.1		65.6		65.7		+0.1		+0.0

						設備投資（百万円） セツビ トウシ				15,059				36,117		0		36,117		0		-36,117		+0

						減価償却費
(ﾘｰｽ除)（百万円） ゲンカ ショウキャク ヒ ノゾ ヒャクマンエン				10,995				11,887		0		11,887		0		-11,887		+0

						CVC出資 シュッシ				504				1,423		0		1,423		0		-1,423		+0

						M&A支出(本社) シシュツ ホンシャ				0				0		0		0		0		+0		+0

						M&A(ｶﾝﾊﾟﾆｰ)				0				65		0		65		65		+0		+65

						研究開発費（百万円） ケンキュウ カイハツヒ ヒャクマンエン				8,968				12,382		0		12,382		12,382		0		12,382

						人員数 ジンイン スウ				7,717				8,306		0		8,306		8,306		0		8,306

				配当指標 ハイトウ シヒョウ		1株当たり当期純利益(円) カブ ア トウキ ジュンリエキ エン				165.18		534.69		190.30		4.27		194.57		187.67		-6.90		-347.02

						1株当たり配当金(円) カブ ア ハイトウキン エン				75		77		78		0		78		78		+0		+1

						配当性向（％) ハイトウ セイコウ				45.4%		14.4%		41.0%		-0.9%		40.1%		41.6%		1.5%		27.2%

						連結平均株数(千株) レンケツ ヘイキン カブスウ セン カブ				124,137		121,228		120,264		0		120,264		120,264		+0		-964

						期末配当対象株式数（千株） キマツ ハイトウ タイショウ カブシキ スウ センカブ				124,359		120,318		120,264		0		120,264		120,264		0		(54)

						配当金額（百万円） ハイトウ キンガク ヒャクマンエン				9,327		9,265		9,381		0		9,381		9,381		+0		+116

						配当支払額（百万円） ハイトウ シハライ ガク ヒャクマンエン				9,700		8,800		9,381		0		9,381		9,381		+0		+581

				（B/S期首期末平均値） キシュ キマツ ヘイキンチ

				売上債権残高 ウリアゲ サイケン ザンダカ						73,019		76,442		79,589		(544)		79,045		80,172		+1,127		+3,731

				棚卸資産残高 タナオロシ シサン ザンダカ						38,881		39,193		41,156		(341)		40,815		41,418		+603		+2,225

				固定資産残高 コテイ シサン ザンダカ						167,009		206,225		181,887		22,260		204,147		205,474		+1,328		-751

				買掛債権残高 カイカケ サイケン ザンダカ						44,930		48,406		52,413		(1,765)		50,648		52,550		+1,903		+4,144

				事業資産-買掛残高 ジギョウ シサン カイカケ ザンダカ						233,979		273,453		250,219		23,140		273,359		274,514		+1,155		+1,061

				有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ						41,901		28,727		16,299		0		16,299		15,142		-1,157		-13,585

				リース負債残高 フサイ ザンダカ						8,653		9,117		8,596		0		8,596		7,865		-731		-1,252

				総資産残高 ソウシサン ザンダカ						348,141		416,721		469,575		(31,036)		438,540		432,842		-5,698		+16,121

				親会社所有者持分残高 オヤ カイシャ ショユウシャ モチブン ザンダカ						192,715		218,971		246,620		(2,441)		244,180		251,685		+7,505		+32,714

				親会社所有者持分+有利子負債残高 オヤ カイシャ ショユウシャ モチブン ユウ リシ フサイ ザンダカ						243,269		256,815		271,515		(2,441)		269,075		274,692		+5,617		+17,877

												37,844						24,895		23,007



												44,519

												6,499

												51,018

												25,509

								単価 タンカ		株数 カブスウ

						20年期末配当 ネン キマツ ハイトウ		34		124,360,000

						21年中間配当 ネン チュウカン ハイトウ		38		120,318,682

						21年期末配当 ネン キマツ ハイトウ		39		120,124,248

						21年通期配当 ネン ツウキ ハイトウ		77

										配当総額 ハイトウ ソウガク

										支払配当 シハライ ハイトウ





								発行済株式数 ハッコウ ズ カブシキスウ		自己株 ジコ カブ

						12月 ガツ		125,133,799		(774,509)

						1月 ガツ		125,133,799		(761,105)

						2月 ガツ		125,133,799		(1,256,348)

						3月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						4月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						5月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						6月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						7月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						8月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						9月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						10月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						11月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						12月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						平均株式数 ヘイキン カブシキスウ		125,133,799		ERROR:#REF!







2KPL

				連結P/L レンケツ

				（IFRS売上高） ウリアゲ ダカ																																																												(対10K） タイ				(対21修正） タイ シュウセイ						(対20実績） タイ ジッセキ								(12.8-9MGC)																																																																														（実行計画 比較） ジッコウ ケイカク ヒカク												（総合計画 比較） ソウゴウ ケイカク ヒカク

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ		増減率 ゾウゲン リツ				（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ		増減率 ゾウゲン リツ		下期 シモキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ

				PR連結 レンケツ		16,862		16,607		33,469		15,437		17,285		32,722		66,191		12,873		15,619		28,492		14,183		12,755		26,938		55,430		12,996		14,872		27,868		12,413		16,117		28,530		56,398		16,697		19,529		36,226		18,886		23,233		42,119		78,345				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						21,947				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(124)		(124)		(124)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PW連結 レンケツ		13,036		14,422		27,458		13,034		14,747		27,781		55,239		14,245		13,608		27,853		10,724		13,460		24,184		52,037		12,708		13,533		26,241		11,327		16,315		27,642		53,883		17,591		15,509		33,100		12,529		14,906		27,435		60,535				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						6,652				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(206)		(206)		(206)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		583		575		1,158		550		548		1,098		2,256		549		611		1,160		568		486		1,054		2,214		568		509		1,077		437		515		952		2,029		560		597		1,157		621		726		1,347		2,504				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						475				653		655		1,308		650		680		1,330		2,638				653		655		1,308		650		680		1,330		2,638								0						0						653		655		1,308		650		680		1,330		2,638		620		673		1,293		705		761		1,466		2,759				(33)		18		(15)		55		81		136		121				(15)				136		121

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				475		535		1,010		(853)		1,932		1,079		2,089		462		431		893		335		432		767		1,660		463		529		992		566		564		1,130		2,122				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						462				545		548		1,093		562		599		1,161		2,254				545		548		1,093		562		599		1,161		2,254								0						0						545		548		1,093		562		599		1,161		2,254		471		566		1,037		572		617		1,189		2,226				(74)		18		(56)		10		18		28		(28)				(56)				28		(28)

				連結調整・消去		(1,093)		(1,178)		(2,271)		(1,089)		(1,046)		(2,135)		(4,406)		(1,099)		(1,205)		(2,304)		251		(2,529)		(2,278)		(4,582)		(1,123)		(1,052)		(2,175)		(834)		(1,106)		(1,940)		(4,115)		(1,208)		(1,321)		(2,529)		(1,350)		(1,497)		(2,847)		(5,376)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,261)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(2)		(2)				3		3		1				0		(2)		(2)		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				2				(3)		(1)

				コンポーネント		29,388		30,426		59,814		27,932		31,534		59,466		119,280		27,043		29,168		56,211		24,873		26,104		50,977		107,188		25,611		28,293		53,904		23,678		32,273		55,951		109,855		34,103		34,843		68,946		31,252		37,932		69,184		138,130				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				28,275				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(2)		(2)		0		(327)		(327)		(329)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				RR連結 レンケツ		7,174		7,510		14,684		6,815		9,708		16,523		31,207		7,124		7,510		14,634		7,220		8,426		15,646		30,280		6,662		7,703		14,365		6,800		8,323		15,123		29,488		5,175		6,298		11,473		5,799		8,489		14,288		25,761				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(3,727)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(146)		(146)		(146)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AS連結 レンケツ		2,209		2,533		4,742		2,445		2,637		5,082		9,824		2,446		2,785		5,231		2,505		3,184		5,689		10,920		4,117		5,056		9,173		4,889		4,720		9,609		18,782		2,440		4,298		6,738		2,578		3,858		6,436		13,174				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(5,608)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(182)		(182)		(182)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				MR連結 レンケツ		3,949		4,674		8,623		4,403		5,500		9,903		18,526		4,405		5,818		10,223		5,833		6,740		12,573		22,796		2,500		2,774		5,274		2,769		2,774		5,543		10,817		2,695		2,929		5,624		2,730		3,112		5,842		11,466				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						649				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(25)		(25)		(25)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NAM連結 レンケツ		3,592		3,572		7,164		3,681		3,896		7,577		14,741		3,589		3,553		7,142		3,632		3,528		7,160		14,302		3,447		2,939		6,386		2,932		2,856		5,788		12,174		3,016		3,158		6,174		3,036		3,040		6,076		12,250				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						76				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(190)		(190)		(190)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NSV連結 レンケツ		2,829		2,919		5,748		2,925		3,402		6,327		12,075		3,102		3,656		6,758		3,427		3,999		7,426		14,184		3,944		3,259		7,203		2,991		3,511		6,502		13,705		3,020		2,876		5,896		3,014		3,469		6,483		12,379				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,326)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(6)		(6)		(6)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				OVA		431		22		453		168		1,715		1,883		2,336		210		261		471		261		658		919		1,390		434		231		665		253		807		1,060		1,725		402		345		747		157		509		666		1,413				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(312)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(187)		(187)		(187)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		366		304		670		370		453		823		1,493		422		406		828		385		425		810		1,638		389		386		775		422		556		978		1,753		389		533		922		522		486		1,008		1,930				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						177				483		527		1,010		401		718		1,119		2,129				483		527		1,010		401		718		1,119		2,129								0						0						483		527		1,010		401		718		1,119		2,129		478		470		948		394		711		1,105		2,053				(5)		(57)		(62)		(7)		(7)		(14)		(76)				(62)				(14)		(76)

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				(475)		(535)		(1,010)		853		(1,932)		(1,079)		(2,089)		(462)		(431)		(893)		(335)		(432)		(767)		(1,660)		(463)		(529)		(992)		(566)		(564)		(1,130)		(2,122)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(462)				(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)				(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)								0						0						(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)		(471)		(566)		(1,037)		(572)		(617)		(1,189)		(2,226)				74		(18)		56		(10)		(18)		(28)		28				56				(28)		28

				連結調整・消去		(2,037)		(2,002)		(4,039)		(1,926)		(2,374)		(4,300)		(8,339)		(2,094)		(2,128)		(4,222)		(3,571)		(1,634)		(5,205)		(9,427)		(2,169)		(2,103)		(4,272)		(2,091)		(2,331)		(4,422)		(8,694)		(1,781)		(2,177)		(3,958)		(2,025)		(2,524)		(4,549)		(8,507)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						187				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(350)		(350)				(650)		(650)		(1,000)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						35		35				(17)		(17)		18				0		35		35		0		(17)		(17)		18		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				(35)				17		(18)

				トランスポート		18,513		19,532		38,045		18,881		24,937		43,818		81,863		18,729		21,326		40,055		20,545		23,394		43,939		83,994		18,862		19,814		38,676		18,630		20,784		39,414		78,090		14,893		17,731		32,624		15,245		19,875		35,120		67,744				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(10,346)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(315)		(315)		0		(1,403)		(1,403)		(1,718)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AI連結 レンケツ		19,682		16,399		36,081		17,728		22,161		39,889		75,970		20,789		17,435		38,224		19,299		22,455		41,754		79,978		20,213		15,761		35,974		17,079		20,622		37,701		73,675		19,917		16,024		35,941		16,974		22,196		39,170		75,111				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,436				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(100)		(100)				(99)		(99)		(199)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				連結調整・消去		(2)		(3)		(5)		(1)		(7)		(8)		(13)		(1)		(2)		(3)		(1)		(3)		(4)		(7)		(4)		(2)		(6)		(1)		(3)		(4)		(10)		0		(1)		(1)		(1)		2		1		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						10				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		(3)		(3)		(3)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(3)				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(3)		(3)				3		3		0				0		(3)		(3)		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				3				(3)		0

				アクセシビリティ		19,680		16,396		36,076		17,727		22,154		39,881		75,957		20,788		17,433		38,221		19,298		22,452		41,750		79,971		20,209		15,759		35,968		17,078		20,619		37,697		73,665		19,917		16,023		35,940		16,973		22,195		39,168		75,108				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,443				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(103)		(103)		0		(96)		(96)		(199)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PCFT連結 レンケツ		3,648		3,738		7,386		3,416		3,848		7,264		14,650		3,300		3,347		6,647		3,937		5,485		9,422		16,069		3,397		3,258		6,655		3,384		4,958		8,342		14,997		2,836		4,376		7,212		4,524		4,858		9,382		16,594				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,597				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(67)		(67)				(66)		(66)		(133)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		793		583		1,376		417		1,395		1,812		3,188		485		830		1,315		559		1,020		1,579		2,894		609		808		1,417		602		1,012		1,614		3,031		404		803		1,207		504		925		1,429		2,636				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(395)				513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696				513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696								0						0						513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696		522		651		1,173		1,099		1,422		2,521		3,694				9		(136)		(127)		299		(174)		125		(2)				(127)				125		(2)

				連結調整・消去		(68)		(74)		(142)		(84)		(85)		(169)		(311)		(72)		(85)		(157)		(75)		(76)		(151)		(308)		(72)		(61)		(133)		(59)		(89)		(148)		(281)		(125)		(96)		(221)		(89)		(100)		(189)		(410)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(129)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(100)		(100)				(200)		(200)		(300)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(36)		(36)				(24)		(24)		(60)				0		(36)		(36)		0		(24)		(24)		(60)		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				36				24		60

				その他（装置） タ ソウチ		4,373		4,247		8,620		3,749		5,158		8,907		17,527		3,713		4,092		7,805		4,421		6,429		10,850		18,655		3,934		4,005		7,939		3,927		5,881		9,808		17,747		3,115		5,083		8,198		4,939		5,683		10,622		18,820				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,073				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(203)		(203)		0		(290)		(290)		(493)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				TH本社 ホンシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		215		194		409		269		333		602		1,011		277		297		574		269		259		528		1,102		264		264		528		264		271		535		1,063		303		330		633		293		1,107		1,400		2,033				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						970				314		319		633		331		335		666		1,299				314		319		633		331		335		666		1,299								0						0						314		319		633		331		335		666		1,299		323		309		632		335		354		689		1,321				9		(10)		(1)		4		19		23		22				(1)				23		22

				連結調整・消去		(215)		(194)		(409)		(269)		(333)		(602)		(1,011)		(277)		(297)		(574)		(269)		(259)		(528)		(1,102)		(264)		(264)		(528)		(264)		(271)		(535)		(1,063)		(303)		(330)		(633)		(293)		(1,107)		(1,400)		(2,033)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(970)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				本社調整額 ホンシャ チョウセイ ガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.0%

				合計 ゴウケイ		71,954		70,601		142,555		68,289		83,782		152,071		294,626		70,272		72,020		142,292		69,137		78,379		147,516		289,808		68,616		67,871		136,485		63,315		79,557		142,872		279,358		72,028		73,680		145,708		68,409		85,685		154,094		299,802				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				20,444				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(623)		(623)		0		(2,116)		(2,116)		(2,739)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				0check																																																		0																														0																0																																														0																0







				（IFRS営業利益） エイギョウ リエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ		増減率 ゾウゲン リツ				（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ		増減率 ゾウゲン リツ		下期 シモキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ

				PR連結 レンケツ		3,424		3,292		6,716		2,939		2,985		5,924		12,640		1,765		2,362		4,127		2,051		1,838		3,889		8,016		2,255		2,376		4,631		1,752		2,289		4,041		8,672		2,581		3,486		6,067		3,066		3,904		6,970		13,037				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						4,365				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				54		54		54				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PW連結 レンケツ		1,905		2,062		3,967		1,626		2,009		3,635		7,602		2,239		1,980		4,219		901		2,241		3,142		7,361		1,924		1,927		3,851		1,719		3,239		4,958		8,809		3,469		2,772		6,241		1,502		2,095		3,597		9,838				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,029				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				55		55		55				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		38		27		65		32		29		61		126		38		46		84		19		6		25		109		40		(3)		37		(11)		76		65		102		19		(40)		(21)		(15)		95		80		59				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(43)				25		27		52		31		51		82		134				25		27		52		31		51		82		134								0						0						25		27		52		31		51		82		134		(2)		21		19		45		75		120		139				(27)		(6)		(33)		14		24		38		5				(33)				38		5

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				44		56		100		16		106		122		222		55		50		105		39		44		83		188		50		44		94		60		53		113		207				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						19				48		43		91		57		51		108		199				48		43		91		57		51		108		199								0						0						48		43		91		57		51		108		199		44		45		89		55		52		107		196				(4)		2		(2)		(2)		1		(1)		(3)				(2)				(1)		(3)

				連結調整・消去		(113)		(48)		(161)		(83)		73		(10)		(171)		(48)		62		14		185		(10)		175		189		(376)		75		(301)		45		158		203		(98)		(169)		(115)		(284)		(7)		53		46		(238)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(140)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						24		24				(62)		(62)		(38)				0		24		24		0		(62)		(62)		(38)						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				(24)				62		38

				コンポーネント		5,254		5,333		10,587		4,514		5,096		9,610		20,197		4,038		4,506		8,544		3,172		4,181		7,353		15,897		3,898		4,425		8,323		3,544		5,806		9,350		17,673		5,950		6,147		12,097		4,606		6,200		10,806		22,903				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				5,230				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		24		24		0		47		47		71				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				RR連結 レンケツ		808		744		1,552		906		1,636		2,542		4,094		849		805		1,654		1,138		878		2,016		3,670		926		1,236		2,162		762		1,157		1,919		4,081		202		615		817		572		1,239		1,811		2,628				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,453)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				58		58		58				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AS連結 レンケツ		304		489		793		452		535		987		1,780		389		630		1,019		524		733		1,257		2,276		309		(27)		282		152		(115)		37		319		(284)		325		41		(351)		(356)		(707)		(666)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(985)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(2)		(2)		(2)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				MR連結 レンケツ		181		118		299		186		263		449		748		174		246		420		293		144		437		857		495		548		1,043		623		506		1,129		2,172		453		602		1,055		476		527		1,003		2,058				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(114)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(13)		(13)		(13)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NAM連結 レンケツ		465		211		676		394		465		859		1,535		302		188		490		402		407		809		1,299		328		(148)		180		73		238		311		491		294		418		712		347		163		510		1,222				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						731				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NSV連結 レンケツ		276		250		526		315		426		741		1,267		286		427		713		355		524		879		1,592		593		359		952		327		377		704		1,656		396		271		667		327		421		748		1,415				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(241)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(22)		(22)		(22)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				OVA		(384)		(790)		(1,174)		(599)		(55)		(654)		(1,828)		(547)		(398)		(945)		(605)		(506)		(1,111)		(2,056)		(526)		(453)		(979)		(439)		(801)		(1,240)		(1,703)		(274)		(349)		(623)		(337)		(138)		(475)		(1,098)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						605				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		22		(34)		(12)		29		77		106		94		53		36		89		17		37		54		143		17		(8)		9		30		80		110		119		(31)		28		(3)		89		26		115		112				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(7)				52		(6)		46		(14)		70		56		102				52		(6)		46		(14)		70		56		102								0						0						52		(6)		46		(14)		70		56		102		32		25		57		(15)		69		54		111				(20)		31		11		(1)		(1)		(2)		9				11				(2)		9

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		0		(5,249)		(5,249)		0		26		26		(5,223)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,905)		(2,905)		(3,421)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						3,421				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0		0		(44)		(56)		(100)		84		(206)		(122)		(222)		(55)		(50)		(105)		(39)		(44)		(83)		(188)		(50)		(44)		(94)		(60)		(53)		(113)		(207)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(19)				(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)				(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)								0						0						(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)		(44)		(45)		(89)		(55)		(52)		(107)		(196)				4		(2)		2		2		(1)		1		3				2				1		3

				連結調整・消去		(110)		(239)		(349)		(119)		8		(111)		(460)		(164)		(149)		(313)		(202)		(1,266)		(1,468)		(1,781)		(421)		72		(349)		36		125		161		(188)		(68)		73		5		89		59		148		153				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						341				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						(32)		(32)				83		83		51				0		(32)		(32)		0		83		83		51						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				32				(83)		(51)

				トランスポート		1,562		(4,500)		(2,938)		1,564		3,381		4,945		2,007		1,298		1,729		3,027		2,006		745		2,751		5,778		1,666		1,529		3,195		1,525		(1,382)		143		3,338		638		1,939		2,577		1,152		1,888		3,040		5,617				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				2,279				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(32)		(32)		0		104		104		72				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AI連結 レンケツ		1,234		(16)		1,218		1,396		1,846		3,242		4,460		2,163		1,124		3,287		2,214		3,067		5,281		8,568		2,432		1,024		3,456		1,414		2,769		4,183		7,639		2,929		780		3,709		1,310		2,498		3,808		7,517				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(122)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(11)		(11)		(11)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				連結調整・消去		136		109		245		(125)		45		(80)		165		22		50		72		(32)		(43)		(75)		(3)		(9)		40		31		12		51		63		94		41		33		74		99		(173)		(74)		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(94)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		125		125		125				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						125								0				69		69		69								0				69		69		69						18		18				13		13		31				0		18		18		0		82		82		100						0						0		0				0		0		0		0		(69)		(69)		(69)				(18)				(82)		(100)

				アクセシビリティ		1,370		93		1,463		1,271		1,891		3,162		4,625		2,185		1,174		3,359		2,182		3,024		5,206		8,565		2,423		1,064		3,487		1,426		2,820		4,246		7,733		2,970		813		3,783		1,409		2,450		3,859		7,642				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(91)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		18		18		0		2		2		20				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PCFT連結 レンケツ		623		556		1,179		525		470		995		2,174		487		314		801		584		961		1,545		2,346		336		307		643		474		1,027		1,501		2,144		253		777		1,030		769		836		1,605		2,635				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						491				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(11)		(11)		(11)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		40		17		57		(44)		211		167		224		7		23		30		44		193		237		267		49		(47)		2		(32)		197		165		167		(13)		2		(11)		(5)		173		168		157				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(10)				(26)		82		56		28		192		220		276				(26)		82		56		28		192		220		276								0						0						(26)		82		56		28		192		220		276		(34)		24		(10)		130		161		291		281				(8)		(58)		(66)		102		(31)		71		5				(66)				71		5

				連結調整・消去		(3)		45		42		17		1		18		60		19		18		37		(12)		(87)		(99)		(62)		60		(2)		58		3		(43)		(40)		18		(22)		14		(8)		26		(74)		(48)		(56)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(74)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						(52)		(52)				37		37		(15)				0		(52)		(52)		0		37		37		(15)						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				52				(37)		15

				その他（装置） タ ソウチ		660		618		1,278		498		682		1,180		2,458		513		355		868		616		1,067		1,683		2,551		445		258		703		445		1,181		1,626		2,329		218		793		1,011		790		935		1,725		2,736				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				407				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(52)		(52)		0		26		26		(26)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				TH本社（販管費） ホンシャ ハンカンヒ		(2,129)		(1,916)		(4,045)		(1,689)		(1,776)		(3,465)		(7,510)		(1,766)		(1,954)		(3,720)		(1,700)		(2,137)		(3,837)		(7,557)		(1,780)		(1,897)		(3,677)		(1,796)		(1,944)		(3,740)		(7,417)		(2,951)		(1,769)		(4,720)		(1,674)		(1,886)		(3,560)		(8,280)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(863)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)ｼﾐ出し ケイカク																																												0		0		0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0						500		500				250		250		750				0		500		500		0		250		250		750		0		500		500		0		250		250		750				0		500		500		0		250		250		750				0				0		0

				TH本社（その他） ホンシャ タ		51		19		70		50		92		142		212		81		19		100		169		(7,118)		(6,949)		(6,849)		1,662		104		1,766		(14)		3,362		3,348		5,114		0		(4)		(4)		(35)		17		(18)		(22)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(5,136)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		25		23		48		(19)		(59)		(78)		(30)		(48)		(94)		(142)		(11)		(46)		(57)		(199)		(43)		(44)		(87)		(30)		(70)		(100)		(187)		(36)		(20)		(56)		(52)		(444)		(496)		(552)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(365)				(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)				(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)								0						0						(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)		(31)		(55)		(86)		(48)		(78)		(126)		(212)				16		(4)		12		9		15		24		36				12				24		36

				連結調整・消去		(80)		4		(76)		29		(25)		4		(72)		(147)		123		(24)		(68)		7,227		7,159		7,135		(87)		46		(41)		69		(78)		(9)		(50)		(135)		61		(74)		(1)		48		47		(27)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						23				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						33		33				67		67		101				0		33		33		0		67		67		100						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				(33)				(67)		(100)

				本社調整額 ホンシャ チョウセイ ガク		(2,133)		(1,870)		(4,003)		(1,629)		(1,768)		(3,397)		(7,400)		(1,880)		(1,906)		(3,786)		(1,610)		(2,074)		(3,684)		(7,470)		(248)		(1,791)		(2,039)		(1,771)		1,270		(501)		(2,540)		(3,122)		(1,732)		(4,854)		(1,762)		(2,265)		(4,027)		(8,882)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(6,342)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		533		533		0		317		317		851				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		-

				合計 ゴウケイ		6,713		(326)		6,387		6,218		9,284		15,502		21,889		6,155		5,856		12,011		6,366		6,943		13,309		25,320		8,184		5,485		13,669		5,169		9,695		14,864		28,533		6,655		7,958		14,613		6,195		9,208		15,403		30,017				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,484				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		491		491		0		496		496		988				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		321,722				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				 PR連結 レンケツ		20.3%		19.8%		20.1%		19.0%		17.3%		18.1%		19.1%		13.7%		15.1%		14.5%		14.5%		14.4%		14.4%		14.5%		17.4%		16.0%		16.6%		14.1%		14.2%		14.2%		15.4%		15.5%		17.9%		16.7%		16.2%		16.8%		16.5%		16.6%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.3%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 PW連結 レンケツ		14.6%		14.3%		14.4%		12.5%		13.6%		13.1%		13.8%		15.7%		14.6%		15.1%		8.4%		16.6%		13.0%		14.1%		15.1%		14.2%		14.7%		15.2%		19.9%		17.9%		16.3%		19.7%		17.9%		18.9%		12.0%		14.1%		13.1%		16.3%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.1%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　コンポーネント		17.9%		17.5%		17.7%		16.2%		16.2%		16.2%		16.9%		14.9%		15.4%		15.2%		12.8%		16.0%		14.4%		14.8%		15.2%		15.6%		15.4%		15.0%		18.0%		16.7%		16.1%		17.4%		17.6%		17.5%		14.7%		16.3%		15.6%		16.6%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0.5%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 RR連結 レンケツ		11.3%		9.9%		10.6%		13.3%		16.9%		15.4%		13.1%		11.9%		10.7%		11.3%		15.8%		10.4%		12.9%		12.1%		13.9%		16.0%		15.1%		11.2%		13.9%		12.7%		13.8%		3.9%		9.8%		7.1%		9.9%		14.6%		12.7%		10.2%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-3.6%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 MR連結 レンケツ		4.6%		2.5%		3.5%		4.2%		4.8%		4.5%		4.0%		4.0%		4.2%		4.1%		5.0%		2.1%		3.5%		3.8%		19.8%		19.8%		19.8%		22.5%		18.2%		20.4%		20.1%		16.8%		20.6%		18.8%		17.4%		16.9%		17.2%		17.9%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-2.1%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 AS連結 レンケツ		13.8%		19.3%		16.7%		18.5%		20.3%		19.4%		18.1%		15.9%		22.6%		19.5%		20.9%		23.0%		22.1%		20.8%		7.5%		-0.5%		3.1%		3.1%		-2.4%		0.4%		1.7%		-11.6%		7.6%		0.6%		-13.6%		-9.2%		-11.0%		-5.1%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-6.8%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 NAM連結 レンケツ		12.9%		5.9%		9.4%		10.7%		11.9%		11.3%		10.4%		8.4%		5.3%		6.9%		11.1%		11.5%		11.3%		9.1%		9.5%		-5.0%		2.8%		2.5%		8.3%		5.4%		4.0%		9.7%		13.2%		11.5%		11.4%		5.4%		8.4%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						5.9%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 NSV連結 レンケツ		9.8%		8.6%		9.2%		10.8%		12.5%		11.7%		10.5%		9.2%		11.7%		10.6%		10.4%		13.1%		11.8%		11.2%		15.0%		11.0%		13.2%		10.9%		10.7%		10.8%		12.1%		13.1%		9.4%		11.3%		10.8%		12.1%		11.5%		11.4%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.7%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 OVA		-89.1%		-3590.9%		-259.2%		-356.5%		-3.2%		-34.7%		-78.3%		-260.5%		-152.5%		-200.6%		-231.8%		-76.9%		-120.9%		-147.9%		-121.2%		-196.1%		-147.2%		-173.5%		-99.3%		-117.0%		-98.7%		-68.2%		-101.2%		-83.4%		-214.6%		-27.1%		-71.3%		-77.7%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						21.0%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　トランスポート		8.4%		-23.0%		-7.7%		8.3%		13.6%		11.3%		2.5%		6.9%		8.1%		7.6%		9.8%		3.2%		6.3%		6.9%		8.8%		7.7%		8.3%		8.2%		-6.6%		0.4%		4.3%		4.3%		10.9%		7.9%		7.6%		9.5%		8.7%		8.3%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						4.0%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 AI連結 レンケツ		6.3%		-0.1%		3.4%		7.9%		8.3%		8.1%		5.9%		10.4%		6.4%		8.6%		11.5%		13.7%		12.6%		10.7%		12.0%		6.5%		9.6%		8.3%		13.4%		11.1%		10.4%		14.7%		4.9%		10.3%		7.7%		11.3%		9.7%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.4%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　アクセシビリティ		7.0%		0.6%		4.1%		7.2%		8.5%		7.9%		6.1%		10.5%		6.7%		8.8%		11.3%		13.5%		12.5%		10.7%		12.0%		6.8%		9.7%		8.3%		13.7%		11.3%		10.5%		14.9%		5.1%		10.5%		8.3%		11.0%		9.9%		10.2%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.3%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 PCFT連結 レンケツ		17.1%		14.9%		16.0%		15.4%		12.2%		13.7%		14.8%		14.8%		9.4%		12.1%		14.8%		17.5%		16.4%		14.6%		9.9%		9.4%		9.7%		14.0%		20.7%		18.0%		14.3%		8.9%		17.8%		14.3%		17.0%		17.2%		17.1%		15.9%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.6%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　その他（装置） タ ソウチ		15.1%		14.6%		14.8%		13.3%		13.2%		13.2%		14.0%		13.8%		8.7%		11.1%		13.9%		16.6%		15.5%		13.7%		11.3%		6.4%		8.9%		11.3%		20.1%		16.6%		13.1%		7.0%		15.6%		12.3%		16.0%		16.5%		16.2%		14.5%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.4%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		9.3%		-0.5%		4.5%		9.1%		11.1%		10.2%		7.4%		8.8%		8.1%		8.4%		9.2%		8.9%		9.0%		8.7%		11.9%		8.1%		10.0%		8.2%		12.2%		10.4%		10.2%		9.2%		10.8%		10.0%		9.1%		10.7%		10.0%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.2%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				（金融収益） キンユウ シュウエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				受取利息		45		43		88		40		58		98		186		56		52		108		59		56		115		223		34		60		94		50		92		142		236		67		84		151		37		98		135		286				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						50				31		30		61		31		32		63		124				31		30		61		31		32		63		124								0						0		0				31		30		61		31		32		63		124		38		26		64		26		24		50		114				7		(4)		3		(5)		(8)		(13)		(10)				3				(13)		(10)

				受取配当金		7		42		49		4		20		24		73		54		3		57		1		21		22		79		15		36		51		1		13		14		65		1		135		136		2		104		106		242				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						177				5		136		141		2		9		11		152				5		136		141		2		9		11		152								0						0		0				5		136		141		2		9		11		152				136		136		4		13		17		153				(5)		0		(5)		2		4		6		1				(5)				6		1

				新株予約権評価益 シンカブヨヤクケン ヒョウカ エキ		0		361		361		0		(260)		(260)		101		241		0		241		0		218		218		459		0		0		0		0		1,986		1,986		1,986		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,986)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				為替差益 カワセ サエキ																(116)		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,047		120		1,167		(103)		104		1		1,168				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,168								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		40		(5)		35		(5)		(5)		(10)		25				40		(5)		35		(5)		(5)		(10)		25				35				(10)		25

				ﾊｰﾓﾆｯｸ評価益 ヒョウカ エキ																														0		0		0		0		0		0				125,107		0		125,107		0		0		0		125,107				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						125,107								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				ﾊｰﾓﾆｯｸ株価変動益 カブカ ヘンドウ エキ																														0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他金融収益 タ キンユウ シュウエキ		0		0		0		0		6		6		6		4		0		4		0		1		1		5		0		0		0		0		4		4		4		0		21		21		104		49		153		174				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						170								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				5		5		1		2		3		8				0		5		5		1		2		3		8				5				3		8

				小計 ショウケイ		52		447		499		44		(177)		(133)		366		239		171		410		60		296		356		766		49		96		145		51		2,095		2,146		2,291		126,222		360		126,582		40		355		395		126,977				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						124,686				36		166		202		33		41		74		276				36		166		202		33		41		74		276				0		0		0		0		0		0		0				36		166		202		33		41		74		276		78		162		240		26		34		60		300				42		(4)		38		(7)		(7)		(14)		24				38				(14)		24



				（金融費用） キンユウ ヒヨウ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				支払利息		(20)		(21)		(41)		(26)		(35)		(61)		(102)		(41)		(20)		(61)		(35)		(63)		(98)		(159)		(25)		(34)		(59)		(23)		(22)		(45)		(104)		(25)		(17)		(42)		(15)		(18)		(33)		(75)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						29				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)								0						0		0				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)		(26)		(25)		(51)		(26)		(24)		(50)		(101)				10		11		21		8		12		20		41				21				20		41

				社債利息		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)		(6)		(6)		(12)		(6)		(6)		(12)		(24)		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				リース利息 リソク																(21)		(21)		(42)		(21)		(23)		(44)		(86)		(17)		(20)		(37)		(20)		(21)		(41)		(78)		(12)		(16)		(28)		(20)		(22)		(42)		(70)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						8				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)								0						0		0				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)		(14)		(13)		(27)		(13)		(13)		(26)		(53)				0		(2)		(2)		1		1		2		0				(2)				2		0

				為替差損		(588)		(181)		(769)		88		(668)		(580)		(1,349)		0		(545)		(545)		(663)		509		(154)		(699)		(668)

作成者: TH△2億、
Gilgen△1.6億、
NTRS△1.6億、
SNHC△0.9億 他		17		(651)		125		161		286		(365)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						365								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				ﾊｰﾓﾆｯｸ評価損 ヒョウカ ソン																														0		0		0		0		0		0				(6,412)		(24,916)		(31,328)		(13,191)		(9,893)		(23,084)		(54,412)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(54,412)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		(11,725)		11,725		0						0		0				(11,725)		11,725		0		0		0		0		0				0				0		0

				新株予約権評価損 シンカブヨヤクケン ヒョウカ ソン																														0		0		0		0		0		0				(2,546)		0		(2,546)		0		0		0		(2,546)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(2,546)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他金融費用 タ キンユウ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3)		(3)		(3)		(50)

作成者: TH長期借入金
金利・為替スワップ評価損		49		(1)		0		(2)		(2)		(3)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						3								0						0		0								0						0		0						(5)		(5)				24		24		19				0		(5)		(5)		0		24		24		19						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				5				(24)		(19)

				小計 ショウケイ		(614)		(208)		(822)		57		(708)		(651)		(1,473)		(68)		(592)		(660)		(725)		414		(311)		(971)		(766)		6		(760)		77		110		187		(573)		(9,001)		(24,955)		(33,956)		(13,231)		(9,939)		(23,170)		(57,126)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(56,553)				(50)		(47)		(97)		(48)		(50)		(98)		(195)				(50)		(47)		(97)		(48)		(50)		(98)		(195)				0		(5)		(5)		0		24		24		19				(50)		(52)		(102)		(48)		(26)		(74)		(176)		(11,765)		11,687		(78)		(39)		(37)		(76)		(154)				(11,715)		11,734		19		9		13		22		41				24				(2)		22

				金融損益 計 キンユウ ソンエキ ケイ		(562)		239		(323)		101		(885)		(784)		(1,107)		103		(353)		(250)		(665)		710		45		(205)		(717)		102		(615)		128		2,205		2,333		1,718		117,221		(24,595)		92,626		(13,191)		(9,584)		(22,775)		69,851				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						68,133				(14)		119		105		(15)		(9)		(24)		81				(14)		119		105		(15)		(9)		(24)		81				0		(5)		(5)		0		24		24		19				(14)		114		100		(15)		15		0		100		(11,687)		11,849		162		(13)		(3)		(16)		146				(11,673)		11,730		57		2		6		8		65				62				(16)		46



				（持分法損益） モチブン ホウ ソンエキ

				持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ		6,187		787		6,974		880		1,327		2,207		9,181		1,128		598		1,726		403		735		1,138		2,864		695		944		1,639		748		1,080		1,828		3,467		618		608		1,226		274		598		872		2,098				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,369)				482		488		970		504		505		1,009		1,979				482		488		970		504		505		1,009		1,979						(70)		(70)				(9)		(9)		(79)				482		418		900		504		496		1,000		1,900		485		488		973		504		542		1,046		2,019				3		0		3		0		37		37		40				73				46		119



				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		12,338		700		13,038		7,199		9,725		16,924		29,962		7,387		6,101		13,488		6,104		8,387		14,491		27,979		8,162		6,531		14,693		6,045		12,980		19,025		33,718		124,494		(16,029)		108,465		(6,722)		222		(6,500)		101,966				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				68,248				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		416		416		0		511		511		928				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		323,887				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				法人税等 ホウジンゼイトウ		(2,380)		(1,866)		(4,246)		(1,395)		(1,356)		(2,751)		(6,997)		(2,684)		(2,052)		(4,736)		(1,172)		(2,120)		(3,292)		(8,028)		(2,587)		(1,591)

作成者: NITG税効果+266		(4,178)		(1,742)		(4,286)		(6,028)		(10,206)		(43,379)		4,818		(38,561)		2,254		2,234		4,488		(34,073)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(3,293)		(2,049)		(5,342)		(2,896)		(46)		(2,942)		(8,284)				(3,325)		(2,090)		(5,415)		(2,963)		(165)		(3,128)		(8,543)						(185)		(185)				(172)		(172)		(357)				(3,325)		(2,275)		(5,600)		(2,963)		(337)		(3,300)		(8,900)		1,070		(5,214)		(4,144)		(1,918)		(2,889)		(4,807)		(8,951)				4,395		(3,124)		1,271		1,045		(2,724)		(1,679)		(408)				1,456				(1,507)		(51)

				非支配株主損益 ヒ シハイ カブヌシ ソンエキ		(439)		(467)		(906)		(434)		(595)		(1,029)		(1,935)		(619)		(427)		(1,046)		(385)		(589)		(974)		(2,020)		(475)		(648)		(1,123)		(673)		(1,211)		(1,884)		(3,007)		(1,057)		(791)		(1,848)		(510)		(717)		(1,227)		(3,075)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(488)		(611)		(1,099)		(536)		(943)		(1,479)		(2,578)				(488)		(633)		(1,121)		(557)		(965)		(1,522)		(2,643)						21		21				(78)		(78)		(57)				(488)		(612)		(1,100)		(557)		(1,043)		(1,600)		(2,700)		(403)		(547)		(950)		(611)		(1,065)		(1,676)		(2,626)				85		86		171		(54)		(100)		(154)		17				150				(76)		74

				実効税率 ジッコウ ゼイリツ														23.4%														28.7%		31.7%		24.4%		28.4%		28.8%		33.0%		31.7%		30.3%														33.4%														ERROR:#REF!																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!																																ERROR:#VALUE!														2.8%



				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9,520		(1,634)		7,886		5,370		7,773		13,143		21,029		4,084		3,622		7,706		4,547		5,678		10,225		17,931		5,100		4,292		9,392		3,630		7,483		11,113		20,505		80,058		(12,002)		68,056		(4,978)		1,739		(3,239)		64,818				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		252		252		0		261		261		514				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		312,310				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



																																																																																																																																		ERROR:#VALUE!								ERROR:#VALUE!





				※IFRS営業利益に含まれる従来の営業外損益、特別損益項目 エイギョウ リエキ フク ジュウライ エイギョウガイ ソンエキ トクベツ ソンエキ コウモク

				（その他収益） タ シュウエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		35		42		77		(46)		1		(45)		32		6		13		19		4		20		24		43		1,591		15		1,606		21		3,324		3,345		4,951		2		8		10		5		10		15		25				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		1		1		2		5				2		1		3		1		1		2		5				3				2		5

				政府補助金収入 セイフ ホジョキン シュウニュウ		10		4		14		12		5		17		31		5		5		10		6		26		32		42		99		25		124		209		182		391		515		43		173		216		82		81		163		379				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				7		7		14		13		8		21		35				23		23		46		29		24		53		99								0						0		0				23		23		46		29		24		53		99		17		30		47		28		23		51		98				(6)		7		1		(1)		(1)		(2)		(1)				1				(2)		(1)

				賃借収益 チンシャク シュウエキ		65		67		132		60		224		284		416		105		107		212		108		108		216		428		107		73		180		70		69		139		319		36		36		72		36		37		73		145				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				46		43		89		45		42		87		176				46		43		89		45		42		87		176								0						0		0				46		43		89		45		42		87		176		46		46		92		47		46		93		185				0		3		3		2		4		6		9				3				6		9

				事業譲渡益 ジギョウ ジョウトエキ		85		82		167		0		0		0		167		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				保険収入 ホケン シュウニュウ		102		0		102		0		145		145		247		76		0		76		0		20		20		96		0		0		0		0		26		26		26		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				NSY本社移転補助 ホンシャ イテン ホジョ																0		341		341		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他収益 タ シュウエキ		238		163		401		95		193		288		689		199		174		373		219		253		472		845		221		170		391		129		184		313		704		150		143		293		151		186		337		630				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				57		45		102		71		95		166		268				41		29		70		55		79		134		204								0						0		0				41		29		70		55		79		134		204		87		32		119		53		80		133		252				46		3		49		(2)		1		(1)		48				49				(1)		48

				その他収益 小計 タ シュウエキ ショウケイ		535		358		893		121		568		689		1,582		391		640		1,031		337		427		764		1,795		2,018		283		2,301		429		3,785		4,214		6,515		231		360		591		274		314		588		1,179				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				110		95		205		129		145		274		479				110		95		205		129		145		274		479				0		0		0		0		0		0		0				110		95		205		129		145		274		479		152		109		261		129		150		279		540				42		14		56		0		5		5		61				56				5		61



				（その他費用） タ ヒヨウ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				固定資産処分損 コテイ シサン ショブン ソン		(33)		(96)		(129)		(20)		(68)		(88)		(217)		(58)		(175)		(233)		(13)		(188)		(201)		(434)		(45)		(18)		(63)		(51)		(50)		(101)		(164)		(59)		(77)		(136)		(77)		(194)		(271)		(407)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)								0						0		0				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)		(11)		(62)		(73)		(67)		(247)		(314)		(387)				0		10		10		48		0		48		58				10				48		58

				賃貸原価 チンタイ ゲンカ														(108)		(28)		(29)		(57)		(26)		(114)		(140)		(197)		(13)		(8)		(21)		(6)		(4)		(10)		(31)		(5)		2

作成者: 岩国固定資産税還付+3		

作成者: TH△2億、
Gilgen△1.6億、
NTRS△1.6億、
SNHC△0.9億 他		

作成者: TH長期借入金
金利・為替スワップ評価損																		(3)		(1)		(1)		(2)		(5)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)								0						0		0				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)		(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		0		(5,249)		(5,249)		1		25		26		(5,223)		0		0		0		0		(1,268)		(1,268)		(1,268)		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				災害損失 サイガイ ソンシツ														(48)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他費用 タ ヒヨウ		(39)		(181)		(220)		(69)		(208)		(277)		(497)		(116)		(58)		(174)		(27)		(70)		(97)		(271)		(63)		(37)		(100)		(166)		(57)		(223)		(323)		(28)		(54)		(82)		(25)		(167)		(192)		(274)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(15)		(15)		(30)		11		(35)		(24)		(54)				(15)		(15)		(30)		11		(35)		(24)		(54)						(13)		(13)				(11)		(11)		(24)				(15)		(28)		(43)		11		(46)		(35)		(78)		(27)		(24)		(51)		(14)		(16)		(30)		(81)				(12)		(9)		(21)		(25)		19		(6)		(27)				(8)				5		(3)

				その他費用 小計 タ ヒヨウ ショウケイ		(72)		(5,526)		(5,598)		(88)		(407)		(495)		(6,093)		(202)		(262)		(464)		(66)		(1,640)		(1,706)		(2,170)		(121)		(63)		(184)		(223)		(111)		(334)		(518)		(92)		(129)		(221)		(103)		(362)		(465)		(686)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(27)		(88)		(115)		(106)		(283)		(389)		(504)				(27)		(88)		(115)		(106)		(283)		(389)		(504)				0		(13)		(13)		0		(11)		(11)		(24)				(27)		(101)		(128)		(106)		(294)		(400)		(528)		(39)		(87)		(126)		(83)		(264)		(347)		(473)				(12)		1		(11)		23		19		42		31				2				53		55

				差引 計 サシヒキ ケイ		463		(5,168)		(4,705)		33		161		194		(4,511)		189		378		567		271		(1,213)		(942)		(375)		1,897		235		2,132		206		3,674		3,880		5,997		139		231		370		171		(48)		123		493				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				83		7		90		23		(138)		(115)		(25)				83		7		90		23		(138)		(115)		(25)				0		(13)		(13)		0		(11)		(11)		(24)				83		(6)		77		23		(149)		(126)		(49)		113		22		135		46		(114)		(68)		67				30		15		45		23		24		47		92				58				58		116







セグメント別（1Q）

								セグメント別売上高・営業利益（1Q累） ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ルイ

				↓百万円単位データ ヒャクマンエン タンイ



								(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		期首計画
上期 キシュ ケイカク カミキ		差異
2022-2021 サイ		期首計画
通期 キシュ ケイカク ツウキ		セグメント売上値クロスチェック用データ

												2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		PR		16,469		18,275		43,100		1,806		89,000

										PW		17,611		12,989		31,900		-4,622 		62,800

										その他 タ		23		29		0		6		0

										合計 ゴウケイ		34,103		31,293		75,000		-2,810 		151,800		34,103		31,293

								TRS		RR		5,175		4,769		11,700		-406 		26,000

										AS		2,440		2,594		6,200		154		15,300

										NAM		2,994		2,987		6,700		-7 		13,500

										MR		2,671		2,726		6,100		55		12,300

										その他 タ		1,613		1,639		3,100		26		6,100

										合計 ゴウケイ		14,893		14,716		33,800		-177 		73,200		14,893		14,715

								ACB		AI		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

										合計 ゴウケイ		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300		19,917		21,536

								MFR		TYJ		2,836		2,363		7,400		-473 		18,400

										その他 タ		279		478		1,200		199		3,300

										合計 ゴウケイ		3,115		2,841		8,600		-274 		21,700		3,115		2,841

								合計 ゴウケイ				72,028		70,386		153,000		-1,642 		320,000		72,028		70,385



				0.000001		営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		5,950		3,835		11,600		-2,115 		26,400

								TRS		合計 ゴウケイ		638		1,060		1,900		422		6,600

								ACB		合計 ゴウケイ		2,970		2,280		3,300		-690 		7,100

								MFR		合計 ゴウケイ		218		(75)		800		-293 		2,900

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(3,123)		(2,105)		(4,200)		1,018		(10,000)

								合計 ゴウケイ				6,655		4,995		13,400		-1,659 		33,000



						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%		-5.2%		17.4%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%		2.9%		9.0%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%		-4.3%		9.7%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%		-9.6%		13.4%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%		-2.1%		10.3%







																																↓セグメント別売上高営業利益↓ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ																↓サブセグメント別売上高↓ ベツ ウリアゲ ダカ



				↓グラフ用データ（百万円単位の数値が必要な場合には、上の表から使用 ヨウ ヒャクマンエン タンイ スウチ ヒツヨウ バアイ ウエ ヒョウ シヨウ																												↓セグメント別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ																↓CMPサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ



								(単位：億円） タンイ オク エン				1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		上期計画 カミキ ケイカク

												2021/12		2022/12		2022/12

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		精密減速機 セイミツ ゲンソクキ		165		183		431

										油圧機器 ユアツ キキ		176		130		319

										その他 タ		0		0		0

										合計 ゴウケイ		341		313		750

								TRS		鉄道車両用機器 テツドウ シャリョウヨウ キキ		52		48		117

										航空機器 コウクウ キキ		24		26		62

										商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		30		30		67

										舶用機器 ハクヨウ キキ		27		27		61

										その他 タ		16		16		31

										合計 ゴウケイ		149		147		338

								ACB		自動ドア ジドウ		199		215		361

										合計 ゴウケイ		199		215		361																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

								MFR		包装機 ホウソウキ		28		24		74																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

										その他 タ		3		5		12																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				60				38				116

										合計 ゴウケイ		31		28		86																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				17.4%				12.3%				15.5%

								合計 ゴウケイ				720		704		1530

																												↓セグメント別営業利益 ベツ エイギョウ リエキ																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

						営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		60		38		116

								TRS		合計 ゴウケイ		6		11		19

								ACB		合計 ゴウケイ		30		23		33																												↓TRSサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

								MFR		合計 ゴウケイ		2		(1)		8

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(31)		(21)		(42)

								合計 ゴウケイ				67		50		134

																																																														RR		R105 G195 B105

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%																																														AS		R137 G208 B137

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%																																														NAM		R176 G223 B176

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%																																														MR		R216 G239 B216

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%																																														その他 タ		R166 G166 B166

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%



										営業利益用軸→ エイギョウ リエキ ヨウ ジク		2021/12
1Q実績 ジッセキ		2022/12
1Q実績 ジッセキ		2022/12
上期計画



												　　　

												　　

												　　　																																						2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				6				11				19

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				4.3%				7.2%				5.6%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





																																																↓ACBサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

																																																														ACB		R241 G169 B63

																																																														AI		R239 G182 B148

























																																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				30				23				33

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				14.9%				10.6%				9.1%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ



																																												↓MFRサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				2				(1)				8

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				7.0%				-2.6%				9.3%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





自動ドア	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	199	215	361	合計	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	199	215	361	



その他	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	0	0	0	油圧機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	176	130	319	精密減速機	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	165	183	431	合計	

341	313	750	





CMP	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	341	313	TRS	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	149	147	ACB	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	199	215	MFR	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	31	28	合計	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	720	704	



CMP	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	60	38	TRS	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	6	11	ACB	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	30	23	MFR	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2	-1	全社または消去	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	-31	-21	合計	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	67	50	



その他	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	16	16	31	舶用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	27	27	61	商用車用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	30	30	67	航空機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	24	26	62	鉄道車両用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	52	48	117	合計	

149	147	338	



その他	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	3	5	12	包装機	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	28	24	74	合計	

31	28	86	



億円

億円

売上高(億円）

売上高(億円）

売上高(億円）

売上高(億円）

■鉄道車両用機器■航空機器
■商用車機器■舶用機器■その他



（バックデータ)PL 

				（1Q）バックデータPL																（通期）バックデータPL ツウキ										（1Q）為替影響 カワセ エイキョウ



				①経理から支給される「連結PL」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ シヨウ																①経理から支給される「連結PL」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ シヨウ

																				②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン				↓2022年期首計画 ネン キシュ ケイカク

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク								■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

				開示科目名		貸借		当期注記番号		前期
金額		当期
金額		対前期増減額		対前期増減率																		21/12 1Q		22/12/1Q				211Q影響 エイキョウ		221Q影響 エイキョウ

				売上高		貸				72,028		70,386		(1,642)		-2.300				　売上高 ダカ		299,802,144,415		320,000,000,000								USD		107.15		117.79				9		85

				売上原価		貸				(51,979)		(52,184)		(205)		0.400				　売上原価		(217,759,201,770)										EUR		128.48		131.57				(4)		-6

				売上総利益		貸				20,049		18,202		(1,847)		-9.200				　売上総利益		82,042,942,645										RMB		16.45		18.54				279		263

				その他の収益		貸				349		350		1		0.300																CHF		117.43		127.13				3		0

				販売費及び一般管理費		貸				(13,666)		(13,487)		179		-1.300				　その他の収益		1,179,975,704

				その他の費用		貸				(78)		(70)		7		-9.500				　販売費及び一般管理費		(52,520,455,279)

				営業利益		貸				6,655		4,995		(1,659)		-24.900				　その他の費用		(685,855,074)

				金融収益		貸				126,222		889		(125,332)		-99.300				　営業利益		30,016,607,996		33,000,000,000

				金融費用		貸				(9,000)		(11,764)		(2,764)		30.700

				持分法による投資利益		貸				618		811		192		31.100				　金融収益　　		126,976,532,522		276,000,000

				税引前四半期利益又は損失（△）		貸				124,494		(5,069)		(129,563)		－				　金融費用　　		(57,125,765,340)		-176,000,000

				法人所得税費用		貸				(43,379)		1,157		44,536		－				 持分法による投資利益		2,098,793,442		1,900,000,000						（22通期）為替影響 ツウキ カワセ エイキョウ

				四半期利益		貸				81,115		(3,912)		(85,027)		－				　税引前利益		101,966,168,620		35,000,000,000

				四半期利益（△損失）の帰属				

				　親会社の所有者		借				80,058		(4,388)		(84,446)		－				　法人所得税費用　　		(34,073,402,773)		-8,900,000,000

				　非支配持分		借				1,057		476		(582)		-55.000				四半期純利益 シハンキ ジュン		67,892,765,847										■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

				　四半期利益（△損失）		借				81,115		(3,912)		(85,027)		－																		21通期 ツウキ		22通期期首 ツウキ キシュ				21通期 ツウキ		22通期期首 ツウキ キシュ

				１株当たり四半期利益（△損失）																当期純利益の帰属												USD		110.37		110.00				45		45

				　基本的１株当たり四半期利益（△損失）						647.79		(36.57)		0		0.000				　親会社の所有者												EUR		130.34		125.00				1		10

				　希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）						647.75		(36.57)		0		0.000				　　親会社の所有者に帰属する四半期純利益 シハンキ ジュン		64,817,726,672		23,400,000,000								RMB		17.12		17.00				790		853

																				　非支配持分		3,075,039,175										CHF		120.71		120.00				8		15

																				　　非支配持分に帰属する当期利益		67,892,765,847

																				　当期利益

																				１株当たり当期利益　　

																				　基本的1 株当たり利益（円）		534.67		194.57

																				　希薄化後1 株当たり利益（円）		534.53





																				↓配当 ハイトウ

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク

																				配当額 ハイトウ ガク		77		78

																				配当性向 ハイトウ セイコウ		14.4%		40.1%



																				↓ROA・ROE

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク

																				ROA		15.6%		5.3%

																				ROE		29.6%		9.6%



















































PL（全社・セグメント別）



						↓第1四半期連結業績概況および通期見通し ダイ ヨン ハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ														0.01										為替レート カワセ																												↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン



																																																																																												(単位：百万円)		2020/12		2021/12		2021/12				差異 サイ		差異 サイ

						(単位：億円) オク エン		2021/12		2022/12		前年比増減				2021/12		2022/12		差異 サイ						7.2028						21/12 1Q(実績)  		US$1=		¥107.15		RMB1=		¥16.45		EUR1=		¥128.48		CHF1=		¥117.43										為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ																																				1Q累計実績(A) ルイケイ ジッセキ		1Q累計実績(B)
HDS込み ルイケイ コ		1Q累計実績(C)
HDS除く ルイケイ ノゾ				(B-A)
HDS株込み
 カブ コ		（C-A）
HDS株除く カブ ノゾ

								1Q実績
(A) ジッセキ		1Q実績
(B) ジッセキ		(B-A)				通期実績
（C） ツウキ ジッセキ		期首通期計画
(D) キシュ ツウキ ケイカク		（D-C)												22/12 1Q(実績)  		US$1=		¥117.79		RMB1=		¥18.54		EUR1=		¥131.57		CHF1=		¥127.13								21/12 1Q(実績)  		米国ドル 		軽微				人民元		279		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微																売上高		68,616		70,455						1,839

						売上高		720		704		-16				2,998		3,200		202																																				22/12 1Q(実績)  		米国ドル 		85		百万円		人民元		263		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微																営業利益		8,184		5,597						-2,587

						営業利益		67		50		-17				300		330		30																																																																								(営業利益率)		11.9%		7.9%						-4.0%

						(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				10.0%		10.3%		0.3pt																																																																								金融損益 キンユウ ソンエキ		-717		116,274		176				116,991		893

						金融損益 キンユウ ソンエキ		1,172		-109		-1,281				699		1		-698																																																																								持ち分投資による利益 モ ブントウシ リエキ		695		502						-193

						持分法による投資利益 モチブン ホウ トウシ リエキ		6		8		2				21		19		-2																																																																								税引前利益		8,162		122,373		6,275				114,211		-1,887

						税引前利益		1,245		-51		-1,296				1,020		350		-670																																																																								当期利益*1		5,100		85,369		2,299				80,269		-2,801

						当期利益*2		801		-44		-844				648		234		-414																																																																								基本的1株当たり当期利益 キホン テキ カブ ア トウキ リエキ		41.08		0.00						-41.1		0.0

						基本的1株当たり当期利益(円） キホン テキ カブ ア トウキ リエキ エン		647.79		-36.57		-684.36				534.67		194.57		-340.10



																														為替レート カワセ																												↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン

						ROIC										8.1%		8.5%		0.4pt

						一株当たり配当金										77円		78円(予)		1.0pt												21/12 通期(通期実績)   ツウキ ツウキ ジッセキ		US$1=		¥110.37		RMB1=		¥17.12		EUR1=		¥130.34		CHF1=		¥120.71										為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

						配当性向										14.4%		40.1%(予)		25.7pt												22/12 通期(期首計画) ツウキ		US$1=		¥110.00		RMB1=		¥17.00		EUR1=		¥125.00		CHF1=		¥120.00								21/12 通期(通期実績)   ツウキ ジッセキ		米国ドル 		45		百万円		人民元		790		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微

																																																								22/12 通期(期首計画)   キシュ		米国ドル 		45		百万円		人民元		853		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微



				↓第1四半期連結業績概況および通期見通し（セグメント別） ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ ベツ

																														億円へ変更 オクエン ヘンコウ		0.01																																																										176

				セグメント		項目		2021/12		2022/12		前年比増減				2022/12		1Q実績対上期計画進捗率 ジッセキ タイ カミキ ケイカク シンチョク リツ		2022/12
期首通期計画 キシュ ツウキ ケイカク										セグメント		項目		2021/12		2022/12		前年比増減				2022/12		1Q実績対上期計画進捗率 ジッセキ タイ カミキ ケイカク シンチョク リツ		2022/12
期首通期計画 キシュ ツウキ ケイカク

								1Q実績(A) ジッセキ		1Q実績(B) ジッセキ		(B-A)				上期計画（C） カミキ ケイカク		(B/C)		(D)														1Q実績(A) ジッセキ		1Q実績(B) ジッセキ		(B-A)				上期計画（C） カミキ ケイカク		(B/C)		(D)

				コンポーネント
ソリューション
（CMP）		売上高		34,103		31,293		-2,810				75,000		41.7%		151,800										コンポーネント
ソリューション
（CMP）		売上高		341		313		-28				750		41.7%		1,518

						営業利益		5,950		3,835		-2,115				11,600		33.1%		26,400												営業利益		60		38		-21				116		33.1%		264

						(営業利益率)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		17.4%												(営業利益率)		17.4%		12.3%		-5.2pt				0.2%		-		17.4%

				トランスポート
ソリューション
（TRS）		売上高		14,893		14,716		-177				33,800		43.5%		73,200										トランスポート
ソリューション
（TRS）		売上高		149		147		-2				338		43.5%		732

						営業利益		638		1,060		422				1,900		55.8%		6,600												営業利益		6		11		4				19		55.8%		66

						(営業利益率)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		9.0%												(営業利益率)		4.3%		7.2%		2.9pt				0.1%		-		9.0%

				アクセシビリティ
ソリューション
（ACB）		売上高		19,917		21,536		1,619				36,100		59.7%		73,300										アクセシビリティ
ソリューション
（ACB）		売上高		199		215		16				361		59.7%		733

						営業利益		2,970		2,280		-690				3,300		69.1%		7,100												営業利益		30		23		-7				33		69.1%		71

						(営業利益率)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		9.7%												(営業利益率)		14.9%		10.6%		-4.3pt				0.1%		-		9.7%

				マニュファクチャリングソリューション
（MFR）		売上高		3,115		2,841		-274				8,600		33.0%		21,700										マニュファクチャリングソリューション
（MFR）		売上高		31		28		-3				86		33.0%		217

						営業利益		218		(75)		-293				800		-9.4%		2,900												営業利益		2		(1)		-3				8		-9.4%		29

						(営業利益率)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		13.4%												(営業利益率)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				0.1%		-		13.4%

				全社または消去				-3,123		-2,105		1,018				-4,200		50.1%		-10,000										全社または消去				-31		-21		10				-42		50.1%		-100

				連結合計		売上高		72,028		70,386		-1,642				153,000		46.0%		320,000										連結合計		売上高		720		704		-16				1,530		46.0%		3,200

						営業利益		6,655		4,995		-1,659				13,400		37.3%		33,000												営業利益		67		50		-17				134		37.3%		330

						(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		10.3%												(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				0.1%		-		10.3%







































*1当期利益＝親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位：百万円）



PL（全社・セグメント別） (EN)

						↓第3四半期連結業績概況および通期見通し ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ																				為替レート カワセ																								↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン



						(JPY billion)		2021 /12		2022/12		Variation				2021/12		2022/12		Variation								21/12 Q1-Q3(result)  		US$1=		ERROR:#REF!		RMB1=		ERROR:#REF!		EUR1=		ERROR:#REF!		CHF1=		ERROR:#REF!						為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

				0.1				Q1results(A)		Q1results(B)		(B-A)				Full year Results（C）		Full year plan(D)		(D-C)								22/12 Q1-Q3(result)  		US$1=		¥107.15		RMB1=		¥16.45		EUR1=		¥128.48		CHF1=		¥117.43				21/12 Q1-Q3(result)  		USD:		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		RMB:		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		EUR:		ERROR:#REF!		CHF:		ERROR:#REF!

						Sales		72.0		70.4		-1.6				299.8		320.0		20.2																												22/12 Q1-Q3(result)  		USD:		minimal				RMB:		279		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						O.P.		6.7		5.0		-1.7				30.0		33.0		3.0

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				10.0%		10.3%		0.3pt

						Financial Income and cost		117.2		-10.9		-128.1				69.9		0.1		-69.8

						Equity in earnings of affiliates		0.6		0.8		0.2				2.1		19		-2

						Income before tax		124.5		-5.1		-129.6				102.0		35.0		-67.0

						Net profit*2		80.1		-4.4		-84.4				64.8		23.4		-41.4

						Earnings pre share(JPY yen)		647.79		-36.57		-684.36				534.67		194.57		-340.10																														為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

																												21/12 Full-year(Initial plan)  		US$1=		¥110.37		RMB1=		¥17.12		EUR1=		¥130.34		CHF1=		¥120.71				21/12 Full-year(Initial plan)  		USD:		45		million		RMB:		790		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						ROA										5.3%		ERROR:#REF!		-1.7pt								22/12 Full-year(Revised plan)  		US$1=		¥110.00		RMB1=		¥17.00		EUR1=		¥125.00		CHF1=		¥120.00				22/12 Full-year(Revised plan)  		USD:		45		million yen		RMB:		853		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						ROE										9.6%		ERROR:#REF!		-3.2pt

						DPS(JPY Yen)										78(plan)		ERROR:#REF!		0

						Payout ratio										40.1%(plan)		ERROR:#REF!		14.7pt





				↓第3四半期連結業績概況および通期見通し（セグメント別） ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ ベツ



				Segment		Term		2021/12		2022/12		Variation				2021/12		2022/12		Variation

								Q1-Q3result(A)		Q1-Q3result(B)		(B-A)				Full year Result(C)
(As of Dec.)		plan (D)
(As of July.)		(D-C)

				Component 
Solutions
（CMP）		Sales		34,103		31,293		-2,810				75,000		0		-75,000



						O.P.		14,893		14,716		-177				11,600		0		-11,600

						(OPM)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		ERROR:#VALUE!

				Transport
Solutions
（TRS）		Sales		14,893		14,716		-177				33,800		0		-33,800



						O.P.		ERROR:#REF!		1,060		ERROR:#REF!				1,900		1		-1,899

						(OPM)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		ERROR:#VALUE!

				Accessibility 
Solutions
（ACB）		Sales		19,917		21,536		1,619				36,100		1		-36,099



						O.P.		ERROR:#REF!		2,280		ERROR:#REF!				3,300		1		-3,299

						(OPM)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		ERROR:#VALUE!

				Manufacturing
Solutions
（MFR）		Sales		3,115		2,841		-274				8,600		0		-8,600

						O.P.		ERROR:#REF!		(75)		ERROR:#REF!				800		-0		-800

						(OPM)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		ERROR:#VALUE!

				Corporate or elimination				ERROR:#REF!		-2,105		ERROR:#REF!				-4,200		1		4,201

				Total		Sales		72,028		70,386		-1,642				153,000		0		-153,000

						O.P.		ERROR:#REF!		4,995		ERROR:#REF!				13,400		0		-13,400

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		ERROR:#VALUE!





				JPY Bnに変えます カ		0.1



				Segment		Term		2021/12		2022/12		Variation				H1 Plan		Progress rate		Plan

								Q1 results(A)		Q1 results(B)		(B-A)				2022/12 （C)		(B/C)		2022/12

				Component 
Solutions
（CMP）		Sales		34.1		31.3		-2.8				75.0		41.7%		151.8

						O.P.		6.0		3.8		-2.1				11.6		33.1%		26.4

						(OPM)		17.4%		12.3%		-5.2pt				0.2%		-		17.4%

				Transport
Solutions
（TRS）		Sales		14.9		14.7		-0.2				33.8		43.5%		73.2

						O.P.		0.6		1.1		0.4				1.9		55.8%		6.6

						(OPM)		4.3%		7.2%		2.9pt				0.1%		-		9.0%

				Accessibility 
Solutions
（ACB）		Sales		19.9		21.5		1.6				36.1		59.7%		73.3

						O.P.		3.0		2.3		-0.7				3.3		69.1%		7.1

						(OPM)		14.9%		10.6%		-4.3pt				0.1%		-		9.7%

				Manufacturing
Solutions
（MFR）		Sales		3.1		2.8		-0.3				8.6		33.0%		21.7

						O.P.		0.2		-0.1		-0.3				0.8		-9.4%		2.9

						(OPM)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				0.1%		-		13.4%

				Corporate or elimination				-3.1		-2.1		1.0				-4.2		50.1%		-10.0

				Total		Sales		72.0		70.4		-1.6				153.0		46.0%		320.0

						O.P.		6.7		5.0		-1.7				13.4		37.3%		33.0

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				0.1%		-		10.3%





(JPY million）

*1Net profit attributable ot owners of the parent



セグメント別（1Q） (EN)

								セグメント別売上高・営業利益 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ								セグメント売上値クロスチェック用データ

				↓百万円単位データ ヒャクマンエン タンイ

												②		①				②		①

								(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				上期 カミキ		上期 カミキ		H1		差異
2022-2021 サイ		期首計画
通期 キシュ ケイカク ツウキ

												2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツ キ		2022年12月期 ネン ガツ キ		2022年12月期 ネン ガツ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		PR		16,469		18,275		43,100		1,806		89,000

										PW		17,611		12,989		31,900		(4,622)		62,800

										その他 タ		23		29		0		6		0

										合計 ゴウケイ		34,103		31,293		75,000		(2,810)		151,800

								TRS		RR		5,175		4,769		11,700		(406)		26,000

										AS		2,440		2,594		6,200		154		15,300

										NAM		2,994		2,987		6,700		(7)		13,500

										MR		2,671		2,726		6,100		55		12,300

										その他 タ		1,613		1,639		3,100		26		6,100

										合計 ゴウケイ		14,893		14,716		33,800		(177)		73,200

								ACB		AI		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

										合計 ゴウケイ		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

								MFR		TYJ		2,836		2,363		7,400		(473)		18,400

										その他 タ		279		478		1,200		199		3,300

										合計 ゴウケイ		3,115		2,841		8,600		(274)		21,700

								合計 ゴウケイ				72,028		70,386		153,000		(1,642)		320,000



						営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		5,950		3,835		11,600		(2,115)		26,400

								TRS		合計 ゴウケイ		638		1,060		1,900		422		6,600

								ACB		合計 ゴウケイ		2,970		2,280		3,300		(690)		7,100

								MFR		合計 ゴウケイ		218		(75)		800		(293)		2,900

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(3,123)		(2,105)		(4,200)		1,018		(10,000)

								合計 ゴウケイ				6,655		4,995		13,400		(1,659)		33,000



						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%		-5.2%		17.4%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%		2.9%		9.0%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%		-4.3%		9.7%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%		-9.6%		13.4%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%		-2.1%		10.3%







																		↓セグメント別売上高営業利益↓ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ														↓サブセグメント別売上高↓ ベツ ウリアゲ ダカ



				↓グラフ用データ（日本語ページからデータ引き込みにつき編集不要） ヨウ ニホンゴ ヒ コ ヘンシュウ フヨウ														↓セグメント別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ														↓CMPサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

																0.1

								(JPY billion）				Q1 Result		Q1 Result		H1　Plan

												2021/12		2022/12		2022/12

						Sales		CMP		Precision Reduction Gears		16.5		18.3		43.1

										Hydraulic Equipment		17.6		13.0		31.9

										Others		0.0		0.0		0

										合計 ゴウケイ		34.1		31.3		75.0

								TRS		Railroad Vehicle Equipment		5.2		4.8		11.7

										Aircraft Equipment		2.4		2.6		6.2

										Commercial Vehicle Equipment		3.0		3.0		6.7

										Marine Vessel Equipment		2.7		2.7		6.1

										Others		1.6		1.6		3.1

										合計 ゴウケイ		14.9		14.7		33.8

								ACB		Automatic Doors		19.9		21.5		36.1

										合計 ゴウケイ		19.9		21.5		36.1																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12

								MFR		Packaging Machines		2.8		2.4		7.4

										Others		0.3		0.5		1.2																		O.P.(JPY billion)				6.0				3.8				11.6

										合計 ゴウケイ		3.1		2.8		8.6																		(OPM)				17.4%				12.3%				15.5%

								合計 ゴウケイ				72.0		70.4		153

																0		↓セグメント別営業利益 ベツ エイギョウ リエキ														貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

						OP		CMP		合計 ゴウケイ		6.0		3.8		11.6

								TRS		合計 ゴウケイ		0.6		1.1		1.9

								ACB		合計 ゴウケイ		3.0		2.3		3.3																↓TRSサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

								MFR		合計 ゴウケイ		0.2		-0.1		0.8

								HQ				-3.1		-2.1		-4.2

								合計 ゴウケイ				6.7		5.0		13.4

																0

						OPM		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%



										営業利益用軸→ エイギョウ リエキ ヨウ ジク		2021/12
Q1 Results		2022/12
Q1 Results		H1 Plan
2022/12



												  		  

												  		  

																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				0.6				1.1				1.9

																																		(OPM)				4.3%				7.2%				5.6%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





																																↓ACBサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				3.0				2.3				3.3

																																		(OPM)				14.9%				10.6%				9.1%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

																																↓MFRサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				0.2				-0.1				0.8

																																		(OPM)				7.0%				-2.6%				9.3%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ



CMP	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	34.1	31.3	TRS	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	14.9	14.700000000000001	ACB	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	19.900000000000002	21.5	MFR	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	3.1	2.8000000000000003	合計	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	72	70.400000000000006	



CMP	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	6	3.8000000000000003	TRS	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	0.60000000000000009	1.1000000000000001	ACB	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	3	2.3000000000000003	MFR	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	0.2	-0.1	HQ	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	-3.1	-2.1	合計	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	6.7	5	



Others	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	1.6	1.6	3.1	Marine Vessel Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.7	2.7	6.1000000000000005	Commercial Vehicle Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	3	3	6.7	Aircraft Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.4000000000000004	2.6	6.2	Railroad Vehicle Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	5.2	4.8000000000000007	11.700000000000001	合計	

14.9	14.700000000000001	33.800000000000004	



Automatic Doors	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	19.900000000000002	21.5	36.1	合計	

19.900000000000002	21.5	36.1	



Others	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	0.30000000000000004	0.5	1.2000000000000002	Packaging Machines	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.8000000000000003	2.4000000000000004	7.4	合計	

3.1	2.8000000000000003	8.6	



Others	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	0	0	0	Hydraulic Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	17.600000000000001	13	31.900000000000002	Precision Reduction Gears	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	16.5	18.3	43.1	合計	

34.1	31.3	75	



JPY billion

Sales
(JPY billion）

JPY billion

Sales
(JPY billion）

Sales
(JPY billion）

Sales
(JPY billion）



（バックデータ）設備投資

				（1Q）バックデータ																														（通期）バックデータ ツウキ



																																																21年実績 ネン ジッセキ																22年計画 ネン ケイカク																2023（中計） チュウケイ												2024（中計） チュウケイ												3ヵ年累計（中計） ネン ルイケイ チュウケイ

						↓②経理資料「203Q 設備投資額_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				設備投資 セツビ トウシ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														設備投資 セツビ トウシ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ														百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										百万単位 ヒャクマンタンイ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,565,307,555				1,565		55%		端数調整 ハスウ チョウセイ		2,990,453,945				2,990		66%										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C				9,470		9,470								5,263		55%														26,500		73%										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		23,988		77.3%						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		14,666		69.9%						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		65,154		74%

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		565,490,502				565		20%				170,163,752				170		4%										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T				2,697		2,697								1,952		20%														4,200		12%										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,761		8.9%						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,497		11.9%						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		9,458		11%

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		214,413,866				214		8%				591,969,195				592		13%										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A				1,178		1,178								1,009		11%														2,100		6%										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,240		7.2%						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		1,618		7.7%						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		5,958		7%

						その他(MFR) タ		O		31,677,505				32		1%				72,594,951				73		2%										その他(MFR) タ		O				279		279								166		2%														900		2%										その他(MFR) タ		O		701		2.3%						その他(MFR) タ		O		619		3.0%						その他(MFR) タ		O		2,220		3%

						本社 ホンシャ		H		1,003,152				1		14%				1,065,187				1		14%		端数調整 ハスウ チョウセイ								本社 ホンシャ		H				23		23								5		0%														2,400		7%										本社 ホンシャ		H		1,339		4.3%						本社 ホンシャ		H		1,568		7.5%						本社 ホンシャ		H		5,307		6%

						消去または全社				400,348,729				400						673,553,583				674												消去または全社						1,411		1,411								1,176																		0%										消去または全社						0.0%						消去または全社						0.0%						消去または全社						0%

						再計 サイケイ				2,778,241,309				2,778		100%				4,499,800,613				4,500		100%										再計 サイケイ						15,059		15,059						0		9,571		※億円単位以下切り捨て処理を加えること オクエン タンイ イカ キ ス ショリ クワ														36,100		※億円単位以下切り捨て処理を加えること オクエン タンイ イカ キ ス ショリ クワ										再計 サイケイ				31,029								再計 サイケイ				20,968								再計 サイケイ				88,097



						↓①経理資料「生技部追記_19年12月期2Q設備投資ブレークダウン依頼」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				設備投資目的別 セツビ トウシ モクテキ ベツ																														設備投資目的別 セツビ トウシ モクテキ ベツ

						連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2020/12 上期実績 ジッセキ										連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2021/12 上期実績 ジッセキ												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2021/12 通期計画 ツウキ ケイカク												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2022/12通期計画 ツウキ ケイカク												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2023/12 通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2024/12 通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				中計期間累計 チュウケイ キカン ルイケイ

						新製品				693		6%								新製品				545		7%										新製品				779		5%						新製品				970		10%										新製品				1,450		4%										新製品				2,198		7%						新製品				980		5%						新製品				4,628		5%

						増産対応				5,585		48%								増産対応				3,896		51%										増産対応				7,739		51%						増産対応				2,549		27%										増産対応				20,453		57%										増産対応				7,219		24%						増産対応				6,773		32%						増産対応				34,445		39%

						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				2,891		25%								生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				1,754		23%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				3,463		23%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				2,142		23%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				4,513		13%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				5,968		20%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				4,501		21%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				14,982		17%

						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				2,356		20%								その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				1,428		19%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				3,075		20%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				3,639		39%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				9,684		27%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				14,754		49%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				8,713		42%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				33,151		38%

						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				11,527		100%								設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				7,623		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				15,059								設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				9,301		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				36,100		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				30,139		100%						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				20,968		100%						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				87,207

						↓②経理資料「201Q 研究開発費_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ ケンキュウ カイハツヒ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ				連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ						金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ												連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		535,199,589		535				ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		581,468,159		581														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,926,580,367		1,927								2,281																2,900														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		704,264,708		704				ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		667,396,089		667														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,872,665,908		2,873								2,679																3,200														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		472,354,196		472				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		699,203,461		699														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		1,929,821,892		1,930								2,254																2,500														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A

						その他(MFR) タ		O		98,500,534		99				その他(MFR) タ		O		169,660,123		170														その他(MFR) タ		O		554,678,075		555								569																700														その他(MFR) タ		O										その他(MFR) タ		O

						本社 ホンシャ		H		0		0				本社 ホンシャ		H		0		0														本社 ホンシャ		H		0		0								0																														本社 ホンシャ		H										本社 ホンシャ		H

						消去または全社				519,653,549		520				消去または全社				477,135,135		477														消去または全社				1,683,821,493		1,684								1,835																2,100														消去または全社												消去または全社

						再計 サイケイ				2,329,972,576		2,330				再計 サイケイ				2,594,862,967		2,595														再計 サイケイ				8,967,567,735		8,968								9,618																11,400														再計 サイケイ												再計 サイケイ



						↓②経理資料「201Q 減価償却費_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ				連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ						金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ												連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,254,171,461		1,254				ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,352,572,834		1,353														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C				4,771								5,166																6,000														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		7,191								ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		9,175								ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		22,366

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		1,013,238,030		1,013				ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		935,070,390		935														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T				4,757								3,943																3,800														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		3,664								ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		3,699								ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		11,163

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		561,052,673		561				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		658,639,684		659														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A				2,160								2,229																2,500														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,524								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,294								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		7,318

						その他(MFR) タ		O		112,287,478		112				その他(MFR) タ		O		131,262,237		131														その他(MFR) タ		O				441								451																400														その他(MFR) タ		O		386								その他(MFR) タ		O		417								その他(MFR) タ		O		1,203

						本社 ホンシャ		H		13,439,680		13				本社 ホンシャ		H		14,682,544		15														本社 ホンシャ		H				49								57																1,600														本社 ホンシャ		H		1,795								本社 ホンシャ		H		1,969								本社 ホンシャ		H		5,364

						消去または全社				372,394,308		372				消去または全社				371,134,824		371														消去または全社						1,552								1,420																														消去または全社												消去または全社												消去または全社				0

						再計 サイケイ				3,326,583,630		3,327				再計 サイケイ				3,463,362,513		3,463														再計 サイケイ						13,730								13,266																14,300														再計 サイケイ				15,560								再計 サイケイ				17,554								再計 サイケイ				47,414





開示なし

開示なし



設備投資





						(単位：億円)		2021 /12		2022/12		2022/12				対前年
同期比		進捗率				2021 /12		2019/12

								1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		期首計画 キシュ ケイカク										通期実績		通期期首計画 ツウキ キシュ ケイカク

								(A)		(B)		（C)				(B-A)		(B/C)

						設備投資額		28		45		361				17		12%				96		96

						研究開発費		23		26		114				3		23%				96		96

						減価償却費		33		35		143				1		24%				133		152





				目的別 モクテキ ベツ



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ









































				セグメント別 ベツ



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ











































合計	

2778.2413089499996	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	6.0119718920794658E-2	0.48451461785373473	0.25080246378068882	0.20438969376247071	合計	

4499.8006126600003	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	7.1494162403253306E-2	0.51108487472123831	0.23009313918404828	0.18732782369146006	合計	

36100	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	0.104289861305236	0.27405655305881088	0.23029781743898506	0.39124825287603482	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	2778.2413089499996	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.55341670174848412	0.20354261531505333	7.7176113287666492E-2	1.1401999134471189E-2	0.14446257051432504	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	4499.8006126600003	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.66457476721223674	3.7815842666728702E-2	0.13155453895768615	1.613292615582947E-2	0.13992192500751888	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	36100	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.54989951270907711	0.20393210147952867	0.10542530534718626	1.7368735934581055E-2	5.2921084072434735E-4	

設備投資 (EN)





						(JPY billion)		2021/12		2022/12		2021/12				Variation		Rate of progress				2021/12

								Q1 results		Q1 results		  Plan										Full year results

								(A)		(B)		(C)				(B-A)		(B/C)

						CAPEX		2.8		4.5		36.1				1.7		12%				9.6

						R&D		2.3		2.6		11.4				0.3		23%				9.6

						Depreciation		3.3		3.5		14.3				0.1		24%				13.3





				By Usage



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ









































				By Segment



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ











































合計	

2778.2413089499996	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	6.0119718920794658E-2	0.48451461785373473	0.25080246378068882	0.20438969376247071	合計	

4499.8006126600003	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	7.1494162403253306E-2	0.51108487472123831	0.23009313918404828	0.18732782369146006	合計	



36100	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	0.104289861305236	0.27405655305881088	0.23029781743898506	0.39124825287603482	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	2778.2413089499996	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.55341670174848412	0.20354261531505333	7.7176113287666492E-2	1.1401999134471189E-2	0.14446257051432504	合計	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	4499.8006126600003	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.66457476721223674	3.7815842666728702E-2	0.13155453895768615	1.613292615582947E-2	0.13992192500751888	合計	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	36100	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.54989951270907711	0.20393210147952867	0.10542530534718626	1.7368735934581055E-2	5.2921084072434735E-4	JPY million

Others
（Environment, Renewal and Safety）

JPY million

JPY million

New Products

Production Increase

Productivity Improvement

Others
（Environment, Renewal and Safety）

JPY million

JPY million

JPY million



基本カラー

		基本カラー キホン

				表・グラフで使用する分野別カラー ヒョウ シヨウ ブンヤ ベツ

				セグメント
カンパニー		基本色 キホン イロ				事業別売上文字色 ジギョウ ベツ ウリアゲ モジ イロ

				CMP		R75 G172 B198				R49 G133 B156

				PR		R183 G222 B232

				PW		R217 G237 B243

				その他 タ		R166 G166 B166

				TRS		R47 G187 B84				R35 G140 B63

				RR		R105 G195 B105

				AS		R137 G208 B137

				NAM		R176 G223 B176

				MR		R216 G239 B216

				その他 タ		R166 G166 B166

				ACB		R241 G169 B63				R213 G133 B16

				AI		R239 G182 B148

				MFR		R234 G108 B108				R223 G33 B33

				TYJ		R236 G158 B158

				その他 タ		R166 G166 B166

				本社 ホンシャ		R40 G113 B194

				設備投資
（用途別） セツビ トウシ ヨウト ベツ		基本色 キホン イロ

				新製品 シンセイヒン		R30 G85 B145

				増産対応 ゾウサン タイオウ		R40 G113 B194

				生産性向上 セイサンセイ コウジョウ		R118 G169 B227

				その他 タ		R166 G166 B166





バックデータ→





（バックデータ）セグメント別売上営業利益

				セグメント別売上高営業利益用バックデータ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ

				1Q																												通期 ツウキ



				サブセグメント売上高用データ ウリアゲ ダカ ヨウ																												サブセグメント売上高用データ ウリアゲ ダカ ヨウ

				①経理から支給される「事業別セグメント情報最小分類」を使用※2018年から同ファイルが作成されたため、それ以前はIRで計算 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ サイショウ ブンルイ シヨウ ネン ドウ サクセイ イゼン ケイサン																												①経理から支給される「事業別セグメント情報最小分類」を使用※2018年から同ファイルが作成されたため、それ以前はIRで計算 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ サイショウ ブンルイ シヨウ ネン ドウ サクセイ イゼン ケイサン

				②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン																												②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン

						①								②																				①								②								②

						↓2022年12月期1Q「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2021年12月期1Q「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ																				↓2022年カンパニー別売上(IFRS15)の開示累計値をここに貼り付け ネン ベツ ウリアゲ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2021年カンパニー別売上(IFRS15)の開示累計値をここに貼り付け ネン ベツ ウリアゲ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2018年12月期通期「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ツウキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ												2022年カンパニー別売上(IFRS15)
上期計画 カミキ ケイカク		セグメントWF用データ ヨウ				売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ

						コンポーネント								コンポーネント																				コンポーネント								コンポーネント								コンポーネント								コンポーネント						コンポーネント

								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		16,469						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		12,861																		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		55,831						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		66,400						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		65,803						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		31,000				精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		(10,569)

								油圧機器 ユアツ キキ		17,611						油圧機器 ユアツ キキ		12,744																		油圧機器 ユアツ キキ		53,996						油圧機器 ユアツ キキ		56,400						油圧機器 ユアツ キキ		53,395						油圧機器 ユアツ キキ		29,400				油圧機器 ユアツ キキ		(2,404)

								その他 タ		23						その他 タ		6																		その他 タ		28						その他 タ		0						その他 タ		82						その他 タ		60,400				その他 タ		28

								小計 ショウケイ		34,103						小計 ショウケイ		25,611																		小計 ショウケイ		109,855						小計 ショウケイ		122,800						小計 ショウケイ		119,280						小計 ショウケイ						小計 ショウケイ		(12,945)		(2,727)

						トランスポート								トランスポート																				トランスポート								トランスポート								トランスポート								トランスポート						トランスポート				0

								航空機器 コウクウ キキ		2,440						航空機器 コウクウ キキ		4,117																		航空機器 コウクウ キキ		18,782						航空機器 コウクウ キキ		14,200						航空機器 コウクウ キキ		18,526						航空機器 コウクウ キキ		6,700				航空機器 コウクウ キキ		4,582

								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		5,175						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		6,662																		鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		29,488						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		27,200						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		31,207						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		13,100				鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		2,288

								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,671						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,479																		舶用機器 ハクヨウ キキ		10,730						舶用機器 ハクヨウ キキ		10,800						舶用機器 ハクヨウ キキ		9,777						舶用機器 ハクヨウ キキ		5,300				舶用機器 ハクヨウ キキ		(70)

								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,994						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		3,409																		商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		12,040						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		12,200						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		14,600						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		5,700				商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		(160)

								その他 タ		1,613						その他 タ		2,195																		その他 タ		7,049						その他 タ		6,200						その他 タ		7,754						その他 タ		3,000				その他 タ		849

								小計 ショウケイ		14,893						小計 ショウケイ		18,862																		小計 ショウケイ		78,090						小計 ショウケイ		70,600						小計 ショウケイ		81,863						小計 ショウケイ		33,800				小計 ショウケイ		7,490		(3,262)

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ																				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ				0

								自動ドア		19,917						自動ドア		20,209																		自動ドア		73,665						自動ドア		72,400						自動ドア		75,957						自動ドア		35,900				自動ドア		1,265

								小計 ショウケイ		19,917						小計 ショウケイ		20,209																		小計 ショウケイ		73,665						小計 ショウケイ		72,400						小計 ショウケイ		75,957						小計 ショウケイ		35,900				小計 ショウケイ		1,265		433

						その他 タ								その他 タ																				その他 タ								その他 タ								その他 タ								その他 タ						その他 タ				0

								包装機 ホウソウ キ		2,836						包装機 ホウソウ キ		3,397																		包装機 ホウソウ キ		14,997						包装機 ホウソウ キ		16,900						包装機 ホウソウ キ		14,650						包装機 ホウソウ キ		7,300				包装機 ホウソウ キ		(1,903)

								その他		279						その他		537																		その他		2,750						その他		3,300						その他		2,876						その他		1,600				その他		(550)

								小計 ショウケイ		3,115						小計 ショウケイ		3,934																		小計 ショウケイ		17,747						小計 ショウケイ		20,200						小計 ショウケイ		17,527						小計 ショウケイ		8,900				小計 ショウケイ		(2,453)		-571

						連結 レンケツ		合計		72,028				連結 レンケツ		合計		68,616																連結 レンケツ		合計		279,358				連結 レンケツ		合計		286,000				連結 レンケツ		合計		294,626				連結 レンケツ		合計		139,000		連結 レンケツ		合計		(6,642)		-467



						※TRSの売上順に注意 ウリアゲ ジュン チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ																				※TRSの売上順に注意 ウリアゲ ジュン チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ																本社費 ホンシャ ヒ				5,660

						情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン																				情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン

				セグメント別売上高・営業利益用データ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ																												セグメント別売上高・営業利益用データ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ

				①経理から支給される「事業別セグメント情報（開示用）」を使用 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ カイジ ヨウ シヨウ																												①実績は経理から支給される「事業別セグメント情報（開示用）」を使用、見通しは決算短信開示数値を使用 ジッセキ ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ カイジ ヨウ シヨウ ミトオ ケッサン タンシン カイジ スウチ シヨウ

				②赤枠内の数値のみ更新 アカ ワク ナイ スウチ コウシン																												②赤枠内の数値のみ更新 アカ ワク ナイ スウチ コウシン



				①																												①																																①

				2022年12月期1Q累 ネン ガツキ ルイ																												2022年12月期計画（上期は→側にあり） ネン ガツキ ケイカク カミキ ガワ																																2021 年12月期通期実績 ネン ガツキ ツウキ ジッセキ





								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結																		500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益																																Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高																																　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		34,102,943,793		14,893,086,974		19,916,655,112				3,115,065,191						72,027,751,070						1000000						(1)外部顧客に対する売上高		122,800		70,600		72,400				20,200						286,000																(1)外部顧客に対する売上高		109,855		78,090		73,665				17,747						279,358

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高																												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高																																(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		2,014														0

						　　　計(売上高)																												　　　計(売上高)																																　　　計(売上高)

						　　　営業費用																												　　　営業費用																																　　　営業費用

						　　　営業利益		5,950,183,888		638,394,716		2,970,124,164				217,647,789				-3,123,000,000		6,654,796,895		0										　　　営業利益		20,400		6,600		7,300				2,900				-8,200		29,000		0														　　　営業利益		17,673		3,338		7,733				2,329				-2,540		28,533		0





						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.4%		4.3%		14.9%				7.0%						9.2%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.6%		9.3%		10.1%				14.4%						10.1%																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.1%		4.3%		10.5%				13.1%						10.2%

				②																												②

				2021年12月期1Q ネン ガツキ																												2021年12月期通期 ネン ガツキ ツウキ																																				107,188,115,895		83,993,630,458		79,971,462,972		271,153,209,325		18,654,451,464		289,807,660,789		0		289,807,660,789

																																																																		1,000,000		15,896,843,546		5,777,758,929		8,564,776,140		30,239,378,615		2,550,841,653		32,790,220,268		(7,470,140,497)		25,320,079,771



								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		25,611,355,414		18,861,762,711		20,209,280,625		64,682,398,750		3,934,099,865		68,616,498,615		0		68,616,498,615												(1)外部顧客に対する売上高		119,280		81,863		75,957				17,527		294,626		0		294,626

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		576,942,195		244,145,565		3,418,600		824,506,360		68,559,953		893,066,313		-893,066,313		0												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

						　　　計(売上高)		26,188,297,609		19,105,908,276		20,212,699,225		65,506,905,110		4,002,659,818		69,509,564,928		-893,066,313		68,616,498,615												　　　計(売上高)

						　　　営業費用		22,290,299,680		17,440,161,084		17,789,206,497		57,519,667,261		3,557,810,597		61,077,477,858		-644,913,152		60,432,564,706												　　　営業費用																						119,279,746,594						81,863,162,417		75,956,796,085		17,526,556,055		0		294,626,261,151		0		294,626,261,151

						　　　営業利益		3,897,997,929		1,665,747,192		2,423,492,728		7,987,237,849		444,849,221		8,432,087,070		-248,153,161		8,183,933,909												　　　営業利益		20,210		2,026		4,630				2,456		21,821		67		21,889



																																																						1,000,000		20,209,990,228						2,026,419,958		4,629,514,218		2,455,928,793		(7,500,706,013)		21,821,147,184		67,434,365		21,888,581,549

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.2%		8.8%		12.0%		12.3%		11.3%						11.9%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.9%		2.5%		6.1%				14.0%						7.4%

				③																												③

				2017年12月期3Q ネン ガツキ																												2017年12月期通期 ネン ガツキ ツウキ



						プロジェクト　　 : 【IFRS】																												プロジェクト　　 : 【IFRS】2017/6 2Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002017306)

						（調整後開示用） チョウセイ ゴ カイジ ヨウ																												（調整後開示用） チョウセイ ゴ カイジ ヨウ

								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		
計		
消去又は全社
(作成） サクセイ		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		87,745,975,835		56,925,599,763		53,802,880,167		198,474,455,765		12,368,589,809		210,843,045,574		0		210,843,045,574												(1)外部顧客に対する売上高		113,884,803,788		79,133,811,653		72,374,399,324		17,028,838,284		0		282,421,853,049		0		282,421,853,049

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		1,801,860,935		401,054,836		6,415,504		2,209,331,275		210,079,985		2,419,411,260		-2,419,411,260		0												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		2,055,976,233		417,782,365		4,877,400		308,619,950		382,407,604		3,169,663,552		-3,169,663,552		0

						　　　計(売上高)		89,547,836,770		57,326,654,599		53,809,295,671		200,683,787,040		12,578,669,794		213,262,456,834		-2,419,411,260		210,843,045,574												　　　計(売上高)		115,940,780,021		79,551,594,018		72,379,276,724		17,337,458,234		382,407,604		285,591,516,601		-3,169,663,552		282,421,853,049

						　　　営業費用		74,446,550,869		58,700,436,657		51,075,744,000		184,222,731,526		10,802,843,200		195,025,574,726		3,212,603,416		198,238,178,142												　　　営業費用		95,508,613,346		71,168,254,835		67,211,260,287		15,354,336,550		6,880,693,230		256,123,158,248		-3,169,663,552		252,953,494,696

						　　　営業利益		15,101,285,901		-1,373,782,058		2,733,551,671		16,461,055,514		1,775,826,594		18,236,882,108		-5,632,014,676		12,604,867,432												　　　営業利益		20,432,166,675		8,383,339,183		5,168,016,437		1,983,121,684		-6,498,285,626		29,468,358,353		0		29,468,358,353

						      （営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		( 18.8% )		( 10.6% )		( 6.5% )		( 9.0% )		ERROR:#DIV/0!						( 10.3% )



								17.2%		-2.4%		5.1%		8.3%				8.6%				6.0%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.9%		10.6%		7.1%		11.6%				10.4%				10.4%





(バックデータ)WFC

						①緑色のセルのみ記入。マイナス要因は変動要素(マイナス）に、プラス要因は変動要素（プラス） ミドリイロ キニュウ ヨウイン ヘンドウ ヨウソ ヨウイン ヘンドウ ヨウソ

										売上の
減少 ウリアゲ ゲンショウ		生産性の
改善 セイサンセイ カイゼン		為替差損 カワセ サソン		OVALO社
減損なし シャ ゲンソン		販売費減 ハンバイ ヒ ゲン		減価償却費増加 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウカ		本社比減 ホンシャ ヒ ゲン						1000000

								2021/12
1Q実績（IFRS) ジッセキ																2022/12
1Q実績（IFRS) ジッセキ

						土台 ドダイ		0		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		ERROR:#REF!

						変動要因(プラス) ヘンドウ ヨウイン		0

						変動要因(マイナス) ヘンドウ ヨウイン				-2940





																								式を入れているので変更しない。

																								変更するところ ヘンコウ

						②経理資料「201Q実績為替関連分析（対191Q）(報告用)」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ



						■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

								21/12 1Q		22/12 1Q				211Q影響 エイキョウ		221Q影響 エイキョウ

						USD		107.15						9

						EUR		128.48						(4)

						RMB		16.45						279

						CHF		117.43						3





						③英語用 ①から式を引き込んでいるので変更しないこと。(最初の設定時、空欄のセルは式を消すこと。消さないと、表に数字が反映される） エイゴ ヨウ シキ ヒ コ ヘンコウ サイショ セッテイ ジ クウラン シキ ケ ケ ヒョウ スウジ ハンエイ

										売上の
減少 ウリアゲ ゲンショウ		生産性の
改善 セイサンセイ カイゼン		為替差損 カワセ サソン		OVALO社
減損なし シャ ゲンソン		販売費減 ハンバイ ヒ ゲン		減価償却費増加 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウカ		本社比減 ホンシャ ヒ ゲン

								2021/12
H1 result（IFRS)																2022/12
H1 result（IFRS)

						土台 ドダイ		0.0072028		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		ERROR:#REF!

						変動要因(プラス) ヘンドウ ヨウイン		0														

						変動要因(マイナス) ヘンドウ ヨウイン				-293.975107										









（バックデータ）キャッシュフロー

						①経理から支給される「4.CFS-連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表(ｾｸﾞﾒﾝﾄなし)_193Q」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ ヒョウ シヨウ



								当期金額
(211Q) 		当期金額
(221Q) 		増減額										22 短期		正 セイ

						四半期利益		67,893														（総合）		（総合）

						減価償却費及び償却費		13,266										営業ＣＦ		当期利益

						のれん減損損失														減価償却費

						株式報酬費用														使用権資産償却

						退職給付にかかる資産及び負債の増減額  （△は減少）		297												持分法利益

						受取利息及び受取配当金		(528)												売上債権の増減

						支払利息		168												棚卸資産の増減

						持分法による投資損益 （△は益）		56,958												買入債務の増減

						固定資産除売却損益（△は益）		(2,099)												その他

						投資有価証券評価損益（△は益）		382												計

						法人所得税費用		34,073										投資ＣＦ		設備投資

						売上債権の増減額 （△は増加）		1,545												子会社取得

						たな卸資産の増減額 （△は増加）		(3,846)												設備債務の増減

						営業債務増減額 （△は減少）		5,040												その他

						その他		(355)												計

						小計		47,686												FCF		0

						利息及び配当金の受取額		1,023										財務ＣＦ		借入金増減

						利息の支払額		(165)												配当金支払

						法人税等の支払額		(12,204)												ﾘｰｽ負債支払

						営業活動によるフロー		36,340												その他

						定期預金の純増減(△増加)		1,484												計

						有形固定資産の取得による支出		(7,738)										換算差額

						有形固定資産の売却による収入		89										Cash増減額

						無形固定資産の取得による支出		(1,561)

						無形固定資産の売却による収入

						連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		(746)

						新株予約権の取得による支出

						その他		(71)

						投資活動によるフロー		67,147

						短期借入金の純増減額 （△は減少）		(12,601)

						長期借入れによる収入		30

						長期借入金の返済		(222)

						リース負債の返済による支出		(2,522)

						非支配株主からの払込みによる収入		(20,969)

						自己株式の純増減		(8,800)

						配当金の支払額		51

						少数株主への配当金の支払額		(2,928)

						財務活動によるフロー		(57,960)

						現金及び現金同等物の増減額 （△は減少）		45,527

						現金及び現金同等物の期首残高		64,665

						現金及び現金同等物に係る換算差額		2,579

						現金及び現金同等物の四半期末残高		112,771



						FCF		67,147		0		0						FCF						0









数値の連動確認用シート

		バックデータ間の主な数値が一致しているか当該シートで確認します。 カン オモ スウチ イッチ トウガイ カクニン

		異なる場合には、元データを確認してください。 コト バアイ モト カクニン

		3Q累計データ ルイケイ		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ

		通期期首計画 ツウキ キシュ ケイカク		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ

		通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ





（バックデータ）海外売上高

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド



		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト																												↓②



				３．調整後（開示用） チョウセイゴ カイジ ヨウ																								調整後（開示用） チョウセイゴ カイジ ヨウ

				販売元国・地域				110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高						販売元国・地域				110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高

				100		日本		4,090,709,364		1,118,034,780		333,890,953		582,992,388		91,850,431		6,217,477,916		38,794,483,771		45,011,961,687						100		日本		2,695,619,595		1,615,826,677		234,018,444		600,845,121		168,637,587		5,314,947,424		39,660,459,607		44,975,407,031

				110		中国		12,414,560,187		165,771,042				0				12,580,331,229		99,937,139		12,680,268,368						110		中国		7,992,621,392		152,835,157								8,145,456,549		143,250,181		8,288,706,730

				130		韓国				395,155,060				0				395,155,060		0		395,155,060						130		韓国		22,828,816		303,998,018				1,200,420				328,027,254		2,182,227		330,209,481

				140		台湾				343,383,824								343,383,824		0		343,383,824						140		台湾				142,825,096								142,825,096		0		142,825,096

				200		シンガポール		146,412		245,651,816				8,937,141				254,735,369		0		254,735,369						200		シンガポール				253,255,561				0				253,255,561		160,043		253,415,604

				220		タイ		0		1,224,549,284								1,224,549,284		0		1,224,549,284						220		タイ		0		1,324,685,855								1,324,685,855		0		1,324,685,855

				300		インド				70,645,052								70,645,052		0		70,645,052						300		インド				89,469,031								89,469,031		0		89,469,031

				400		アメリカ		2,337,138		4,187,930		2,651,195,346		26,018,539		49,929,096		2,733,668,049		0		2,733,668,049						400		アメリカ		3,025,046		9,481,420		3,155,733,394		77,953,710		77,539,176		3,323,732,746		0		3,323,732,746

				550		ケイマン										0		0				0						550		ケイマン										0		0				0

				640		オランダ				257		23,330,940		272,746,851		13,832,285		309,910,333		14,753,358		324,663,691						640		オランダ				0		10,327,587		328,801,323		13,859,189		352,988,099		10,682,168		363,670,267

																												650		ベルギー						0		25,002,115				25,002,115		43,040,801		68,042,916

				730		ドイツ								246,594,362		280,277,707		526,872,069		0		526,872,069						700		イタリア		323,531						553,764,710				554,088,241		0		554,088,241

				750		スイス						27,716,476		2,627,307,911				2,655,024,387		0		2,655,024,387						730		ドイツ		10,095,103				47,305,204		3,396,045,509		6,580,100		3,460,025,916		0		3,460,025,916

				930		北米		8,778,597		318,025,922		21,398,212		4,579,798,535		195,705,667		5,123,706,933		181,312		5,123,888,245						750		スイス		17,870,156		365,602,997		46,796,299		5,235,045,716		833,956,781		6,499,271,949		-13,260,676		6,486,011,273

				940		ヨーロッパ						682,935,987						682,935,987				682,935,987						930		北米						725,395,263						725,395,263				725,395,263

				000		全社連結		16,516,531,698		3,885,404,967		3,740,467,914		8,344,395,727		631,595,186		33,118,395,492		38,909,355,580		72,027,751,072						000		全社連結		10,742,383,639		4,257,979,812		4,219,576,191		10,218,658,624		1,100,572,833		30,539,171,099		39,846,514,351		70,385,685,450



								110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高										110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高

				連結売上高に占める割合(%)				22.93		5.39		5.19		11.58		0.88		45.98		54.02		100						連結売上高に占める割合(%)				15.26		6.05		5.99		14.52		1.56		43.39		56.61		100.0000

								0.229		0.054		0.052		0.116		0.009		0.460		0.540		1.000										0.153		0.060		0.060		0.145		0.016		0.434		0.566		1.00







海外売上高 (日本語)

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド





		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト

														11.6

				地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		その他アジア タ		欧州 オウシュウ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン										地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		その他アジア タ		
北米		
ヨーロッパ		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン

				比率（%） ヒリツ		54.0%		22.9%		5.4%		11.6%		5.2%		0.9%		100.0%												比率（%） ヒリツ		56.6%		15.3%		6.0%		6.0%		14.5%		1.6%		100.0%

				売上高 ウリアゲ ダカ		389		165		39		83		37		6		720												売上高 ウリアゲ ダカ		398		107		43		42		102		11		704



																		海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		331																								海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		305

																		海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		46.0%																								海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		43.4%



				地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		欧州 オウシュウ		その他アジア タ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン										地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		欧州 オウシュウ		その他アジア タ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン

				比率（%） ヒリツ		54.0%		22.9%		11.6%		5.4%		5.2%		0.9%		100.0%												比率（%） ヒリツ		56.6%		15.3%		14.5%		6.0%		6.0%		1.6%		100.0%

				売上高 ウリアゲ ダカ		389		165		83		39		37		6		720												売上高 ウリアゲ ダカ		398		107		102		43		42		11		704









																						日本		54.0%																								日本		56.6%

																						(389億円)																										(398億円)



																						中国		22.9%																								中国		15.3%

																						(165億円)																										(107億円)



																						その他アジア																										その他アジア		6.0%

																						5.4%		(39億円)																										(43億円)



																						欧州		11.6%																								
北米		6.0%

																						(83億円)																										(42億円)



																						欧州 オウシュウ		5.2%																								欧州 オウシュウ		14.5%

																						(37億円)																										(102億円)

																						
その他		0.9%																								
その他		1.6%

																						(6億円)																										(11億円)



																				海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		331億円																								海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		305億円

																				海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		46.0%																								海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		43.4%





																						720																										704

																						億円 オクエン																										億円 オクエン









2021/12 1Q実績

売上高	
[分類名][パーセンテージ]

[CELLRANGE]




[CELLRANGE]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
日本	中国	欧州	その他アジア	
北米	
その他	389.09355579999999	165.16531698	83.443957269999999	38.854049670000002	37.404679139999999	6.3159518600000002	(389億円)	売上高	日本	中国	欧州	その他アジア	
北米	
その他	398.46514351000002	107.42383639000001	102.18658624	42.57979812	42.195761910000002	11.00572833	720
億円

2022/12 通期実績



海外売上高 (EN) 

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド





		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト



				Region		Japan		China		Other Asia		US		EU		Others		Consolidated Sales		チェック欄 ラン										Region		Japan		China		Other Asia		US		EU		Others		Consolidated Sales		チェック欄 ラン

				Ratio（%）		54.0%		22.9%		5.4%		11.6%		5.2%		0.9%		100.0%												Ratio（%）		56.6%		15.3%		6.0%		6.0%		14.5%		1.6%		100.0%

				Sales		38.9		16.5		3.9		8.3		3.7		0.6		72.0												Sales		398.5		107.4		42.6		42.2		102.2		11.0		703.9



		表示 ヒョウジ																Oversea Sales		33.1																								Oversea Sales		305.4

																		Oversea Sales ratio		46.0%																								Oversea Sales ratio		0.4338832662











																						Japan		54.0%																								Japan		56.6%

																						38.9																										398.5



																						China		22.9%																								China		15.3%

																						16.5																										107.4



																						Other Asia																										Other Asia

																						5.4%		3.9																								6.0%		42.6



																						US		11.6%																								US		6.0%

																						8.3																										42.2



																						欧州 オウシュウ		5.2%																								欧州 オウシュウ		14.5%

																						3.7																										102.2

																						Others		0.9%																								Others		1.6%

																						0.6																										11.0



																				Oversea Sales		33.1																								Oversea Sales		305.4

																				Oversea Sales ratio		46.0%																								Oversea Sales ratio		43.4%





																						72.0																										703.9

																						Bn yen																										Bn yen









2021/12 Result

Ratio（%）	Japan	China	Other Asia	US	EU	Others	0.54019950645280645	0.22930789108617083	5.3943166476433393E-2	0.1158497329544389	5.1930927431858495E-2	8.7687755982919433E-3	Ratio（%）	Japan	China	Other Asia	US	EU	Others	0.56611673376834326	0.15262170951835208	6.0494968327398736E-2	5.9949351406081958E-2	0.14518092078905798	1.5636316190766029E-2	72.0
Bn yen

2022/12 Result



海外売上高レポート

		海外売上高レポート(サマリー)





		プロジェクト : 【IFRS】2022/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002022403)

		セグメント組替種別 : C分類(所在地セグメント) (03)



		販売元国・地域				110
中国		910
アジア		902
北米地域		940
ヨーロッパ		980
その他		海外売上高		100
日本		連結売上高

		100		日本		2,695,619,595		1,615,826,677		234,018,444		600,845,121		168,637,587		5,314,947,424		39,660,459,607		44,975,407,031

		110		中国		7,992,621,392		152,835,157								8,145,456,549		143,250,181		8,288,706,730

		130		韓国		22,828,816		303,998,018				1,200,420				328,027,254		2,182,227		330,209,481

		140		台湾				142,825,096								142,825,096		0		142,825,096

		200		シンガポール				253,255,561				0				253,255,561		160,043		253,415,604

		220		タイ		0		1,324,685,855								1,324,685,855		0		1,324,685,855

		300		インド				89,469,031								89,469,031		0		89,469,031

		400		アメリカ		3,025,046		9,481,420		3,155,733,394		77,953,710		77,539,176		3,323,732,746		0		3,323,732,746

		550		ケイマン										0		0				0

		640		オランダ				0		10,327,587		328,801,323		13,859,189		352,988,099		10,682,168		363,670,267

		650		ベルギー						0		25,002,115				25,002,115		43,040,801		68,042,916

		700		イタリア		323,531						553,764,710				554,088,241		0		554,088,241

		730		ドイツ		10,095,103				47,305,204		3,396,045,509		6,580,100		3,460,025,916		0		3,460,025,916

		750		スイス		17,870,156		365,602,997		46,796,299		5,235,045,716		833,956,781		6,499,271,949		-13,260,676		6,486,011,273

		930		北米						725,395,263						725,395,263				725,395,263

		000		全社連結		10,742,383,639		4,257,979,812		4,219,576,191		10,218,658,624		1,100,572,833		30,539,171,099		39,846,514,351		70,385,685,450

		連結売上高に占める割合(%)				15.26		6.05		5.99		14.52		1.56		43.39		56.61		100.00



		データ出力日付 : 2022/04/21 09:56:09

		販売元国・地域				110
中国		910
アジア		902
北米地域		940
ヨーロッパ		980
その他		海外売上高		100
日本		連結売上高

				211Q		16,516,531,698		3,885,404,967		3,740,467,914		8,344,395,727		631,595,186		33,118,395,492		38,909,355,580		72,027,751,072

				差異 サイ		-5,774,148,059		372,574,845		479,108,277		1,874,262,897		468,977,647		-2,579,224,393		937,158,771		-1,642,065,622

				増減率 ゾウゲン リツ		-35.0%		9.6%		12.8%		22.5%		74.3%		-7.8%		2.4%		-2.3%



&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"


&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"&P / &N	&"Meiryo UI"






17.6 13.0
31.9

16.5 18.3

43.1
34.1 31.3

75.0

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

H1 Plan
2022/12

Precision Reduction Gears
Hydraulic Equipment

1.6 1.6 3.12.7 2.7
6.13.0 3.0

6.7
2.4 2.6

6.2

5.2 4.8

11.7

14.9 14.7

33.8

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

H1 Plan
2022/12

Others
Marine Vessel Equipment
Commercial Vehicle Equipment
Aircraft Equipment
Railroad Vehicle Equipment

・Railroad Vehicle Equipment:
Sales declined YoY due to lower demand for new vehicles in the domestic and Chinese 
markets, despite of the strong sales of MRO.

・Aircraft Equipment：
Moderate recovery in demand for commercial aircraft led to an increase in sales YoY.

・Commercial Vehicle Equipment:
Despite the impact of production cut due to customers' production adjustments, sales 
remained at the same level as the previous year due to the recovery of the Southeast 
Asian market.

・Marine Vessel Equipment:
Shipbuilding and marine transportation markets remained strong, and sales remained   
at the same level as the previous year.

・O.P.：
Increased YoY due to recovery in Aircraft Equipment despite of the decrease in sales.

Sales Results by Business Units for FY2022/12 Q1

©2022 Nabtesco Corporation 4

Transport Solution Segment (TRS)Component Solution Segment (CMP)

・Precision Reduction Gears:
Sales increased YOY due to strong demand for industrial robots and machine 
tools due to strong capital investments for EV and related sectors, as well as 
high demand for semiconductor manufacturing equipment and other 
products.

・Hydraulic Equipment:
Although demands were strong in Europe, the U.S. and Southeast Asia, 
demands fell sharply in China, resulting in a YOY decline in sales.

・O.P.:
Decreased due to lower sales and higher personnel/distribution etc. costs

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

2022/12
H1 Plan

O.P.(JPY billion) 6.0 3.8 11.6
(OPM) 17.4% 12.3% 15.5%

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

2022/12
H1 Plan

O.P.(JPY billion) 0.6 1.1 1.9
(OPM) 4.3% 7.2% 5.6%

Sales (JPY billion)Sales (JPY billion)



2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

2022/12
H1 Plan

O.P.(JPY billion) 0.2 -0.1 0.8
(OPM) 7.0% -2.6% 9.3%

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

2022/12
H1 Plan

O.P.(JPY billion) 3.0 2.3 3.3
(OPM) 14.9% 10.6% 9.1%

0.3 0.5 1.2
2.8 2.4

7.43.1 2.8

8.6

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

H1 Plan
2022/12

Packaging Machines Others

Sales Results by Business Units for FY2022/12 Q1
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Accessibility Solution Segment（ACB） Manufacturing Solution Segment（MFR）

・Automatic Doors:
Sales increased YOY due to the steady growth in both domestic and overseas 
markets

・O.P.:
Decreased YoY due to the higher personnel costs resulting from the covid-19   
impacts, as well as lower profitability resulting from differences in product mix.

・Packaging Machines:
Both product sales and MRO sales declined YoY due to the difficulties in 
procuring electronic components and other items.

・O.P.:
Decreased YoY due to higher costs for electronic components and lower MRO 
projects.

19.9 21.5

36.119.9 21.5

36.1

2021/12
Q1 Results

2022/12
Q1 Results

H1 Plan
2022/12

Automatic Doors
Sales (JPY billion)Sales (JPY billion)



Summary for Balance Sheet for the FY2022/12 Q1

©2022 Nabtesco Corporation 6

■”Cash and cash equivalents” decreased due to the payment of “income taxes payable and 
Deferred tax liabilities.”

(JPY billion)
2021/12 Q4 2022/12 Q1

Variation
(As of December 31, 2021) (As of March 31, 2022)

Assets 481.7 461.9 -19.8
（Cash and cash equivalents） 112.8 99.3 -13.4
（Trade receivable） 77.0 70.2 -6.8
（Inventories） 41.9 48.7 6.8
（Assets held for sale） 44.5 38.7 -5.9
（Investments accounted for using the equity method） 15.5 16.1 0.6
(Other non-current financial assets） 53.9 48.2 -5.7
Liabilities 226.7 213.9 -12.8
（Bonds and borrowings） 17.6 15.3 -2.3
（Other non-current financial liabilities） 77.9 77.9 0.1

（Income taxes payable and Deferred tax liabilities） 33.7 13.1 -20.6
Total equities 255.0 248.0 -7.0
(Retained earnings) 214.8 205.7 -9.1
(Non-controlling interests) 15.1 13.3 -1.8
Equity attributable to owners of parent 239.9 234.8 -5.2
Ratio of equity attributable to owners of parent： 49.8% 50.8%



Risk Analysis

©2022 Nabtesco Corporation 7

Risk Matters Affected business Measures Estimated
impacts

Shanghai 
lockdown

Suspension of plant operations 
in the Shanghai area Hydraulic equipment

Precision reduction gears 
Marine vessel equipment

Alternative production in Japan, 
Thailand, etc. JPY 3 billion

（in April）
Shanghai port delays and 
congestion Logistics route not via Shanghai

Ukraine-Russia
Situations

Suspension of Russia business
Automatic doors 
Hydraulic equipment
Packaging machines 

Limited sales in Russia Under
JPY 1 billion

Rise in raw material costs and
economic downturn due to 
prolonged war 

All businesses
Negotiating pass-through the 
increased costs of raw materials to 
customers

Medium

Components
shortage

Difficulty in procuring 
components including 
semiconductors, motors and 
electronic board etc.

All businesses

Minimize impacts through 
substitutions and design changes

In-house production of some 
outsourcing components

Medium

Exchange Depreciation of the yen 
Hydraulic equipment (RMB)
Automatic doors (CHF)
Aircraft equipment (USD)

Short term: positive effect on 
consolidated sales and profit

Mid-long term: risk of economic 
downturn

Low



680 680 720 790 820 890

160 160 160
160 160

170
840 840

880
950 980

1,060

2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/4Q
(plan)

Tsu plant in Japan Changzhou plant in China

Precision reduction gears
consolidated orders and production capacity
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FY2022/12 Q1 Consolidated orders 
Record-high orders for two quarters in a row following FY2021/Q4.

QoQ +10%,  YoY +19%

FY2022/Q1 Production capacity
Annual production capacity in Japan (Tsu plant) achieved 
820,000 at FY2022/Q1.

(K unit/year)



March 2022 
Newly Appointed Outside Director, Mr. Toshiya Takahata - Creating New Value -
Mr. Takahata will oversee and advise the Company based on his expertise in digital transformation in 
order to create the “New Motion Control” set forth in the new medium-term management plan. 
Mr. Takahata’s expertise: corporate management and DX

Topics 2 Progress of New Medium-Term Management Plan

©2022 Nabtesco Corporation 9

March 2022 
Decision to Commence Reconstruction Work on Tarui Plant - Toward Carbon-Free -
Soil contamination countermeasures at Tarui Plant have been completed and reconstruction work has 
been decided to begin. Toward "highly efficient and environmentally friendly manufacturing" set forth 
in the new medium-term management plan. Aiming to achieve carbon-free production by 2030 by 
making full use of energy conservation, energy creation, and renewable energy procurement.

April 2022 
Opening of Indonesia Office - Strengthening Global Network -
In light of the strengthening of our overseas bases set forth in our new medium-term management plan, 
we have opened a representative office in Jakarta, the largest city in the Republic of Indonesia, where 
economic growth is expected. Activities will starts on May 1, mainly for the purpose of gathering 
information.

April 2022 
Received orders for platform doors and movable steps on the Tokyo Metro Tozai Line and 
Hanzomon Line -
Received orders for platform doors and movable steps from 11 stations on the Tozai line and 3 stations 
on the Hanzomon line from Tokyo Metro. Improve passenger safety by providing movable steps in 
addition to platform doors.



Appendix
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Consolidated results for FY2022/12 Q1 by Business Segment 
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（JPY billion）

2021/12 2022/12 Variation H1 Plan Progress rate Plan

Q1 results(A) Q1 results(B) (B-A) 2022/12 （C) (B/C) 2022/12

Sales 34.1 31.3 -2.8 75.0 41.7% 151.8
O.P. 6.0 3.8 -2.1 11.6 33.1% 26.4

(OPM) 17.4% 12.3% -5.2pt 15.5% - 17.4%
Sales 14.9 14.7 -0.2 33.8 43.5% 73.2
O.P. 0.6 1.1 0.4 1.9 55.8% 6.6

(OPM) 4.3% 7.2% 2.9pt 5.6% - 9.0%
Sales 19.9 21.5 1.6 36.1 59.7% 73.3
O.P. 3.0 2.3 -0.7 3.3 69.1% 7.1

(OPM) 14.9% 10.6% -4.3pt 9.1% - 9.7%
Sales 3.1 2.8 -0.3 8.6 33.0% 21.7
O.P. 0.2 -0.1 -0.3 0.8 -9.4% 2.9

(OPM) 7.0% -2.6% -9.6pt 9.3% - 13.4%
-3.1 -2.1 1.0 -4.2 50.1% -10.0

Sales 72.0 70.4 -1.6 153.0 46.0% 320.0
O.P. 6.7 5.0 -1.7 13.4 37.3% 33.0

(OPM) 9.2% 7.1% -2.1pt 8.8% - 10.3%

Corporate or elimination

Total

Accessibility
Solutions
（ACB）

Segment Term

Component
Solutions
（CMP）

Transport
Solutions
（TRS）

Manufacturing
Solutions
（MFR）


サマリー（通期） 



		売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				↓グラフ元データ（赤枠囲み） モト アカ ワク カコ										編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ								↓グラフ元データ（赤枠囲み） モト アカ ワク カコ												編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ

				(横軸項目） ヨコジク コウモク		1Q実績
2021年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ		CMP		TRS		ACB		MFR		1Q実績
2022年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ								(横軸項目） ヨコジク コウモク		1Q実績
2021年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ		CMP		TRS		ACB		MFR		本社費 ホンシャ ヒ		1Q実績
2022年12月期 ジッセキ ネン ガツ キ

				(ベース）		720		692		690		690		704		704								(ベース）		67		45		45		43		40		40		50

				（変化値プラス） ヘンカ チ								16						16						（変化値プラス） ヘンカ チ						4						10				14

				（変化値マイナス） ヘンカ チ				28		2				3				33						（変化値マイナス） ヘンカ チ				21				7		3						31

				(トータル額：折れ線） ガク オ セン														704						(トータル額：折れ線） ガク オ セン																50

				差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												704		I9とH10が一致しているか確認 イッチ カクニン						差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												check		50		T9とS10が一致しているか確認 イッチ カクニン



				↓PPTで使用するグラフ シヨウ																				↓PPTで使用するグラフ シヨウ





























				↓チェックリスト

				作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

				編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ





																								↓チェックリスト

																								作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

																								編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ







(ベース）	



1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	66.547968949999998	45.3938202500	00005	45.393820250000005	42.711876270000005	39.785859360000003	39.785859360000003	49.954541509999999	（変化値プラス）	





1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	4.2165223899999997	10.183145530000003	（変化値マイナス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	本社費	1Q実績	
2022年12月期	21.154148699999997	6.8984663700000013	2.9260169099999995	



(ベース）	





1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	720.28	692.18	690.41	690.41	703.86	703.86	（変化値プラス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	16.190000000000001	（変化値マイナス）	

1Q実績	
2021年12月期	CMP	TRS	ACB	MFR	1Q実績	
2022年12月期	28.1	1.77	2.74	



億円



サマリー（通期）  (EN)

				2019年12月期　業績見通し修正 ネン ガツキ ギョウセキ ミトオ シュウセイ



		売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				↓グラフ元データ（赤枠囲み）日本語ページから引き込み モト アカ ワク カコ ニホンゴ ヒ コ										編集必要箇所 ヘンシュウ ヒツヨウ カショ		式入力箇所 シキ ニュウリョク カショ								↓グラフ元データ（赤枠囲み）日本語ページから引き込み モト アカ ワク カコ ニホンゴ ヒ コ

				(横軸項目） ヨコジク コウモク		Q1 Results 
2021/12		CMP		TRS		ACB		MFR		Q1 Results
 2022 /12 								(横軸項目） ヨコジク コウモク		Q1 Results 
2021/12		CMP		TRS		ACB		MFR		HQ		Q1 Results
 2022 /12 

				(ベース）		72.0		69.2		69.0		69.0		70.4		70.4								(ベース）		6.7		4.5		4.5		4.3		4.0		4.0		5.0

				（変化値プラス） ヘンカ チ								1.6						2						（変化値プラス） ヘンカ チ						0.4						1.0				1

				（変化値マイナス） ヘンカ チ				2.8		0.2				0.3				3						（変化値マイナス） ヘンカ チ				2.1				0.7		0.3						3

				(トータル額：折れ線） ガク オ セン														70.4						(トータル額：折れ線） ガク オ セン																5.0

				差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												70.4		I9とH10が一致しているか確認 イッチ カクニン						差引計算（トータル額と比較） サシヒキ ケイサン ガク ヒカク												check		5.0		T9とS10が一致しているか確認 イッチ カクニン

																		一致していない場合、WFの足し算に誤りあり イッチ バアイ タ ザン アヤマ

				↓PPTで使用するグラフ シヨウ																				↓PPTで使用するグラフ シヨウ





























				↓チェックリスト

				作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

				編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ





																								↓チェックリスト

																								作成完了後PPTへコピーして使用する。 サクセイ カンリョウ ゴ シヨウ

																								編集後ロックをかける ヘンシュウ ゴ







(ベース）	



Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	6.6547968950000005	4.5393820250000001	4.5393820250000001	4.2711876269999998	3.978585936	3.978585936	4.9954541510000006	（変化値プラス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	0.42165223899999998	1.0183145530000004	（変化値マイナス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	HQ	Q1 Results	
 2022 /12 	2.1154148699999999	0.68984663700000015	0.29260169099999994	



(ベース）	





Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	72.028000000000006	69.218000000000004	69.040999999999997	69.040999999999997	70.385999999999996	70.38600000000001	（変化値プラス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	1.6190000000000002	（変化値マイナス）	

Q1 Results 	
2021/12	CMP	TRS	ACB	MFR	Q1 Results	
 2022 /12 	2.8100000000000005	0.17700000000000002	0.27400000000000002	



(JPY billion)



売上



		①出力したデータを左シートに貼り付け シュツリョク ヒダリ ハ ツ								②リンクとセグ情報は一致していることを確認 ジョウホウ イッチ カクニン										③並べて行う。 ナラ オコナ		収益の分解とセグメント収益との関連 シュウエキ ブンカイ シュウエキ カンレン				④セグメントの集計。事業セグメント情報と一致の確認 シュウケイ ジギョウ ジョウホウ イッチ カクニン				単位：円 タンイ エン										１Q累計期間（1-3） ルイケイ キカン				単位：百万 タンイ ヒャクマン		単位：円 タンイ エン								単位：円 タンイ エン				1Q会計期間（1-3） カイケイ キカン				単位：百万 タンイ ヒャクマン						前年同期 ゼンネン ドウキ				単位：円 タンイ エン



				貸借金額						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		金額 キンガク								報告事業セグメント ホウコク ジギョウ				報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						NSVへの売上のもと戻し ウリアゲ モド		NSV油圧売上の振替 ユアツ ウリアゲ フリカエ		報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク				報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク						報告事業セグメント ホウコク ジギョウ		事業 ジギョウ		収益金額 シュウエキ キンガク

				合計																並べ替え用 ナラ カ ヨウ

				値																												事業セグメンと情報 ジギョウ ジョウホウ		Check

																										コンポーネント														コンポーネント										コンポーネント								コンポーネント										コンポーネント								増減 ゾウゲン

		700：NTS-PRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(18,275,118,007)						コンポーネント		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		(18,275,118,007)						1		コンポーネント						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275,118,007												精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275		18,275,118,007						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		18,275								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		16,469,006,394				1,806,111,613

		720：NTS-PWｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(12,463,718,010)						コンポーネント		油圧機器 ユアツ キキ		(12,463,718,010)						1		コンポーネント						油圧機器 ユアツ キキ		12,463,718,010								525,479,970				油圧機器 ユアツ キキ		12,989		12,989,197,980						油圧機器 ユアツ キキ								油圧機器 ユアツ キキ		12,989								油圧機器 ユアツ キキ		17,610,678,235				(4,621,480,255)

		500：ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		(554,102,125)						コンポーネント		500：ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		(554,102,125)						1		コンポーネント						その他 タ		554,102,125

1140582: 1140582:
SNMBからMNAPへの売上を減算								(525,479,970)				その他 タ		29		28,622,155						その他 タ								その他 タ		29								その他 タ		23,259,164				5,362,991

		590：本社		- 0						コンポーネント		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		- 0						1		コンポーネント						小計 ショウケイ		31,292,938,142		31,292,938,142		- 0								小計 ショウケイ		31,293		31,292,938,142						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		31,293								小計 ショウケイ		34,102,943,793				(2,810,005,651)

																										トランスポート														トランスポート										トランスポート								トランスポート										トランスポート

		730：NTS-ASｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(2,594,270,464)						トランスポート		航空機器 コウクウ キキ		(2,594,270,464)						2		トランスポート						航空機器 コウクウ キキ		2,594,270,464												航空機器 コウクウ キキ		2,594		2,594,270,464						航空機器 コウクウ キキ								航空機器 コウクウ キキ		2,594								航空機器 コウクウ キキ		2,440,261,724				154,008,740

		740：NTS-RRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(4,395,312,450)						トランスポート		鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		(4,395,312,450)						2		トランスポート						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,395,312,450						373,560,039						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,769		4,768,872,489						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		4,769								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		5,174,912,050				(406,039,561)

		750：NTS-MRｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(2,575,884,556)						トランスポート		舶用機器 ハクヨウ キキ		(2,575,884,556)						2		トランスポート						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,575,884,556						150,502,805						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,726		2,726,387,361						舶用機器 ハクヨウ キキ								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,726								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,670,710,889				55,676,472

		760：NAM管理		(2,201,129,020)						トランスポート		商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		(2,201,129,020)						2		トランスポート						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,201,129,020						786,201,999						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,987		2,987,331,019						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,987								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,993,940,893				(6,609,874)

		780：NSV管理		(2,844,790,835)						トランスポート		その他 タ		(2,844,790,835)						2		トランスポート						その他 タ		2,949,046,199						(1,310,264,843)						その他 タ		1,639		1,638,781,356						その他 タ								その他 タ		1,639								その他 タ		1,613,261,418				25,519,938

		510：ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		525,479,970						トランスポート		その他 タ		525,479,970						2		トランスポート						小計 ショウケイ		14,715,642,689		14,715,642,689		- 0								小計 ショウケイ		14,716		14,715,642,689						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		14,716								小計 ショウケイ		14,893,086,974				(177,444,285)

																										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ

																												自動ドア		21,535,772,569												自動ドア		21,536		21,535,772,569						自動ドア								自動ドア		21,536								自動ドア		19,916,655,112				1,619,117,457

		602：輸送用機器事業		(629,735,334)						トランスポート		その他 タ		(629,735,334)						2		トランスポート						小計 ショウケイ		21,535,772,569		21,535,772,569		- 0								小計 ショウケイ		21,536		21,535,772,569						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		21,536								小計 ショウケイ		19,916,655,112				1,619,117,457

																										その他 タ														その他 タ										その他 タ								その他 タ										その他 タ

		710：NTS-AIｶﾝﾊﾟﾆｰ管理		(21,535,772,569)						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		自動ドア ジドウ		(21,535,772,569)						3		ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ						包装機 ホウソウ キ		2,363,328,989												包装機 ホウソウ キ		2,363		2,363,328,989						包装機 ホウソウ キ								包装機 ホウソウ キ		2,363								包装機 ホウソウ キ		2,835,842,844				(472,513,855)

		770：PCFT管理		(2,363,328,989)						その他 タ		包装器 ホウソウ キ		(2,363,328,989)						4		その他 タ						その他		478,003,060												その他		478		478,003,060						その他								その他		478								その他		279,222,347				198,780,713

		580：その他(2017-)		(478,003,060)						その他 タ		その他 タ		(478,003,060)						4		その他 タ						小計 ショウケイ		2,841,332,049		2,841,332,049		- 0								小計 ショウケイ		2,841		2,841,332,049						小計 ショウケイ								小計 ショウケイ		2,841								小計 ショウケイ		3,115,065,191				(273,733,142)

		合計		(70,385,685,449)								合計		(70,385,685,449)						5						連結 レンケツ		合計		70,385,685,449		70,385,685,449		- 0						連結 レンケツ		合計		70,386		70,385,685,449				連結 レンケツ		合計						連結 レンケツ		合計		70,386						連結 レンケツ		合計		72,027,751,070				(1,642,065,621)







営業利益

		事業別セグメント情報(開示用)





		プロジェクト : 【IFRS】2022/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002022403)

		会計基準 : IFRS (50)

		セグメント組替種別 : B分類(事業セグメント) (02)



				500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		605
産業用機器事業		609
消去または全社		
計		
消去又は全社		
連結

		Ⅰ.売上高及び営業損益

		　　　売上高

		(1)外部顧客に対する売上高		31,292,938,142		14,715,642,689		21,535,772,569		2,841,332,049		0		0		0		70,385,685,449		0		70,385,685,449

		(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		584,013,592		300,167,883		429,000		48,295,650		120,689,326		0		0		1,053,595,451		-1,053,595,451		0

		　　　計(売上高)		31,876,951,734		15,015,810,572		21,536,201,569		2,889,627,699		120,689,326		0		0		71,439,280,900		-1,053,595,451		70,385,685,449

		　　　営業費用		28,042,182,716		13,955,763,617		19,255,924,042		2,964,581,601		196,113,044		0		2,048,708,830		66,463,273,850		-1,073,042,552		65,390,231,298

		　　　営業利益		3,834,769,018		1,060,046,955		2,280,277,527		-74,953,902		-75,423,718		0		-2,048,708,830		4,976,007,050		19,447,101		4,995,454,151		-2,104,685,447

		Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出																						4,995,454,151

		　　　資産		144,323,556,495		71,486,173,380		78,864,230,164		19,187,220,035		9,474,648,882		14,494,906,340		153,645,145,345		491,475,880,641		-29,571,742,551		461,904,138,090

		　　　減価償却費		0		2,188,744		-5,133,131		15,105,847		0		0		0		12,161,460		-2,938,035		9,223,425

		　　　減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　資本的支出		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		データ出力日付 : 2022/04/20 22:01:34

		プロジェクト : 【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)

		会計基準 : IFRS (50)

		セグメント組替種別 : B分類(事業セグメント) (02)



				500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		605
産業用機器事業		609
消去または全社		
計		
消去又は全社		
連結

		Ⅰ.売上高及び営業損益

		　　　売上高

		(1)外部顧客に対する売上高		34,102,943,793		14,893,086,974		19,916,655,112		3,115,065,191		0		0		0		72,027,751,070		0		72,027,751,070

		(2)セグメント間の内部売上高又は振替高		570,398,209		226,005,848		374,500		121,187,721		107,101,149		0		0		1,025,067,427		-1,025,067,427		0

		　　　計(売上高)		34,673,342,002		15,119,092,822		19,917,029,612		3,236,252,912		107,101,149		0		0		73,052,818,497		-1,025,067,427		72,027,751,070

		　　　営業費用		28,723,158,114		14,480,698,106		16,946,905,448		3,018,605,123		154,259,119		0		3,067,308,613		66,390,934,523		-1,017,980,348		65,372,954,175		-3,121,553,662

		　　　営業利益		5,950,183,888		638,394,716		2,970,124,164		217,647,789		-47,157,970		0		-3,067,308,613		6,661,883,974		-7,087,079		6,654,796,895		6,654,796,895

		Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出

		　　　資産		133,564,237,056		74,336,605,396		72,705,687,192		16,827,557,914		7,963,946,932		12,915,797,616		242,907,252,749		561,221,084,855		-27,384,037,767		533,837,047,088

		　　　減価償却費		0		2,635,200		-5,772,566		0		0		0		0		-3,137,366		-4,833,213		-7,970,579

		　　　減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　資本的支出		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		増減

		売上高		-2,810,005,651		-177,444,285		1,619,117,457		-273,733,142		0		0		0		-1,642,065,621		0		-1,642,065,621

				-8.2%		-1.2%		8.1%		-8.8%								-2.3%				-2.3%

		営業利益		-2,115,414,870		421,652,239		-689,846,637		-292,601,691		-28,265,748		0		1,018,599,783		-1,685,876,924		26,534,180		-1,659,342,744

				-35.6%		66.0%		-23.2%		-134.4%								-25.3%				-24.9%



&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"


&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"&P / &N	&"Meiryo UI"




CF

						2009/3		2010/3		2011/3		2012/3		2013/3		2014/3		2015/3		2015/12		2016/12		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12

				営業キャッシュ・フロー		14,055		14,892		27,997		15,104		12,952		27,597		19,949		8,746		27,730		231		242		384		342		363		161

				投資キャッシュ・フロー		(9,329)		(6,155)		(4,419)		(27,464)		(13,693)		(8,064)		(7,880)		(4,886)		(14,989)		(202)		(218)		(201)		(107)		671		-571

				フリー・キャッシュ・フロー		4,726		8,737		23,578		-12,359		-741		19,533		12,068		3,859		12,740		29		23		183		235		1,035		-410

				配当金額 ハイトウ キンガク										4,460		4,359		5,083		5,659		5,840		74		92		(91)		(97)

																														235

																												　　　		　　　		　　　		　　　		　　　

				↓横軸用 ヨコジク ヨウ



																		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12
(通期計画) ツウキ ケイカク

						JGAAP														IFRS







営業キャッシュ・フロー	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.71	241.65	384.33	342.03000000000003	363.40000000000003	161.18	投資キャッシュ・フロー	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.86	-218.23000000000002	-200.86	-107.10000000000001	671.47	-571.30000000000007	フリー・キャッシュ・フロー	

43070	43435	43800	44166	44531	44896	28.85	23.42	183.47	234.92000000000002	1034.8700000000001	-410.12	



CF (EN)

						2009/3		2010/3		2011/3		2012/3		2013/3		2014/3		2015/3		2015/12		2016/12		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12

				Operating Cash Flow		14,055		14,892		27,997		15,104		12,952		27,597		19,949		8,746		27,730		23.1		24.2		38.4		34.2		36.3		16.1

				Investment Cash Flow		(9,329)		(6,155)		(4,419)		(27,464)		(13,693)		(8,064)		(7,880)		(4,886)		(14,989)		-20.2		-21.8		-20.1		-10.7		67.1		-57.1

				Free Cash Flow		4,726		8,737		23,578		-12,359		-741		19,533		12,068		3,859		12,740		2.89		2.34		18.35		23.49		103.49		-41.01

				配当金額 ハイトウ キンガク										4,460		4,359		5,083		5,659		5,840

																														23

																												　　　		　　　		　　　		　　　		　　　

				↓横軸用 ヨコジク ヨウ



																		2017/12		2018/12		2019/12		2020/12		2021/12		2022/12
(Plan)

						JGAAP														IFRS







Operating Cash Flow	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.071000000000002	24.165000000000003	38.433	34.203000000000003	36.340000000000003	16.118000000000002	Investment Cash Flow	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.186000000000003	-21.823000000000004	-20.086000000000002	-10.71	67.147000000000006	-57.13000000000001	Free Cash Flow	

43070	43435	43800	44166	44531	44896	2.8850000000000002	2.3420000000000001	18.347000000000001	23.492000000000004	103.48700000000002	-41.012	



（バックデータ）BS



		開示科目名		貸借		当期注記番号		前年度
金額		当期
金額		対前年度増減額		対前年度増減率		前年度比		コメント　単位：億 タンイ オク

		資産				

		　流動資産				

		　　現金及び現金同等物		借				112,771		99,332		-13,439		-11.900		88.100

		　　営業債権		借				74,957		67,493		-7,464		-10.000		90.000

		　　契約資産		借				2,065		2,740		675		32.700		132.700

		　　その他の債権		借				1,300		1,248		-52		-4.000		96.000

		　　棚卸資産		借				41,880		48,700		6,820		16.300		116.300

		　　その他の金融資産		借				7,821		5,857		-1,963		-25.100		74.900		ハーモニック保証金△19億 ホショウ キン オク

		　　その他の流動資産		借				3,588		4,932		1,344		37.400		137.400

		　　小計		借				244,382		230,302		-14,079		-5.800		94.200

		　　売却目的で保有する資産		借				44,519		38,656		-5,863		-13.200		86.800		4,860円⇒4,220円 エン エン

		　　流動資産合計		借				288,900		268,958		-19,942		-6.900		93.100

		　非流動資産				

		　　有形固定資産		借				89,020		91,299		2,279		2.600		102.600

		　　無形資産		借				4,251		4,946		696		16.400		116.400

		　　使用権資産		借				8,877		9,998		1,121		12.600		112.600

		　　のれん		借				16,184		16,750		566		3.500		103.500

		　　投資不動産		借				2,162		2,148		-14		-0.600		99.400

		　　持分法で会計処理されている投資		借				15,475		16,112		637		4.100		104.100

		　　その他の金融資産		借				53,860		48,159		-5,701		-10.600		89.400

		　　繰延税金資産		借				1,997		2,116		119		5.900		105.900

		　　その他の非流動資産		借				992		1,417		425		42.800		142.800

		　　非流動資産合計		借				192,818		192,946		128		0.100		100.100

		　資産合計		借				481,718		461,904		-19,814		-4.100		95.900

		負債及び資本				

		　負債				

		　　流動負債				

		　　　営業債務		貸				51,974		52,463		488		0.900		100.900

		　　　契約負債		貸				5,704		5,384		-320		-5.600		94.400

		　　　社債及び借入金		貸				14,690		12,269		-2,422		-16.500		83.500		17,587

		　　　その他の債務		貸				10,776		17,578		6,802		63.100		163.100

		　　　未払法人所得税		貸				19,788		2,743		-17,045		-86.100		13.900

		　　　引当金		貸				1,206		1,240		34		2.800		102.800

		　　　リース負債		貸				2,158		2,414		256		11.800		111.800

		　　　その他の金融負債		貸				77,878		77,936		58		0.100		100.100

		　　　その他の流動負債		貸				7,139		8,838		1,699		23.800		123.800

		　　　流動負債合計		貸				191,315		180,866		-10,449		-5.500		94.500		226,723

		　　非流動負債				

		　　　社債及び借入金		貸				2,897		2,985		88		3.000		103.000

		　　　リース負債		貸				7,575		8,474		900		11.900		111.900

		　　　退職給付に係る負債		貸				9,079		9,152		73		0.800		100.800

		　　　繰延税金負債		貸				13,922		10,324		-3,598		-25.800		74.200

		　　　その他の非流動負債		貸				1,936		2,094		158		8.100		108.100

		　　　非流動負債合計		貸				35,408		33,029		-2,380		-6.700		93.300

		　　負債合計		貸				226,723		213,894		-12,829		-5.700		94.300

		　資本				

		　　資本金		貸				10,000		10,000		－		－		100.000

		　　資本剰余金		貸				14,961		14,989		28		0.200		100.200

		　　利益剰余金		貸				214,791		205,704		-9,088		-4.200		95.800

		　　自己株式		貸				-4,784		-4,732		52		-1.100		98.900

		　　その他の資本の構成要素		貸				4,942		8,789		3,846		77.800		177.800

		　　親会社の所有者に帰属する持分合計		貸				239,910		234,750		-5,161		-2.200		97.800

		　　非支配持分		貸				15,084		13,260		-1,824		-12.100		87.900

		　　資本合計		貸				254,995		248,010		-6,985		-2.700		97.300

		　負債及び資本合計		貸				481,718		461,904		-19,814		-4.100		95.900





BS (EN)

				(JPY billion)		2021/12 Q4		2021/12 Q1		Variation

						(As of December 31, 2021)		(As of March 31, 2022)

				Assets		481.7		461.9		-19.8

				（Cash and cash equivalents）*2		112.8		99.3		-13.4

				（Trade receivable）		77.0		70.2		-6.8

				（Inventories）		41.9		48.7		6.8

				（Assets held for sale）		44.5		38.7		-5.9

				（Investments accounted for using the equity method）		15.5		16.1		0.6

				(Other non-current financial assets）*3		53.9		48.2		-5.7

				Liabilities		226.7		213.9		-12.8

				（Bonds and borrowings）		17.6		15.3		-2.3

				（Other non-current financial liabilities）*2		77.9		77.9		0.1

				（Income taxes payable and Deferred tax liabilities）*3		33.7		13.1		-20.6

				Total equities		255.0		248.0		-7.0

				(Retained earnings)		214.8		205.7		-9.1

				(Non-controlling interests)		15.1		13.3		-1.8

				Equity attributable to owners of parent*3		239.9		234.8		-5.2

				Ratio of equity attributable to owners of parent：		49.8%		50.8%





BS

				（単位：億円） オクエン		2021/12 期末		2022/12 1Q末 マツ		差異

						reserved-44561x1F		reserved-44651x1F

				資産		4,817		4,619		-198

				（現預金等）		1,128		993		-134

				（売上債権）		770		702		-68

				（棚卸資産）		419		487		68

				（売却目的で保有する資産)		445		387		-59

				（持分法で会計処理されている投資） モチブン ホウ カイケイ ショリ トウシ		155		161		6

				（非流動資産のその他の金融資産） ヒ リュウドウ シサン タ キンユウ シサン		539		482		-57

				負債		2,267		2,139		-128

				（社債及び借入金）		176		153		-23

				（流動負債のその他金融負債） リュウドウ フサイ タ キンユウ フサイ		779		779		1

				（未払法人税等及び長期繰延税金負債） ミバラ ホウジンゼイ ナド オヨ チョウキ ク ノ ゼイキン フサイ		337		131		-206

				資本		2,550		2,480		-70

				(利益剰余金)		2,148		2,057		-91

				(非支配持分) ヒ シハイ モ ブン		151		133		-18

				親会社所有者帰属持分*3		2,399		2,348		-52

				親会社所有者帰属持分比率：		49.8%		50.8%







2K統括

		総括表 ソウカツヒョウ



								19年度 ネンド		20実績 ジッセキ		21年度 ネンド		22年度
(連結) ネンド レンケツ								差異 サイ

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実行 ジッコウ		(総合調整) ソウゴウ チョウセイ		公表 コウヒョウ		22/2K		22/2K
-22公表 コウヒョウ		22/2K
-21実績 ジッセキ

				P/L		売上高 ウリアゲ ダカ				279,358		299,802		322,739		(2,739)		320,000		321,722		+1,722		+21,920

						営業利益 エイギョウ リエキ				28,533		30,017		32,012		988		33,000		31,982		-1,018		+1,965

						税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				33,718		101,966		34,072		928		35,000		34,147		-853		-67,819

						当期利益
(親会社所有者帰属) トウキ リエキ オヤ カイシャ ショユウシャ キゾク				20,505		64,818		22,886		514		23,400		22,570		-830		-42,248

				B/S		現預金 ゲン ヨキン		58,686		64,665		112,771		106,692		(55,355)		51,337		58,024		+6,687		-54,747

						売上債権 ウリアゲ サイケン		70,175		75,862		77,021		82,157		(1,088)		81,069		83,323		+2,254		+6,302

						棚卸資産 タナオロシ シサン		41,257		36,505		41,880		40,431		(682)		39,749		40,955		+1,206		-925

						その他流動資産 タ リュウドウ シサン		9,036		6,077		57,228		57,196		(49,465)		7,731		7,819		+88		-49,409

						非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		165,404		168,614		192,818		170,956		44,519		215,475		218,130		+2,655		+25,312

						資産 計 シサン ケイ		344,558		351,723		481,718		457,432		(62,071)		395,361		408,251		+12,890		-73,467

						買掛債務 カイカケ サイム		45,021		44,838		51,974		52,851		(3,530)		49,321		53,126		+3,805		+1,152

						有利子負債 ユウ リシ フサイ		43,936		39,866		17,587		15,011		0		15,011		15,273		+262		-2,314

						リース負債 フサイ		8,804		8,501		9,733		7,458		0		7,458		8,271		+813		-1,462

						その他負債 タ フサイ		47,663		46,878		147,429		114,296		(53,660)		60,636		67,456		+6,820		-79,973

						負債 計 フサイ ケイ		145,424		140,083		226,723		189,616		(57,190)		132,426		144,126		+11,700		-82,597

						資本金等 シホンキントウ		24,932		24,998		24,961		24,824		0		24,824		24,970		+146		+9

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		163,794		173,988		214,791		233,643		(4,881)		228,762		228,037		-725		+13,246

						その他純資産 タ ジュンシサン		(1,327)		(955)		159		(5,138)		0		(5,138)		(2,967)		+2,171		-3,126

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		11,735		13,610		15,084		14,487		0		14,487		14,085		-402		-999

						資本 計 シホン ケイ		199,134		211,641		254,995		267,816		(4,881)		262,935		264,125		+1,190		+9,130

						（親会社所有者帰属持分）		(187,399)		(198,031)		(239,911)		(253,329)		(-4,881)		(248,448)		(250,040)		+1,592		+10,129

				C/F		営業CF エイギョウ		38,433		34,203		36,340		22,187		(6,069)		16,118		18,636		+2,518		-17,704

						投資CF トウシ		(20,086)		(10,710)		67,147		(1,597)		(55,533)		(57,130)		(56,757)		+373		-123,904

						FCF		18,347		23,493		103,487		20,590		(61,602)		(41,012)		(38,121)		+2,891		-141,608

						財務CF ザイム		(13,365)		(17,497)		(57,960)		(16,568)		(792)		(17,360)		(16,626)		+734		+41,334

				各指標 カクシヒョウ		営業利益率（％） エイギョウ リエキ リツ				10.2%		10.0%		9.9%		0.4%		10.3%		9.9%		-0.4%		-0.1%

						実効税率（％） ジッコウ ゼイリツ				30.3%		30.6%		30.6%		0.0%		30.6%		30.6%		+0.0%		+0.0%

						売上原価(百万円) ウリアゲ ゲンカ ヒャクマンエン				206,166		217,759		229,275		(2,275)		227,000		230,149		3,149		12,390

						税引後営業利益(百万円) ゼイビキ ゴ エイギョウ リエキ ヒャクマンエン				19,896		20,826		22,210		685		22,895		22,189		-706		+1,363

						ROE（％）				10.6%		29.6%		9.3%		0.3%		9.6%		9.0%		-0.6%		-20.6%

						ROA（％）				5.9%		15.6%		4.9%		0.4%		5.3%		5.2%		-0.1%		-10.4%

						一般ROIC（％） イッパン				8.2%		8.1%		8.2%		0.3%		8.5%		8.1%		-0.4%		+0.0%

						NTSROIC（％）				12.2%		11.0%		12.8%		-0.7%		12.1%		11.7%		-0.4%		+0.7%

						親会社帰属持分比率（％） オヤ カイシャ キゾク モチブン ヒリツ				56.3%		49.8%		55.4%		7.4%		62.8%		61.2%		-1.6%		11.4%

						月商(月) ゲツ ショウ ツキ				2.8		4.5		4.0		-2.1		1.9		2.2		+0.3		-2.3

						ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ				24,799		95,184		91,681		(55,355)		36,326		42,751		6,425		(52,433)

						売上債権回転日数 ウリアゲ サイケン カイテン ニッスウ				95.4		93.1		90.0		0.2		90.2		91.0		+0.8		-2.1

						棚卸資産回転日数 タナオロシ シサン カイテン ニッスウ				68.8		65.7		65.5		0.1		65.6		65.7		+0.1		+0.0

						設備投資（百万円） セツビ トウシ				15,059				36,117		0		36,117		0		-36,117		+0

						減価償却費
(ﾘｰｽ除)（百万円） ゲンカ ショウキャク ヒ ノゾ ヒャクマンエン				10,995				11,887		0		11,887		0		-11,887		+0

						CVC出資 シュッシ				504				1,423		0		1,423		0		-1,423		+0

						M&A支出(本社) シシュツ ホンシャ				0				0		0		0		0		+0		+0

						M&A(ｶﾝﾊﾟﾆｰ)				0				65		0		65		65		+0		+65

						研究開発費（百万円） ケンキュウ カイハツヒ ヒャクマンエン				8,968				12,382		0		12,382		12,382		0		12,382

						人員数 ジンイン スウ				7,717				8,306		0		8,306		8,306		0		8,306

				配当指標 ハイトウ シヒョウ		1株当たり当期純利益(円) カブ ア トウキ ジュンリエキ エン				165.18		534.69		190.30		4.27		194.57		187.67		-6.90		-347.02

						1株当たり配当金(円) カブ ア ハイトウキン エン				75		77		78		0		78		78		+0		+1

						配当性向（％) ハイトウ セイコウ				45.4%		14.4%		41.0%		-0.9%		40.1%		41.6%		1.5%		27.2%

						連結平均株数(千株) レンケツ ヘイキン カブスウ セン カブ				124,137		121,228		120,264		0		120,264		120,264		+0		-964

						期末配当対象株式数（千株） キマツ ハイトウ タイショウ カブシキ スウ センカブ				124,359		120,318		120,264		0		120,264		120,264		0		(54)

						配当金額（百万円） ハイトウ キンガク ヒャクマンエン				9,327		9,265		9,381		0		9,381		9,381		+0		+116

						配当支払額（百万円） ハイトウ シハライ ガク ヒャクマンエン				9,700		8,800		9,381		0		9,381		9,381		+0		+581

				（B/S期首期末平均値） キシュ キマツ ヘイキンチ

				売上債権残高 ウリアゲ サイケン ザンダカ						73,019		76,442		79,589		(544)		79,045		80,172		+1,127		+3,731

				棚卸資産残高 タナオロシ シサン ザンダカ						38,881		39,193		41,156		(341)		40,815		41,418		+603		+2,225

				固定資産残高 コテイ シサン ザンダカ						167,009		206,225		181,887		22,260		204,147		205,474		+1,328		-751

				買掛債権残高 カイカケ サイケン ザンダカ						44,930		48,406		52,413		(1,765)		50,648		52,550		+1,903		+4,144

				事業資産-買掛残高 ジギョウ シサン カイカケ ザンダカ						233,979		273,453		250,219		23,140		273,359		274,514		+1,155		+1,061

				有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ						41,901		28,727		16,299		0		16,299		15,142		-1,157		-13,585

				リース負債残高 フサイ ザンダカ						8,653		9,117		8,596		0		8,596		7,865		-731		-1,252

				総資産残高 ソウシサン ザンダカ						348,141		416,721		469,575		(31,036)		438,540		432,842		-5,698		+16,121

				親会社所有者持分残高 オヤ カイシャ ショユウシャ モチブン ザンダカ						192,715		218,971		246,620		(2,441)		244,180		251,685		+7,505		+32,714

				親会社所有者持分+有利子負債残高 オヤ カイシャ ショユウシャ モチブン ユウ リシ フサイ ザンダカ						243,269		256,815		271,515		(2,441)		269,075		274,692		+5,617		+17,877

												37,844						24,895		23,007



												44,519

												6,499

												51,018

												25,509

								単価 タンカ		株数 カブスウ

						20年期末配当 ネン キマツ ハイトウ		34		124,360,000

						21年中間配当 ネン チュウカン ハイトウ		38		120,318,682

						21年期末配当 ネン キマツ ハイトウ		39		120,124,248

						21年通期配当 ネン ツウキ ハイトウ		77

										配当総額 ハイトウ ソウガク

										支払配当 シハライ ハイトウ





								発行済株式数 ハッコウ ズ カブシキスウ		自己株 ジコ カブ

						12月 ガツ		125,133,799		(774,509)

						1月 ガツ		125,133,799		(761,105)

						2月 ガツ		125,133,799		(1,256,348)

						3月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						4月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						5月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						6月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						7月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						8月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						9月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						10月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						11月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						12月 ガツ		125,133,799		ERROR:#REF!

						平均株式数 ヘイキン カブシキスウ		125,133,799		ERROR:#REF!







2KPL

				連結P/L レンケツ

				（IFRS売上高） ウリアゲ ダカ																																																												(対10K） タイ				(対21修正） タイ シュウセイ						(対20実績） タイ ジッセキ								(12.8-9MGC)																																																																														（実行計画 比較） ジッコウ ケイカク ヒカク												（総合計画 比較） ソウゴウ ケイカク ヒカク

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ		増減率 ゾウゲン リツ				（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ		増減率 ゾウゲン リツ		下期 シモキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ

				PR連結 レンケツ		16,862		16,607		33,469		15,437		17,285		32,722		66,191		12,873		15,619		28,492		14,183		12,755		26,938		55,430		12,996		14,872		27,868		12,413		16,117		28,530		56,398		16,697		19,529		36,226		18,886		23,233		42,119		78,345				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						21,947				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(124)		(124)		(124)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PW連結 レンケツ		13,036		14,422		27,458		13,034		14,747		27,781		55,239		14,245		13,608		27,853		10,724		13,460		24,184		52,037		12,708		13,533		26,241		11,327		16,315		27,642		53,883		17,591		15,509		33,100		12,529		14,906		27,435		60,535				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						6,652				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(206)		(206)		(206)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		583		575		1,158		550		548		1,098		2,256		549		611		1,160		568		486		1,054		2,214		568		509		1,077		437		515		952		2,029		560		597		1,157		621		726		1,347		2,504				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						475				653		655		1,308		650		680		1,330		2,638				653		655		1,308		650		680		1,330		2,638								0						0						653		655		1,308		650		680		1,330		2,638		620		673		1,293		705		761		1,466		2,759				(33)		18		(15)		55		81		136		121				(15)				136		121

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				475		535		1,010		(853)		1,932		1,079		2,089		462		431		893		335		432		767		1,660		463		529		992		566		564		1,130		2,122				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						462				545		548		1,093		562		599		1,161		2,254				545		548		1,093		562		599		1,161		2,254								0						0						545		548		1,093		562		599		1,161		2,254		471		566		1,037		572		617		1,189		2,226				(74)		18		(56)		10		18		28		(28)				(56)				28		(28)

				連結調整・消去		(1,093)		(1,178)		(2,271)		(1,089)		(1,046)		(2,135)		(4,406)		(1,099)		(1,205)		(2,304)		251		(2,529)		(2,278)		(4,582)		(1,123)		(1,052)		(2,175)		(834)		(1,106)		(1,940)		(4,115)		(1,208)		(1,321)		(2,529)		(1,350)		(1,497)		(2,847)		(5,376)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,261)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(2)		(2)				3		3		1				0		(2)		(2)		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				2				(3)		(1)

				コンポーネント		29,388		30,426		59,814		27,932		31,534		59,466		119,280		27,043		29,168		56,211		24,873		26,104		50,977		107,188		25,611		28,293		53,904		23,678		32,273		55,951		109,855		34,103		34,843		68,946		31,252		37,932		69,184		138,130				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				28,275				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(2)		(2)		0		(327)		(327)		(329)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				RR連結 レンケツ		7,174		7,510		14,684		6,815		9,708		16,523		31,207		7,124		7,510		14,634		7,220		8,426		15,646		30,280		6,662		7,703		14,365		6,800		8,323		15,123		29,488		5,175		6,298		11,473		5,799		8,489		14,288		25,761				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(3,727)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(146)		(146)		(146)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AS連結 レンケツ		2,209		2,533		4,742		2,445		2,637		5,082		9,824		2,446		2,785		5,231		2,505		3,184		5,689		10,920		4,117		5,056		9,173		4,889		4,720		9,609		18,782		2,440		4,298		6,738		2,578		3,858		6,436		13,174				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(5,608)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(182)		(182)		(182)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				MR連結 レンケツ		3,949		4,674		8,623		4,403		5,500		9,903		18,526		4,405		5,818		10,223		5,833		6,740		12,573		22,796		2,500		2,774		5,274		2,769		2,774		5,543		10,817		2,695		2,929		5,624		2,730		3,112		5,842		11,466				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						649				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(25)		(25)		(25)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NAM連結 レンケツ		3,592		3,572		7,164		3,681		3,896		7,577		14,741		3,589		3,553		7,142		3,632		3,528		7,160		14,302		3,447		2,939		6,386		2,932		2,856		5,788		12,174		3,016		3,158		6,174		3,036		3,040		6,076		12,250				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						76				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(190)		(190)		(190)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NSV連結 レンケツ		2,829		2,919		5,748		2,925		3,402		6,327		12,075		3,102		3,656		6,758		3,427		3,999		7,426		14,184		3,944		3,259		7,203		2,991		3,511		6,502		13,705		3,020		2,876		5,896		3,014		3,469		6,483		12,379				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,326)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(6)		(6)		(6)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				OVA		431		22		453		168		1,715		1,883		2,336		210		261		471		261		658		919		1,390		434		231		665		253		807		1,060		1,725		402		345		747		157		509		666		1,413				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(312)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(187)		(187)		(187)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		366		304		670		370		453		823		1,493		422		406		828		385		425		810		1,638		389		386		775		422		556		978		1,753		389		533		922		522		486		1,008		1,930				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						177				483		527		1,010		401		718		1,119		2,129				483		527		1,010		401		718		1,119		2,129								0						0						483		527		1,010		401		718		1,119		2,129		478		470		948		394		711		1,105		2,053				(5)		(57)		(62)		(7)		(7)		(14)		(76)				(62)				(14)		(76)

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				(475)		(535)		(1,010)		853		(1,932)		(1,079)		(2,089)		(462)		(431)		(893)		(335)		(432)		(767)		(1,660)		(463)		(529)		(992)		(566)		(564)		(1,130)		(2,122)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(462)				(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)				(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)								0						0						(545)		(548)		(1,093)		(562)		(599)		(1,161)		(2,254)		(471)		(566)		(1,037)		(572)		(617)		(1,189)		(2,226)				74		(18)		56		(10)		(18)		(28)		28				56				(28)		28

				連結調整・消去		(2,037)		(2,002)		(4,039)		(1,926)		(2,374)		(4,300)		(8,339)		(2,094)		(2,128)		(4,222)		(3,571)		(1,634)		(5,205)		(9,427)		(2,169)		(2,103)		(4,272)		(2,091)		(2,331)		(4,422)		(8,694)		(1,781)		(2,177)		(3,958)		(2,025)		(2,524)		(4,549)		(8,507)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						187				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(350)		(350)				(650)		(650)		(1,000)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						35		35				(17)		(17)		18				0		35		35		0		(17)		(17)		18		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				(35)				17		(18)

				トランスポート		18,513		19,532		38,045		18,881		24,937		43,818		81,863		18,729		21,326		40,055		20,545		23,394		43,939		83,994		18,862		19,814		38,676		18,630		20,784		39,414		78,090		14,893		17,731		32,624		15,245		19,875		35,120		67,744				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(10,346)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(315)		(315)		0		(1,403)		(1,403)		(1,718)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AI連結 レンケツ		19,682		16,399		36,081		17,728		22,161		39,889		75,970		20,789		17,435		38,224		19,299		22,455		41,754		79,978		20,213		15,761		35,974		17,079		20,622		37,701		73,675		19,917		16,024		35,941		16,974		22,196		39,170		75,111				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,436				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(100)		(100)				(99)		(99)		(199)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				連結調整・消去		(2)		(3)		(5)		(1)		(7)		(8)		(13)		(1)		(2)		(3)		(1)		(3)		(4)		(7)		(4)		(2)		(6)		(1)		(3)		(4)		(10)		0		(1)		(1)		(1)		2		1		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						10				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		(3)		(3)		(3)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(3)				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(3)		(3)				3		3		0				0		(3)		(3)		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				3				(3)		0

				アクセシビリティ		19,680		16,396		36,076		17,727		22,154		39,881		75,957		20,788		17,433		38,221		19,298		22,452		41,750		79,971		20,209		15,759		35,968		17,078		20,619		37,697		73,665		19,917		16,023		35,940		16,973		22,195		39,168		75,108				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,443				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(103)		(103)		0		(96)		(96)		(199)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PCFT連結 レンケツ		3,648		3,738		7,386		3,416		3,848		7,264		14,650		3,300		3,347		6,647		3,937		5,485		9,422		16,069		3,397		3,258		6,655		3,384		4,958		8,342		14,997		2,836		4,376		7,212		4,524		4,858		9,382		16,594				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,597				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(67)		(67)				(66)		(66)		(133)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		793		583		1,376		417		1,395		1,812		3,188		485		830		1,315		559		1,020		1,579		2,894		609		808		1,417		602		1,012		1,614		3,031		404		803		1,207		504		925		1,429		2,636				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(395)				513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696				513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696								0						0						513		787		1,300		800		1,596		2,396		3,696		522		651		1,173		1,099		1,422		2,521		3,694				9		(136)		(127)		299		(174)		125		(2)				(127)				125		(2)

				連結調整・消去		(68)		(74)		(142)		(84)		(85)		(169)		(311)		(72)		(85)		(157)		(75)		(76)		(151)		(308)		(72)		(61)		(133)		(59)		(89)		(148)		(281)		(125)		(96)		(221)		(89)		(100)		(189)		(410)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(129)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						(100)		(100)				(200)		(200)		(300)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0						(36)		(36)				(24)		(24)		(60)				0		(36)		(36)		0		(24)		(24)		(60)		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				36				24		60

				その他（装置） タ ソウチ		4,373		4,247		8,620		3,749		5,158		8,907		17,527		3,713		4,092		7,805		4,421		6,429		10,850		18,655		3,934		4,005		7,939		3,927		5,881		9,808		17,747		3,115		5,083		8,198		4,939		5,683		10,622		18,820				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,073				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(203)		(203)		0		(290)		(290)		(493)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				TH本社 ホンシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		215		194		409		269		333		602		1,011		277		297		574		269		259		528		1,102		264		264		528		264		271		535		1,063		303		330		633		293		1,107		1,400		2,033				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						970				314		319		633		331		335		666		1,299				314		319		633		331		335		666		1,299								0						0						314		319		633		331		335		666		1,299		323		309		632		335		354		689		1,321				9		(10)		(1)		4		19		23		22				(1)				23		22

				連結調整・消去		(215)		(194)		(409)		(269)		(333)		(602)		(1,011)		(277)		(297)		(574)		(269)		(259)		(528)		(1,102)		(264)		(264)		(528)		(264)		(271)		(535)		(1,063)		(303)		(330)		(633)		(293)		(1,107)		(1,400)		(2,033)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(970)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				本社調整額 ホンシャ チョウセイ ガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.0%

				合計 ゴウケイ		71,954		70,601		142,555		68,289		83,782		152,071		294,626		70,272		72,020		142,292		69,137		78,379		147,516		289,808		68,616		67,871		136,485		63,315		79,557		142,872		279,358		72,028		73,680		145,708		68,409		85,685		154,094		299,802				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				20,444				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(623)		(623)		0		(2,116)		(2,116)		(2,739)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				0check																																																		0																														0																0																																														0																0







				（IFRS営業利益） エイギョウ リエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ		増減率 ゾウゲン リツ				（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ		増減率 ゾウゲン リツ		下期 シモキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ

				PR連結 レンケツ		3,424		3,292		6,716		2,939		2,985		5,924		12,640		1,765		2,362		4,127		2,051		1,838		3,889		8,016		2,255		2,376		4,631		1,752		2,289		4,041		8,672		2,581		3,486		6,067		3,066		3,904		6,970		13,037				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						4,365				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				54		54		54				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PW連結 レンケツ		1,905		2,062		3,967		1,626		2,009		3,635		7,602		2,239		1,980		4,219		901		2,241		3,142		7,361		1,924		1,927		3,851		1,719		3,239		4,958		8,809		3,469		2,772		6,241		1,502		2,095		3,597		9,838				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,029				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				55		55		55				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		38		27		65		32		29		61		126		38		46		84		19		6		25		109		40		(3)		37		(11)		76		65		102		19		(40)		(21)		(15)		95		80		59				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(43)				25		27		52		31		51		82		134				25		27		52		31		51		82		134								0						0						25		27		52		31		51		82		134		(2)		21		19		45		75		120		139				(27)		(6)		(33)		14		24		38		5				(33)				38		5

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0				44		56		100		16		106		122		222		55		50		105		39		44		83		188		50		44		94		60		53		113		207				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						19				48		43		91		57		51		108		199				48		43		91		57		51		108		199								0						0						48		43		91		57		51		108		199		44		45		89		55		52		107		196				(4)		2		(2)		(2)		1		(1)		(3)				(2)				(1)		(3)

				連結調整・消去		(113)		(48)		(161)		(83)		73		(10)		(171)		(48)		62		14		185		(10)		175		189		(376)		75		(301)		45		158		203		(98)		(169)		(115)		(284)		(7)		53		46		(238)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(140)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						24		24				(62)		(62)		(38)				0		24		24		0		(62)		(62)		(38)						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				(24)				62		38

				コンポーネント		5,254		5,333		10,587		4,514		5,096		9,610		20,197		4,038		4,506		8,544		3,172		4,181		7,353		15,897		3,898		4,425		8,323		3,544		5,806		9,350		17,673		5,950		6,147		12,097		4,606		6,200		10,806		22,903				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				5,230				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		24		24		0		47		47		71				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				RR連結 レンケツ		808		744		1,552		906		1,636		2,542		4,094		849		805		1,654		1,138		878		2,016		3,670		926		1,236		2,162		762		1,157		1,919		4,081		202		615		817		572		1,239		1,811		2,628				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,453)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				58		58		58				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AS連結 レンケツ		304		489		793		452		535		987		1,780		389		630		1,019		524		733		1,257		2,276		309		(27)		282		152		(115)		37		319		(284)		325		41		(351)		(356)		(707)		(666)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(985)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(2)		(2)		(2)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				MR連結 レンケツ		181		118		299		186		263		449		748		174		246		420		293		144		437		857		495		548		1,043		623		506		1,129		2,172		453		602		1,055		476		527		1,003		2,058				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(114)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(13)		(13)		(13)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NAM連結 レンケツ		465		211		676		394		465		859		1,535		302		188		490		402		407		809		1,299		328		(148)		180		73		238		311		491		294		418		712		347		163		510		1,222				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						731				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				NSV連結 レンケツ		276		250		526		315		426		741		1,267		286		427		713		355		524		879		1,592		593		359		952		327		377		704		1,656		396		271		667		327		421		748		1,415				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(241)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(22)		(22)		(22)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				OVA		(384)		(790)		(1,174)		(599)		(55)		(654)		(1,828)		(547)		(398)		(945)		(605)		(506)		(1,111)		(2,056)		(526)		(453)		(979)		(439)		(801)		(1,240)		(1,703)		(274)		(349)		(623)		(337)		(138)		(475)		(1,098)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						605				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				0		0		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		22		(34)		(12)		29		77		106		94		53		36		89		17		37		54		143		17		(8)		9		30		80		110		119		(31)		28		(3)		89		26		115		112				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(7)				52		(6)		46		(14)		70		56		102				52		(6)		46		(14)		70		56		102								0						0						52		(6)		46		(14)		70		56		102		32		25		57		(15)		69		54		111				(20)		31		11		(1)		(1)		(2)		9				11				(2)		9

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		0		(5,249)		(5,249)		0		26		26		(5,223)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,905)		(2,905)		(3,421)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						3,421				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				NSV振替（PW分） フリカエ ブン		0		0		0		0		0		0		0		(44)		(56)		(100)		84		(206)		(122)		(222)		(55)		(50)		(105)		(39)		(44)		(83)		(188)		(50)		(44)		(94)		(60)		(53)		(113)		(207)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(19)				(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)				(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)								0						0						(48)		(43)		(91)		(57)		(51)		(108)		(199)		(44)		(45)		(89)		(55)		(52)		(107)		(196)				4		(2)		2		2		(1)		1		3				2				1		3

				連結調整・消去		(110)		(239)		(349)		(119)		8		(111)		(460)		(164)		(149)		(313)		(202)		(1,266)		(1,468)		(1,781)		(421)		72		(349)		36		125		161		(188)		(68)		73		5		89		59		148		153				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						341				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						(32)		(32)				83		83		51				0		(32)		(32)		0		83		83		51						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				32				(83)		(51)

				トランスポート		1,562		(4,500)		(2,938)		1,564		3,381		4,945		2,007		1,298		1,729		3,027		2,006		745		2,751		5,778		1,666		1,529		3,195		1,525		(1,382)		143		3,338		638		1,939		2,577		1,152		1,888		3,040		5,617				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				2,279				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(32)		(32)		0		104		104		72				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				AI連結 レンケツ		1,234		(16)		1,218		1,396		1,846		3,242		4,460		2,163		1,124		3,287		2,214		3,067		5,281		8,568		2,432		1,024		3,456		1,414		2,769		4,183		7,639		2,929		780		3,709		1,310		2,498		3,808		7,517				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(122)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(11)		(11)		(11)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				連結調整・消去		136		109		245		(125)		45		(80)		165		22		50		72		(32)		(43)		(75)		(3)		(9)		40		31		12		51		63		94		41		33		74		99		(173)		(74)		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(94)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)賞与追加振替 ケイカク ショウヨ ツイカ フリカエ																																																0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0						0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		125		125		125				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						125								0				69		69		69								0				69		69		69						18		18				13		13		31				0		18		18		0		82		82		100						0						0		0				0		0		0		0		(69)		(69)		(69)				(18)				(82)		(100)

				アクセシビリティ		1,370		93		1,463		1,271		1,891		3,162		4,625		2,185		1,174		3,359		2,182		3,024		5,206		8,565		2,423		1,064		3,487		1,426		2,820		4,246		7,733		2,970		813		3,783		1,409		2,450		3,859		7,642				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(91)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		18		18		0		2		2		20				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				PCFT連結 レンケツ		623		556		1,179		525		470		995		2,174		487		314		801		584		961		1,545		2,346		336		307		643		474		1,027		1,501		2,144		253		777		1,030		769		836		1,605		2,635				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						491				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0				(11)		(11)		(11)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		40		17		57		(44)		211		167		224		7		23		30		44		193		237		267		49		(47)		2		(32)		197		165		167		(13)		2		(11)		(5)		173		168		157				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(10)				(26)		82		56		28		192		220		276				(26)		82		56		28		192		220		276								0						0						(26)		82		56		28		192		220		276		(34)		24		(10)		130		161		291		281				(8)		(58)		(66)		102		(31)		71		5				(66)				71		5

				連結調整・消去		(3)		45		42		17		1		18		60		19		18		37		(12)		(87)		(99)		(62)		60		(2)		58		3		(43)		(40)		18		(22)		14		(8)		26		(74)		(48)		(56)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(74)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						(52)		(52)				37		37		(15)				0		(52)		(52)		0		37		37		(15)						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				52				(37)		15

				その他（装置） タ ソウチ		660		618		1,278		498		682		1,180		2,458		513		355		868		616		1,067		1,683		2,551		445		258		703		445		1,181		1,626		2,329		218		793		1,011		790		935		1,725		2,736				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				407				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		(52)		(52)		0		26		26		(26)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				TH本社（販管費） ホンシャ ハンカンヒ		(2,129)		(1,916)		(4,045)		(1,689)		(1,776)		(3,465)		(7,510)		(1,766)		(1,954)		(3,720)		(1,700)		(2,137)		(3,837)		(7,557)		(1,780)		(1,897)		(3,677)		(1,796)		(1,944)		(3,740)		(7,417)		(2,951)		(1,769)		(4,720)		(1,674)		(1,886)		(3,560)		(8,280)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(863)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（計画)ｼﾐ出し ケイカク																																												0		0		0		0				0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0				0		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0						500		500				250		250		750				0		500		500		0		250		250		750		0		500		500		0		250		250		750				0		500		500		0		250		250		750				0				0		0

				TH本社（その他） ホンシャ タ		51		19		70		50		92		142		212		81		19		100		169		(7,118)		(6,949)		(6,849)		1,662		104		1,766		(14)		3,362		3,348		5,114		0		(4)		(4)		(35)		17		(18)		(22)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(5,136)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				その他 タ		25		23		48		(19)		(59)		(78)		(30)		(48)		(94)		(142)		(11)		(46)		(57)		(199)		(43)		(44)		(87)		(30)		(70)		(100)		(187)		(36)		(20)		(56)		(52)		(444)		(496)		(552)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(365)				(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)				(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)								0						0						(47)		(51)		(98)		(57)		(93)		(150)		(248)		(31)		(55)		(86)		(48)		(78)		(126)		(212)				16		(4)		12		9		15		24		36				12				24		36

				連結調整・消去		(80)		4		(76)		29		(25)		4		(72)		(147)		123		(24)		(68)		7,227		7,159		7,135		(87)		46		(41)		69		(78)		(9)		(50)		(135)		61		(74)		(1)		48		47		(27)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						23				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!								0						0						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				公表調整（端数切捨等） コウヒョウ チョウセイ ハスウ キリス トウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0				0		0		0								0				0		0		0						33		33				67		67		101				0		33		33		0		67		67		100						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				(33)				(67)		(100)

				本社調整額 ホンシャ チョウセイ ガク		(2,133)		(1,870)		(4,003)		(1,629)		(1,768)		(3,397)		(7,400)		(1,880)		(1,906)		(3,786)		(1,610)		(2,074)		(3,684)		(7,470)		(248)		(1,791)		(2,039)		(1,771)		1,270		(501)		(2,540)		(3,122)		(1,732)		(4,854)		(1,762)		(2,265)		(4,027)		(8,882)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(6,342)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		533		533		0		317		317		851				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		-

				合計 ゴウケイ		6,713		(326)		6,387		6,218		9,284		15,502		21,889		6,155		5,856		12,011		6,366		6,943		13,309		25,320		8,184		5,485		13,669		5,169		9,695		14,864		28,533		6,655		7,958		14,613		6,195		9,208		15,403		30,017				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				1,484				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		491		491		0		496		496		988				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		321,722				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				 PR連結 レンケツ		20.3%		19.8%		20.1%		19.0%		17.3%		18.1%		19.1%		13.7%		15.1%		14.5%		14.5%		14.4%		14.4%		14.5%		17.4%		16.0%		16.6%		14.1%		14.2%		14.2%		15.4%		15.5%		17.9%		16.7%		16.2%		16.8%		16.5%		16.6%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.3%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 PW連結 レンケツ		14.6%		14.3%		14.4%		12.5%		13.6%		13.1%		13.8%		15.7%		14.6%		15.1%		8.4%		16.6%		13.0%		14.1%		15.1%		14.2%		14.7%		15.2%		19.9%		17.9%		16.3%		19.7%		17.9%		18.9%		12.0%		14.1%		13.1%		16.3%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.1%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　コンポーネント		17.9%		17.5%		17.7%		16.2%		16.2%		16.2%		16.9%		14.9%		15.4%		15.2%		12.8%		16.0%		14.4%		14.8%		15.2%		15.6%		15.4%		15.0%		18.0%		16.7%		16.1%		17.4%		17.6%		17.5%		14.7%		16.3%		15.6%		16.6%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0.5%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 RR連結 レンケツ		11.3%		9.9%		10.6%		13.3%		16.9%		15.4%		13.1%		11.9%		10.7%		11.3%		15.8%		10.4%		12.9%		12.1%		13.9%		16.0%		15.1%		11.2%		13.9%		12.7%		13.8%		3.9%		9.8%		7.1%		9.9%		14.6%		12.7%		10.2%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-3.6%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 MR連結 レンケツ		4.6%		2.5%		3.5%		4.2%		4.8%		4.5%		4.0%		4.0%		4.2%		4.1%		5.0%		2.1%		3.5%		3.8%		19.8%		19.8%		19.8%		22.5%		18.2%		20.4%		20.1%		16.8%		20.6%		18.8%		17.4%		16.9%		17.2%		17.9%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-2.1%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 AS連結 レンケツ		13.8%		19.3%		16.7%		18.5%		20.3%		19.4%		18.1%		15.9%		22.6%		19.5%		20.9%		23.0%		22.1%		20.8%		7.5%		-0.5%		3.1%		3.1%		-2.4%		0.4%		1.7%		-11.6%		7.6%		0.6%		-13.6%		-9.2%		-11.0%		-5.1%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-6.8%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 NAM連結 レンケツ		12.9%		5.9%		9.4%		10.7%		11.9%		11.3%		10.4%		8.4%		5.3%		6.9%		11.1%		11.5%		11.3%		9.1%		9.5%		-5.0%		2.8%		2.5%		8.3%		5.4%		4.0%		9.7%		13.2%		11.5%		11.4%		5.4%		8.4%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						5.9%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 NSV連結 レンケツ		9.8%		8.6%		9.2%		10.8%		12.5%		11.7%		10.5%		9.2%		11.7%		10.6%		10.4%		13.1%		11.8%		11.2%		15.0%		11.0%		13.2%		10.9%		10.7%		10.8%		12.1%		13.1%		9.4%		11.3%		10.8%		12.1%		11.5%		11.4%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.7%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 OVA		-89.1%		-3590.9%		-259.2%		-356.5%		-3.2%		-34.7%		-78.3%		-260.5%		-152.5%		-200.6%		-231.8%		-76.9%		-120.9%		-147.9%		-121.2%		-196.1%		-147.2%		-173.5%		-99.3%		-117.0%		-98.7%		-68.2%		-101.2%		-83.4%		-214.6%		-27.1%		-71.3%		-77.7%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						21.0%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　トランスポート		8.4%		-23.0%		-7.7%		8.3%		13.6%		11.3%		2.5%		6.9%		8.1%		7.6%		9.8%		3.2%		6.3%		6.9%		8.8%		7.7%		8.3%		8.2%		-6.6%		0.4%		4.3%		4.3%		10.9%		7.9%		7.6%		9.5%		8.7%		8.3%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						4.0%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 AI連結 レンケツ		6.3%		-0.1%		3.4%		7.9%		8.3%		8.1%		5.9%		10.4%		6.4%		8.6%		11.5%		13.7%		12.6%		10.7%		12.0%		6.5%		9.6%		8.3%		13.4%		11.1%		10.4%		14.7%		4.9%		10.3%		7.7%		11.3%		9.7%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.4%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　アクセシビリティ		7.0%		0.6%		4.1%		7.2%		8.5%		7.9%		6.1%		10.5%		6.7%		8.8%		11.3%		13.5%		12.5%		10.7%		12.0%		6.8%		9.7%		8.3%		13.7%		11.3%		10.5%		14.9%		5.1%		10.5%		8.3%		11.0%		9.9%		10.2%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.3%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				 PCFT連結 レンケツ		17.1%		14.9%		16.0%		15.4%		12.2%		13.7%		14.8%		14.8%		9.4%		12.1%		14.8%		17.5%		16.4%		14.6%		9.9%		9.4%		9.7%		14.0%		20.7%		18.0%		14.3%		8.9%		17.8%		14.3%		17.0%		17.2%		17.1%		15.9%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.6%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				　その他（装置） タ ソウチ		15.1%		14.6%		14.8%		13.3%		13.2%		13.2%		14.0%		13.8%		8.7%		11.1%		13.9%		16.6%		15.5%		13.7%		11.3%		6.4%		8.9%		11.3%		20.1%		16.6%		13.1%		7.0%		15.6%		12.3%		16.0%		16.5%		16.2%		14.5%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1.4%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		9.3%		-0.5%		4.5%		9.1%		11.1%		10.2%		7.4%		8.8%		8.1%		8.4%		9.2%		8.9%		9.0%		8.7%		11.9%		8.1%		10.0%		8.2%		12.2%		10.4%		10.2%		9.2%		10.8%		10.0%		9.1%		10.7%		10.0%		10.0%				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						-0.2%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				（金融収益） キンユウ シュウエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				受取利息		45		43		88		40		58		98		186		56		52		108		59		56		115		223		34		60		94		50		92		142		236		67		84		151		37		98		135		286				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						50				31		30		61		31		32		63		124				31		30		61		31		32		63		124								0						0		0				31		30		61		31		32		63		124		38		26		64		26		24		50		114				7		(4)		3		(5)		(8)		(13)		(10)				3				(13)		(10)

				受取配当金		7		42		49		4		20		24		73		54		3		57		1		21		22		79		15		36		51		1		13		14		65		1		135		136		2		104		106		242				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						177				5		136		141		2		9		11		152				5		136		141		2		9		11		152								0						0		0				5		136		141		2		9		11		152				136		136		4		13		17		153				(5)		0		(5)		2		4		6		1				(5)				6		1

				新株予約権評価益 シンカブヨヤクケン ヒョウカ エキ		0		361		361		0		(260)		(260)		101		241		0		241		0		218		218		459		0		0		0		0		1,986		1,986		1,986		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,986)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				為替差益 カワセ サエキ																(116)		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,047		120		1,167		(103)		104		1		1,168				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						1,168								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		40		(5)		35		(5)		(5)		(10)		25				40		(5)		35		(5)		(5)		(10)		25				35				(10)		25

				ﾊｰﾓﾆｯｸ評価益 ヒョウカ エキ																														0		0		0		0		0		0				125,107		0		125,107		0		0		0		125,107				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						125,107								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				ﾊｰﾓﾆｯｸ株価変動益 カブカ ヘンドウ エキ																														0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他金融収益 タ キンユウ シュウエキ		0		0		0		0		6		6		6		4		0		4		0		1		1		5		0		0		0		0		4		4		4		0		21		21		104		49		153		174				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						170								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				5		5		1		2		3		8				0		5		5		1		2		3		8				5				3		8

				小計 ショウケイ		52		447		499		44		(177)		(133)		366		239		171		410		60		296		356		766		49		96		145		51		2,095		2,146		2,291		126,222		360		126,582		40		355		395		126,977				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						124,686				36		166		202		33		41		74		276				36		166		202		33		41		74		276				0		0		0		0		0		0		0				36		166		202		33		41		74		276		78		162		240		26		34		60		300				42		(4)		38		(7)		(7)		(14)		24				38				(14)		24



				（金融費用） キンユウ ヒヨウ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				支払利息		(20)		(21)		(41)		(26)		(35)		(61)		(102)		(41)		(20)		(61)		(35)		(63)		(98)		(159)		(25)		(34)		(59)		(23)		(22)		(45)		(104)		(25)		(17)		(42)		(15)		(18)		(33)		(75)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						29				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)								0						0		0				(36)		(36)		(72)		(34)		(36)		(70)		(142)		(26)		(25)		(51)		(26)		(24)		(50)		(101)				10		11		21		8		12		20		41				21				20		41

				社債利息		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)		(6)		(6)		(12)		(6)		(6)		(12)		(24)		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)		(6)		(6)		(12)		(5)		(6)		(11)		(23)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				リース利息 リソク																(21)		(21)		(42)		(21)		(23)		(44)		(86)		(17)		(20)		(37)		(20)		(21)		(41)		(78)		(12)		(16)		(28)		(20)		(22)		(42)		(70)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						8				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)								0						0		0				(14)		(11)		(25)		(14)		(14)		(28)		(53)		(14)		(13)		(27)		(13)		(13)		(26)		(53)				0		(2)		(2)		1		1		2		0				(2)				2		0

				為替差損		(588)		(181)		(769)		88		(668)		(580)		(1,349)		0		(545)		(545)		(663)		509		(154)		(699)		(668)

作成者: TH△2億、
Gilgen△1.6億、
NTRS△1.6億、
SNHC△0.9億 他		17		(651)		125		161		286		(365)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						365								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				ﾊｰﾓﾆｯｸ評価損 ヒョウカ ソン																														0		0		0		0		0		0				(6,412)		(24,916)		(31,328)		(13,191)		(9,893)		(23,084)		(54,412)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(54,412)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		(11,725)		11,725		0						0		0				(11,725)		11,725		0		0		0		0		0				0				0		0

				新株予約権評価損 シンカブヨヤクケン ヒョウカ ソン																														0		0		0		0		0		0				(2,546)		0		(2,546)		0		0		0		(2,546)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(2,546)								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他金融費用 タ キンユウ ヒヨウ		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3)		(3)		(3)		(50)

作成者: TH長期借入金
金利・為替スワップ評価損		49		(1)		0		(2)		(2)		(3)		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						3								0						0		0								0						0		0						(5)		(5)				24		24		19				0		(5)		(5)		0		24		24		19						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				5				(24)		(19)

				小計 ショウケイ		(614)		(208)		(822)		57		(708)		(651)		(1,473)		(68)		(592)		(660)		(725)		414		(311)		(971)		(766)		6		(760)		77		110		187		(573)		(9,001)		(24,955)		(33,956)		(13,231)		(9,939)		(23,170)		(57,126)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(56,553)				(50)		(47)		(97)		(48)		(50)		(98)		(195)				(50)		(47)		(97)		(48)		(50)		(98)		(195)				0		(5)		(5)		0		24		24		19				(50)		(52)		(102)		(48)		(26)		(74)		(176)		(11,765)		11,687		(78)		(39)		(37)		(76)		(154)				(11,715)		11,734		19		9		13		22		41				24				(2)		22

				金融損益 計 キンユウ ソンエキ ケイ		(562)		239		(323)		101		(885)		(784)		(1,107)		103		(353)		(250)		(665)		710		45		(205)		(717)		102		(615)		128		2,205		2,333		1,718		117,221		(24,595)		92,626		(13,191)		(9,584)		(22,775)		69,851				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						68,133				(14)		119		105		(15)		(9)		(24)		81				(14)		119		105		(15)		(9)		(24)		81				0		(5)		(5)		0		24		24		19				(14)		114		100		(15)		15		0		100		(11,687)		11,849		162		(13)		(3)		(16)		146				(11,673)		11,730		57		2		6		8		65				62				(16)		46



				（持分法損益） モチブン ホウ ソンエキ

				持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ		6,187		787		6,974		880		1,327		2,207		9,181		1,128		598		1,726		403		735		1,138		2,864		695		944		1,639		748		1,080		1,828		3,467		618		608		1,226		274		598		872		2,098				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						(1,369)				482		488		970		504		505		1,009		1,979				482		488		970		504		505		1,009		1,979						(70)		(70)				(9)		(9)		(79)				482		418		900		504		496		1,000		1,900		485		488		973		504		542		1,046		2,019				3		0		3		0		37		37		40				73				46		119



				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		12,338		700		13,038		7,199		9,725		16,924		29,962		7,387		6,101		13,488		6,104		8,387		14,491		27,979		8,162		6,531		14,693		6,045		12,980		19,025		33,718		124,494		(16,029)		108,465		(6,722)		222		(6,500)		101,966				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				68,248				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		416		416		0		511		511		928				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		323,887				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				法人税等 ホウジンゼイトウ		(2,380)		(1,866)		(4,246)		(1,395)		(1,356)		(2,751)		(6,997)		(2,684)		(2,052)		(4,736)		(1,172)		(2,120)		(3,292)		(8,028)		(2,587)		(1,591)

作成者: NITG税効果+266		(4,178)		(1,742)		(4,286)		(6,028)		(10,206)		(43,379)		4,818		(38,561)		2,254		2,234		4,488		(34,073)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(3,293)		(2,049)		(5,342)		(2,896)		(46)		(2,942)		(8,284)				(3,325)		(2,090)		(5,415)		(2,963)		(165)		(3,128)		(8,543)						(185)		(185)				(172)		(172)		(357)				(3,325)		(2,275)		(5,600)		(2,963)		(337)		(3,300)		(8,900)		1,070		(5,214)		(4,144)		(1,918)		(2,889)		(4,807)		(8,951)				4,395		(3,124)		1,271		1,045		(2,724)		(1,679)		(408)				1,456				(1,507)		(51)

				非支配株主損益 ヒ シハイ カブヌシ ソンエキ		(439)		(467)		(906)		(434)		(595)		(1,029)		(1,935)		(619)		(427)		(1,046)		(385)		(589)		(974)		(2,020)		(475)		(648)		(1,123)		(673)		(1,211)		(1,884)		(3,007)		(1,057)		(791)		(1,848)		(510)		(717)		(1,227)		(3,075)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(488)		(611)		(1,099)		(536)		(943)		(1,479)		(2,578)				(488)		(633)		(1,121)		(557)		(965)		(1,522)		(2,643)						21		21				(78)		(78)		(57)				(488)		(612)		(1,100)		(557)		(1,043)		(1,600)		(2,700)		(403)		(547)		(950)		(611)		(1,065)		(1,676)		(2,626)				85		86		171		(54)		(100)		(154)		17				150				(76)		74

				実効税率 ジッコウ ゼイリツ														23.4%														28.7%		31.7%		24.4%		28.4%		28.8%		33.0%		31.7%		30.3%														33.4%														ERROR:#REF!																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!																																ERROR:#VALUE!														2.8%



				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9,520		(1,634)		7,886		5,370		7,773		13,143		21,029		4,084		3,622		7,706		4,547		5,678		10,225		17,931		5,100		4,292		9,392		3,630		7,483		11,113		20,505		80,058		(12,002)		68,056		(4,978)		1,739		(3,239)		64,818				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				0		252		252		0		261		261		514				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		312,310				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



																																																																																																																																		ERROR:#VALUE!								ERROR:#VALUE!





				※IFRS営業利益に含まれる従来の営業外損益、特別損益項目 エイギョウ リエキ フク ジュウライ エイギョウガイ ソンエキ トクベツ ソンエキ コウモク

				（その他収益） タ シュウエキ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ		35		42		77		(46)		1		(45)		32		6		13		19		4		20		24		43		1,591		15		1,606		21		3,324		3,345		4,951		2		8		10		5		10		15		25				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0		2		1		3		1		1		2		5				2		1		3		1		1		2		5				3				2		5

				政府補助金収入 セイフ ホジョキン シュウニュウ		10		4		14		12		5		17		31		5		5		10		6		26		32		42		99		25		124		209		182		391		515		43		173		216		82		81		163		379				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				7		7		14		13		8		21		35				23		23		46		29		24		53		99								0						0		0				23		23		46		29		24		53		99		17		30		47		28		23		51		98				(6)		7		1		(1)		(1)		(2)		(1)				1				(2)		(1)

				賃借収益 チンシャク シュウエキ		65		67		132		60		224		284		416		105		107		212		108		108		216		428		107		73		180		70		69		139		319		36		36		72		36		37		73		145				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				46		43		89		45		42		87		176				46		43		89		45		42		87		176								0						0		0				46		43		89		45		42		87		176		46		46		92		47		46		93		185				0		3		3		2		4		6		9				3				6		9

				事業譲渡益 ジギョウ ジョウトエキ		85		82		167		0		0		0		167		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				保険収入 ホケン シュウニュウ		102		0		102		0		145		145		247		76		0		76		0		20		20		96		0		0		0		0		26		26		26		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				NSY本社移転補助 ホンシャ イテン ホジョ																0		341		341		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他収益 タ シュウエキ		238		163		401		95		193		288		689		199		174		373		219		253		472		845		221		170		391		129		184		313		704		150		143		293		151		186		337		630				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				57		45		102		71		95		166		268				41		29		70		55		79		134		204								0						0		0				41		29		70		55		79		134		204		87		32		119		53		80		133		252				46		3		49		(2)		1		(1)		48				49				(1)		48

				その他収益 小計 タ シュウエキ ショウケイ		535		358		893		121		568		689		1,582		391		640		1,031		337		427		764		1,795		2,018		283		2,301		429		3,785		4,214		6,515		231		360		591		274		314		588		1,179				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				110		95		205		129		145		274		479				110		95		205		129		145		274		479				0		0		0		0		0		0		0				110		95		205		129		145		274		479		152		109		261		129		150		279		540				42		14		56		0		5		5		61				56				5		61



				（その他費用） タ ヒヨウ

						18実績 ジッセキ														19実績 ジッセキ														20実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		21実績 ジッセキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（差異）
21実-10K サイ ジツ				（差異）
21実-修正 サイ ジツ シュウセイ						（差異）
21実-20実 サイ ジツ ジツ				22短期 タンキ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				22実行 ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				（22総合調整）下ブレ・為替・端数調整 ソウゴウ チョウセイ シタ カワセ ハスウ チョウセイ																22公表														22/2K		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22実行 サイ ジッコウ		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績		20実績				(差異）22/2K-22総合 サイ ソウゴウ

						1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q実績 ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q実績 ジッセキ		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ				下期 シモキ		通期 ツウキ

				固定資産処分損 コテイ シサン ショブン ソン		(33)		(96)		(129)		(20)		(68)		(88)		(217)		(58)		(175)		(233)		(13)		(188)		(201)		(434)		(45)		(18)		(63)		(51)		(50)		(101)		(164)		(59)		(77)		(136)		(77)		(194)		(271)		(407)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)								0						0		0				(11)		(72)		(83)		(115)		(247)		(362)		(445)		(11)		(62)		(73)		(67)		(247)		(314)		(387)				0		10		10		48		0		48		58				10				48		58

				賃貸原価 チンタイ ゲンカ														(108)		(28)		(29)		(57)		(26)		(114)		(140)		(197)		(13)		(8)		(21)		(6)		(4)		(10)		(31)		(5)		2

作成者: 岩国固定資産税還付+3		

作成者: TH△2億、
Gilgen△1.6億、
NTRS△1.6億、
SNHC△0.9億 他		

作成者: TH長期借入金
金利・為替スワップ評価損																		(3)		(1)		(1)		(2)		(5)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)								0						0		0				(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)		(1)		(1)		(2)		(2)		(1)		(3)		(5)				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				減損損失 ゲンソン ソンシツ		0		(5,249)		(5,249)		1		25		26		(5,223)		0		0		0		0		(1,268)		(1,268)		(1,268)		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				災害損失 サイガイ ソンシツ														(48)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								0						0		0								0						0		0								0						0		0				0		0		0		0		0		0		0						0						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0				0		0

				その他費用 タ ヒヨウ		(39)		(181)		(220)		(69)		(208)		(277)		(497)		(116)		(58)		(174)		(27)		(70)		(97)		(271)		(63)		(37)		(100)		(166)		(57)		(223)		(323)		(28)		(54)		(82)		(25)		(167)		(192)		(274)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(15)		(15)		(30)		11		(35)		(24)		(54)				(15)		(15)		(30)		11		(35)		(24)		(54)						(13)		(13)				(11)		(11)		(24)				(15)		(28)		(43)		11		(46)		(35)		(78)		(27)		(24)		(51)		(14)		(16)		(30)		(81)				(12)		(9)		(21)		(25)		19		(6)		(27)				(8)				5		(3)

				その他費用 小計 タ ヒヨウ ショウケイ		(72)		(5,526)		(5,598)		(88)		(407)		(495)		(6,093)		(202)		(262)		(464)		(66)		(1,640)		(1,706)		(2,170)		(121)		(63)		(184)		(223)		(111)		(334)		(518)		(92)		(129)		(221)		(103)		(362)		(465)		(686)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				(27)		(88)		(115)		(106)		(283)		(389)		(504)				(27)		(88)		(115)		(106)		(283)		(389)		(504)				0		(13)		(13)		0		(11)		(11)		(24)				(27)		(101)		(128)		(106)		(294)		(400)		(528)		(39)		(87)		(126)		(83)		(264)		(347)		(473)				(12)		1		(11)		23		19		42		31				2				53		55

				差引 計 サシヒキ ケイ		463		(5,168)		(4,705)		33		161		194		(4,511)		189		378		567		271		(1,213)		(942)		(375)		1,897		235		2,132		206		3,674		3,880		5,997		139		231		370		171		(48)		123		493				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				83		7		90		23		(138)		(115)		(25)				83		7		90		23		(138)		(115)		(25)				0		(13)		(13)		0		(11)		(11)		(24)				83		(6)		77		23		(149)		(126)		(49)		113		22		135		46		(114)		(68)		67				30		15		45		23		24		47		92				58				58		116







セグメント別（1Q）

								セグメント別売上高・営業利益（1Q累） ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ルイ

				↓百万円単位データ ヒャクマンエン タンイ



								(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		期首計画
上期 キシュ ケイカク カミキ		差異
2022-2021 サイ		期首計画
通期 キシュ ケイカク ツウキ		セグメント売上値クロスチェック用データ

												2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		PR		16,469		18,275		43,100		1,806		89,000

										PW		17,611		12,989		31,900		-4,622 		62,800

										その他 タ		23		29		0		6		0

										合計 ゴウケイ		34,103		31,293		75,000		-2,810 		151,800		34,103		31,293

								TRS		RR		5,175		4,769		11,700		-406 		26,000

										AS		2,440		2,594		6,200		154		15,300

										NAM		2,994		2,987		6,700		-7 		13,500

										MR		2,671		2,726		6,100		55		12,300

										その他 タ		1,613		1,639		3,100		26		6,100

										合計 ゴウケイ		14,893		14,716		33,800		-177 		73,200		14,893		14,715

								ACB		AI		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

										合計 ゴウケイ		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300		19,917		21,536

								MFR		TYJ		2,836		2,363		7,400		-473 		18,400

										その他 タ		279		478		1,200		199		3,300

										合計 ゴウケイ		3,115		2,841		8,600		-274 		21,700		3,115		2,841

								合計 ゴウケイ				72,028		70,386		153,000		-1,642 		320,000		72,028		70,385



				0.000001		営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		5,950		3,835		11,600		-2,115 		26,400

								TRS		合計 ゴウケイ		638		1,060		1,900		422		6,600

								ACB		合計 ゴウケイ		2,970		2,280		3,300		-690 		7,100

								MFR		合計 ゴウケイ		218		(75)		800		-293 		2,900

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(3,123)		(2,105)		(4,200)		1,018		(10,000)

								合計 ゴウケイ				6,655		4,995		13,400		-1,659 		33,000



						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%		-5.2%		17.4%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%		2.9%		9.0%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%		-4.3%		9.7%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%		-9.6%		13.4%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%		-2.1%		10.3%







																																↓セグメント別売上高営業利益↓ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ																↓サブセグメント別売上高↓ ベツ ウリアゲ ダカ



				↓グラフ用データ（百万円単位の数値が必要な場合には、上の表から使用 ヨウ ヒャクマンエン タンイ スウチ ヒツヨウ バアイ ウエ ヒョウ シヨウ																												↓セグメント別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ																↓CMPサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ



								(単位：億円） タンイ オク エン				1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		上期計画 カミキ ケイカク

												2021/12		2022/12		2022/12

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		精密減速機 セイミツ ゲンソクキ		165		183		431

										油圧機器 ユアツ キキ		176		130		319

										その他 タ		0		0		0

										合計 ゴウケイ		341		313		750

								TRS		鉄道車両用機器 テツドウ シャリョウヨウ キキ		52		48		117

										航空機器 コウクウ キキ		24		26		62

										商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		30		30		67

										舶用機器 ハクヨウ キキ		27		27		61

										その他 タ		16		16		31

										合計 ゴウケイ		149		147		338

								ACB		自動ドア ジドウ		199		215		361

										合計 ゴウケイ		199		215		361																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

								MFR		包装機 ホウソウキ		28		24		74																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

										その他 タ		3		5		12																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				60				38				116

										合計 ゴウケイ		31		28		86																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				17.4%				12.3%				15.5%

								合計 ゴウケイ				720		704		1530

																												↓セグメント別営業利益 ベツ エイギョウ リエキ																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

						営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		60		38		116

								TRS		合計 ゴウケイ		6		11		19

								ACB		合計 ゴウケイ		30		23		33																												↓TRSサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

								MFR		合計 ゴウケイ		2		(1)		8

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(31)		(21)		(42)

								合計 ゴウケイ				67		50		134

																																																														RR		R105 G195 B105

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%																																														AS		R137 G208 B137

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%																																														NAM		R176 G223 B176

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%																																														MR		R216 G239 B216

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%																																														その他 タ		R166 G166 B166

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%



										営業利益用軸→ エイギョウ リエキ ヨウ ジク		2021/12
1Q実績 ジッセキ		2022/12
1Q実績 ジッセキ		2022/12
上期計画



												　　　

												　　

												　　　																																						2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				6				11				19

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				4.3%				7.2%				5.6%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





																																																↓ACBサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

																																																														ACB		R241 G169 B63

																																																														AI		R239 G182 B148

























																																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				30				23				33

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				14.9%				10.6%				9.1%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ



																																												↓MFRサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																																		2021年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ				2022年12月期 ネン ガツキ

																																																		1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				1Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				上期計画 カミキ ケイカク

																																														営業利益(億円) エイギョウ リエキ オクエン				2				(1)				8

																																														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				7.0%				-2.6%				9.3%



																																												貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





自動ドア	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	199	215	361	合計	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	199	215	361	



その他	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	0	0	0	油圧機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	176	130	319	精密減速機	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	165	183	431	合計	

341	313	750	





CMP	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	341	313	TRS	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	149	147	ACB	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	199	215	MFR	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	31	28	合計	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	720	704	



CMP	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	60	38	TRS	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	6	11	ACB	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	30	23	MFR	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2	-1	全社または消去	

　　	　　　	2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	-31	-21	合計	

2021/12	2022/12	1Q実績	1Q実績	67	50	



その他	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	16	16	31	舶用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	27	27	61	商用車用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	30	30	67	航空機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	24	26	62	鉄道車両用機器	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	52	48	117	合計	

149	147	338	



その他	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	3	5	12	包装機	

2021/12	
1Q実績	2022/12	
1Q実績	2022/12	
上期計画	28	24	74	合計	

31	28	86	



億円

億円

売上高(億円）

売上高(億円）

売上高(億円）

売上高(億円）

■鉄道車両用機器■航空機器
■商用車機器■舶用機器■その他



（バックデータ)PL 

				（1Q）バックデータPL																（通期）バックデータPL ツウキ										（1Q）為替影響 カワセ エイキョウ



				①経理から支給される「連結PL」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ シヨウ																①経理から支給される「連結PL」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ シヨウ

																				②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン				↓2022年期首計画 ネン キシュ ケイカク

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク								■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

				開示科目名		貸借		当期注記番号		前期
金額		当期
金額		対前期増減額		対前期増減率																		21/12 1Q		22/12/1Q				211Q影響 エイキョウ		221Q影響 エイキョウ

				売上高		貸				72,028		70,386		(1,642)		-2.300				　売上高 ダカ		299,802,144,415		320,000,000,000								USD		107.15		117.79				9		8

				売上原価		貸				(51,979)		(52,184)		(205)		0.400				　売上原価		(217,759,201,770)										EUR		128.48		131.57				(4)		-2

				売上総利益		貸				20,049		18,202		(1,847)		-9.200				　売上総利益		82,042,942,645										RMB		16.45		18.54				279		126

				その他の収益		貸				349		350		1		0.300																CHF		117.43		127.13				3		0

				販売費及び一般管理費		貸				(13,666)		(13,487)		179		-1.300				　その他の収益		1,179,975,704

				その他の費用		貸				(78)		(70)		7		-9.500				　販売費及び一般管理費		(52,520,455,279)

				営業利益		貸				6,655		4,995		(1,659)		-24.900				　その他の費用		(685,855,074)

				金融収益		貸				126,222		889		(125,332)		-99.300				　営業利益		30,016,607,996		33,000,000,000

				金融費用		貸				(9,000)		(11,764)		(2,764)		30.700

				持分法による投資利益		貸				618		811		192		31.100				　金融収益　　		126,976,532,522		276,000,000

				税引前四半期利益又は損失（△）		貸				124,494		(5,069)		(129,563)		－				　金融費用　　		(57,125,765,340)		-176,000,000

				法人所得税費用		貸				(43,379)		1,157		44,536		－				 持分法による投資利益		2,098,793,442		1,900,000,000						（22通期）為替影響 ツウキ カワセ エイキョウ

				四半期利益		貸				81,115		(3,912)		(85,027)		－				　税引前利益		101,966,168,620		35,000,000,000

				四半期利益（△損失）の帰属				

				　親会社の所有者		借				80,058		(4,388)		(84,446)		－				　法人所得税費用　　		(34,073,402,773)		-8,900,000,000

				　非支配持分		借				1,057		476		(582)		-55.000				四半期純利益 シハンキ ジュン		67,892,765,847										■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

				　四半期利益（△損失）		借				81,115		(3,912)		(85,027)		－																		21通期 ツウキ		22通期期首 ツウキ キシュ				21通期 ツウキ		22通期期首 ツウキ キシュ

				１株当たり四半期利益（△損失）																当期純利益の帰属												USD		110.37		110.00				45		45

				　基本的１株当たり四半期利益（△損失）						647.79		(36.57)		0		0.000				　親会社の所有者												EUR		130.34		125.00				1		10

				　希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）						647.75		(36.57)		0		0.000				　　親会社の所有者に帰属する四半期純利益 シハンキ ジュン		64,817,726,672		23,400,000,000								RMB		17.12		17.00				790		853

																				　非支配持分		3,075,039,175										CHF		120.71		120.00				8		15

																				　　非支配持分に帰属する当期利益		67,892,765,847

																				　当期利益

																				１株当たり当期利益　　

																				　基本的1 株当たり利益（円）		534.67		194.57

																				　希薄化後1 株当たり利益（円）		534.53





																				↓配当 ハイトウ

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク

																				配当額 ハイトウ ガク		77		78

																				配当性向 ハイトウ セイコウ		14.4%		40.1%



																				↓ROA・ROE

																				項目		2021 通期
（2021/１～12） ツウキ		22/12
通期計画 ツウキ ケイカク

																				ROA		15.6%		5.3%

																				ROE		29.6%		9.6%



















































PL（全社・セグメント別）



						↓第1四半期連結業績概況および通期見通し ダイ ヨン ハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ														0.01										為替レート カワセ																												↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン



																																																																																												(単位：百万円)		2020/12		2021/12		2021/12				差異 サイ		差異 サイ

						(単位：億円) オク エン		2021/12		2022/12		前年比増減				2021/12		2022/12		差異 サイ						7.2028						21/12 1Q(実績)  		US$1=		¥107.15		RMB1=		¥16.45		EUR1=		¥128.48		CHF1=		¥117.43										為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ																																				1Q累計実績(A) ルイケイ ジッセキ		1Q累計実績(B)
HDS込み ルイケイ コ		1Q累計実績(C)
HDS除く ルイケイ ノゾ				(B-A)
HDS株込み
 カブ コ		（C-A）
HDS株除く カブ ノゾ

								1Q実績
(A) ジッセキ		1Q実績
(B) ジッセキ		(B-A)				通期実績
（C） ツウキ ジッセキ		期首通期計画
(D) キシュ ツウキ ケイカク		（D-C)												22/12 1Q(実績)  		US$1=		¥117.79		RMB1=		¥18.54		EUR1=		¥131.57		CHF1=		¥127.13								21/12 1Q(実績)  		米国ドル 		軽微				人民元		279		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微																売上高		68,616		70,455						1,839

						売上高		720		704		-16				2,998		3,200		202																																				22/12 1Q(実績)  		米国ドル 		軽微				人民元		126		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微																営業利益		8,184		5,597						-2,587

						営業利益		67		50		-17				300		330		30																																																																								(営業利益率)		11.9%		7.9%						-4.0%

						(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				10.0%		10.3%		0.3pt																																																																								金融損益 キンユウ ソンエキ		-717		116,274		176				116,991		893

						金融損益 キンユウ ソンエキ		1,172		-109		-1,281				699		1		-698																																																																								持ち分投資による利益 モ ブントウシ リエキ		695		502						-193

						持分法による投資利益 モチブン ホウ トウシ リエキ		6		8		2				21		19		-2																																																																								税引前利益		8,162		122,373		6,275				114,211		-1,887

						税引前利益		1,245		-51		-1,296				1,020		350		-670																																																																								当期利益*1		5,100		85,369		2,299				80,269		-2,801

						当期利益*2		801		-44		-844				648		234		-414																																																																								基本的1株当たり当期利益 キホン テキ カブ ア トウキ リエキ		41.08		0.00						-41.1		0.0

						基本的1株当たり当期利益(円） キホン テキ カブ ア トウキ リエキ エン		647.79		-36.57		-684.36				534.67		194.57		-340.10



																														為替レート カワセ																												↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン

						ROIC										8.1%		8.5%		0.4pt

						一株当たり配当金										77円		78円(予)		1.0pt												21/12 通期(通期実績)   ツウキ ツウキ ジッセキ		US$1=		¥110.37		RMB1=		¥17.12		EUR1=		¥130.34		CHF1=		¥120.71										為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

						配当性向										14.4%		40.1%(予)		25.7pt												22/12 通期(期首計画) ツウキ		US$1=		¥110.00		RMB1=		¥17.00		EUR1=		¥125.00		CHF1=		¥120.00								21/12 通期(通期実績)   ツウキ ジッセキ		米国ドル 		45		百万円		人民元		790		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微

																																																								22/12 通期(期首計画)   キシュ		米国ドル 		45		百万円		人民元		853		百万円		ユーロ		軽微		スイスフラン		軽微



				↓第1四半期連結業績概況および通期見通し（セグメント別） ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ ベツ

																														億円へ変更 オクエン ヘンコウ		0.01																																																										176

				セグメント		項目		2021/12		2022/12		前年比増減				2022/12		1Q実績対上期計画進捗率 ジッセキ タイ カミキ ケイカク シンチョク リツ		2022/12
期首通期計画 キシュ ツウキ ケイカク										セグメント		項目		2021/12		2022/12		前年比増減				2022/12		1Q実績対上期計画進捗率 ジッセキ タイ カミキ ケイカク シンチョク リツ		2022/12
期首通期計画 キシュ ツウキ ケイカク

								1Q実績(A) ジッセキ		1Q実績(B) ジッセキ		(B-A)				上期計画（C） カミキ ケイカク		(B/C)		(D)														1Q実績(A) ジッセキ		1Q実績(B) ジッセキ		(B-A)				上期計画（C） カミキ ケイカク		(B/C)		(D)

				コンポーネント
ソリューション
（CMP）		売上高		34,103		31,293		-2,810				75,000		41.7%		151,800										コンポーネント
ソリューション
（CMP）		売上高		341		313		-28				750		41.7%		1,518

						営業利益		5,950		3,835		-2,115				11,600		33.1%		26,400												営業利益		60		38		-21				116		33.1%		264

						(営業利益率)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		17.4%												(営業利益率)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		17.4%

				トランスポート
ソリューション
（TRS）		売上高		14,893		14,716		-177				33,800		43.5%		73,200										トランスポート
ソリューション
（TRS）		売上高		149		147		-2				338		43.5%		732

						営業利益		638		1,060		422				1,900		55.8%		6,600												営業利益		6		11		4				19		55.8%		66

						(営業利益率)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		9.0%												(営業利益率)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		9.0%

				アクセシビリティ
ソリューション
（ACB）		売上高		19,917		21,536		1,619				36,100		59.7%		73,300										アクセシビリティ
ソリューション
（ACB）		売上高		199		215		16				361		59.7%		733

						営業利益		2,970		2,280		-690				3,300		69.1%		7,100												営業利益		30		23		-7				33		69.1%		71

						(営業利益率)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		9.7%												(営業利益率)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		9.7%

				マニュファクチャリングソリューション
（MFR）		売上高		3,115		2,841		-274				8,600		33.0%		21,700										マニュファクチャリングソリューション
（MFR）		売上高		31		28		-3				86		33.0%		217

						営業利益		218		(75)		-293				800		-9.4%		2,900												営業利益		2		(1)		-3				8		-9.4%		29

						(営業利益率)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		13.4%												(営業利益率)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		13.4%

				全社または消去				-3,123		-2,105		1,018				-4,200		50.1%		-10,000										全社または消去				-31		-21		10				-42		50.1%		-100

				連結合計		売上高		72,028		70,386		-1,642				153,000		46.0%		320,000										連結合計		売上高		720		704		-16				1,530		46.0%		3,200

						営業利益		6,655		4,995		-1,659				13,400		37.3%		33,000												営業利益		67		50		-17				134		37.3%		330

						(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		10.3%												(営業利益率)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		10.3%







































*1当期利益＝親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位：百万円）



PL（全社・セグメント別） (EN)

						↓第3四半期連結業績概況および通期見通し ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ																				為替レート カワセ																								↓注記（為替感応度のみ作成）数式および「軽微表示」は自動計算 チュウキ カワセ カンノウド サクセイ スウシキ ケイビ ヒョウジ ジドウ ケイサン



						(JPY billion)		2021 /12		2022/12		Variation				2021/12		2022/12		Variation								21/12 Q1-Q3(result)  		US$1=		ERROR:#REF!		RMB1=		ERROR:#REF!		EUR1=		ERROR:#REF!		CHF1=		ERROR:#REF!						為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

				0.1				Q1results(A)		Q1results(B)		(B-A)				Full year Results（C）		Full year plan(D)		(D-C)								22/12 Q1-Q3(result)  		US$1=		¥107.15		RMB1=		¥16.45		EUR1=		¥128.48		CHF1=		¥117.43				21/12 Q1-Q3(result)  		USD:		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		RMB:		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		EUR:		ERROR:#REF!		CHF:		ERROR:#REF!

						Sales		72.0		70.4		-1.6				299.8		320.0		20.2																												22/12 Q1-Q3(result)  		USD:		minimal				RMB:		279		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						O.P.		6.7		5.0		-1.7				30.0		33.0		3.0

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				10.0%		10.3%		0.3pt

						Financial Income and cost		117.2		-10.9		-128.1				69.9		0.1		-69.8

						Equity in earnings of affiliates		0.6		0.8		0.2				2.1		19		-2

						Income before tax		124.5		-5.1		-129.6				102.0		35.0		-67.0

						Net profit*2		80.1		-4.4		-84.4				64.8		23.4		-41.4

						Earnings pre share(JPY yen)		647.79		-36.57		-684.36				534.67		194.57		-340.10																														為替感応度（為替が1円変動したときの営業利益に対する影響） カワセ カンノウド カワセ エン ヘンドウ エイギョウ リエキ タイ エイキョウ

																												21/12 Full-year(Initial plan)  		US$1=		¥110.37		RMB1=		¥17.12		EUR1=		¥130.34		CHF1=		¥120.71				21/12 Full-year(Initial plan)  		USD:		45		million		RMB:		790		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						ROA										5.3%		ERROR:#REF!		-1.7pt								22/12 Full-year(Revised plan)  		US$1=		¥110.00		RMB1=		¥17.00		EUR1=		¥125.00		CHF1=		¥120.00				22/12 Full-year(Revised plan)  		USD:		45		million yen		RMB:		853		million yen		EUR:		minimal		CHF:		minimal

						ROE										9.6%		ERROR:#REF!		-3.2pt

						DPS(JPY Yen)										78(plan)		ERROR:#REF!		0

						Payout ratio										40.1%(plan)		ERROR:#REF!		14.7pt





				↓第3四半期連結業績概況および通期見通し（セグメント別） ダイ シハンキ レンケツ ギョウセキ ガイキョウ ツウキ ミトオ ベツ



				Segment		Term		2021/12		2022/12		Variation				2021/12		2022/12		Variation

								Q1-Q3result(A)		Q1-Q3result(B)		(B-A)				Full year Result(C)
(As of Dec.)		plan (D)
(As of July.)		(D-C)

				Component 
Solutions
（CMP）		Sales		34,103		31,293		-2,810				75,000		41.7%		-75,000



						O.P.		14,893		14,716		-177				11,600		33.1%		-11,600

						(OPM)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		ERROR:#VALUE!

				Transport
Solutions
（TRS）		Sales		14,893		14,716		-177				33,800		43.5%		-33,800



						O.P.		ERROR:#REF!		1,060		ERROR:#REF!				1,900		55.8%		-1,899

						(OPM)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		ERROR:#VALUE!

				Accessibility 
Solutions
（ACB）		Sales		19,917		21,536		1,619				36,100		59.7%		-36,099



						O.P.		ERROR:#REF!		2,280		ERROR:#REF!				3,300		69.1%		-3,299

						(OPM)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		ERROR:#VALUE!

				Manufacturing
Solutions
（MFR）		Sales		3,115		2,841		-274				8,600		33.0%		-8,600

						O.P.		ERROR:#REF!		(75)		ERROR:#REF!				800		-9.4%		-800

						(OPM)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		ERROR:#VALUE!

				Corporate or elimination				ERROR:#REF!		-2,105		ERROR:#REF!				-4,200		50.1%		4,201

				Total		Sales		72,028		70,386		-1,642				153,000		46.0%		-153,000

						O.P.		ERROR:#REF!		4,995		ERROR:#REF!				13,400		37.3%		-13,400

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		ERROR:#VALUE!





				JPY Bnに変えます カ		0.1



				Segment		Term		2021/12		2022/12		Variation				H1 Plan		Progress rate		Plan

								Q1 results(A)		Q1 results(B)		(B-A)				2022/12 （C)		(B/C)		2022/12

				Component 
Solutions
（CMP）		Sales		34.1		31.3		-2.8				75.0		41.7%		151.8

						O.P.		6.0		3.8		-2.1				11.6		33.1%		26.4

						(OPM)		17.4%		12.3%		-5.2pt				15.5%		-		17.4%

				Transport
Solutions
（TRS）		Sales		14.9		14.7		-0.2				33.8		43.5%		73.2

						O.P.		0.6		1.1		0.4				1.9		55.8%		6.6

						(OPM)		4.3%		7.2%		2.9pt				5.6%		-		9.0%

				Accessibility 
Solutions
（ACB）		Sales		19.9		21.5		1.6				36.1		59.7%		73.3

						O.P.		3.0		2.3		-0.7				3.3		69.1%		7.1

						(OPM)		14.9%		10.6%		-4.3pt				9.1%		-		9.7%

				Manufacturing
Solutions
（MFR）		Sales		3.1		2.8		-0.3				8.6		33.0%		21.7

						O.P.		0.2		-0.1		-0.3				0.8		-9.4%		2.9

						(OPM)		7.0%		-2.6%		-9.6pt				9.3%		-		13.4%

				Corporate or elimination				-3.1		-2.1		1.0				-4.2		50.1%		-10.0

				Total		Sales		72.0		70.4		-1.6				153.0		46.0%		320.0

						O.P.		6.7		5.0		-1.7				13.4		37.3%		33.0

						(OPM)		9.2%		7.1%		-2.1pt				8.8%		-		10.3%





(JPY million）

*1Net profit attributable ot owners of the parent



セグメント別（1Q） (EN)

								セグメント別売上高・営業利益 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ								セグメント売上値クロスチェック用データ

				↓百万円単位データ ヒャクマンエン タンイ

												②		①				②		①

								(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				上期 カミキ		上期 カミキ		H1		差異
2022-2021 サイ		期首計画
通期 キシュ ケイカク ツウキ

												2021年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツキ		2022年12月期 ネン ガツ キ		2022年12月期 ネン ガツ キ		2022年12月期 ネン ガツ キ

						売上高 ウリアゲ ダカ		CMP		PR		16,469		18,275		43,100		1,806		89,000

										PW		17,611		12,989		31,900		(4,622)		62,800

										その他 タ		23		29		0		6		0

										合計 ゴウケイ		34,103		31,293		75,000		(2,810)		151,800

								TRS		RR		5,175		4,769		11,700		(406)		26,000

										AS		2,440		2,594		6,200		154		15,300

										NAM		2,994		2,987		6,700		(7)		13,500

										MR		2,671		2,726		6,100		55		12,300

										その他 タ		1,613		1,639		3,100		26		6,100

										合計 ゴウケイ		14,893		14,716		33,800		(177)		73,200

								ACB		AI		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

										合計 ゴウケイ		19,917		21,536		36,100		1,619		73,300

								MFR		TYJ		2,836		2,363		7,400		(473)		18,400

										その他 タ		279		478		1,200		199		3,300

										合計 ゴウケイ		3,115		2,841		8,600		(274)		21,700

								合計 ゴウケイ				72,028		70,386		153,000		(1,642)		320,000



						営業利益 エイギョウ リエキ		CMP		合計 ゴウケイ		5,950		3,835		11,600		(2,115)		26,400

								TRS		合計 ゴウケイ		638		1,060		1,900		422		6,600

								ACB		合計 ゴウケイ		2,970		2,280		3,300		(690)		7,100

								MFR		合計 ゴウケイ		218		(75)		800		(293)		2,900

								全社または消去 ゼンシャ ショウキョ				(3,123)		(2,105)		(4,200)		1,018		(10,000)

								合計 ゴウケイ				6,655		4,995		13,400		(1,659)		33,000



						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%		-5.2%		17.4%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%		2.9%		9.0%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%		-4.3%		9.7%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%		-9.6%		13.4%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%		-2.1%		10.3%







																		↓セグメント別売上高営業利益↓ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ														↓サブセグメント別売上高↓ ベツ ウリアゲ ダカ



				↓グラフ用データ（日本語ページからデータ引き込みにつき編集不要） ヨウ ニホンゴ ヒ コ ヘンシュウ フヨウ														↓セグメント別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ														↓CMPサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

																0.1

								(JPY billion）				Q1 Result		Q1 Result		H1　Plan

												2021/12		2022/12		2022/12

						Sales		CMP		Precision Reduction Gears		16.5		18.3		43.1

										Hydraulic Equipment		17.6		13.0		31.9

										Others		0.0		0.0		0

										合計 ゴウケイ		34.1		31.3		75.0

								TRS		Railroad Vehicle Equipment		5.2		4.8		11.7

										Aircraft Equipment		2.4		2.6		6.2

										Commercial Vehicle Equipment		3.0		3.0		6.7

										Marine Vessel Equipment		2.7		2.7		6.1

										Others		1.6		1.6		3.1

										合計 ゴウケイ		14.9		14.7		33.8

								ACB		Automatic Doors		19.9		21.5		36.1

										合計 ゴウケイ		19.9		21.5		36.1																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12

								MFR		Packaging Machines		2.8		2.4		7.4

										Others		0.3		0.5		1.2																		O.P.(JPY billion)				6.0				3.8				11.6

										合計 ゴウケイ		3.1		2.8		8.6																		(OPM)				17.4%				12.3%				15.5%

								合計 ゴウケイ				72.0		70.4		153

																0		↓セグメント別営業利益 ベツ エイギョウ リエキ														貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

						OP		CMP		合計 ゴウケイ		6.0		3.8		11.6

								TRS		合計 ゴウケイ		0.6		1.1		1.9

								ACB		合計 ゴウケイ		3.0		2.3		3.3																↓TRSサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ

								MFR		合計 ゴウケイ		0.2		-0.1		0.8

								HQ				-3.1		-2.1		-4.2

								合計 ゴウケイ				6.7		5.0		13.4

																0

						OPM		CMP		合計 ゴウケイ		17.4%		12.3%		15.5%

								TRS		合計 ゴウケイ		4.3%		7.2%		5.6%

								ACB		合計 ゴウケイ		14.9%		10.6%		9.1%

								MFR		合計 ゴウケイ		7.0%		-2.6%		9.3%

								合計 ゴウケイ				9.2%		7.1%		8.8%



										営業利益用軸→ エイギョウ リエキ ヨウ ジク		2021/12
Q1 Results		2022/12
Q1 Results		H1 Plan
2022/12



												  		  

												  		  

																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				0.6				1.1				1.9

																																		(OPM)				4.3%				7.2%				5.6%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ





																																↓ACBサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				3.0				2.3				3.3

																																		(OPM)				14.9%				10.6%				9.1%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ

																																↓MFRサブセグメント売上高 ウリアゲ ダカ





























																																						2021/12
Q1 Results				2022/12
Q1 Results				H1 Plan
2022/12



																																		O.P.(JPY billion)				0.2				-0.1				0.8

																																		(OPM)				7.0%				-2.6%				9.3%



																																貼り付けるときは、「グラフ＋売上高」、「営業利益および営業利益率の表」を別々にコピーして貼り付ける。 ハ ツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ リツ ヒョウ ベツベツ ハ ツ



CMP	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	34.1	31.3	TRS	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	14.9	14.700000000000001	ACB	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	19.900000000000002	21.5	MFR	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	3.1	2.8000000000000003	合計	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	72	70.400000000000006	



CMP	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	6	3.8000000000000003	TRS	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	0.60000000000000009	1.1000000000000001	ACB	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	3	2.3000000000000003	MFR	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	0.2	-0.1	HQ	

  	  	  	  	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	-3.1	-2.1	合計	

2021/12	2022/12	Q1 Result	Q1 Result	6.7	5	



Others	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	1.6	1.6	3.1	Marine Vessel Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.7	2.7	6.1000000000000005	Commercial Vehicle Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	3	3	6.7	Aircraft Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.4000000000000004	2.6	6.2	Railroad Vehicle Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	5.2	4.8000000000000007	11.700000000000001	合計	

14.9	14.700000000000001	33.800000000000004	



Automatic Doors	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	19.900000000000002	21.5	36.1	合計	

19.900000000000002	21.5	36.1	



Others	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	0.30000000000000004	0.5	1.2000000000000002	Packaging Machines	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	2.8000000000000003	2.4000000000000004	7.4	合計	

3.1	2.8000000000000003	8.6	



Others	2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	0	0	0	Hydraulic Equipment	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	17.600000000000001	13	31.900000000000002	Precision Reduction Gears	

2021/12	
Q1 Results	2022/12	
Q1 Results	H1 Plan	
2022/12	16.5	18.3	43.1	合計	

34.1	31.3	75	



JPY billion

Sales
(JPY billion）

JPY billion

Sales
(JPY billion）

Sales
(JPY billion）

Sales
(JPY billion）



（バックデータ）設備投資

				（1Q）バックデータ																														（通期）バックデータ ツウキ



																																																21年実績 ネン ジッセキ																22年計画 ネン ケイカク																2023（中計） チュウケイ												2024（中計） チュウケイ												3ヵ年累計（中計） ネン ルイケイ チュウケイ

						↓②経理資料「203Q 設備投資額_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				設備投資 セツビ トウシ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														設備投資 セツビ トウシ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ				金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										金額 キンガク		調整項目 チョウセイ コウモク		百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ														百万単位 ヒャクマンタンイ		セグメント別比率 ベツ ヒリツ										百万単位 ヒャクマンタンイ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,565,307,555				1,565		55%		端数調整 ハスウ チョウセイ		2,990,453,945				2,990		66%										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C				9,470		9,470								5,263		55%														26,500		73%										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		23,988		77.3%						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		14,666		69.9%						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		65,154		74%

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		565,490,502				565		20%				170,163,752				170		4%										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T				2,697		2,697								1,952		20%														4,200		12%										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,761		8.9%						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,497		11.9%						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		9,458		11%

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		214,413,866				214		8%				591,969,195				592		13%										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A				1,178		1,178								1,009		11%														2,100		6%										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,240		7.2%						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		1,618		7.7%						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		5,958		7%

						その他(MFR) タ		O		31,677,505				32		1%				72,594,951				73		2%										その他(MFR) タ		O				279		279								166		2%														900		2%										その他(MFR) タ		O		701		2.3%						その他(MFR) タ		O		619		3.0%						その他(MFR) タ		O		2,220		3%

						本社 ホンシャ		H		1,003,152				1		14%				1,065,187				1		14%		端数調整 ハスウ チョウセイ								本社 ホンシャ		H				23		23								5		0%														2,400		7%										本社 ホンシャ		H		1,339		4.3%						本社 ホンシャ		H		1,568		7.5%						本社 ホンシャ		H		5,307		6%

						消去または全社				400,348,729				400						673,553,583				674												消去または全社						1,411		1,411								1,176																		0%										消去または全社						0.0%						消去または全社						0.0%						消去または全社						0%

						再計 サイケイ				2,778,241,309				2,778		100%				4,499,800,613				4,500		100%										再計 サイケイ						15,059		15,059						0		9,571		※億円単位以下切り捨て処理を加えること オクエン タンイ イカ キ ス ショリ クワ														36,100		※億円単位以下切り捨て処理を加えること オクエン タンイ イカ キ ス ショリ クワ										再計 サイケイ				31,029								再計 サイケイ				20,968								再計 サイケイ				88,097



						↓①経理資料「生技部追記_19年12月期2Q設備投資ブレークダウン依頼」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				設備投資目的別 セツビ トウシ モクテキ ベツ																														設備投資目的別 セツビ トウシ モクテキ ベツ

						連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2020/12 上期実績 ジッセキ										連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2021/12 上期実績 ジッセキ												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2021/12 通期計画 ツウキ ケイカク												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2022/12通期計画 ツウキ ケイカク												連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2023/12 通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				2024/12 通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク								連結設備投資目的別 レンケツ セツビ トウシ モクテキ ベツ				中計期間累計 チュウケイ キカン ルイケイ

						新製品				693		6%								新製品				545		7%										新製品				779		5%						新製品				970		10%										新製品				1,450		4%										新製品				2,198		7%						新製品				980		5%						新製品				4,628		5%

						増産対応				5,585		48%								増産対応				3,896		51%										増産対応				7,739		51%						増産対応				2,549		27%										増産対応				20,453		57%										増産対応				7,219		24%						増産対応				6,773		32%						増産対応				34,445		39%

						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				2,891		25%								生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				1,754		23%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				3,463		23%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				2,142		23%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				4,513		13%										生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				5,968		20%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				4,501		21%						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ				14,982		17%

						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				2,356		20%								その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				1,428		19%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				3,075		20%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				3,639		39%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				9,684		27%										その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				14,754		49%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				8,713		42%						その他（老朽化・安全対策、環境対応） タ ロウキュウカ アンゼン タイサク カンキョウ タイオウ				33,151		38%

						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				11,527		100%								設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				7,623		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				15,059								設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				9,301		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				36,100		100%										設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				30,139		100%						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				20,968		100%						設備投資額合計 セツビ トウシ ガク				87,207

						↓②経理資料「201Q 研究開発費_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ ケンキュウ カイハツヒ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ				連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ						金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ												連結の研究開発費(開示用) レンケツ ケンキュウ カイハツヒ カイジ ヨウ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		535,199,589		535				ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		581,468,159		581														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,926,580,367		1,927								2,281																2,900														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C										ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		704,264,708		704				ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		667,396,089		667														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		2,872,665,908		2,873								2,679																3,200														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T										ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		472,354,196		472				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		699,203,461		699														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		1,929,821,892		1,930								2,254																2,500														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A										ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A

						その他(MFR) タ		O		98,500,534		99				その他(MFR) タ		O		169,660,123		170														その他(MFR) タ		O		554,678,075		555								569																700														その他(MFR) タ		O										その他(MFR) タ		O

						本社 ホンシャ		H		0		0				本社 ホンシャ		H		0		0														本社 ホンシャ		H		0		0								0																														本社 ホンシャ		H										本社 ホンシャ		H

						消去または全社				519,653,549		520				消去または全社				477,135,135		477														消去または全社				1,683,821,493		1,684								1,835																2,100														消去または全社												消去または全社

						再計 サイケイ				2,329,972,576		2,330				再計 サイケイ				2,594,862,967		2,595														再計 サイケイ				8,967,567,735		8,968								9,618																11,400														再計 サイケイ												再計 サイケイ



						↓②経理資料「201Q 減価償却費_FX(配布用)」を使用 ケイリ シリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ シヨウ														↓②経理資料「」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						2021年1Q累計 ネン ルイケイ										2022年1Q累計 ネン ルイケイ														減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						2020/12通期実績 ツウキ ジッセキ								2021/12通期実績 ツウキ ジッセキ																2022/12通期計画 ツウキ ケイカク

						連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ				連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の設備投資額(開示用) レンケツ セツビ トウシ ガク カイジ ヨウ				金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ						金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														金額 キンガク		百万単位 ヒャクマンタンイ														連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ												連結の減価償却費(開示用) レンケツ ゲンカ ショウキャク ヒ カイジ ヨウ

						ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,254,171,461		1,254				ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		1,352,572,834		1,353														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C				4,771								5,166																6,000														ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		7,191								ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		9,175								ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		C		22,366

						ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		1,013,238,030		1,013				ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		935,070,390		935														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T				4,757								3,943																3,800														ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		3,664								ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		3,699								ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		T		11,163

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		561,052,673		561				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		658,639,684		659														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A				2,160								2,229																2,500														ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,524								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		2,294								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		A		7,318

						その他(MFR) タ		O		112,287,478		112				その他(MFR) タ		O		131,262,237		131														その他(MFR) タ		O				441								451																400														その他(MFR) タ		O		386								その他(MFR) タ		O		417								その他(MFR) タ		O		1,203

						本社 ホンシャ		H		13,439,680		13				本社 ホンシャ		H		14,682,544		15														本社 ホンシャ		H				49								57																1,600														本社 ホンシャ		H		1,795								本社 ホンシャ		H		1,969								本社 ホンシャ		H		5,364

						消去または全社				372,394,308		372				消去または全社				371,134,824		371														消去または全社						1,552								1,420																														消去または全社												消去または全社												消去または全社				0

						再計 サイケイ				3,326,583,630		3,327				再計 サイケイ				3,463,362,513		3,463														再計 サイケイ						13,730								13,266																14,300														再計 サイケイ				15,560								再計 サイケイ				17,554								再計 サイケイ				47,414





開示なし

開示なし



設備投資





						(単位：億円)		2021 /12		2022/12		2022/12				対前年
同期比		進捗率				2021 /12		2019/12

								1Q実績 ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		期首計画 キシュ ケイカク										通期実績		通期期首計画 ツウキ キシュ ケイカク

								(A)		(B)		（C)				(B-A)		(B/C)

						設備投資額		28		45		361				17		12%				96		96

						研究開発費		23		26		114				3		23%				96		96

						減価償却費		33		35		143				1		24%				133		152





				目的別 モクテキ ベツ



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ









































				セグメント別 ベツ



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ











































合計	

2778.2413089499996	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	6.0119718920794658E-2	0.48451461785373473	0.25080246378068882	0.20438969376247071	合計	

4499.8006126600003	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	7.1494162403253306E-2	0.51108487472123831	0.23009313918404828	0.18732782369146006	合計	

36100	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	0.104289861305236	0.27405655305881088	0.23029781743898506	0.39124825287603482	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	2778.2413089499996	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.55341670174848412	0.20354261531505333	7.7176113287666492E-2	1.1401999134471189E-2	0.14446257051432504	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	4499.8006126600003	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.66457476721223674	3.7815842666728702E-2	0.13155453895768615	1.613292615582947E-2	0.13992192500751888	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	36100	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.54989951270907711	0.20393210147952867	0.10542530534718626	1.7368735934581055E-2	5.2921084072434735E-4	

設備投資 (EN)





						(JPY billion)		2021/12		2022/12		2021/12				Variation		Rate of progress				2021/12

								Q1 results		Q1 results		  Plan										Full year results

								(A)		(B)		(C)				(B-A)		(B/C)

						CAPEX		2.8		4.5		36.1				1.7		12%				9.6

						R&D		2.3		2.6		11.4				0.3		23%				9.6

						Depreciation		3.3		3.5		14.3				0.1		24%				13.3





				By Usage



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ









































				By Segment



				↓2021/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ												↓2022/12 1Q実績　赤枠内をコピペ ジッセキ アカ ワク ナイ																		↓2022/12 通期計画　赤枠内をコピペ ツウキ ケイカク アカ ワク ナイ











































合計	

2778.2413089499996	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	6.0119718920794658E-2	0.48451461785373473	0.25080246378068882	0.20438969376247071	合計	

4499.8006126600003	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	7.1494162403253306E-2	0.51108487472123831	0.23009313918404828	0.18732782369146006	合計	



36100	新製品	



新製品	増産対応	生産性向上	その他（老朽化・安全対策、環境対応）	0.104289861305236	0.27405655305881088	0.23029781743898506	0.39124825287603482	合計	

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	2778.2413089499996	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.55341670174848412	0.20354261531505333	7.7176113287666492E-2	1.1401999134471189E-2	0.14446257051432504	合計	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	4499.8006126600003	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.66457476721223674	3.7815842666728702E-2	0.13155453895768615	1.613292615582947E-2	0.13992192500751888	合計	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	36100	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	



ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ	ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ	その他(MFR)	0.54989951270907711	0.20393210147952867	0.10542530534718626	1.7368735934581055E-2	5.2921084072434735E-4	JPY million

Others
（Environment, Renewal and Safety）

JPY million

JPY million

New Products

Production Increase

Productivity Improvement

Others
（Environment, Renewal and Safety）

JPY million

JPY million

JPY million



基本カラー

		基本カラー キホン

				表・グラフで使用する分野別カラー ヒョウ シヨウ ブンヤ ベツ

				セグメント
カンパニー		基本色 キホン イロ				事業別売上文字色 ジギョウ ベツ ウリアゲ モジ イロ

				CMP		R75 G172 B198				R49 G133 B156

				PR		R183 G222 B232

				PW		R217 G237 B243

				その他 タ		R166 G166 B166

				TRS		R47 G187 B84				R35 G140 B63

				RR		R105 G195 B105

				AS		R137 G208 B137

				NAM		R176 G223 B176

				MR		R216 G239 B216

				その他 タ		R166 G166 B166

				ACB		R241 G169 B63				R213 G133 B16

				AI		R239 G182 B148

				MFR		R234 G108 B108				R223 G33 B33

				TYJ		R236 G158 B158

				その他 タ		R166 G166 B166

				本社 ホンシャ		R40 G113 B194

				設備投資
（用途別） セツビ トウシ ヨウト ベツ		基本色 キホン イロ

				新製品 シンセイヒン		R30 G85 B145

				増産対応 ゾウサン タイオウ		R40 G113 B194

				生産性向上 セイサンセイ コウジョウ		R118 G169 B227

				その他 タ		R166 G166 B166





バックデータ→





（バックデータ）セグメント別売上営業利益

				セグメント別売上高営業利益用バックデータ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ

				1Q																												通期 ツウキ



				サブセグメント売上高用データ ウリアゲ ダカ ヨウ																												サブセグメント売上高用データ ウリアゲ ダカ ヨウ

				①経理から支給される「事業別セグメント情報最小分類」を使用※2018年から同ファイルが作成されたため、それ以前はIRで計算 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ サイショウ ブンルイ シヨウ ネン ドウ サクセイ イゼン ケイサン																												①経理から支給される「事業別セグメント情報最小分類」を使用※2018年から同ファイルが作成されたため、それ以前はIRで計算 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ サイショウ ブンルイ シヨウ ネン ドウ サクセイ イゼン ケイサン

				②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン																												②赤枠の数値のみ更新 アカ ワク スウチ コウシン

						①								②																				①								②								②

						↓2022年12月期1Q「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2021年12月期1Q「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ																				↓2022年カンパニー別売上(IFRS15)の開示累計値をここに貼り付け ネン ベツ ウリアゲ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2021年カンパニー別売上(IFRS15)の開示累計値をここに貼り付け ネン ベツ ウリアゲ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ								↓2018年12月期通期「事業セグメント情報最小分類」の開示累計値をここに貼り付け ネン ガツキ ツウキ ジギョウ ジョウホウ サイショウ ブンルイ カイジ ルイケイ アタイ ハ ツ												2022年カンパニー別売上(IFRS15)
上期計画 カミキ ケイカク		セグメントWF用データ ヨウ				売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ

						コンポーネント								コンポーネント																				コンポーネント								コンポーネント								コンポーネント								コンポーネント						コンポーネント

								精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		16,469						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		12,861																		精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		55,831						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		66,400						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		65,803						精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		31,000				精密減速機 セイミツ ゲンソク キ		(10,569)

								油圧機器 ユアツ キキ		17,611						油圧機器 ユアツ キキ		12,744																		油圧機器 ユアツ キキ		53,996						油圧機器 ユアツ キキ		56,400						油圧機器 ユアツ キキ		53,395						油圧機器 ユアツ キキ		29,400				油圧機器 ユアツ キキ		(2,404)

								その他 タ		23						その他 タ		6																		その他 タ		28						その他 タ		0						その他 タ		82						その他 タ		60,400				その他 タ		28

								小計 ショウケイ		34,103						小計 ショウケイ		25,611																		小計 ショウケイ		109,855						小計 ショウケイ		122,800						小計 ショウケイ		119,280						小計 ショウケイ						小計 ショウケイ		(12,945)		(2,727)

						トランスポート								トランスポート																				トランスポート								トランスポート								トランスポート								トランスポート						トランスポート				0

								航空機器 コウクウ キキ		2,440						航空機器 コウクウ キキ		4,117																		航空機器 コウクウ キキ		18,782						航空機器 コウクウ キキ		14,200						航空機器 コウクウ キキ		18,526						航空機器 コウクウ キキ		6,700				航空機器 コウクウ キキ		4,582

								鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		5,175						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		6,662																		鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		29,488						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		27,200						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		31,207						鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		13,100				鉄道用車両機器 テツドウヨウ シャリョウ キキ		2,288

								舶用機器 ハクヨウ キキ		2,671						舶用機器 ハクヨウ キキ		2,479																		舶用機器 ハクヨウ キキ		10,730						舶用機器 ハクヨウ キキ		10,800						舶用機器 ハクヨウ キキ		9,777						舶用機器 ハクヨウ キキ		5,300				舶用機器 ハクヨウ キキ		(70)

								商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		2,994						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		3,409																		商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		12,040						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		12,200						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		14,600						商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		5,700				商用車用機器 ショウヨウシャ ヨウ キキ		(160)

								その他 タ		1,613						その他 タ		2,195																		その他 タ		7,049						その他 タ		6,200						その他 タ		7,754						その他 タ		3,000				その他 タ		849

								小計 ショウケイ		14,893						小計 ショウケイ		18,862																		小計 ショウケイ		78,090						小計 ショウケイ		70,600						小計 ショウケイ		81,863						小計 ショウケイ		33,800				小計 ショウケイ		7,490		(3,262)

						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ																				ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ								ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ						ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ				0

								自動ドア		19,917						自動ドア		20,209																		自動ドア		73,665						自動ドア		72,400						自動ドア		75,957						自動ドア		35,900				自動ドア		1,265

								小計 ショウケイ		19,917						小計 ショウケイ		20,209																		小計 ショウケイ		73,665						小計 ショウケイ		72,400						小計 ショウケイ		75,957						小計 ショウケイ		35,900				小計 ショウケイ		1,265		433

						その他 タ								その他 タ																				その他 タ								その他 タ								その他 タ								その他 タ						その他 タ				0

								包装機 ホウソウ キ		2,836						包装機 ホウソウ キ		3,397																		包装機 ホウソウ キ		14,997						包装機 ホウソウ キ		16,900						包装機 ホウソウ キ		14,650						包装機 ホウソウ キ		7,300				包装機 ホウソウ キ		(1,903)

								その他		279						その他		537																		その他		2,750						その他		3,300						その他		2,876						その他		1,600				その他		(550)

								小計 ショウケイ		3,115						小計 ショウケイ		3,934																		小計 ショウケイ		17,747						小計 ショウケイ		20,200						小計 ショウケイ		17,527						小計 ショウケイ		8,900				小計 ショウケイ		(2,453)		-571

						連結 レンケツ		合計		72,028				連結 レンケツ		合計		68,616																連結 レンケツ		合計		279,358				連結 レンケツ		合計		286,000				連結 レンケツ		合計		294,626				連結 レンケツ		合計		139,000		連結 レンケツ		合計		(6,642)		-467



						※TRSの売上順に注意 ウリアゲ ジュン チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ																				※TRSの売上順に注意 ウリアゲ ジュン チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ								※TRSの売上順（航空機と鉄道)に注意 ウリアゲ ジュン コウクウキ テツドウ チュウイ																本社費 ホンシャ ヒ				5,660

						情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン																				情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン								情報が更新されたら、赤枠内を更新 ジョウホウ コウシン アカ ワク ナイ コウシン

				セグメント別売上高・営業利益用データ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ																												セグメント別売上高・営業利益用データ ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ ヨウ

				①経理から支給される「事業別セグメント情報（開示用）」を使用 ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ カイジ ヨウ シヨウ																												①実績は経理から支給される「事業別セグメント情報（開示用）」を使用、見通しは決算短信開示数値を使用 ジッセキ ケイリ シキュウ ジギョウ ベツ ジョウホウ カイジ ヨウ シヨウ ミトオ ケッサン タンシン カイジ スウチ シヨウ

				②赤枠内の数値のみ更新 アカ ワク ナイ スウチ コウシン																												②赤枠内の数値のみ更新 アカ ワク ナイ スウチ コウシン



				①																												①																																①

				2022年12月期1Q累 ネン ガツキ ルイ																												2022年12月期計画（上期は→側にあり） ネン ガツキ ケイカク カミキ ガワ																																2021 年12月期通期実績 ネン ガツキ ツウキ ジッセキ





								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結																		500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益																																Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高																																　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		34,102,943,793		14,893,086,974		19,916,655,112				3,115,065,191						72,027,751,070						1000000						(1)外部顧客に対する売上高		122,800		70,600		72,400				20,200						286,000																(1)外部顧客に対する売上高		109,855		78,090		73,665				17,747						279,358

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高																												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高																																(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		2,014														0

						　　　計(売上高)																												　　　計(売上高)																																　　　計(売上高)

						　　　営業費用																												　　　営業費用																																　　　営業費用

						　　　営業利益		5,950,183,888		638,394,716		2,970,124,164				217,647,789				-3,123,000,000		6,654,796,895		0										　　　営業利益		20,400		6,600		7,300				2,900				-8,200		29,000		0														　　　営業利益		17,673		3,338		7,733				2,329				-2,540		28,533		0





						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.4%		4.3%		14.9%				7.0%						9.2%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.6%		9.3%		10.1%				14.4%						10.1%																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.1%		4.3%		10.5%				13.1%						10.2%

				②																												②

				2021年12月期1Q ネン ガツキ																												2021年12月期通期 ネン ガツキ ツウキ																																				107,188,115,895		83,993,630,458		79,971,462,972		271,153,209,325		18,654,451,464		289,807,660,789		0		289,807,660,789

																																																																		1,000,000		15,896,843,546		5,777,758,929		8,564,776,140		30,239,378,615		2,550,841,653		32,790,220,268		(7,470,140,497)		25,320,079,771



								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		25,611,355,414		18,861,762,711		20,209,280,625		64,682,398,750		3,934,099,865		68,616,498,615		0		68,616,498,615												(1)外部顧客に対する売上高		119,280		81,863		75,957				17,527		294,626		0		294,626

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		576,942,195		244,145,565		3,418,600		824,506,360		68,559,953		893,066,313		-893,066,313		0												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

						　　　計(売上高)		26,188,297,609		19,105,908,276		20,212,699,225		65,506,905,110		4,002,659,818		69,509,564,928		-893,066,313		68,616,498,615												　　　計(売上高)

						　　　営業費用		22,290,299,680		17,440,161,084		17,789,206,497		57,519,667,261		3,557,810,597		61,077,477,858		-644,913,152		60,432,564,706												　　　営業費用																						119,279,746,594						81,863,162,417		75,956,796,085		17,526,556,055		0		294,626,261,151		0		294,626,261,151

						　　　営業利益		3,897,997,929		1,665,747,192		2,423,492,728		7,987,237,849		444,849,221		8,432,087,070		-248,153,161		8,183,933,909												　　　営業利益		20,210		2,026		4,630				2,456		21,821		67		21,889



																																																						1,000,000		20,209,990,228						2,026,419,958		4,629,514,218		2,455,928,793		(7,500,706,013)		21,821,147,184		67,434,365		21,888,581,549

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.2%		8.8%		12.0%		12.3%		11.3%						11.9%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		16.9%		2.5%		6.1%				14.0%						7.4%

				③																												③

				2017年12月期3Q ネン ガツキ																												2017年12月期通期 ネン ガツキ ツウキ



						プロジェクト　　 : 【IFRS】																												プロジェクト　　 : 【IFRS】2017/6 2Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002017306)

						（調整後開示用） チョウセイ ゴ カイジ ヨウ																												（調整後開示用） チョウセイ ゴ カイジ ヨウ

								500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		計 ケイ		580
その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイ ガク		
連結														500
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ		510
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ		520
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ		580
その他(2017-)		590
本社		
計		
消去又は全社
(作成） サクセイ		
連結

						Ⅰ.売上高及び営業損益																												Ⅰ.売上高及び営業損益

						　　　売上高																												　　　売上高

						(1)外部顧客に対する売上高		87,745,975,835		56,925,599,763		53,802,880,167		198,474,455,765		12,368,589,809		210,843,045,574		0		210,843,045,574												(1)外部顧客に対する売上高		113,884,803,788		79,133,811,653		72,374,399,324		17,028,838,284		0		282,421,853,049		0		282,421,853,049

						(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		1,801,860,935		401,054,836		6,415,504		2,209,331,275		210,079,985		2,419,411,260		-2,419,411,260		0												(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高		2,055,976,233		417,782,365		4,877,400		308,619,950		382,407,604		3,169,663,552		-3,169,663,552		0

						　　　計(売上高)		89,547,836,770		57,326,654,599		53,809,295,671		200,683,787,040		12,578,669,794		213,262,456,834		-2,419,411,260		210,843,045,574												　　　計(売上高)		115,940,780,021		79,551,594,018		72,379,276,724		17,337,458,234		382,407,604		285,591,516,601		-3,169,663,552		282,421,853,049

						　　　営業費用		74,446,550,869		58,700,436,657		51,075,744,000		184,222,731,526		10,802,843,200		195,025,574,726		3,212,603,416		198,238,178,142												　　　営業費用		95,508,613,346		71,168,254,835		67,211,260,287		15,354,336,550		6,880,693,230		256,123,158,248		-3,169,663,552		252,953,494,696

						　　　営業利益		15,101,285,901		-1,373,782,058		2,733,551,671		16,461,055,514		1,775,826,594		18,236,882,108		-5,632,014,676		12,604,867,432												　　　営業利益		20,432,166,675		8,383,339,183		5,168,016,437		1,983,121,684		-6,498,285,626		29,468,358,353		0		29,468,358,353

						      （営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		( 18.8% )		( 10.6% )		( 6.5% )		( 9.0% )		ERROR:#DIV/0!						( 10.3% )



								17.2%		-2.4%		5.1%		8.3%				8.6%				6.0%												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.9%		10.6%		7.1%		11.6%				10.4%				10.4%





(バックデータ)WFC

						①緑色のセルのみ記入。マイナス要因は変動要素(マイナス）に、プラス要因は変動要素（プラス） ミドリイロ キニュウ ヨウイン ヘンドウ ヨウソ ヨウイン ヘンドウ ヨウソ

										売上の
減少 ウリアゲ ゲンショウ		生産性の
改善 セイサンセイ カイゼン		為替差損 カワセ サソン		OVALO社
減損なし シャ ゲンソン		販売費減 ハンバイ ヒ ゲン		減価償却費増加 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウカ		本社比減 ホンシャ ヒ ゲン						1000000

								2021/12
1Q実績（IFRS) ジッセキ																2022/12
1Q実績（IFRS) ジッセキ

						土台 ドダイ		0		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		2939.823098		ERROR:#REF!

						変動要因(プラス) ヘンドウ ヨウイン		0

						変動要因(マイナス) ヘンドウ ヨウイン				-2940





																								式を入れているので変更しない。

																								変更するところ ヘンコウ

						②経理資料「201Q実績為替関連分析（対191Q）(報告用)」を使用 ケイリ シリョウ シヨウ



						■為替レート カワセ								■営業利益への感応度 エイギョウ リエキ カンノウド

								21/12 1Q		22/12 1Q				211Q影響 エイキョウ		221Q影響 エイキョウ

						USD		107.15						9

						EUR		128.48						(4)

						RMB		16.45						279

						CHF		117.43						3





						③英語用 ①から式を引き込んでいるので変更しないこと。(最初の設定時、空欄のセルは式を消すこと。消さないと、表に数字が反映される） エイゴ ヨウ シキ ヒ コ ヘンコウ サイショ セッテイ ジ クウラン シキ ケ ケ ヒョウ スウジ ハンエイ

										売上の
減少 ウリアゲ ゲンショウ		生産性の
改善 セイサンセイ カイゼン		為替差損 カワセ サソン		OVALO社
減損なし シャ ゲンソン		販売費減 ハンバイ ヒ ゲン		減価償却費増加 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウカ		本社比減 ホンシャ ヒ ゲン

								2021/12
H1 result（IFRS)																2022/12
H1 result（IFRS)

						土台 ドダイ		0.0072028		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		293.9823098		ERROR:#REF!

						変動要因(プラス) ヘンドウ ヨウイン		0														

						変動要因(マイナス) ヘンドウ ヨウイン				-293.975107										









（バックデータ）キャッシュフロー

						①経理から支給される「4.CFS-連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表(ｾｸﾞﾒﾝﾄなし)_193Q」を使用 ケイリ シキュウ レンケツ ヒョウ シヨウ



								当期金額
(211Q) 		当期金額
(221Q) 		増減額										22 短期		正 セイ

						四半期利益		67,893														（総合）		（総合）

						減価償却費及び償却費		13,266										営業ＣＦ		当期利益

						のれん減損損失														減価償却費

						株式報酬費用														使用権資産償却

						退職給付にかかる資産及び負債の増減額  （△は減少）		297												持分法利益

						受取利息及び受取配当金		(528)												売上債権の増減

						支払利息		168												棚卸資産の増減

						持分法による投資損益 （△は益）		56,958												買入債務の増減

						固定資産除売却損益（△は益）		(2,099)												その他

						投資有価証券評価損益（△は益）		382												計

						法人所得税費用		34,073										投資ＣＦ		設備投資

						売上債権の増減額 （△は増加）		1,545												子会社取得

						たな卸資産の増減額 （△は増加）		(3,846)												設備債務の増減

						営業債務増減額 （△は減少）		5,040												その他

						その他		(355)												計

						小計		47,686												FCF		0

						利息及び配当金の受取額		1,023										財務ＣＦ		借入金増減

						利息の支払額		(165)												配当金支払

						法人税等の支払額		(12,204)												ﾘｰｽ負債支払

						営業活動によるフロー		36,340												その他

						定期預金の純増減(△増加)		1,484												計

						有形固定資産の取得による支出		(7,738)										換算差額

						有形固定資産の売却による収入		89										Cash増減額

						無形固定資産の取得による支出		(1,561)

						無形固定資産の売却による収入

						連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		(746)

						新株予約権の取得による支出

						その他		(71)

						投資活動によるフロー		67,147

						短期借入金の純増減額 （△は減少）		(12,601)

						長期借入れによる収入		30

						長期借入金の返済		(222)

						リース負債の返済による支出		(2,522)

						非支配株主からの払込みによる収入		(20,969)

						自己株式の純増減		(8,800)

						配当金の支払額		51

						少数株主への配当金の支払額		(2,928)

						財務活動によるフロー		(57,960)

						現金及び現金同等物の増減額 （△は減少）		45,527

						現金及び現金同等物の期首残高		64,665

						現金及び現金同等物に係る換算差額		2,579

						現金及び現金同等物の四半期末残高		112,771



						FCF		67,147		0		0						FCF						0









数値の連動確認用シート

		バックデータ間の主な数値が一致しているか当該シートで確認します。 カン オモ スウチ イッチ トウガイ カクニン

		異なる場合には、元データを確認してください。 コト バアイ モト カクニン

		3Q累計データ ルイケイ		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ

		通期期首計画 ツウキ キシュ ケイカク		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ

		通期修正計画 ツウキ シュウセイ ケイカク		セグメント別売上営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ		PL

		売上高 ウリアゲ ダカ

		営業利益 エイギョウ リエキ





（バックデータ）海外売上高

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド



		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト																												↓②



				３．調整後（開示用） チョウセイゴ カイジ ヨウ																								調整後（開示用） チョウセイゴ カイジ ヨウ

				販売元国・地域				110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高						販売元国・地域				110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高

				100		日本		4,090,709,364		1,118,034,780		333,890,953		582,992,388		91,850,431		6,217,477,916		38,794,483,771		45,011,961,687						100		日本		2,695,619,595		1,615,826,677		234,018,444		600,845,121		168,637,587		5,314,947,424		39,660,459,607		44,975,407,031

				110		中国		12,414,560,187		165,771,042				0				12,580,331,229		99,937,139		12,680,268,368						110		中国		7,992,621,392		152,835,157								8,145,456,549		143,250,181		8,288,706,730

				130		韓国				395,155,060				0				395,155,060		0		395,155,060						130		韓国		22,828,816		303,998,018				1,200,420				328,027,254		2,182,227		330,209,481

				140		台湾				343,383,824								343,383,824		0		343,383,824						140		台湾				142,825,096								142,825,096		0		142,825,096

				200		シンガポール		146,412		245,651,816				8,937,141				254,735,369		0		254,735,369						200		シンガポール				253,255,561				0				253,255,561		160,043		253,415,604

				220		タイ		0		1,224,549,284								1,224,549,284		0		1,224,549,284						220		タイ		0		1,324,685,855								1,324,685,855		0		1,324,685,855

				300		インド				70,645,052								70,645,052		0		70,645,052						300		インド				89,469,031								89,469,031		0		89,469,031

				400		アメリカ		2,337,138		4,187,930		2,651,195,346		26,018,539		49,929,096		2,733,668,049		0		2,733,668,049						400		アメリカ		3,025,046		9,481,420		3,155,733,394		77,953,710		77,539,176		3,323,732,746		0		3,323,732,746

				550		ケイマン										0		0				0						550		ケイマン										0		0				0

				640		オランダ				257		23,330,940		272,746,851		13,832,285		309,910,333		14,753,358		324,663,691						640		オランダ				0		10,327,587		328,801,323		13,859,189		352,988,099		10,682,168		363,670,267

																												650		ベルギー						0		25,002,115				25,002,115		43,040,801		68,042,916

				730		ドイツ								246,594,362		280,277,707		526,872,069		0		526,872,069						700		イタリア		323,531						553,764,710				554,088,241		0		554,088,241

				750		スイス						27,716,476		2,627,307,911				2,655,024,387		0		2,655,024,387						730		ドイツ		10,095,103				47,305,204		3,396,045,509		6,580,100		3,460,025,916		0		3,460,025,916

				930		北米		8,778,597		318,025,922		21,398,212		4,579,798,535		195,705,667		5,123,706,933		181,312		5,123,888,245						750		スイス		17,870,156		365,602,997		46,796,299		5,235,045,716		833,956,781		6,499,271,949		-13,260,676		6,486,011,273

				940		ヨーロッパ						682,935,987						682,935,987				682,935,987						930		北米						725,395,263						725,395,263				725,395,263

				000		全社連結		16,516,531,698		3,885,404,967		3,740,467,914		8,344,395,727		631,595,186		33,118,395,492		38,909,355,580		72,027,751,072						000		全社連結		10,742,383,639		4,257,979,812		4,219,576,191		10,218,658,624		1,100,572,833		30,539,171,099		39,846,514,351		70,385,685,450



								110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高										110
中国		910
アジア		930
北米		940
ヨーロッパ		980
その他		000
海外売上高		100
日本		000
連結売上高

				連結売上高に占める割合(%)				22.93		5.39		5.19		11.58		0.88		45.98		54.02		100						連結売上高に占める割合(%)				15.26		6.05		5.99		14.52		1.56		43.39		56.61		100.0000

								0.229		0.054		0.052		0.116		0.009		0.460		0.540		1.000										0.153		0.060		0.060		0.145		0.016		0.434		0.566		1.00







海外売上高 (日本語)

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド





		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト

														11.6

				地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		その他アジア タ		欧州 オウシュウ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン										地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		その他アジア タ		
北米		
ヨーロッパ		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン

				比率（%） ヒリツ		54.0%		22.9%		5.4%		11.6%		5.2%		0.9%		100.0%												比率（%） ヒリツ		56.6%		15.3%		6.0%		6.0%		14.5%		1.6%		100.0%

				売上高 ウリアゲ ダカ		389		165		39		83		37		6		720												売上高 ウリアゲ ダカ		398		107		43		42		102		11		704



																		海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		331																								海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		305

																		海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		46.0%																								海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		43.4%



				地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		欧州 オウシュウ		その他アジア タ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン										地域 チイキ		日本 ニホン		中国 チュウゴク		欧州 オウシュウ		その他アジア タ		
北米		
その他		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		チェック欄 ラン

				比率（%） ヒリツ		54.0%		22.9%		11.6%		5.4%		5.2%		0.9%		100.0%												比率（%） ヒリツ		56.6%		15.3%		14.5%		6.0%		6.0%		1.6%		100.0%

				売上高 ウリアゲ ダカ		389		165		83		39		37		6		720												売上高 ウリアゲ ダカ		398		107		102		43		42		11		704









																						日本		54.0%																								日本		56.6%

																						(389億円)																										(398億円)



																						中国		22.9%																								中国		15.3%

																						(165億円)																										(107億円)



																						その他アジア																										その他アジア		6.0%

																						5.4%		(39億円)																										(43億円)



																						欧州		11.6%																								
北米		6.0%

																						(83億円)																										(42億円)



																						欧州 オウシュウ		5.2%																								欧州 オウシュウ		14.5%

																						(37億円)																										(102億円)

																						
その他		0.9%																								
その他		1.6%

																						(6億円)																										(11億円)



																				海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		331億円																								海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		305億円

																				海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		46.0%																								海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		43.4%





																						720																										704

																						億円 オクエン																										億円 オクエン









2021/12 1Q実績

売上高	
[分類名][パーセンテージ]

[CELLRANGE]




[CELLRANGE]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
日本	中国	欧州	その他アジア	
北米	
その他	389.09355579999999	165.16531698	83.443957269999999	38.854049670000002	37.404679139999999	6.3159518600000002	(389億円)	売上高	日本	中国	欧州	その他アジア	
北米	
その他	398.46514351000002	107.42383639000001	102.18658624	42.57979812	42.195761910000002	11.00572833	720
億円

2022/12 通期実績



海外売上高 (EN) 

		2021年度（1Q）バックデータ ネンド																												2022年度（1Q）バックデータ ネンド





		↓①経理資料海外売上高ﾚﾎﾟｰﾄ(ｻﾏﾘｰ)_C分類【IFRS】2021/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002021403)を使用 ケイリ シリョウ カイガイ ウリアゲ ダカ ブンルイ （ ケッサン プロジェクト



				Region		Japan		China		Other Asia		US		EU		Others		Consolidated Sales		チェック欄 ラン										Region		Japan		China		Other Asia		US		EU		Others		Consolidated Sales		チェック欄 ラン

				Ratio（%）		54.0%		22.9%		5.4%		11.6%		5.2%		0.9%		100.0%												Ratio（%）		56.6%		15.3%		6.0%		6.0%		14.5%		1.6%		100.0%

				Sales		38.9		16.5		3.9		8.3		3.7		0.6		72.0												Sales		398.5		107.4		42.6		42.2		102.2		11.0		703.9



		表示 ヒョウジ																Oversea Sales		33.1																								Oversea Sales		305.4

																		Oversea Sales ratio		46.0%																								Oversea Sales ratio		0.4338832662











																						Japan		54.0%																								Japan		56.6%

																						38.9																										398.5



																						China		22.9%																								China		15.3%

																						16.5																										107.4



																						Other Asia																										Other Asia

																						5.4%		3.9																								6.0%		42.6



																						US		11.6%																								US		6.0%

																						8.3																										42.2



																						欧州 オウシュウ		5.2%																								欧州 オウシュウ		14.5%

																						3.7																										102.2

																						Others		0.9%																								Others		1.6%

																						0.6																										11.0



																				Oversea Sales		33.1																								Oversea Sales		305.4

																				Oversea Sales ratio		46.0%																								Oversea Sales ratio		43.4%





																						72.0																										703.9

																						Bn yen																										Bn yen









2021/12 Result

Ratio（%）	Japan	China	Other Asia	US	EU	Others	0.54019950645280645	0.22930789108617083	5.3943166476433393E-2	0.1158497329544389	5.1930927431858495E-2	8.7687755982919433E-3	Ratio（%）	Japan	China	Other Asia	US	EU	Others	0.56611673376834326	0.15262170951835208	6.0494968327398736E-2	5.9949351406081958E-2	0.14518092078905798	1.5636316190766029E-2	72.0
Bn yen

2022/12 Result



海外売上高レポート

		海外売上高レポート(サマリー)





		プロジェクト : 【IFRS】2022/3 1Q決算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ (9002022403)

		セグメント組替種別 : C分類(所在地セグメント) (03)



		販売元国・地域				110
中国		910
アジア		902
北米地域		940
ヨーロッパ		980
その他		海外売上高		100
日本		連結売上高

		100		日本		2,695,619,595		1,615,826,677		234,018,444		600,845,121		168,637,587		5,314,947,424		39,660,459,607		44,975,407,031

		110		中国		7,992,621,392		152,835,157								8,145,456,549		143,250,181		8,288,706,730

		130		韓国		22,828,816		303,998,018				1,200,420				328,027,254		2,182,227		330,209,481

		140		台湾				142,825,096								142,825,096		0		142,825,096

		200		シンガポール				253,255,561				0				253,255,561		160,043		253,415,604

		220		タイ		0		1,324,685,855								1,324,685,855		0		1,324,685,855

		300		インド				89,469,031								89,469,031		0		89,469,031

		400		アメリカ		3,025,046		9,481,420		3,155,733,394		77,953,710		77,539,176		3,323,732,746		0		3,323,732,746

		550		ケイマン										0		0				0

		640		オランダ				0		10,327,587		328,801,323		13,859,189		352,988,099		10,682,168		363,670,267

		650		ベルギー						0		25,002,115				25,002,115		43,040,801		68,042,916

		700		イタリア		323,531						553,764,710				554,088,241		0		554,088,241

		730		ドイツ		10,095,103				47,305,204		3,396,045,509		6,580,100		3,460,025,916		0		3,460,025,916

		750		スイス		17,870,156		365,602,997		46,796,299		5,235,045,716		833,956,781		6,499,271,949		-13,260,676		6,486,011,273

		930		北米						725,395,263						725,395,263				725,395,263

		000		全社連結		10,742,383,639		4,257,979,812		4,219,576,191		10,218,658,624		1,100,572,833		30,539,171,099		39,846,514,351		70,385,685,450

		連結売上高に占める割合(%)				15.26		6.05		5.99		14.52		1.56		43.39		56.61		100.00



		データ出力日付 : 2022/04/21 09:56:09

		販売元国・地域				110
中国		910
アジア		902
北米地域		940
ヨーロッパ		980
その他		海外売上高		100
日本		連結売上高

				211Q		16,516,531,698		3,885,404,967		3,740,467,914		8,344,395,727		631,595,186		33,118,395,492		38,909,355,580		72,027,751,072

				差異 サイ		-5,774,148,059		372,574,845		479,108,277		1,874,262,897		468,977,647		-2,579,224,393		937,158,771		-1,642,065,622

				増減率 ゾウゲン リツ		-35.0%		9.6%		12.8%		22.5%		74.3%		-7.8%		2.4%		-2.3%



&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"


&"Meiryo UI"	&"Meiryo UI"&P / &N	&"Meiryo UI"






Sales by Geographic Segment

©2022 Nabtesco Corporation 12

2021/12 Q1 Results

Overseas Sales JPY 33.1 billion Overseas Sales JPY 30.5 billion

Ratio 46.0% Ratio 43.4%

2022/12 Q1 Results

72.0
JPY billion

70.4
JPY billion

North America 6.0%
(JPY 4.2 billion)

Japan 56.6%
(JPY 39.8billion)

Europe 14.5%
(JPY 10.2 billion)

Others 1.6%
(JPY 1.1 billion)

China 15.3%
(JPY 10.7 billion)

Other Asia 6.0%
(JPY 4.3billion)

North America 5.2%
(JPY 3.7billion)

Europe 11.6%
(JPY 8.3 billion)

Other Asia 5.4% 
(JPY 3.9 billion)

Others 0.9%
(JPY 0.6 billion)

China 22.9% 
(JPY 16.5 billion)

Japan 54.0% 
(JPY 38.9 billion）



CAPEX, R&D and Depreciation

©2022 Nabtesco Corporation 13

(JPY billion)

2021/12 2022/12 2021/12
Variation Rate of 

progress

2021/12

Q1 results Q1 results Plan Full year 
results

(A) (B) (C) (B-A) (B/C)

CAPEX 2.8 4.5 36.1 1.7 12% 9.6

R&D 2.3 2.6 11.4 0.3 23% 9.6

Depreciation 3.3 3.5 14.3 0.1 24% 13.3

■Increase in CAPEX was due to the investment to production capacity expansion
of precision reduction gears.



Component Solutions Segment (CMP) 
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Transport Solutions Segment (TRS)

41.3 53.4 52.2 54.0 60.6 62.8

72.6
65.8 54.9 55.8

77.5 89.0

113.9 119.3
107.2 109.9

138.1
151.8

Precision Reduction Gears

Hydraulic Equipment

Sales（billion yen）

2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Result Result Result Result Result Plan

O.P.(JPY billion) 20.4 20.2 15.9 17.7 22.9 26.4
(OPM) 17.9% 16.9% 14.8% 16.1% 16.6% 17.4%

Sales（billion yen）

12.6 7.8 5.9 7.0 5.4 6.1
8.5 9.8 10.8 10.7 11.3 12.3

11.0 14.6 14.2 12.0 12.1 13.5

18.9 18.5 22.8 18.8 13.2 15.3

27.9 31.2 30.3 29.5
25.8 26.0

79.1 81.9 84.0
78.1

67.7 73.2
Railroad Vehicle Equipment

Aircraft Equipment

Commercial Vehicle Equipment

Marine Vessel Equipment

Others

2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Result Result Result Result Result Plan

O.P.(JPY billion) 8.4 2.0 5.8 3.3 5.6 6.6
(OPM) 10.6% 2.5% 6.9% 4.3% 8.3% 9.0%



Accessibility Solutions Segment (ACB)

©2022 Nabtesco Corporation 15

Manufacturing Solutions Segment (MFR)

Sales (Billion yen)

Sales (Billion yen)

72.4 76.0 80.0
73.7 75.1 73.3

72.4
76.0

80.0

73.7 75.1 73.3

Automatic Doors

2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Result Result Result Result Result Plan

O.P.(JPY billion) 5.2 4.6 8.6 7.7 7.6 7.1
(OPM) 7.1% 6.1% 10.7% 10.5% 10.2% 9.7%

3.9 2.9 2.6 2.8 2.2 3.3

13.1 14.6 16.1 15.0 16.6
18.4

17.0 17.5 18.7 17.7 18.8
21.7

Packaging Machines

Others

2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Result Result Result Result Result Plan

O.P.(JPY billion) 2.0 2.5 2.6 2.3 2.7 2.9
(OPM) 11.6% 14.0% 13.7% 13.1% 14.5% 13.4%



Main Products: Component Solutions Segment (CMP)

©2022 Nabtesco Corporation
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Main Customers

■Precision Reduction Gears
Industrial Robots: Fanuc, Yaskawa Electric, KHI, KUKA Roboter (Germany), ABB Robotics (Sweden) 
Machine Tools: Yamazaki Mazak, Okuma, DMG Mori Seiki

Precision Reduction Gears

Joints of Medium and Large Size 
Industrial Robots

No.1

Approx. 60％
world market share

Hydraulic Equipment

■ Traveling Units for Hydraulic Excavators Others

Nabtesco
25％

Approx. 25％
world market share

Others Nabtesco
60％

■Hydraulic Equipment
Traveling Units: Komatsu, Sumitomo Construction Machinery, Kobelco Construction Machinery, 

Sany (China), XCMG (China), Liu Gong (China)

©2022 Nabtesco Corporation



Main Products: Transport Solutions Segment (TRS)

©2022 Nabtesco Corporation
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Railroad Vehicle Equipment

Main Customers

■ Railroad Vehicle Equipment 
JR Companies, Private railway companies, KHI, Bullet train and subway projects in China

Brake Systems
Others

Nabtesco 50％
Approx. 50％ Domestic Market ShareNo.1

■Door Operating Systems Others
Nabtesco 60％

No.1
Approx. 60％ Domestic Market Share

■Aircraft Equipment
Boeing, KHI, MHI, IHI, Japanese Ministry of Defense, Airline operators

Aircraft Equipment

■Flight Control Actuation Systems (FCA) 
- One of the four major world players for FCA systems 

(major FCA supplier to Boeing Company)
- Expanding businesses including engine accessories and power supply systems
in the product lineup

Nabtesco
100％ Approx. 100％

market share for 
domestically-produced aircrafts

No.1

©2022 Nabtesco Corporation



Main Products: Transport Solutions Segment (TRS)
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Commercial Vehicle Equipment

Marine Vessel Equipment

主要顧客 (敬称略)

Commercial Vehicle Equipment
Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso Truck & Bus, UD Trucks

■ Wedge Chambers
Others

Nabtesco 75％ Approx. 75％ Domestic Market ShareNo.1

■ Air Dryers Others
Nabtesco 70％ Approx. 70％ Domestic Market ShareNo.1

■2ST Main Engine Control Systems Others
Nabtesco 50％

Approx. 50％ Domestic Market Share
(Approx. 40％ World Market Share)

No.1

■Marine Vessel Equipment
KHI, Hitachi Zosen, Makita Corporation, Japan Engine Corporation, Mitsui Engineering & Shipbuilding, 
Hyundai Heavy Industries (Korea), HSD Engine Co., Ltd. (Korea), Hudong Heavy Machinery (China), MAN Diesel 
(Denmark)



Main Products: Accessibility Solution Segment (ACB)
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Main Products: Manufacturing Solutions Segment (MFR)

Main Customers

■Automatic Doors Others Nabtesco
55％

Approx. 55％
market share for 

building automatic doors
(top share in the world)

No.1 ■Platform Screen Doors
Others

Nabtesco
95％

No.1
Approx. 95％

domestic market share
(accumulated total)

Automatic Doors

■Packaging Machines 
for Retort Pouch Foods

Others
Nabtesco

85％ Approx. 85％
domestic market share

No.1

■Packaging Machines
Mitsui Sugar, Ajinomoto, Marudai Food Co., Ltd., ARIAKE Japan, KENKO Mayonnaise, P&G, Kao, Lion,
beverage companies in North America, food companies in China 

Packaging Machines

Main Customers

Automatic Doors for buildings: Major general contractors, sash manufacturers, hospitals, banks, public institutions, etc.
Platform Doors： Subway projects in France, China and others



©2022 Nabtesco Corporation
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