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• 売上高は、円高影響及び産業用材料・機器の販売減により前年比減収。 
但し、ヘルスケアは買収効果もあり増収。情報機器は為替除いて実質増収。 

• 営業利益は、産業用材料・機器での販売減を主因に減益。               
情報機器は新製品効果で売上総利益率改善、円高影響をのみ込み前年水準確保。    
ヘルスケアは僅かながら増益。 

• 産業用材料・機器が想定以上に厳しく、業績見通しを修正。 

売上高 

営業利益 

USドル 

ユーロ 

当期利益 

為替レート 

*為替控除後の対前年比 

16年度1Q 為替影響 実質増減*

2,291億円 △ 195億円 -8% △ 238億円 +2%

89億円 △ 11億円 -11% △ 32億円 +20%

63億円 △ 3億円 -5% - -

108.14円 -13.22円 -11% - -

122.02円 -12.14円 -9% - -

前年比前年比


千円

		

						連結精算表(累計） レンケツセイサンヒョウルイケイ				2017/03月期(第1四半期)決算																				0

										2016		←年度 ネンド		1		←四半期 シハンキ

				（単位：千円） タンイセンエン				非表示列 ヒヒョウジレツ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される ヒカクチルイケイトウキルイケイキカンアスウチヒョウジ

										（計算式）		連結金額(当期１Q)		連結金額(当期２Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		（計算式）		連結金額(前期１Q)		連結金額(当期2Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		増減 ゾウゲン

		1		A11100		現金 現金同等物		A11100 現金 現金同等物		81,969,110		81,969,110		0		0		0		139,644,819		139,644,819		117,955,028		110,129,124		99,937,297		(57,675,709)

		1		A11150		現金　現金同等物（NP）		A11150 現金　現金同等物（NP）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11300		受取手形 売掛金		A11300 受取手形 売掛金		194,288,956		194,288,956		0		0		0		220,145,496		220,145,496		220,681,280		216,258,389		221,716,315		(25,856,540)

		1		A11301		受取手形 売掛金（連結）		A11301 受取手形 売掛金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11302		受取手形 売掛金（一般）		A11302 受取手形 売掛金（一般）		194,288,956		194,288,956		0		0		0		220,145,496		220,145,496		220,681,280		216,258,389		221,716,315		(25,856,540)

		1		A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		A11400 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,001,380		21,001,380		0		0		0		24,290,727		24,290,727		24,149,195		23,481,802		23,330,995		(3,289,347)

		1		A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		A11401 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		A11402 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		21,001,380		21,001,380		0		0		0		24,290,727		24,290,727		24,149,195		23,481,802		23,330,995		(3,289,347)

		1		A11500		営業債権-計（AR）		A11500 営業債権-計（AR）		215,290,336		215,290,336		0		0		0		244,436,223		244,436,223		244,830,475		239,740,191		245,047,310		(29,145,887)

		1		A11600		AR-貸引(△)		A11600 AR-貸引(△)		(5,687,401)		(5,687,401)		0		0		0		(6,504,700)		(6,504,700)		(6,499,003)		(6,677,224)		(6,261,514)		817,299

		1		A11601		AR-貸引(△)（連結）		A11601 AR-貸引(△)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11602		AR-貸引(△)（一般）		A11602 AR-貸引(△)（一般）		(5,687,401)		(5,687,401)		0		0		0		(6,504,700)		(6,504,700)		(6,499,003)		(6,677,224)		(6,261,514)		817,299

		1		A11700		営業・他債権-計		A11700 営業・他債権-計		220,569,883		220,569,883		0		0		0		249,169,698		249,169,698		249,205,901		244,762,077		249,498,997		(28,599,815)

		1		A11800		製品		A11800 製品		102,103,646		102,103,646		0		0		0		115,124,877		115,124,877		119,495,218		123,570,005		103,534,793		(13,021,231)

		1		A11900		商品		A11900 商品		10,783,951		10,783,951		0		0		0		10,870,448		10,870,448		11,736,137		13,117,075		10,998,405		(86,497)

		1		A12000		原材料		A12000 原材料		18,654,582		18,654,582		0		0		0		19,437,365		19,437,365		19,604,039		21,411,219		18,190,677		(782,783)

		1		A12100		仕掛品		A12100 仕掛品		10,284,364		10,284,364		0		0		0		11,309,109		11,309,109		11,473,157		12,738,413		9,766,594		(1,024,745)

		1		A12200		貯蔵品		A12200 貯蔵品		3,188,211		3,188,211		0		0		0		3,055,906		3,055,906		3,012,266		2,645,248		2,735,616		132,305

		1		A12300		たな卸未実現（製品）		A12300 たな卸未実現（製品）		(21,441,875)		(21,441,875)		0		0		0		(28,943,110)		(28,943,110)		(28,911,264)		(27,184,015)		(21,264,028)		7,501,235

		1		A12400		たな卸未実現（商品）		A12400 たな卸未実現（商品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12500		たな卸未実現（原材料）		A12500 たな卸未実現（原材料）		(2,618,314)		(2,618,314)		0		0		0		(2,232,479)		(2,232,479)		(2,716,654)		(2,855,204)		(2,600,303)		(385,835)

		1		A12600		たな卸未実現（仕掛品）		A12600 たな卸未実現（仕掛品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		A12700 たな卸未実現（貯蔵品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12800		<たな卸資産合計>		A12800 <たな卸資産合計>		120,954,565		120,954,565		0		0		0		128,622,116		128,622,116		133,692,899		143,442,741		121,361,754		(7,667,551)

		1		A12900		前渡金･前払費用		A12900 前渡金･前払費用		13,364,777		13,364,777		0		0		0		12,953,448		12,953,448		12,448,995		11,944,040		11,452,143		411,329

		1		A12901		前渡金･前払費用（連結）		A12901 前渡金･前払費用（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12902		前渡金･前払費用（一般）		A12902 前渡金･前払費用（一般）		13,364,777		13,364,777		0		0		0		12,953,448		12,953,448		12,448,995		11,944,040		11,452,143		411,329

		1		A13000		貸付金(流動)		A13000 貸付金(流動)		132,631		132,631		0		0		0		66,030		66,030		62,856		52,807		151,681		66,601

		1		A13001		貸付金(流動)（連結）		A13001 貸付金(流動)（連結）		0		0		0		0		0		1		1		181		0		0		(1)

		1		A13002		貸付金(流動)（一般）		A13002 貸付金(流動)（一般）		132,631		132,631		0		0		0		66,029		66,029		62,675		52,807		151,681		66,602

		1		A13100		貸引(貸付流)△		A13100 貸引(貸付流)△		0		0		0		0		0		(18)		(18)		(18)		(4,371)		(343)		18

		1		A13101		貸引(貸付流)△（連結）		A13101 貸引(貸付流)△（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13102		貸引(貸付流)△（一般）		A13102 貸引(貸付流)△（一般）		0		0		0		0		0		(18)		(18)		(18)		(4,371)		(343)		18

		1		A13200		貸付金(流動)-計		A13200 貸付金(流動)-計		132,631		132,631		0		0		0		66,012		66,012		62,838		48,436		151,338		66,619

		1		A13300		未収入金		A13300 未収入金		10,835,231		10,835,231		0		0		0		11,178,429		11,178,429		10,839,949		11,658,828		10,687,964		(343,198)

		1		A13301		未収入金（連結）		A13301 未収入金（連結）		0		0		0		0		0		76,162		76,162		0		0		0		(76,162)

		1		A13302		未収入金（一般）		A13302 未収入金（一般）		10,835,231		10,835,231		0		0		0		11,102,267		11,102,267		10,839,949		11,658,828		10,687,964		(267,036)

		1		A13600		未収利息		A13600 未収利息		131,717		131,717		0		0		0		59,746		59,746		34,480		40,282		25,237		71,971

		1		A13601		未収利息（連結）		A13601 未収利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13602		未収利息（一般）		A13602 未収利息（一般）		131,717		131,717		0		0		0		59,746		59,746		34,480		40,282		25,237		71,971

		1		A13700		未収配当金		A13700 未収配当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13701		未収配当金（連結）		A13701 未収配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13702		未収配当金（一般）		A13702 未収配当金（一般）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13800		未収・還付法人所得税		A13800 未収・還付法人所得税		2,856,671		2,856,671		0		0		0		274,395		274,395		619,184		842,885		2,991,705		2,582,276

		1		A13810		[連税]未収還付法人所得税		A13810 [連税]未収還付法人所得税		(13,297)		(13,297)		0		0		0		5,070		5,070		5,800		52,768		25,264		(18,367)

		1		A13811		[連税]未収還付法税(連結)		A13811 [連税]未収還付法税(連結)		(228,048)		(228,048)		0		0		0		0		0		(240)		(121)		0		(228,048)

		1		A13812		[連税]未収還付法税(一般)		A13812 [連税]未収還付法税(一般)		214,751		214,751		0		0		0		5,070		5,070		6,040		52,889		25,264		209,681

		1		A13900		仮払法人所得税		A13900 仮払法人所得税		186,654		186,654		0		0		0		446,767		446,767		433,473		461,660		193,191		(260,113)

		1		A14000		未収税金		A14000 未収税金		3,303,580		3,303,580		0		0		0		2,893,587		2,893,587		3,243,228		3,251,722		3,534,288		409,993

		1		A14100		仮払税金		A14100 仮払税金		477,500		477,500		0		0		0		0		0		308,029		217,280		123,599		477,500

		1		A14150		敷金保証金(流動)		A14150 敷金保証金(流動)		71,262		71,262		0		0		0		65,224		65,224		75,000		122,820		120,622		6,038

		1		A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		A14200 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		3,452,176		3,452,176		0		0		0		338,207		338,207		1,532,032		1,920,609		2,720,340		3,113,969

		1		A14250		その他の金融資産(流動)		A14250 その他の金融資産(流動)		333,222		333,222		0		0		0		339,103		339,103		301,779		350,941		335,606		(5,881)

		1		A14251		他金融資産(流動)(連結)		A14251 他金融資産(流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A14252		他金融資産(流動)(一般)		A14252 他金融資産(流動)(一般)		333,222		333,222		0		0		0		339,103		339,103		301,779		350,941		335,606		(5,881)

		1		A14300		その他資産(流動)		A14300 その他資産(流動)		3,041,131		3,041,131		0		0		0		3,096,825		3,096,825		3,109,776		2,856,473		3,139,433		(55,694)

		1		A14301		その他資産(流動)（連結）		A14301 その他資産(流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A14302		その他資産(流動)（一般）		A14302 その他資産(流動)（一般）		3,041,131		3,041,131		0		0		0		3,096,825		3,096,825		3,109,776		2,856,473		3,139,433		(55,694)

		1		A14400		売却目的処分グループ資産		A14400 売却目的処分グループ資産		575,764		575,764		0		0		0		684,496		684,496		670,576		674,210		630,434		(108,732)

		1		A19000		<流動資産合計>		A19000 <流動資産合計>		451,275,629		451,275,629		0		0		0		538,599,767		538,599,767		523,664,538		521,077,786		496,216,011		(87,324,138)

		1		A21100		建物-取得		A21100 建物-取得		178,657,348		178,657,348		0		0		0		171,919,214		171,919,214		170,686,733		168,827,391		170,707,163		6,738,134

		1		A21200		建物-償却累計額(△)		A21200 建物-償却累計額(△)		(101,335,003)		(101,335,003)		0		0		0		(103,195,042)		(103,195,042)		(103,131,742)		(101,929,779)		(101,647,804)		1,860,039

		1		A21300		建物-減損累計額(△)		A21300 建物-減損累計額(△)		(7,705,926)		(7,705,926)		0		0		0		(6,009,620)		(6,009,620)		(5,931,080)		(5,481,756)		(7,732,388)		(1,696,306)

		1		A21400		建物-計		A21400 建物-計		69,616,419		69,616,419		0		0		0		62,714,552		62,714,552		61,623,911		61,415,856		61,326,971		6,901,867

		1		A21500		構築物-取得		A21500 構築物-取得		16,884,944		16,884,944		0		0		0		17,223,486		17,223,486		17,269,233		17,231,789		17,147,573		(338,542)

		1		A21600		構築物-償却累計額(△)		A21600 構築物-償却累計額(△)		(10,664,694)		(10,664,694)		0		0		0		(10,413,912)		(10,413,912)		(10,489,861)		(10,617,070)		(10,689,804)		(250,782)

		1		A21700		構築物-減損累計額(△)		A21700 構築物-減損累計額(△)		(329,620)		(329,620)		0		0		0		(343,565)		(343,565)		(343,565)		(339,299)		(329,620)		13,945

		1		A21800		構築物-計		A21800 構築物-計		5,890,630		5,890,630		0		0		0		6,466,009		6,466,009		6,435,807		6,275,420		6,128,149		(575,379)

		1		A21900		機械 装置-取得		A21900 機械 装置-取得		205,883,453		205,883,453		0		0		0		238,082,296		238,082,296		236,855,352		207,678,551		209,087,269		(32,198,843)

		1		A22000		機械 装置-償却累計額(△)		A22000 機械 装置-償却累計額(△)		(172,229,239)		(172,229,239)		0		0		0		(202,280,758)		(202,280,758)		(202,005,273)		(174,018,852)		(174,034,027)		30,051,519

		1		A22100		機械 装置-減損累計額(△)		A22100 機械 装置-減損累計額(△)		(2,893,801)		(2,893,801)		0		0		0		(4,208,574)		(4,208,574)		(4,059,878)		(2,957,679)		(2,957,519)		1,314,773

		1		A22200		機械装置-計		A22200 機械装置-計		30,760,413		30,760,413		0		0		0		31,592,964		31,592,964		30,790,201		30,702,020		32,095,723		(832,551)

		1		A22300		車両 運搬具-取得		A22300 車両 運搬具-取得		2,059,068		2,059,068		0		0		0		2,637,057		2,637,057		2,541,269		2,385,564		2,329,589		(577,989)

		1		A22400		車両 運搬具-償却累計額△		A22400 車両 運搬具-償却累計額△		(1,557,568)		(1,557,568)		0		0		0		(2,015,404)		(2,015,404)		(1,984,550)		(1,813,283)		(1,734,162)		457,836

		1		A22500		車両 運搬具-減損累計額△		A22500 車両 運搬具-減損累計額△		(4,681)		(4,681)		0		0		0		(6,885)		(6,885)		(6,885)		(4,681)		(4,682)		2,204

		1		A22600		車両運搬具-計		A22600 車両運搬具-計		496,819		496,819		0		0		0		614,768		614,768		549,834		567,600		590,745		(117,949)

		1		A22700		工具器具備品･金型-取得		A22700 工具器具備品･金型-取得		161,908,418		161,908,418		0		0		0		165,750,670		165,750,670		164,778,043		166,401,105		166,492,941		(3,842,252)

		1		A22800		工具器具備品･金型-償累△		A22800 工具器具備品･金型-償累△		(129,872,980)		(129,872,980)		0		0		0		(133,589,822)		(133,589,822)		(132,396,399)		(133,281,538)		(131,936,584)		3,716,842

		1		A22900		工具器具備品･金型-減累△		A22900 工具器具備品･金型-減累△		(393,566)		(393,566)		0		0		0		(444,304)		(444,304)		(431,803)		(410,777)		(404,358)		50,738

		1		A23000		工具器具備品･金型-計		A23000 工具器具備品･金型-計		31,641,872		31,641,872		0		0		0		31,716,544		31,716,544		31,949,841		32,708,790		34,151,999		(74,672)

		1		A23100		土地-取得		A23100 土地-取得		31,362,942		31,362,942		0		0		0		33,240,750		33,240,750		31,936,974		31,853,325		31,572,674		(1,877,808)

		1		A23200		土地-償却累計額(△)		A23200 土地-償却累計額(△)		(16,283)		(16,283)		0		0		0		(7,254)		(7,254)		(10,107)		(13,049)		(15,016)		(9,029)

		1		A23300		土地-減損累計額(△)		A23300 土地-減損累計額(△)		(1,387,483)		(1,387,483)		0		0		0		(1,262,010)		(1,262,010)		(1,206,366)		(1,157,252)		(1,419,337)		(125,473)

		1		A23400		土地-計		A23400 土地-計		29,959,176		29,959,176		0		0		0		31,971,486		31,971,486		30,720,501		30,683,024		30,138,321		(2,012,310)

		1		A23500		建設仮勘定(有形)-取得		A23500 建設仮勘定(有形)-取得		9,232,677		9,232,677		0		0		0		5,036,232		5,036,232		6,336,121		6,960,292		8,408,855		4,196,445

		1		A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		A23600 建設仮勘定(有形)-減累△		(94,878)		(94,878)		0		0		0		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(11,897)

		1		A23700		建設仮勘定(有形)-計		A23700 建設仮勘定(有形)-計		9,137,799		9,137,799		0		0		0		4,953,251		4,953,251		6,253,140		6,877,311		8,325,874		4,184,548

		1		A23800		賃貸用資産-取得		A23800 賃貸用資産-取得		19,273,045		19,273,045		0		0		0		44,276,723		44,276,723		43,069,814		43,213,977		44,997,842		(25,003,678)

		1		A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		A23900 賃貸用資産-償却累計額(△		(12,507,032)		(12,507,032)		0		0		0		(31,056,959)		(31,056,959)		(30,389,996)		(31,105,048)		(30,384,987)		18,549,927

		1		A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		A24000 賃貸用資産-減損累計額(△		(38,308)		(38,308)		0		0		0		(56,149)		(56,149)		(65,634)		(54,132)		(48,481)		17,841

		1		A24100		賃貸用資産-計		A24100 賃貸用資産-計		6,727,705		6,727,705		0		0		0		13,163,615		13,163,615		12,614,184		12,054,797		14,564,374		(6,435,910)

		1		A29000		<有形合計>		A29000 <有形合計>		184,230,833		184,230,833		0		0		0		183,193,189		183,193,189		180,937,419		181,284,818		187,322,156		1,037,644

		1		A31100		投資不動産-取得		A31100 投資不動産-取得		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A31200		投資不動産-償却累計額(△		A31200 投資不動産-償却累計額(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A31300		投資不動産-減損累計額(△		A31300 投資不動産-減損累計額(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A39000		<投資不動産計>		A39000 <投資不動産計>		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A41100		のれん-取得		A41100 のれん-取得		199,940,599		199,940,599		0		0		0		168,650,719		168,650,719		195,168,242		192,476,199		195,113,468		31,289,880

		1		A41200		のれん-償却累計額(△)		A41200 のれん-償却累計額(△)		(70,925,800)		(70,925,800)		0		0		0		(76,413,879)		(76,413,879)		(75,606,631)		(75,571,438)		(73,460,965)		5,488,079

		1		A41300		のれん-減損累計額(△)		A41300 のれん-減損累計額(△)		(6,230,000)		(6,230,000)		0		0		0		(6,844,792)		(6,844,792)		(6,772,327)		(6,756,993)		(6,554,476)		614,792

		1		A41400		のれん-計		A41400 のれん-計		122,784,799		122,784,799		0		0		0		85,392,048		85,392,048		112,789,284		110,147,768		115,098,027		37,392,751

		1		A41500		ソフトウェア-取得		A41500 ソフトウェア-取得		52,077,146		52,077,146		0		0		0		58,680,353		58,680,353		57,531,830		59,346,627		57,554,508		(6,603,207)

		1		A41600		ソフトウェア-償累(△		A41600 ソフトウェア-償累(△		(32,748,029)		(32,748,029)		0		0		0		(39,341,097)		(39,341,097)		(38,717,945)		(40,791,239)		(37,694,107)		6,593,068

		1		A41700		ソフトウェア-減累(△		A41700 ソフトウェア-減累(△		(3,428)		(3,428)		0		0		0		(4,512)		(4,512)		(4,448)		(4,453)		(3,440)		1,084

		1		A41800		ソフトウェア-計		A41800 ソフトウェア-計		19,325,689		19,325,689		0		0		0		19,334,744		19,334,744		18,809,437		18,550,935		19,856,961		(9,055)

		1		A41900		開発資産(技術資産)取得		A41900 開発資産(技術資産)取得		1,167,215		1,167,215		0		0		0		0		0		0		0		0		1,167,215

		1		A42000		開発資産(技術資産)償累△		A42000 開発資産(技術資産)償累△		(695,921)		(695,921)		0		0		0		0		0		0		0		0		(695,921)

		1		A42100		開発資産(技術資産)減累△		A42100 開発資産(技術資産)減累△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A42200		開発資産(技術資産)計		A42200 開発資産(技術資産)計		471,294		471,294		0		0		0		0		0		0		0		0		471,294

		1		A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		A42300 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		43,562,016		43,562,016		0		0		0		39,438,943		39,438,943		38,958,561		46,389,836		48,005,594		4,123,073

		1		A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△		A42400 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		(21,979,619)		(21,979,619)		0		0		0		(21,288,610)		(21,288,610)		(21,987,538)		(23,276,770)		(23,034,535)		(691,009)

		1		A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△		A42500 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		A42600 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		21,582,397		21,582,397		0		0		0		18,150,333		18,150,333		16,971,023		23,113,066		24,971,059		3,432,064

		1		A42700		その他無形資産-取得		A42700 その他無形資産-取得		25,603,140		25,603,140		0		0		0		14,729,931		14,729,931		19,069,907		21,034,246		21,761,019		10,873,209

		1		A42800		その他無形資産-償累(△)		A42800 その他無形資産-償累(△)		(7,997,478)		(7,997,478)		0		0		0		(7,184,817)		(7,184,817)		(7,999,831)		(7,938,250)		(8,056,483)		(812,661)

		1		A42900		その他無形資産-減累(△)		A42900 その他無形資産-減累(△)		(53,863)		(53,863)		0		0		0		(59,176)		(59,176)		(56,021)		(57,109)		(56,163)		5,313

		1		A43000		その他無形資産-計		A43000 その他無形資産-計		17,551,799		17,551,799		0		0		0		7,485,938		7,485,938		11,014,055		13,038,887		13,648,373		10,065,861

		1		A43100		建設仮勘定(無形)-取得		A43100 建設仮勘定(無形)-取得		4,688,676		4,688,676		0		0		0		4,601,842		4,601,842		5,494,540		5,764,586		4,816,139		86,834

		1		A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		A43200 建設仮勘定(無形)-減累(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A43300		建設仮勘定(無形)-計		A43300 建設仮勘定(無形)-計		4,688,676		4,688,676		0		0		0		4,601,842		4,601,842		5,494,540		5,764,586		4,816,139		86,834

		1		A49000		<無形資産合計>		A49000 <無形資産合計>		63,619,855		63,619,855		0		0		0		49,572,857		49,572,857		52,289,055		60,467,474		63,292,532		14,046,998

		1		A51100		投資有価証券・出資		A51100 投資有価証券・出資		20,999,498		20,999,498		0		0		0		32,024,588		32,024,588		27,139,292		28,219,713		24,163,981		(11,025,090)

		1		A51200		子会社株式・出資		A51200 子会社株式・出資		(3)		(3)		0		0		0		(3)		(3)		(3)		(3)		(4)		0

		1		A51210		子会社株式・出資(非連結)		A51210 子会社株式・出資(非連結)		2,115,912		2,115,912		0		0		0		4,319,806		4,319,806		4,259,548		4,265,511		4,116,134		(2,203,894)

		1		A51300		関連会社株式・出資		A51300 関連会社株式・出資		13,900,357		13,900,357		0		0		0		544,422		544,422		1,327,192		1,327,424		3,614,303		13,355,935

		1		A51310		関連株式・出資(非連結)		A51310 関連株式・出資(非連結)		20,500		20,500		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51400		貸付金(非流動)		A51400 貸付金(非流動)		71,991		71,991		0		0		0		74,907		74,907		80,742		81,996		67,933		(2,916)

		1		A51401		貸付金(非流動)（連結）		A51401 貸付金(非流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51402		貸付金(非流動)（一般）		A51402 貸付金(非流動)（一般）		71,991		71,991		0		0		0		74,907		74,907		80,742		81,996		67,933		(2,916)

		1		A51500		貸引(非流動)(△)		A51500 貸引(非流動)(△)		(809,255)		(809,255)		0		0		0		(881,457)		(881,457)		(859,974)		(879,423)		(841,171)		72,202

		1		A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		A51501 貸引(非流動)(△)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		A51502 貸引(非流動)(△)(一般)		(809,255)		(809,255)		0		0		0		(881,457)		(881,457)		(859,974)		(879,423)		(841,171)		72,202

		1		A51700		長期前払費用		A51700 長期前払費用		4,290,089		4,290,089		0		0		0		4,314,969		4,314,969		4,137,502		4,131,598		4,112,330		(24,880)

		1		A51800		前払年金費用		A51800 前払年金費用		190,324		190,324		0		0		0		202,517		202,517		198,547		197,552		193,928		(12,193)

		1		A51900		繰延税金資産		A51900 繰延税金資産		60,143,584		60,143,584		0		0		0		76,651,657		76,651,657		72,962,256		72,831,038		71,297,161		(16,508,073)

		1		A51910		[連税]繰延税金資産		A51910 [連税]繰延税金資産		(233,792)		(233,792)		0		0		0		(726,399)		(726,399)		(1,060,685)		(1,060,816)		(9,505,673)		492,607

		1		A52000		繰延税金資産(評価差額)		A52000 繰延税金資産(評価差額)		(1,584,776)		(1,584,776)		0		0		0		(4,484,989)		(4,484,989)		(3,096,507)		(3,471,674)		(1,940,852)		2,900,213

		1		A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		A52100 繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		293,084		293,084		0		0		0		235,940		235,940		38,701		10,188		299,066		57,144

		1		A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		A52200 繰延税金資産(DB数理計算)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52220		繰延税金資産(為調)		A52220 繰延税金資産(為調)		(2,406,683)		(2,406,683)		0		0		0		(180,585)		(180,585)		(346,550)		(599,344)		(1,096,921)		(2,226,098)

		1		A52250		<繰延税金資産合計>		A52250 <繰延税金資産合計>		56,211,417		56,211,417		0		0		0		71,495,624		71,495,624		68,497,215		67,709,392		59,052,781		(15,284,207)

		1		A52300		敷金保証金(非流動)		A52300 敷金保証金(非流動)		6,712,289		6,712,289		0		0		0		7,214,662		7,214,662		7,236,419		6,932,854		6,778,463		(502,373)

		1		A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		A52400 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		7,210,480		7,210,480		0		0		0		435,862		435,862		1,081,680		1,895,523		3,226,001		6,774,618

		1		A52450		その他の金融資産(非流動)		A52450 その他の金融資産(非流動)		4,205,558		4,205,558		0		0		0		4,255,701		4,255,701		4,067,332		4,363,718		4,436,562		(50,143)

		1		A52451		他金融資産(非流動)(連結)		A52451 他金融資産(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52452		他金融資産(非流動)(一般)		A52452 他金融資産(非流動)(一般)		4,205,558		4,205,558		0		0		0		4,255,701		4,255,701		4,067,332		4,363,718		4,436,562		(50,143)

		1		A52500		その他資産(非流動)		A52500 その他資産(非流動)		701,991		701,991		0		0		0		792,844		792,844		839,607		964,907		4,705,877		(90,853)

		1		A52501		その他資産(非流動)(連結)		A52501 その他資産(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52502		その他資産(非流動)(一般)		A52502 その他資産(非流動)(一般)		701,991		701,991		0		0		0		792,844		792,844		839,607		964,907		4,705,877		(90,853)

		1		A52550		長期固定化債権		A52550 長期固定化債権		757,138		757,138		0		0		0		859,398		859,398		828,551		848,593		814,800		(102,260)

		1		A52600		長期定期預金		A52600 長期定期預金		0		0		0		0		0		10,292		10,292		7,558		922		255		(10,292)

		1		A52700		<その他の非流動資産合計>		A52700 <その他の非流動資産合計>		116,578,286		116,578,286		0		0		0		125,664,132		125,664,132		118,841,208		120,060,277		114,442,173		(9,085,846)

		1		A59000		<非流動資産合計>		A59000 <非流動資産合計>		487,213,773		487,213,773		0		0		0		443,822,226		443,822,226		464,856,966		471,960,337		480,154,888		43,391,547

		1		A90000		<資産合計>		A90000 <資産合計>		938,489,402		938,489,402		0		0		0		982,421,993		982,421,993		988,521,504		993,038,123		976,370,899		(43,932,591)

		1		B11100		営業債務		B11100 営業債務		87,541,751		87,541,751		0		0		0		94,061,539		94,061,539		100,271,888		102,950,336		92,686,285		(6,519,788)

		1		B11101		営業債務（連結）		B11101 営業債務（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11102		営業債務（一般）		B11102 営業債務（一般）		87,541,751		87,541,751		0		0		0		94,061,539		94,061,539		100,271,888		102,950,336		92,686,285		(6,519,788)

		1		B11200		設備関連債務		B11200 設備関連債務		5,065,373		5,065,373		0		0		0		4,487,276		4,487,276		4,379,855		4,585,818		7,467,745		578,097

		1		B11201		設備関連債務（連結）		B11201 設備関連債務（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11202		設備関連債務（一般）		B11202 設備関連債務（一般）		5,065,373		5,065,373		0		0		0		4,487,276		4,487,276		4,379,855		4,585,818		7,467,745		578,097

		1		B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		B11300 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,593,881		2,593,881		0		0		0		2,612,908		2,612,908		2,322,631		2,212,626		2,726,201		(19,027)

		1		B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		B11301 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		B11302 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,593,881		2,593,881		0		0		0		2,612,908		2,612,908		2,322,631		2,212,626		2,726,201		(19,027)

		1		B11400		短期借入金		B11400 短期借入金		25,629,514		25,629,514		0		0		0		19,939,285		19,939,285		23,079,909		55,389,870		15,896,060		5,690,229

		1		B11401		短期借入金（連結）		B11401 短期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11402		短期借入金（一般）		B11402 短期借入金（一般）		25,629,514		25,629,514		0		0		0		19,939,285		19,939,285		23,079,909		55,389,870		15,896,060		5,690,229

		1		B11450		短期借入金（NP）		B11450 短期借入金（NP）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11500		一年内長期借入金		B11500 一年内長期借入金		4,244,777		4,244,777		0		0		0		5,001,080		5,001,080		5,001,942		4,001,974		4,001,924		(756,303)

		1		B11501		一年内長期借入金（連結）		B11501 一年内長期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11502		一年内長期借入金（一般）		B11502 一年内長期借入金（一般）		4,244,777		4,244,777		0		0		0		5,001,080		5,001,080		5,001,942		4,001,974		4,001,924		(756,303)

		1		B11600		社債(流動)		B11600 社債(流動)		20,000,000		20,000,000		0		0		0		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		0

		1		B11700		未払金		B11700 未払金		52,368,779		52,368,779		0		0		0		66,561,689		66,561,689		66,154,283		66,319,733		62,297,116		(14,192,910)

		1		B11701		未払金（連結）		B11701 未払金（連結）		(15)		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		(15)

		1		B11702		未払金（一般）		B11702 未払金（一般）		52,368,794		52,368,794		0		0		0		66,561,689		66,561,689		66,154,283		66,319,733		62,297,116		(14,192,895)

		1		B11800		未払利息		B11800 未払利息		269,873		269,873		0		0		0		254,905		254,905		402,645		182,238		392,358		14,968

		1		B11801		未払利息（連結）		B11801 未払利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11802		未払利息（一般）		B11802 未払利息（一般）		269,873		269,873		0		0		0		254,905		254,905		402,645		182,238		392,358		14,968

		1		B11900		未払配当金		B11900 未払配当金		221,696		221,696		0		0		0		166,595		166,595		62,735		212,859		64,430		55,101

		1		B11901		未払配当金（連結）		B11901 未払配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11902		未払配当金（一般）		B11902 未払配当金（一般）		221,696		221,696		0		0		0		166,595		166,595		62,735		212,859		64,430		55,101

		1		B12000		未払法人所得税		B12000 未払法人所得税		2,725,802		2,725,802		0		0		0		4,475,102		4,475,102		4,999,061		4,157,592		2,732,795		(1,749,300)

		1		B12010		[連税]未払法人所得税		B12010 [連税]未払法人所得税		92,827		92,827		0		0		0		(148,208)		(148,208)		(120)		(121)		584,528		241,035

		1		B12011		[連税]未払法税(連結)		B12011 [連税]未払法税(連結)		(29,639)		(29,639)		0		0		0		0		0		(120)		(121)		(410,380)		(29,639)

		1		B12012		[連税]未払法税(一般)		B12012 [連税]未払法税(一般)		122,466		122,466		0		0		0		(148,208)		(148,208)		0		0		994,908		270,674

		1		B12100		未払税金		B12100 未払税金		5,788,855		5,788,855		0		0		0		5,696,781		5,696,781		5,668,850		4,529,142		5,330,205		92,074

		1		B12110		[連結納税]未払税金		B12110 [連結納税]未払税金		1,853		1,853		0		0		0		105,892		105,892		0		886,212		1,106,670		(104,039)

		1		B12200		前受金		B12200 前受金		6,440,650		6,440,650		0		0		0		3,542,806		3,542,806		5,335,866		5,160,804		6,604,013		2,897,844

		1		B12201		前受金（連結）		B12201 前受金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B12202		前受金（一般）		B12202 前受金（一般）		6,440,650		6,440,650		0		0		0		3,542,806		3,542,806		5,335,866		5,160,804		6,604,013		2,897,844

		1		B12300		預り金		B12300 預り金		3,963,975		3,963,975		0		0		0		4,247,863		4,247,863		1,145,061		3,022,600		1,052,319		(283,888)

		1		B12400		有給休暇引当金		B12400 有給休暇引当金		4,412,867		4,412,867		0		0		0		5,959,973		5,959,973		5,345,786		4,285,025		4,796,133		(1,547,106)

		1		B12450		事業業績連動賞与引当金		B12450 事業業績連動賞与引当金		6,387,778		6,387,778		0		0		0		6,917,623		6,917,623		12,439,418		7,031,560		12,883,809		(529,845)

		1		B12470		従業員給付引当金(流動)		B12470 従業員給付引当金(流動)		1,286,536		1,286,536		0		0		0		0		0		0		1,453,061		1,404,727		1,286,536

		1		B12500		製品保証引当金		B12500 製品保証引当金		1,376,084		1,376,084		0		0		0		1,731,046		1,731,046		1,483,168		1,425,542		1,469,769		(354,962)

		1		B12600		事業構造改善引当金		B12600 事業構造改善引当金		1,688,289		1,688,289		0		0		0		1,294,335		1,294,335		1,185,929		930,859		2,608,768		393,954

		1		B12700		その他引当金(流動)		B12700 その他引当金(流動)		2,333,240		2,333,240		0		0		0		2,362,148		2,362,148		2,330,089		2,342,269		2,579,451		(28,908)

		1		B12800		資産除去債務(流動)		B12800 資産除去債務(流動)		56,090		56,090		0		0		0		46,991		46,991		46,710		40,915		163,585		9,099

		1		B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		B12900 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		3,029		3,029		0		0		0		781,141		781,141		86,189		99,710		142,098		(778,112)

		1		B12950		その他の金融負債(流動)		B12950 その他の金融負債(流動)		48,420		48,420		0		0		0		38,800		38,800		68,768		68,896		58,800		9,620

		1		B12951		他金融負債(流動)(連結)		B12951 他金融負債(流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B12952		他金融負債(流動)(一般)		B12952 他金融負債(流動)(一般)		48,420		48,420		0		0		0		38,800		38,800		68,768		68,896		58,800		9,620

		1		B13000		その他負債(流動)		B13000 その他負債(流動)		3,881,949		3,881,949		0		0		0		6,443,906		6,443,906		5,548,077		5,088,209		6,200,141		(2,561,957)

		1		B13001		その他負債(流動)（連結）		B13001 その他負債(流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B13002		その他負債(流動)（一般）		B13002 その他負債(流動)（一般）		3,881,949		3,881,949		0		0		0		6,443,906		6,443,906		5,548,077		5,088,209		6,200,141		(2,561,957)

		1		B13100		売却目的処分グループ負債		B13100 売却目的処分グループ負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B13200		繰延収益/収入(流動)		B13200 繰延収益/収入(流動)		1,487		1,487		0		0		0		1,784		1,784		1,755		1,713		1,660		(297)

		1		B19000		<流動負債合計>		B19000 <流動負債合計>		238,425,374		238,425,374		0		0		0		256,583,255		256,583,255		267,360,506		296,379,423		255,251,604		(18,157,881)

		1		B19100		他流動負債（換算差異）		B19100 他流動負債（換算差異）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B19200		四捨五入差額調整		B19200 四捨五入差額調整		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B19300		バランス調整勘定		B19300 バランス調整勘定		(1)		(1)		0		0		0		(5)		(5)		11		(19)		14		4

		1		B21100		社債(非流動)		B21100 社債(非流動)		30,000,000		30,000,000		0		0		0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		30,000,000		30,000,000		(20,000,000)

		1		B21200		長期借入金		B21200 長期借入金		98,934,530		98,934,530		0		0		0		58,870,773		58,870,773		58,774,429		54,760,316		91,113,024		40,063,757

		1		B21201		長期借入金（連結）		B21201 長期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B21202		長期借入金（一般）		B21202 長期借入金（一般）		98,934,530		98,934,530		0		0		0		58,870,773		58,870,773		58,774,429		54,760,316		91,113,024		40,063,757

		1		B21300		退職給付引当金		B21300 退職給付引当金		67,489,454		67,489,454		0		0		0		63,152,556		63,152,556		63,304,538		63,415,357		67,913,887		4,336,898

		1		B21400		従業員給付引当金(非流動)		B21400 従業員給付引当金(非流動)		121,310		121,310		0		0		0		164,166		164,166		251,142		160,820		159,300		(42,856)

		1		B21500		その他引当金(非流動)		B21500 その他引当金(非流動)		307,531		307,531		0		0		0		324,267		324,267		315,190		307,960		286,085		(16,736)

		1		B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		B21700 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		4,238,016		0		0		0		3,368,845		3,368,845		2,891,212		2,805,649		4,540,712		869,171

		1		B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		B21701 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		B21702 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,238,016		4,238,016		0		0		0		3,368,845		3,368,845		2,891,212		2,805,649		4,540,712		869,171

		1		B21800		資産除去債務(非流動)		B21800 資産除去債務(非流動)		927,343		927,343		0		0		0		989,642		989,642		1,034,345		926,145		941,831		(62,299)

		1		B21900		持分法適用に伴う負債		B21900 持分法適用に伴う負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22000		繰延税金負債		B22000 繰延税金負債		4,548,487		4,548,487		0		0		0		3,340,322		3,340,322		3,061,652		3,306,328		3,443,683		1,208,165

		1		B22010		[連税]繰延税金負債		B22010 [連税]繰延税金負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22100		繰延税金負債(評価差額)		B22100 繰延税金負債(評価差額)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		B22200 繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		B22300 繰延税金負債(DB数理計算)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22320		繰延税金負債(為調)		B22320 繰延税金負債(為調)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22350		<繰延税金負債合計>		B22350 <繰延税金負債合計>		4,548,487		4,548,487		0		0		0		3,340,322		3,340,322		3,061,652		3,306,328		3,443,683		1,208,165

		1		B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		B22400 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		6,225,136		6,225,136		0		0		0		509,445		509,445		700,526		913,038		3,611,987		5,715,691

		1		B22450		その他の金融負債(非流動)		B22450 その他の金融負債(非流動)		0		0		0		0		0		3,233		3,233		3,724		0		0		(3,233)

		1		B22451		他金融負債(非流動)(連結)		B22451 他金融負債(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22452		他金融負債(非流動)(一般)		B22452 他金融負債(非流動)(一般)		0		0		0		0		0		3,233		3,233		3,724		0		0		(3,233)

		1		B22500		その他負債(非流動)		B22500 その他負債(非流動)		3,897,336		3,897,336		0		0		0		4,095,006		4,095,006		3,558,037		4,106,799		4,122,345		(197,670)

		1		B22501		その他負債(非流動)(連結)		B22501 その他負債(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22502		その他負債(非流動)(一般)		B22502 その他負債(非流動)(一般)		3,897,336		3,897,336		0		0		0		4,095,006		4,095,006		3,558,037		4,106,799		4,122,345		(197,670)

		1		B22700		繰延収益/収入(非流動)		B22700 繰延収益/収入(非流動)		4,004		4,004		0		0		0		6,587		6,587		6,074		5,534		4,980		(2,583)

		1		B28999		複数セグ調整-借入相当額		B28999 複数セグ調整-借入相当額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B29000		<非流動負債合計>		B29000 <非流動負債合計>		216,693,147		216,693,147		0		0		0		184,824,842		184,824,842		183,900,869		160,707,946		206,137,834

		1		B81000		修正仕訳振替勘定		B81000 修正仕訳振替勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B82000		仕訳変換バランス勘定		B82000 仕訳変換バランス勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B83000		セグメント調整勘定		B83000 セグメント調整勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B90000		<負債合計>		B90000 <負債合計>		455,118,521		455,118,521		0		0		0		441,408,097		441,408,097		451,261,375		457,087,369		461,389,438		13,710,424

		1		C11000		資本金		C11000 資本金		37,519,344		37,519,344		0		0		0		37,519,344		37,519,344		37,519,344		37,519,344		37,519,344		0

		1		C12000		資本剰余金		C12000 資本剰余金		203,397,933		203,397,933		0		0		0		203,397,934		203,397,934		203,397,934		203,397,934		203,397,933		(1)

		1		C13000		利益剰余金		C13000 利益剰余金		257,231,928		257,231,928		0		0		0		247,709,245		247,709,245		258,441,519		260,156,408		258,562,733		9,522,683

		1		C14000		自己株式(△)		C14000 自己株式(△)		(9,313,670)		(9,313,670)		0		0		0		(6,421,164)		(6,421,164)		(9,565,922)		(9,510,475)		(9,408,754)		(2,892,506)

		1		C21000		投資有価証券評価差額金		C21000 投資有価証券評価差額金		3,591,363		3,591,363		0		0		0		9,356,847		9,356,847		6,456,870		7,244,782		4,391,370		(5,765,484)

		1		C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		C22000 キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		(674,136)		0		0		0		(478,579)		(478,579)		(79,640)		(21,330)		(1,067,218)		(195,557)

		1		C23000		為替換算調整勘定		C23000 為替換算調整勘定		(11,375,189)		(11,375,189)		0		0		0		48,095,875		48,095,875		39,218,989		35,446,801		19,872,928		(59,471,064)

		1		C24000		確定給付数理計算差異		C24000 確定給付数理計算差異		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C25000		持分会社におけるOCI持分		C25000 持分会社におけるOCI持分		(6,664)		(6,664)		0		0		0		300		300		4,312		4,312		7,071		(6,964)

		1		C27000		土地再評価差額金		C27000 土地再評価差額金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C28000		評価差額		C28000 評価差額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C30000		新株予約権		C30000 新株予約権		954,726		954,726		0		0		0		1,034,845		1,034,845		1,026,077		1,033,686		1,009,615		(80,119)

		1		C39000		<その他の資本の構成要素>		C39000 <その他の資本の構成要素>		(8,464,626)		(8,464,626)		0		0		0		56,974,443		56,974,443		45,600,531		42,674,565		23,204,151		(65,439,069)

		1		C40000		<当社株主に帰属する持分>		C40000 <当社株主に帰属する持分>		481,325,635		481,325,635		0		0		0		540,214,647		540,214,647		536,419,483		535,271,462		514,285,022		(58,889,012)

		1		C50000		非支配持分		C50000 非支配持分		2,045,246		2,045,246		0		0		0		799,249		799,249		840,646		679,292		696,439		1,245,997

		1		C89999		グループ内株主持分		C89999 グループ内株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C90000		<資本合計>		C90000 <資本合計>		483,370,881		483,370,881		0		0		0		541,013,896		541,013,896		537,260,129		535,950,754		514,981,461		(57,643,015)

		1		C99000		<負債 資本合計>		C99000 <負債 資本合計>		938,489,402		938,489,402		0		0		0		982,421,993		982,421,993		988,521,504		993,038,123		976,370,899		(43,932,591)

		1		M26100		調整前期中平均株式数		M26100 調整前期中平均株式数		495,504,394		495,504,394		0		0		0		499,947,567		499,947,567		497,650,367		496,896,262		496,536,936		(4,443,173)

		1		M26110		潜在調整後期中平均株式数		M26110 潜在調整後期中平均株式数		496,859,549		496,859,549		0		0		0		501,378,702		501,378,702		499,090,346		498,345,769		497,975,456		(4,519,153)

		1		M26120		期末自己株式数		M26120 期末自己株式数		495,547,803		495,547,803		0		0		0		497,476,588		497,476,588		495,355,332		495,397,727		495,475,344		(1,928,785)

		1		M26130		(単期)期中平均株		M26130 (単期)期中平均株		495,504,394		495,504,394		0		0		0		499,947,567		499,947,567		495,353,167		495,388,054		495,458,956		(4,443,173)

		1		M26140		(単期)調整後期中平均株		M26140 (単期)調整後期中平均株		496,859,549		496,859,549		0		0		0		501,378,702		501,378,702		496,801,891		496,907,954		496,864,265		(4,519,153)

		1		D11100		利益剰余金期首残高		D11100 利益剰余金期首残高		258,562,731		258,562,731		0		0		0		251,323,383		251,323,383		241,804,774		252,537,059		254,251,931		7,239,348

		1		D11200		利益剰余金期首調整		D11200 利益剰余金期首調整		0		0		0		0		0		(1)		(1)		0		0		0		1

		1		D11300		自発的な会計方針の変更		D11300 自発的な会計方針の変更		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11400		過去の誤謬の訂正		D11400 過去の誤謬の訂正		0		0		0		0		0		5,904,470		5,904,470		5,904,470		5,904,470		5,904,470		(5,904,470)

		1		D11500		当期純利益-S/S		D11500 当期純利益-S/S		6,109,893		6,109,893		0		0		0		6,592,872		6,592,872		10,737,476		9,162,164		5,480,919		(482,979)

		1		D11600		合併売却等による増減高		D11600 合併売却等による増減高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11700		増資/減資による増減高		D11700 増資/減資による増減高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11800		資本組入による減少高		D11800 資本組入による減少高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11900		配当金による減少高		D11900 配当金による減少高		(7,432,131)		(7,432,131)		0		0		0		(5,018,632)		(5,018,632)		0		(7,430,331)		0		(2,413,499)

		1		D12000		自己株処分差損による減少		D12000 自己株処分差損による減少		(11,711)		(11,711)		0		0		0		(2,259)		(2,259)		(16,090)		(31,247)		(43,076)		(9,452)

		1		D12100		自己株消却による減少高		D12100 自己株消却による減少高		0		0		0		0		0		(11,086,830)		(11,086,830)		0		0		0		11,086,830

		1		D12200		その他の振替高		D12200 その他の振替高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12300		土地再評価差額取崩		D12300 土地再評価差額取崩		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12400		セグメント損益調整勘定		D12400 セグメント損益調整勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12500		確定給付の数理差異		D12500 確定給付の数理差異		0		0		0		0		0		(1,829)		(1,829)		130,677		2,526		(7,106,221)		1,829

		1		D12600		OCIからREへの振替		D12600 OCIからREへの振替		3,146		3,146		0		0		0		(1,929)		(1,929)		(119,788)		11,767		74,710		5,075

		1		E11100		売上高		E11100 売上高		229,131,904		229,131,904		0		0		0		248,643,358		248,643,358		258,601,652		255,081,586		269,413,854		(19,511,454)

		1		E11101		売上高（連結）		E11101 売上高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E11102		売上高（一般）		E11102 売上高（一般）		229,131,904		229,131,904		0		0		0		248,643,358		248,643,358		258,601,652		255,081,586		269,413,854		(19,511,454)

		1		E11200		製品製造原価		E11200 製品製造原価		51,508,594		51,508,594		0		0		0		58,031,591		58,031,591		63,306,177		60,359,379		56,544,146		(6,522,997)

		1		E11300		商品仕入高		E11300 商品仕入高		46,820,364		46,820,364		0		0		0		48,041,587		48,041,587		52,484,996		51,836,621		60,272,482		(1,221,223)

		1		E11301		商品仕入高（連結）		E11301 商品仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E11302		商品仕入高（一般）		E11302 商品仕入高（一般）		46,820,364		46,820,364		0		0		0		48,041,587		48,041,587		52,484,996		51,836,621		60,272,482		(1,221,223)

		1		E11310		売上原価-内取		E11310 売上原価-内取		(2,467,546)		(2,467,546)		0		0		0		0		0		(596,069)		(3,061,651)		(4,515,860)		(2,467,546)

		1		E11400		期首期末製商品たな卸差等		E11400 期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(3,691,278)		0		0		0		(1,511,703)		(1,511,703)		(6,490,591)		(397,585)		10,358,215		(2,179,575)

		1		E11500		<製品商品売上原価計>		E11500 <製品商品売上原価計>		94,637,680		94,637,680		0		0		0		104,561,475		104,561,475		109,300,582		111,798,415		127,174,843		(9,923,795)

		1		E11600		サービス原価		E11600 サービス原価		23,225,954		23,225,954		0		0		0		24,995,168		24,995,168		25,783,929		26,018,091		25,135,844		(1,769,214)

		1		E11700		<売上原価計>		E11700 <売上原価計>		114,836,701		114,836,701		0		0		0		128,907,849		128,907,849		134,115,789		132,355,713		140,846,962		(14,071,148)

		1		E19000		<売上総利益>		E19000 <売上総利益>		114,295,203		114,295,203		0		0		0		119,735,509		119,735,509		124,485,863		122,725,873		128,566,892		(5,440,306)

		1		E22100		販売諸費		E22100 販売諸費		3,962,620		3,962,620		0		0		0		3,898,974		3,898,974		3,510,587		3,572,193		3,487,198		63,646

		1		E22101		販売諸費（連結）		E22101 販売諸費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22102		販売諸費（一般）		E22102 販売諸費（一般）		3,962,620		3,962,620		0		0		0		3,898,974		3,898,974		3,510,587		3,572,193		3,487,198		63,646

		1		E22200		広告宣伝費		E22200 広告宣伝費		2,618,564		2,618,564		0		0		0		2,675,640		2,675,640		2,922,008		2,464,515		2,110,977		(57,076)

		1		E22201		広告宣伝費（連結）		E22201 広告宣伝費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22202		広告宣伝費（一般）		E22202 広告宣伝費（一般）		2,618,564		2,618,564		0		0		0		2,675,640		2,675,640		2,922,008		2,464,515		2,110,977		(57,076)

		1		E22300		物流費		E22300 物流費		5,559,290		5,559,290		0		0		0		5,806,209		5,806,209		6,007,602		5,989,086		6,240,974		(246,919)

		1		E22301		物流費（連結）		E22301 物流費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22302		物流費（一般）		E22302 物流費（一般）		5,559,290		5,559,290		0		0		0		5,806,209		5,806,209		6,007,602		5,989,086		6,240,974		(246,919)

		1		E22900		<販売変動費計>		E22900 <販売変動費計>		12,140,474		12,140,474		0		0		0		12,380,823		12,380,823		12,440,197		12,025,794		11,839,149		(240,349)

		1		E23100		給与その他労務費(SGA)		E23100 給与その他労務費(SGA)		42,443,391		42,443,391		0		0		0		43,092,225		43,092,225		43,353,831		49,284,677		43,861,973		(648,834)

		1		E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		E23200 従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		230,649		0		0		0		133,537		133,537		211,514		228,902		233,977		97,112

		1		E23300		退職給付費用(SGA)		E23300 退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,416,068		0		0		0		1,395,260		1,395,260		1,437,275		1,372,709		540,308		20,808

		1		E23400		業務委託労務費(SGA)		E23400 業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,044,027		0		0		0		1,017,384		1,017,384		992,311		1,106,342		1,130,686		26,643

		1		E23401		業務委託労務費(SGA（連結		E23401 業務委託労務費(SGA（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E23402		業務委託労務費(SGA（一般		E23402 業務委託労務費(SGA（一般		1,044,027		1,044,027		0		0		0		1,017,384		1,017,384		992,311		1,106,342		1,130,686		26,643

		1		E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		E23500 業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		2,781,447		0		0		0		3,114,054		3,114,054		2,984,837		(2,000,029)		3,182,709		(332,607)

		1		E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		E23600 有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		356,950		0		0		0		262,611		262,611		(217,099)		339,180		272,599		94,339

		1		E23900		<労務費(SGA)計>		E23900 <労務費(SGA)計>		48,272,532		48,272,532		0		0		0		49,015,071		49,015,071		48,762,669		50,331,781		49,222,252		(742,539)

		1		E24100		旅費交通費(SGA)		E24100 旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,199,426		0		0		0		3,489,610		3,489,610		3,284,633		3,460,687		3,246,142		(290,184)

		1		E24200		租税公課(SGA)		E24200 租税公課(SGA)		1,368,653		1,368,653		0		0		0		1,123,761		1,123,761		1,022,886		1,196,163		(96,833)		244,892

		1		E24210		[連税]租税公課(SGA)		E24210 [連税]租税公課(SGA)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,106,670		0

		1		E24300		減価償却費(SGA)		E24300 減価償却費(SGA)		2,654,356		2,654,356		0		0		0		2,869,569		2,869,569		2,933,512		2,590,533		2,828,823		(215,213)

		1		E24400		償却費(SGA)		E24400 償却費(SGA)		3,473,285		3,473,285		0		0		0		3,215,730		3,215,730		2,943,831		3,357,938		3,471,929		257,555

		1		E24500		電力水道光熱費(SGA)		E24500 電力水道光熱費(SGA)		334,450		334,450		0		0		0		337,050		337,050		449,632		381,847		343,289		(2,600)

		1		E24700		修繕費(SGA)		E24700 修繕費(SGA)		679,556		679,556		0		0		0		792,822		792,822		714,460		709,738		840,591		(113,266)

		1		E24701		修繕費(SGA)（連結）		E24701 修繕費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E24702		修繕費(SGA)（一般）		E24702 修繕費(SGA)（一般）		679,556		679,556		0		0		0		792,822		792,822		714,460		709,738		840,591		(113,266)

		1		E24800		賃借料(SGA)		E24800 賃借料(SGA)		4,513,068		4,513,068		0		0		0		4,654,446		4,654,446		4,699,001		4,734,023		4,462,663		(141,378)

		1		E24801		賃借料(SGA)（連結）		E24801 賃借料(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E24802		賃借料(SGA)（一般）		E24802 賃借料(SGA)（一般）		4,513,068		4,513,068		0		0		0		4,654,446		4,654,446		4,699,001		4,734,023		4,462,663		(141,378)

		1		E24900		支手 業務委託(SGA)		E24900 支手 業務委託(SGA)		3,291,517		3,291,517		0		0		0		3,400,660		3,400,660		3,126,256		3,859,817		3,790,924		(109,143)

		1		E24901		支手 業務委託(SGA（連結		E24901 支手 業務委託(SGA（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		133		0		0

		1		E24902		支手 業務委託(SGA（一般		E24902 支手 業務委託(SGA（一般		3,291,517		3,291,517		0		0		0		3,400,660		3,400,660		3,126,256		3,859,684		3,790,924		(109,143)

		1		E25000		貸引繰戻(SGA)		E25000 貸引繰戻(SGA)		96,134		96,134		0		0		0		363,184		363,184		448,121		213,393		121,102		(267,050)

		1		E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		E25001 貸引繰戻(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0

		1		E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		E25002 貸引繰戻(SGA)（一般）		96,134		96,134		0		0		0		363,184		363,184		448,121		213,393		121,103		(267,050)

		1		E25100		製品保証関連費用		E25100 製品保証関連費用		8,523		8,523		0		0		0		12,643		12,643		5,946		12,924		19,904		(4,120)

		1		E25200		研究開発費		E25200 研究開発費		18,253,189		18,253,189		0		0		0		19,256,488		19,256,488		18,841,574		18,708,163		19,486,447		(1,003,299)

		1		E25300		間接材料費(SGA)		E25300 間接材料費(SGA)		105,009		105,009		0		0		0		53,349		53,349		86,537		87,420		123,159		51,660

		1		E25301		間接材料費(SGA)（連結）		E25301 間接材料費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E25302		間接材料費(SGA)（一般）		E25302 間接材料費(SGA)（一般）		105,009		105,009		0		0		0		53,349		53,349		86,537		87,420		123,159		51,660

		1		E25400		その他経費(SGA)		E25400 その他経費(SGA)		5,933,291		5,933,291		0		0		0		5,744,057		5,744,057		6,721,147		6,312,345		5,770,174		189,234

		1		E25401		その他経費(SGA)（連結）		E25401 その他経費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E25402		その他経費(SGA)（一般）		E25402 その他経費(SGA)（一般）		5,933,291		5,933,291		0		0		0		5,744,057		5,744,057		6,721,147		6,312,345		5,770,174		189,234

		1		E25900		<経費(SGA)計>		E25900 <経費(SGA)計>		43,910,457		43,910,457		0		0		0		45,313,369		45,313,369		45,277,536		45,624,991		45,514,984		(1,402,912)

		1		E26100		受入・払出(SGA)		E26100 受入・払出(SGA)		1,036,585		1,036,585		0		0		0		423,386		423,386		672,761		469,162		578,004		613,199

		1		E26900		<販売費 一般管理費計>		E26900 <販売費 一般管理費計>		105,360,048		105,360,048		0		0		0		107,132,649		107,132,649		107,153,163		108,451,728		107,154,389		(1,772,601)

		1		E29999		<事業貢献利益>		E29999 <事業貢献利益>		8,935,155		8,935,155		0		0		0		12,602,860		12,602,860		17,332,700		14,274,145		21,412,503		(3,667,705)

		1		E31100		固定資産賃貸料収入		E31100 固定資産賃貸料収入		30,857		30,857		0		0		0		31,486		31,486		32,344		28,859		36,916		(629)

		1		E31101		固定資産賃貸料収入（連結		E31101 固定資産賃貸料収入（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31102		固定資産賃貸料収入（一般		E31102 固定資産賃貸料収入（一般		30,857		30,857		0		0		0		31,486		31,486		32,344		28,859		36,916		(629)

		1		E31200		受取手数料		E31200 受取手数料		4,857		4,857		0		0		0		5,462		5,462		(471)		5,806		1,350		(605)

		1		E31201		受取手数料（連結）		E31201 受取手数料（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31202		受取手数料（一般）		E31202 受取手数料（一般）		4,857		4,857		0		0		0		5,462		5,462		(471)		5,806		1,350		(605)

		1		E31300		特許権実施料収入		E31300 特許権実施料収入		8,995		8,995		0		0		0		12,360		12,360		8,486		5,300		48,087		(3,365)

		1		E31301		特許権実施料収入（連結）		E31301 特許権実施料収入（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31302		特許権実施料収入（一般）		E31302 特許権実施料収入（一般）		8,995		8,995		0		0		0		12,360		12,360		8,486		5,300		48,087		(3,365)

		1		E31400		負ののれん収益		E31400 負ののれん収益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31500		有形売却益		E31500 有形売却益		53,237		53,237		0		0		0		171,214		171,214		3,134,332		505,573		340,349		(117,977)

		1		E31600		無形資産売却益		E31600 無形資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31700		有形減損戻入益		E31700 有形減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31800		投資不動産減損戻入益		E31800 投資不動産減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31900		無形資産減損戻入益		E31900 無形資産減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32000		貸引戻入益 (他収益)		E32000 貸引戻入益 (他収益)		198		198		0		0		0		4,652		4,652		3,001		13,418		28,647		(4,454)

		1		E32100		子会社株式・出資売却益		E32100 子会社株式・出資売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32200		関連会社株式・出資売却益		E32200 関連会社株式・出資売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32300		グループ業務委託料収入		E32300 グループ業務委託料収入		11,931		11,931		0		0		0		6,240		6,240		(445)		2,237		1,708		5,691

		1		E32400		その他収益		E32400 その他収益		1,209,349		1,209,349		0		0		0		510,668		510,668		1,056,392		439,214		1,353,656		698,681

		1		E32401		その他収益（連結）		E32401 その他収益（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32402		その他収益（一般）		E32402 その他収益（一般）		1,209,349		1,209,349		0		0		0		510,668		510,668		1,056,392		439,214		1,353,656		698,681

		1		E32500		<その他の収益計>		E32500 <その他の収益計>		1,319,424		1,319,424		0		0		0		742,082		742,082		4,233,639		1,000,407		1,810,713		577,342

		1		E41100		貸引繰入 (他費用)		E41100 貸引繰入 (他費用)		4,342		4,342		0		0		0		8,124		8,124		4,144		72,066		124		(3,782)

		1		E41200		賃貸資産償却費		E41200 賃貸資産償却費		35,167		35,167		0		0		0		23,450		23,450		21,166		33,454		16,932		11,717

		1		E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		E41300 賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		8,517		0		0		0		10,411		10,411		10,466		12,770		11,443		(1,894)

		1		E41400		投資不動産償却費		E41400 投資不動産償却費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E41500		有形売却損		E41500 有形売却損		16,080		16,080		0		0		0		57,767		57,767		21,074		21,081		162,640		(41,687)

		1		E41600		有形除却損		E41600 有形除却損		95,628		95,628		0		0		0		223,732		223,732		715,666		118,110		502,014		(128,104)

		1		E41700		無形資産売却損		E41700 無形資産売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E41800		無形資産除却損		E41800 無形資産除却損		4,142		4,142		0		0		0		0		0		0		0		0		4,142

		1		E41900		有形減損		E41900 有形減損		375		375		0		0		0		2,543		2,543		8,482		169		40,176		(2,168)

		1		E42000		投資不動産減損		E42000 投資不動産減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42100		無形資産(のれん除く)減損		E42100 無形資産(のれん除く)減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42200		のれん減損		E42200 のれん減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42300		子会社株式・出資売却損		E42300 子会社株式・出資売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42400		子会社株式・出資減損損失		E42400 子会社株式・出資減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42500		関連会社株式・出資売却損		E42500 関連会社株式・出資売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42600		関連会社株・出資減損損失		E42600 関連会社株・出資減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42700		その他費用		E42700 その他費用		1,317,565		1,317,565		0		0		0		2,996,839		2,996,839		2,596,993		1,638,692		4,008,565		(1,679,274)

		1		E42701		その他費用（連結）		E42701 その他費用（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42702		その他費用（一般）		E42702 その他費用（一般）		1,317,565		1,317,565		0		0		0		2,996,839		2,996,839		2,596,993		1,638,692		4,008,565		(1,679,274)

		1		E42800		<その他の費用計>		E42800 <その他の費用計>		1,481,816		1,481,816		0		0		0		3,322,866		3,322,866		3,377,991		1,896,342		4,741,894		(1,841,050)

		1		E49000		<営業利益>		E49000 <営業利益>		8,772,763		8,772,763		0		0		0		10,022,076		10,022,076		18,188,348		13,378,210		18,481,322		(1,249,313)

		1		E51100		受取利息		E51100 受取利息		413,083		413,083		0		0		0		395,472		395,472		382,687		326,928		269,149		17,611

		1		E51101		受取利息（連結）		E51101 受取利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51102		受取利息（一般）		E51102 受取利息（一般）		413,083		413,083		0		0		0		395,472		395,472		382,687		326,928		269,149		17,611

		1		E51103		受取利息（RBS(CMS)）		E51103 受取利息（RBS(CMS)）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51200		受取配当金		E51200 受取配当金		274,088		274,088		0		0		0		288,829		288,829		22,483		210,974		22,826		(14,741)

		1		E51201		受取配当金（連結）		E51201 受取配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51202		受取配当金（一般）		E51202 受取配当金（一般）		274,088		274,088		0		0		0		288,829		288,829		22,483		210,974		22,826		(14,741)

		1		E51300		為替差益		E51300 為替差益		0		0		0		0		0		300,635		300,635		0		0		0		(300,635)

		1		E51400		有価証券売却益		E51400 有価証券売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51500		有価証券評価益		E51500 有価証券評価益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51600		その他資産評価売却益		E51600 その他資産評価売却益		36,291		36,291		0		0		0		29,914		29,914		(22,592)		(1,001)		229,585		6,377

		1		E51700		減損戻入益(貸付金)		E51700 減損戻入益(貸付金)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E59000		<金融収益計>		E59000 <金融収益計>		723,462		723,462		0		0		0		1,014,850		1,014,850		382,578		536,901		521,560		(291,388)

		1		E61100		支払利息		E61100 支払利息		466,745		466,745		0		0		0		402,145		402,145		546,072		366,535		331,122		64,600

		1		E61101		支払利息（連結）		E61101 支払利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E61102		支払利息（一般）		E61102 支払利息（一般）		450,053		450,053		0		0		0		389,606		389,606		541,805		347,717		307,954		60,447

		1		E61103		支払利息（RBS(CMS)）		E61103 支払利息（RBS(CMS)）		16,692		16,692		0		0		0		12,539		12,539		4,267		18,818		23,168		4,153

		1		E61200		社債利息		E61200 社債利息		99,500		99,500		0		0		0		129,950		129,950		129,950		119,800		99,500		(30,450)

		1		E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		E61300 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		81,515		0		0		0		26,134		26,134		24,746		26,396		41,300		55,381

		1		E61400		為替差損		E61400 為替差損		315,927		315,927		0		0		0		0		0		828,044		195,632		938,457		315,927

		1		E61800		その他資産評価売却損		E61800 その他資産評価売却損		75,006		75,006		0		0		0		80,075		80,075		102,949		20,772		70,517		(5,069)

		1		E69000		<金融費用計>		E69000 <金融費用計>		1,038,693		1,038,693		0		0		0		638,304		638,304		1,631,761		729,135		1,480,896		400,389

		1		E79000		<金融損益>		E79000 <金融損益>		(315,231)		(315,231)		0		0		0		376,546		376,546		(1,249,183)		(192,234)		(959,336)		(691,777)

		1		E81100		持分法投資損益		E81100 持分法投資損益		(68,145)		(68,145)		0		0		0		(2,901)		(2,901)		3,393		232		(17,339)		(65,244)

		1		E81900		<税金等調整前当期純利益>		E81900 <税金等調整前当期純利益>		8,389,387		8,389,387		0		0		0		10,395,721		10,395,721		16,942,558		13,186,208		17,504,647		(2,006,334)

		1		E82100		当期税金費用(当年度)		E82100 当期税金費用(当年度)		2,172,522		2,172,522		0		0		0		3,488,269		3,488,269		2,913,297		1,805,898		(524,327)		(1,315,747)

		1		E82110		[連税]当期税金費用(当年)		E82110 [連税]当期税金費用(当年)		339,071		339,071		0		0		0		217,356		217,356		33,858		1,796,378		1,213,942		121,715

		1		E82200		当期税金費用(過年度)		E82200 当期税金費用(過年度)		(30,587)		(30,587)		0		0		0		3,831		3,831		(69,885)		13,935		63,287		(34,418)

		1		E82300		繰延税金費用		E82300 繰延税金費用		(127,090)		(127,090)		0		0		0		115,828		115,828		3,319,081		388,908		1,738,474		(242,918)

		1		E82310		[連税]繰延税金費用		E82310 [連税]繰延税金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,510,909		0

		1		E82900		<税金費用>		E82900 <税金費用>		2,353,916		2,353,916		0		0		0		3,825,284		3,825,284		6,196,351		4,005,119		12,002,285		(1,471,368)

		1		E83900		<継続事業にかかる純利益>		E83900 <継続事業にかかる純利益>		6,035,471		6,035,471		0		0		0		6,570,437		6,570,437		10,746,207		9,181,089		5,502,362		(534,966)

		1		E84100		非継続事業純損益(税後)		E84100 非継続事業純損益(税後)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E89000		<当期利益>		E89000 <当期利益>		6,035,471		6,035,471		0		0		0		6,570,437		6,570,437		10,746,207		9,181,089		5,502,362		(534,966)

		1		E90000		非支配持分純利益		E90000 非支配持分純利益		(74,422)		(74,422)		0		0		0		(22,435)		(22,435)		8,731		18,925		21,443		(51,987)

		1		E95100		投資有価証券売却損益		E95100 投資有価証券売却損益		4,407		4,407		0		0		0		145,212		145,212		0		0		0		(140,805)

		1		E95300		投資有価証券減損損失		E95300 投資有価証券減損損失		0		0		0		0		0		0		0		176,837		(17,371)		(159,263)		0

		1		E95400		投資有価証券統合時時価		E95400 投資有価証券統合時時価		99		99		0		0		0		709		709		0		0		14,453		(610)

		1		E95500		投有に係る当期税金		E95500 投有に係る当期税金		1,360		1,360		0		0		0		48,006		48,006		(67)		4		(15,487)		(46,646)

		1		E95700		投有に係る繰延税金		E95700 投有に係る繰延税金		0		0		0		0		0		99,844		99,844		(56,982)		5,600		114,493		(99,844)

		1		E95900		RE振替(投資有価証券)		E95900 RE振替(投資有価証券)		(3,146)		(3,146)		0		0		0		1,929		1,929		119,788		(11,767)		(74,710)		(5,075)

		1		F20100		売上原価-償却費		F20100 売上原価-償却費		(755,245)		(755,245)		0		0		0		(833,263)		(833,263)		(824,982)		(810,443)		(772,977)		78,018

		1		F20200		売上原価-たな卸未実現		F20200 売上原価-たな卸未実現		195,858		195,858		0		0		0		184,469		184,469		452,329		(1,588,699)		(6,174,888)		11,389

		1		F21100		原材料仕入高		F21100 原材料仕入高		39,245,944		39,245,944		0		0		0		43,697,524		43,697,524		48,598,350		48,013,391		37,213,710		(4,451,580)

		1		F21101		原材料仕入高（連結）		F21101 原材料仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21102		原材料仕入高（一般）		F21102 原材料仕入高（一般）		39,245,944		39,245,944		0		0		0		43,697,524		43,697,524		48,598,350		48,013,391		37,213,710		(4,451,580)

		1		F21200		外注加工仕入高		F21200 外注加工仕入高		3,013,236		3,013,236		0		0		0		3,324,540		3,324,540		3,835,006		3,970,766		3,677,109		(311,304)

		1		F21201		外注加工仕入高（連結）		F21201 外注加工仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21202		外注加工仕入高（一般）		F21202 外注加工仕入高（一般）		3,013,236		3,013,236		0		0		0		3,324,540		3,324,540		3,835,006		3,970,766		3,677,109		(311,304)

		1		F21300		原材料有償支給高△		F21300 原材料有償支給高△		(3,130,541)		(3,130,541)		0		0		0		(2,967,055)		(2,967,055)		(3,776,433)		(3,669,827)		(2,930,419)		(163,486)

		1		F21301		原材料有償支給高△（連結		F21301 原材料有償支給高△（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21302		原材料有償支給高△（一般		F21302 原材料有償支給高△（一般		(3,130,541)		(3,130,541)		0		0		0		(2,967,055)		(2,967,055)		(3,776,433)		(3,669,827)		(2,930,419)		(163,486)

		1		F21400		期首･期末原材料棚卸差等		F21400 期首･期末原材料棚卸差等		(1,025,582)		(1,025,582)		0		0		0		(567,259)		(567,259)		(540,903)		(3,313,687)		2,884,577		(458,323)

		1		F21900		<材料費計>		F21900 <材料費計>		38,103,057		38,103,057		0		0		0		43,487,750		43,487,750		48,116,020		45,000,643		40,844,977		(5,384,693)

		1		F23100		給与その他労務費(MC)		F23100 給与その他労務費(MC)		6,943,602		6,943,602		0		0		0		7,704,596		7,704,596		7,849,923		9,178,461		6,991,676		(760,994)

		1		F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		F23200 従業員給付引当繰入額(MC)		18,134		18,134		0		0		0		10,745		10,745		19,091		(24,743)		70,881		7,389

		1		F23300		退職給付費用(MC)		F23300 退職給付費用(MC)		282,849		282,849		0		0		0		278,372		278,372		281,824		277,769		313,702		4,477

		1		F23400		業務委託労務費(MC)		F23400 業務委託労務費(MC)		734,509		734,509		0		0		0		661,982		661,982		675,361		608,874		685,979		72,527

		1		F23401		業務委託労務費(MC)（連結		F23401 業務委託労務費(MC)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F23402		業務委託労務費(MC)（一般		F23402 業務委託労務費(MC)（一般		734,509		734,509		0		0		0		661,982		661,982		675,361		608,874		685,979		72,527

		1		F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		F23500 事業業績連動賞引繰入(MC)		823,420		823,420		0		0		0		950,213		950,213		940,163		(456,631)		973,254		(126,793)

		1		F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		F23600 有給休暇引当金繰入(MC)		4,227		4,227		0		0		0		(2,549)		(2,549)		1,141		1,215		6,865		6,776

		1		F23900		<労務費(MC)計>		F23900 <労務費(MC)計>		8,806,741		8,806,741		0		0		0		9,603,359		9,603,359		9,767,503		9,584,945		9,042,357		(796,618)

		1		F24100		旅費交通費(MC)		F24100 旅費交通費(MC)		116,595		116,595		0		0		0		162,774		162,774		162,272		169,589		116,407		(46,179)

		1		F24200		租税公課(MC)		F24200 租税公課(MC)		169,413		169,413		0		0		0		173,621		173,621		173,055		172,316		174,733		(4,208)

		1		F24300		減価償却費(MC)		F24300 減価償却費(MC)		3,285,883		3,285,883		0		0		0		3,216,678		3,216,678		3,299,086		3,214,755		3,388,203		69,205

		1		F24400		償却費(MC)		F24400 償却費(MC)		387,931		387,931		0		0		0		212,336		212,336		328,213		353,670		363,662		175,595

		1		F24500		電力水道光熱費(MC)		F24500 電力水道光熱費(MC)		1,740,111		1,740,111		0		0		0		2,391,414		2,391,414		2,155,117		1,907,058		1,678,062		(651,303)

		1		F24600		物流費(MC)		F24600 物流費(MC)		738,678		738,678		0		0		0		731,352		731,352		917,765		760,725		774,612		7,326

		1		F24601		物流費(MC)（連結）		F24601 物流費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24602		物流費(MC)（一般）		F24602 物流費(MC)（一般）		738,678		738,678		0		0		0		731,352		731,352		917,765		760,725		774,612		7,326

		1		F24700		修繕費(MC)		F24700 修繕費(MC)		417,658		417,658		0		0		0		425,799		425,799		453,928		437,643		461,130		(8,141)

		1		F24701		修繕費(MC)（連結）		F24701 修繕費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24702		修繕費(MC)（一般）		F24702 修繕費(MC)（一般）		417,658		417,658		0		0		0		425,799		425,799		453,928		437,643		461,130		(8,141)

		1		F24800		賃借料(MC)		F24800 賃借料(MC)		240,948		240,948		0		0		0		246,606		246,606		252,897		247,887		265,321		(5,658)

		1		F24801		賃借料(MC)（連結）		F24801 賃借料(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24802		賃借料(MC)（一般）		F24802 賃借料(MC)（一般）		240,948		240,948		0		0		0		246,606		246,606		252,897		247,887		265,321		(5,658)

		1		F24900		支手 業務委託(MC		F24900 支手 業務委託(MC		746,541		746,541		0		0		0		686,497		686,497		781,956		835,688		758,220		60,044

		1		F24901		支手 業務委託(MC（連結		F24901 支手 業務委託(MC（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24902		支手 業務委託(MC（一般		F24902 支手 業務委託(MC（一般		746,541		746,541		0		0		0		686,497		686,497		781,956		835,688		758,220		60,044

		1		F25300		間接材料費(MC)		F25300 間接材料費(MC)		829,798		829,798		0		0		0		807,252		807,252		1,018,125		901,081		946,583		22,546

		1		F25301		間接材料費(MC)（連結）		F25301 間接材料費(MC)（連結）		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		(16)

		1		F25302		間接材料費(MC)（一般）		F25302 間接材料費(MC)（一般）		829,814		829,814		0		0		0		807,252		807,252		1,018,125		901,081		946,583		22,562

		1		F25400		その他経費(MC)		F25400 その他経費(MC)		999,578		999,578		0		0		0		1,073,766		1,073,766		1,152,873		1,150,395		1,078,386		(74,188)

		1		F25401		その他経費(MC)（連結）		F25401 その他経費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F25402		その他経費(MC)（一般）		F25402 その他経費(MC)（一般）		999,578		999,578		0		0		0		1,073,766		1,073,766		1,152,873		1,150,395		1,078,386		(74,188)

		1		F25900		<経費(MC)計>		F25900 <経費(MC)計>		9,673,134		9,673,134		0		0		0		10,128,095		10,128,095		10,695,287		10,150,807		10,005,319		(454,961)

		1		F26100		受入・払出(MC)		F26100 受入・払出(MC)		(4,434,249)		(4,434,249)		0		0		0		(3,524,514)		(3,524,514)		(3,488,104)		(3,570,505)		(5,250,879)		(909,735)

		1		F26900		<製造費用計>		F26900 <製造費用計>		52,148,683		52,148,683		0		0		0		59,694,690		59,694,690		65,090,706		61,165,890		54,641,774		(7,546,007)

		1		F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		F27100 期首･期末仕掛品棚卸差等		(266,944)		(266,944)		0		0		0		(1,321,584)		(1,321,584)		(1,341,169)		973,124		1,119,896		1,054,640

		1		F27200		半製品有償支給高(△)		F27200 半製品有償支給高(△)		(373,145)		(373,145)		0		0		0		(341,515)		(341,515)		(443,360)		(1,779,635)		782,476		(31,630)

		1		F27201		半製品有償支給高(連結)		F27201 半製品有償支給高(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F27202		半製品有償支給高(一般)		F27202 半製品有償支給高(一般)		(373,145)		(373,145)		0		0		0		(341,515)		(341,515)		(443,360)		(1,779,635)		782,476		(31,630)

		1		F27900		<製品製造原価計>		F27900 <製品製造原価計>		51,508,594		51,508,594		0		0		0		58,031,591		58,031,591		63,306,177		60,359,379		56,544,146		(6,522,997)

		1		G23100		給与その他労務費(COS)		G23100 給与その他労務費(COS)		15,205,937		15,205,937		0		0		0		16,006,955		16,006,955		15,886,730		16,756,478		15,316,678		(801,018)

		1		G23200		従業員給付引当繰入(COS)		G23200 従業員給付引当繰入(COS)		22,094		22,094		0		0		0		11,913		11,913		3,881		4,771		5,018		10,181

		1		G23300		退職給付費用(COS)		G23300 退職給付費用(COS)		255,593		255,593		0		0		0		251,197		251,197		257,574		191,434		337,108		4,396

		1		G23400		業務委託労務費(COS		G23400 業務委託労務費(COS		570,592		570,592		0		0		0		596,315		596,315		707,981		679,460		742,089		(25,723)

		1		G23401		業務委託労務費(COS（連結		G23401 業務委託労務費(COS（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G23402		業務委託労務費(COS（一般		G23402 業務委託労務費(COS（一般		570,592		570,592		0		0		0		596,315		596,315		707,981		679,460		742,089		(25,723)

		1		G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		G23500 事業業績連動賞引繰入(COS		694,167		694,167		0		0		0		706,087		706,087		654,189		369,601		675,368		(11,920)

		1		G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		G23600 有給休暇引当金繰入(COS)		(11,526)		(11,526)		0		0		0		(18,192)		(18,192)		(5,516)		21,456		44,458		6,666

		1		G23900		<労務費(COS)計>		G23900 <労務費(COS)計>		16,736,857		16,736,857		0		0		0		17,554,275		17,554,275		17,504,839		18,023,200		17,120,719		(817,418)

		1		G24100		旅費交通費(COS)		G24100 旅費交通費(COS)		555,882		555,882		0		0		0		537,247		537,247		857,894		707,424		730,837		18,635

		1		G24200		租税公課(COS)		G24200 租税公課(COS)		1,168		1,168		0		0		0		1,079		1,079		591		665		2,696		89

		1		G24300		減価償却費(COS)		G24300 減価償却費(COS)		2,388,671		2,388,671		0		0		0		2,614,047		2,614,047		2,551,897		2,490,948		3,321,066		(225,376)

		1		G24400		償却費(COS)		G24400 償却費(COS)		54,694		54,694		0		0		0		73,431		73,431		71,382		71,012		79,294		(18,737)

		1		G24500		電力水道光熱費(COS)		G24500 電力水道光熱費(COS)		31,211		31,211		0		0		0		26,276		26,276		27,786		24,661		44,719		4,935

		1		G24600		物流費(COS)		G24600 物流費(COS)		16,473		16,473		0		0		0		23,006		23,006		14,673		24,135		35,669		(6,533)

		1		G24601		物流費(COS)（連結）		G24601 物流費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24602		物流費(COS)（一般）		G24602 物流費(COS)（一般）		16,473		16,473		0		0		0		23,006		23,006		14,673		24,135		35,669		(6,533)

		1		G24700		修繕費(COS)		G24700 修繕費(COS)		63,013		63,013		0		0		0		69,715		69,715		96,540		86,293		100,306		(6,702)

		1		G24701		修繕費(COS)（連結）		G24701 修繕費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24702		修繕費(COS)（一般）		G24702 修繕費(COS)（一般）		63,013		63,013		0		0		0		69,715		69,715		96,540		86,293		100,306		(6,702)

		1		G24800		賃借料(COS)		G24800 賃借料(COS)		328,090		328,090		0		0		0		432,431		432,431		455,195		433,604		481,499		(104,341)

		1		G24801		賃借料(COS)（連結）		G24801 賃借料(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24802		賃借料(COS)（一般）		G24802 賃借料(COS)（一般）		328,090		328,090		0		0		0		432,431		432,431		455,195		433,604		481,499		(104,341)

		1		G24900		支手 業務委託(COS)		G24900 支手 業務委託(COS)		208,174		208,174		0		0		0		272,373		272,373		255,527		271,522		323,567		(64,199)

		1		G24901		支手 業務委託(COS)（連結		G24901 支手 業務委託(COS)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24902		支手 業務委託(COS)（一般		G24902 支手 業務委託(COS)（一般		208,174		208,174		0		0		0		272,373		272,373		255,527		271,522		323,567		(64,199)

		1		G25300		間接材料費(COS)		G25300 間接材料費(COS)		353,559		353,559		0		0		0		180,400		180,400		488,770		370,722		399,787		173,159

		1		G25301		間接材料費(COS)（連結）		G25301 間接材料費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G25302		間接材料費(COS)（一般）		G25302 間接材料費(COS)（一般）		353,559		353,559		0		0		0		180,400		180,400		488,770		370,722		399,787		173,159

		1		G25400		その他経費(COS)		G25400 その他経費(COS)		2,392,943		2,392,943		0		0		0		3,056,238		3,056,238		3,087,494		3,207,845		1,994,004		(663,295)

		1		G25401		その他経費(COS)（連結）		G25401 その他経費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G25402		その他経費(COS)（一般）		G25402 その他経費(COS)（一般）		2,392,943		2,392,943		0		0		0		3,056,238		3,056,238		3,087,494		3,207,845		1,994,004		(663,295)

		1		G25900		<経費(COS)計>		G25900 <経費(COS)計>		6,393,878		6,393,878		0		0		0		7,286,243		7,286,243		7,907,749		7,688,831		7,513,444		(892,365)

		1		G26100		受入・払出(COS)		G26100 受入・払出(COS)		95,219		95,219		0		0		0		154,650		154,650		371,341		306,060		501,681		(59,431)

		1		G26900		<サービス原価計>		G26900 <サービス原価計>		23,225,954		23,225,954		0		0		0		24,995,168		24,995,168		25,783,929		26,018,091		25,135,844		(1,769,214)

		1		H23100		給与その他労務費(R&D)		H23100 給与その他労務費(R&D)		5,308,018		5,308,018		0		0		0		6,069,454		6,069,454		5,545,157		8,918,871		5,427,004		(761,436)

		1		H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		H23200 従業員給付引当繰入(R&D)		4,758		4,758		0		0		0		0		0		2,811		4,010		14,397		4,758

		1		H23300		退職給付費用(R&D)		H23300 退職給付費用(R&D)		480,382		480,382		0		0		0		570,871		570,871		592,157		586,676		619,707		(90,489)

		1		H23400		業務委託労務費(R&D		H23400 業務委託労務費(R&D		1,059,693		1,059,693		0		0		0		1,002,889		1,002,889		1,170,584		992,052		1,030,868		56,804

		1		H23401		業務委託労務費(R&D（連結		H23401 業務委託労務費(R&D（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H23402		業務委託労務費(R&D（一般		H23402 業務委託労務費(R&D（一般		1,059,693		1,059,693		0		0		0		1,002,889		1,002,889		1,170,584		992,052		1,030,868		56,804

		1		H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		H23500 事業業績連動賞引繰入(R&D		1,314,660		1,314,660		0		0		0		1,380,870		1,380,870		1,780,998		(1,684,573)		1,732,118		(66,210)

		1		H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		H23600 有給休暇引当金繰入(R&D)		9,980		9,980		0		0		0		0		0		2,322		3,645		4,388		9,980

		1		H23900		<労務費(R&D)計>		H23900 <労務費(R&D)計>		8,177,491		8,177,491		0		0		0		9,024,084		9,024,084		9,094,029		8,820,681		8,828,482		(846,593)

		1		H24100		旅費交通費(R&D)		H24100 旅費交通費(R&D)		190,358		190,358		0		0		0		211,530		211,530		210,865		209,622		192,547		(21,172)

		1		H24200		租税公課(R&D)		H24200 租税公課(R&D)		100,858		100,858		0		0		0		119,869		119,869		121,896		118,833		122,886

		1		H24300		減価償却費(R&D)		H24300 減価償却費(R&D)		1,095,940		1,095,940		0		0		0		992,462		992,462		983,858		1,017,354		1,039,955

		1		H24400		償却費(R&D)		H24400 償却費(R&D)		155,378		155,378		0		0		0		139,970		139,970		140,902		143,385		145,902

		1		H24500		電力水道光熱費(R&D)		H24500 電力水道光熱費(R&D)		239,960		239,960		0		0		0		349,114		349,114		331,296		268,530		281,483

		1		H24600		物流費(R&D)		H24600 物流費(R&D)		38,519		38,519		0		0		0		33,899		33,899		54,090		46,531		51,296

		1		H24601		物流費(R&D)（連結）		H24601 物流費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24602		物流費(R&D)（一般）		H24602 物流費(R&D)（一般）		38,519		38,519		0		0		0		33,899		33,899		54,090		46,531		51,296

		1		H24700		修繕費(R&D)		H24700 修繕費(R&D)		186,164		186,164		0		0		0		193,543		193,543		187,690		177,557		186,067

		1		H24701		修繕費(R&D)（連結）		H24701 修繕費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24702		修繕費(R&D)（一般）		H24702 修繕費(R&D)（一般）		186,164		186,164		0		0		0		193,543		193,543		187,690		177,557		186,067

		1		H24800		賃借料(R&D)		H24800 賃借料(R&D)		73,835		73,835		0		0		0		80,399		80,399		76,319		76,248		88,809

		1		H24801		賃借料(R&D)（連結）		H24801 賃借料(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24802		賃借料(R&D)（一般）		H24802 賃借料(R&D)（一般）		73,835		73,835		0		0		0		80,399		80,399		76,319		76,248		88,809

		1		H24900		支手 業務委託(R&D)		H24900 支手 業務委託(R&D)		5,094,727		5,094,727		0		0		0		4,976,159		4,976,159		4,941,623		5,285,280		4,426,209

		1		H24901		支手 業務委託(R&D)（連結		H24901 支手 業務委託(R&D)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24902		支手 業務委託(R&D)（一般		H24902 支手 業務委託(R&D)（一般		5,094,727		5,094,727		0		0		0		4,976,159		4,976,159		4,941,623		5,285,280		4,426,209

		1		H25300		間接材料費(R&D)		H25300 間接材料費(R&D)		1,776,006		1,776,006		0		0		0		1,640,593		1,640,593		1,740,735		1,610,259		1,778,594

		1		H25301		間接材料費(R&D)（連結）		H25301 間接材料費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H25302		間接材料費(R&D)（一般）		H25302 間接材料費(R&D)（一般）		1,776,006		1,776,006		0		0		0		1,640,593		1,640,593		1,740,735		1,610,259		1,778,594

		1		H25400		その他経費(R&D)		H25400 その他経費(R&D)		438,951		438,951		0		0		0		400,233		400,233		428,389		439,686		511,328

		1		H25401		その他経費(R&D)（連結）		H25401 その他経費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H25402		その他経費(R&D)（一般）		H25402 その他経費(R&D)（一般）		438,951		438,951		0		0		0		400,233		400,233		428,389		439,686		511,328

		1		H25900		<経費(R&D)計>		H25900 <経費(R&D)計>		9,390,696		9,390,696		0		0		0		9,137,771		9,137,771		9,217,663		9,393,285		8,825,076

		1		H26100		受入・払出(R&D)		H26100 受入・払出(R&D)		685,002		685,002		0		0		0		1,094,633		1,094,633		529,882		494,197		1,832,889

		1		H26900		<研究開発費計>		H26900 <研究開発費計>		18,253,189		18,253,189		0		0		0		19,256,488		19,256,488		18,841,574		18,708,163		19,486,447

		1		M03010		評価減相当額		M03010 評価減相当額		(352,028)		(352,028)		0		0		0		(1,214,052)		(1,214,052)		576,714		(18,233)		(728,146)

		1		M03020		処分損引当額		M03020 処分損引当額		(371,405)		(371,405)		0		0		0		(714,859)		(714,859)		(494,641)		(451,836)		(751,144)

		1		M03030		棚卸資産処分損		M03030 棚卸資産処分損		(232,718)		(232,718)		0		0		0		(13,945)		(13,945)		(161,042)		(209,718)		(321,919)

		1		M03040		<合計>		M03040 <合計>		(956,154)		(956,154)		0		0		0		(1,942,857)		(1,942,857)		(78,966)		(679,787)		(1,801,211)

		1		M19010		法定実効税率		M19010 法定実効税率		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M19020		理論上の税金費用		M19020 理論上の税金費用		2,983,101		2,983,101		0		0		0		3,631,707		3,631,707		12,487,613		3,921,262		8,377,674

		1		M19030		評価性引当		M19030 評価性引当		(32,636)		(32,636)		0		0		0		26,254		26,254		(61,949)		(22,055)		(196,902)

		1		M19040		益金不算入額 (△入力)		M19040 益金不算入額 (△入力)		(280,351)		(280,351)		0		0		0		(245,729)		(245,729)		(6,892,399)		89,739		(683,880)

		1		M19050		損金不算入額 (+入力)		M19050 損金不算入額 (+入力)		203,351		203,351		0		0		0		280,714		280,714		340,876		14,223		448,953

		1		M19060		在外子会社との税率差異		M19060 在外子会社との税率差異		1,174		1,174		0		0		0		(16,464)		(16,464)		109,660		(174,889)		186,804

		1		M19070		税額控除 (△入力)　①		M19070 税額控除 (△入力)　①		0		0		0		0		0		(39,822)		(39,822)		(58,238)		(29,116)		(43,317)

		1		M19080		税額控除 (△入力)　②		M19080 税額控除 (△入力)　②		(1,098)		(1,098)		0		0		0		(1,207)		(1,207)		(1,224)		(2,127)		(127)

		1		M19090		税額控除 (△入力)　③		M19090 税額控除 (△入力)　③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M19100		税率変更		M19100 税率変更		0		0		0		0		0		(671)		(671)		(2,040)		1,329		11,316

		1		M19110		その他　①		M19110 その他　①		143,553		143,553		0		0		0		213,053		213,053		403,746		338,869		841,107

		1		M19120		その他　②		M19120 その他　②		56,537		56,537		0		0		0		(28,317)		(28,317)		51,962		(31,305)		102,385

		1		M19130		その他　③		M19130 その他　③		(344)		(344)		0		0		0		(5,593)		(5,593)		(35,436)		(12,074)		36,266

		1		M19140		その他　④		M19140 その他　④		0		0		0		0		0		386		386		3,701		2,953		(3,415)

		1		M19150		その他　⑤		M19150 その他　⑤		(5,174)		(5,174)		0		0		0		0		0		0		(61)		(17,863)

		1		M19160		その他　⑥		M19160 その他　⑥		1,219		1,219		0		0		0		(242)		(242)		246		(3)		(201,405)

		1		M19170		税金費用　(上記合計)		M19170 税金費用　(上記合計)		3,069,311		3,069,311		0		0		0		3,813,665		3,813,665		6,346,476		4,096,844		8,857,469

		1		M23010		製品・商品販売 *1		M23010 製品・商品販売 *1		127,983,687		127,983,687		0		0		0		140,285,120		140,285,120		151,997,914		146,151,637		171,740,756

		1		M23020		販売付随サービス*2		M23020 販売付随サービス*2		72,405,419		72,405,419		0		0		0		78,873,448		78,873,448		76,378,861		78,465,575		69,333,911

		1		M23030		レンタルサービス*3		M23030 レンタルサービス*3		4,188,385		4,188,385		0		0		0		5,106,498		5,106,498		5,570,890		5,164,044		(3,068,986)

		1		M23040		その他サービス *4		M23040 その他サービス *4		24,553,999		24,553,999		0		0		0		24,377,359		24,377,359		24,654,801		25,300,750		31,721,415

		1		M23050		サービス計		M23050 サービス計		101,147,802		101,147,802		0		0		0		108,357,305		108,357,305		106,604,555		108,930,364		97,986,337

		1		M23060		合計		M23060 合計		229,131,494		229,131,494		0		0		0		248,642,417		248,642,417		258,602,470		255,081,999		269,727,094

		1		M23110		地域別売上高_日本		M23110 地域別売上高_日本		42,912,980		42,912,980		0		0		0		46,273,280		46,273,280		50,858,999		47,600,697		55,439,490

		1		M23120		地域別売上高_アメリカ		M23120 地域別売上高_アメリカ		60,031,480		60,031,480		0		0		0		63,170,453		63,170,453		67,717,350		67,817,352		69,047,453

		1		M23130		地域別売上高_他北米		M23130 地域別売上高_他北米		5,506,211		5,506,211		0		0		0		6,897,401		6,897,401		6,348,349		7,037,002		6,380,712

		1		M23140		地域別売上高_北米計		M23140 地域別売上高_北米計		65,537,688		65,537,688		0		0		0		70,067,854		70,067,854		74,065,698		74,854,350		75,428,038

		1		M23150		地域別売上高_ドイツ		M23150 地域別売上高_ドイツ		16,387,043		16,387,043		0		0		0		17,241,564		17,241,564		18,040,866		17,913,523		19,869,926

		1		M23160		地域別売上高_フランス		M23160 地域別売上高_フランス		14,450,382		14,450,382		0		0		0		13,702,132		13,702,132		12,854,389		13,776,236		14,905,999

		1		M23170		地域別売上高_イギリス		M23170 地域別売上高_イギリス		10,483,341		10,483,341		0		0		0		11,456,150		11,456,150		12,092,606		11,050,873		11,113,553

		1		M23180		地域別売上高_他欧州		M23180 地域別売上高_他欧州		30,169,819		30,169,819		0		0		0		34,057,236		34,057,236		33,484,678		37,361,717		40,809,976

		1		M23190		地域別売上高_欧州計		M23190 地域別売上高_欧州計		71,490,588		71,490,588		0		0		0		76,457,079		76,457,079		76,472,538		80,102,348		86,699,583

		1		M23200		地域別売上高_中国		M23200 地域別売上高_中国		17,707,265		17,707,265		0		0		0		18,206,009		18,206,009		19,669,514		18,776,519		19,776,761

		1		M23210		地域別売上高_他アジア		M23210 地域別売上高_他アジア		16,814,922		16,814,922		0		0		0		22,353,129		22,353,129		22,326,128		18,969,565		17,639,449

		1		M23220		地域別売上高_アジア計		M23220 地域別売上高_アジア計		41,866,201		41,866,201		0		0		0		48,437,779		48,437,779		49,893,536		44,484,168		44,195,224

		1		M23230		地域別売上高_その他		M23230 地域別売上高_その他		7,324,160		7,324,160		0		0		0		7,406,423		7,406,423		7,311,701		8,040,970		7,964,121

		1		M23240		地域別売上高_海外計		M23240 地域別売上高_海外計		186,218,515		186,218,515		0		0		0		202,369,137		202,369,137		207,743,473		207,481,834		214,287,098

		1		M23250		地域別売上高_合計		M23250 地域別売上高_合計		229,131,616		229,131,616		0		0		0		248,642,417		248,642,417		258,602,470		255,082,531		269,726,587

		1		M23260		地域別売上高_オセアニア		M23260 地域別売上高_オセアニア		7,344,013		7,344,013		0		0		0		7,878,642		7,878,642		7,897,894		6,738,084		6,779,014

		1		M24010		税金関連		M24010 税金関連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24020		政府補助金（取り崩し益）		M24020 政府補助金（取り崩し益）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24030		保険金(損害補償等		M24030 保険金(損害補償等		392		392		0		0		0		0		0		48		20		18

		1		M24040		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24040 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24050		手数料		M24050 手数料		61		61		0		0		0		0		0		308		356		905

		1		M24060		ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		M24060 ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		0		0		0		0		0		0		0		261,685		694		223,676

		1		M24070		事業構造改善引当金戻入益		M24070 事業構造改善引当金戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24080		助成金		M24080 助成金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24090		原材料関連		M24090 原材料関連		1,106		1,106		0		0		0		0		0		3,680		4,800		4,047

		1		M24100		製品・仕掛品関連		M24100 製品・仕掛品関連		7,471		7,471		0		0		0		0		0		41,550		8,292		21,058

		1		M24110		固定資産関連		M24110 固定資産関連		1,444		1,444		0		0		0		0		0		93		46		41

		1		M24120		その他 1		M24120 その他 1		70,636		70,636		0		0		0		0		0		12,852,756		99,426		45,079

		1		M24130		その他 2		M24130 その他 2		123,183		123,183		0		0		0		0		0		135,295		146,153		93,509

		1		M24140		その他 3		M24140 その他 3		20,477		20,477		0		0		0		0		0		(68,173)		32,799		35,665

		1		M24150		その他 4		M24150 その他 4		10,956		10,956		0		0		0		0		0		24,842		145,543		32,972

		1		M24160		その他 5		M24160 その他 5		0		0		0		0		0		0		0		8,335		9,941		7,419

		1		M24170		その他 6		M24170 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		23,062		26,875		26,713

		1		M24180		その他 7		M24180 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		221		61,774		0

		1		M24190		その他 8		M24190 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		443		1,672		(12)

		1		M24200		その他 9		M24200 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		35		(35)		946

		1		M25021		その他 10		M25021 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25022		その他 11		M25022 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25023		その他 12		M25023 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25024		その他 13		M25024 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25025		その他 14		M25025 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25026		その他 15		M25026 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25027		その他 10		M25027 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25028		その他 11		M25028 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25029		その他 12		M25029 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25030		その他 13		M25030 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25031		その他 14		M25031 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25032		その他 15		M25032 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25033		その他 10		M25033 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25034		その他 11		M25034 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25035		その他 12		M25035 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25036		その他 13		M25036 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25037		その他 14		M25037 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25038		その他 15		M25038 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25039		その他 10		M25039 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25040		その他 11		M25040 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25041		その他 12		M25041 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25042		その他 13		M25042 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25043		その他 14		M25043 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25044		その他 15		M25044 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24210		連結会社　合計		M24210 連結会社　合計		235,725		235,725		0		0		0		0		0		13,284,179		538,357		492,035

		1		M24220		税金関連		M24220 税金関連		1,209		1,209		0		0		0		0		0		2,080		1,871		15,442

		1		M24230		政府補助金（取り崩し益）		M24230 政府補助金（取り崩し益）		30,828		30,828		0		0		0		0		0		7,125		76,115		0

		1		M24240		保険金(損害補償等		M24240 保険金(損害補償等		46,080		46,080		0		0		0		0		0		31,041		33,824		66,705

		1		M24250		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24250 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		6,217		6,217		0		0		0		0		0		17,202		128,251		(2,062)

		1		M24260		手数料		M24260 手数料		5,317		5,317		0		0		0		0		0		18,764		31,031		(3,967)

		1		M24270		ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		M24270 ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		179,438		179,438		0		0		0		0		0		178,733		3,254		229,044

		1		M24280		事業構造改善引当金戻入益		M24280 事業構造改善引当金戻入益		41,413		41,413		0		0		0		0		0		77,101		37,758		11,705

		1		M24290		助成金		M24290 助成金		70,095		70,095		0		0		0		0		0		66,355		59,597		206,159

		1		M24300		原材料関連		M24300 原材料関連		239,518		239,518		0		0		0		0		0		107,346		(13,941)		26,621

		1		M24310		製品・仕掛品関連		M24310 製品・仕掛品関連		1,963		1,963		0		0		0		0		0		11,615		2,540		11,743

		1		M24320		固定資産関連		M24320 固定資産関連		5,223		5,223		0		0		0		0		0		940		555		4,041

		1		M24330		その他 1		M24330 その他 1		238,510		238,510		0		0		0		0		0		114,267		57,981		1,105,105

		1		M24340		その他 2		M24340 その他 2		109,643		109,643		0		0		0		0		0		35,536		32,329		42,854

		1		M24350		その他 3		M24350 その他 3		37,244		37,244		0		0		0		0		0		20,726		204,685		106,923

		1		M24360		その他 4		M24360 その他 4		23,515		23,515		0		0		0		0		0		72,419		12,996		36,525

		1		M24370		その他 5		M24370 その他 5		37		37		0		0		0		0		0		573		798		85,502

		1		M24380		その他 6		M24380 その他 6		8		8		0		0		0		0		0		(493)		11,833		282

		1		M24390		その他 7		M24390 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		61		8,141		127

		1		M24400		その他 8		M24400 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		4,138		4,924

		1		M24410		その他 9		M24410 その他 9		172		172		0		0		0		0		0		213		487		3,464

		1		M24420		非連結会社　合計		M24420 非連結会社　合計		1,041,507		1,041,507		0		0		0		0		0		761,600		694,245		1,951,237

		1		M24430		税金関連		M24430 税金関連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24440		手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		M24440 手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		8,541		8,541		0		0		0		0		0		10,334		8,908		8,652

		1		M24450		環境関連費用		M24450 環境関連費用		47,600		47,600		0		0		0		0		0		4,929		4,903		4,603

		1		M24460		保険金見合い損失		M24460 保険金見合い損失		12		12		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24470		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24470 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24480		退職特別加算金		M24480 退職特別加算金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24490		資産処分		M24490 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24500		拠点移動		M24500 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24510		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24510 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24520		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24520 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24530		その他		M24530 その他		0		0		0		0		0		0		0		3,012		281		0

		1		M24540		退職特別加算金		M24540 退職特別加算金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24550		資産処分		M24550 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24560		拠点移動		M24560 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24570		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24570 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24580		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24580 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24590		その他		M24590 その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24600		原材料関連		M24600 原材料関連		7,970		7,970		0		0		0		0		0		44,726		(44,270)		3,580

		1		M24610		製品・仕掛品関連		M24610 製品・仕掛品関連		24		24		0		0		0		0		0		(9,151)		0		0

		1		M24620		固定資産関連		M24620 固定資産関連		158		158		0		0		0		0		0		154		(326)		0

		1		M24630		その他 1		M24630 その他 1		47,292		47,292		0		0		0		0		0		35,310		101,173		40,766

		1		M24640		その他 2		M24640 その他 2		17,503		17,503		0		0		0		0		0		18,627		11,064		20,152

		1		M24650		その他 3		M24650 その他 3		83		83		0		0		0		0		0		174,322		26,890		230,939

		1		M24660		その他 4		M24660 その他 4		8,265		8,265		0		0		0		0		0		58,920		0		3,325

		1		M24670		その他 5		M24670 その他 5		0		0		0		0		0		0		0		78,967		(78,276)		579

		1		M24990		その他 6		M24990 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25000		その他 7		M25000 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25010		その他 8		M25010 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25020		その他 9		M25020 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24680		連結会社　合計		M24680 連結会社　合計		137,448		137,448		0		0		0		0		0		442,550		30,347		312,659

		1		M24690		税金関連		M24690 税金関連		28,339		28,339		0		0		0		0		0		12,739		13,835		25,087

		1		M24700		手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		M24700 手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		4,143		4,143		0		0		0		0		0		27,993		9,301		9,626

		1		M24710		環境関連費用		M24710 環境関連費用		27,093		27,093		0		0		0		0		0		415,455		98,232		86,292

		1		M24720		保険金見合い損失		M24720 保険金見合い損失		349		349		0		0		0		0		0		1,350		58,483		303

		1		M24730		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24730 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		6,475		6,475		0		0		0		0		0		29,816		85,736		(646)

		1		M24740		退職特別加算金		M24740 退職特別加算金		75,972		75,972		0		0		0		0		0		562,661		45,323		3,075,097

		1		M24750		資産処分		M24750 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		(481)		3,453		7,596

		1		M24760		拠点移動		M24760 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24770		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24770 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24780		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24780 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24790		その他		M24790 その他		0		0		0		0		0		0		0		3,048		2,347		14,812

		1		M24800		退職特別加算金		M24800 退職特別加算金		72,968		72,968		0		0		0		0		0		98,721		9,572		102,166

		1		M24810		資産処分		M24810 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24820		拠点移動		M24820 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24830		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24830 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		1,904		5,318		254

		1		M24840		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24840 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24850		その他		M24850 その他		976		976		0		0		0		0		0		5,303		35,764		12,977

		1		M24860		原材料関連		M24860 原材料関連		236,353		236,353		0		0		0		0		0		10,149		25,290		(33,182)

		1		M24870		製品・仕掛品関連		M24870 製品・仕掛品関連		9,059		9,059		0		0		0		0		0		10,000		52,093		22,621

		1		M24880		固定資産関連		M24880 固定資産関連		15,397		15,397		0		0		0		0		0		52,389		(47,221)		607

		1		M24890		その他 1		M24890 その他 1		247,359		247,359		0		0		0		0		0		441,795		341,411		741,126

		1		M24900		その他 2		M24900 その他 2		692,226		692,226		0		0		0		0		0		435,086		80,527		(411,223)

		1		M24910		その他 3		M24910 その他 3		27,652		27,652		0		0		0		0		0		164,341		311,909		128,413

		1		M24920		その他 4		M24920 その他 4		(1,803)		(1,803)		0		0		0		0		0		49,913		39,307		418,037

		1		M24930		その他 5		M24930 その他 5		961		961		0		0		0		0		0		448,479		778,458		596,914

		1		M24950		その他 6		M24950 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24960		その他 7		M24960 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24970		その他 8		M24970 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24980		その他 9		M24980 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24940		非連結会社　合計		M24940 非連結会社　合計		1,446,297		1,446,297		0		0		0		0		0		2,797,316		1,951,751		4,867,207

		1		M25100		棚卸資産評価損		M25100 棚卸資産評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25200		棚卸資産処分損		M25200 棚卸資産処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25900		棚卸資産評価損処分損		M25900 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25924		棚卸資産評価損処分損		M25924 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25925		棚卸資産評価損処分損		M25925 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25926		棚卸資産評価損処分損		M25926 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25927		棚卸資産評価損処分損		M25927 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25928		棚卸資産評価損処分損		M25928 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25929		棚卸資産評価損処分損		M25929 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25930		棚卸資産評価損処分損		M25930 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25931		棚卸資産評価損処分損		M25931 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25932		棚卸資産評価損処分損		M25932 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25933		棚卸資産評価損処分損		M25933 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25934		棚卸資産評価損処分損		M25934 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25935		棚卸資産評価損処分損		M25935 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25936		棚卸資産評価損処分損		M25936 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25937		棚卸資産評価損処分損		M25937 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25938		棚卸資産評価損処分損		M25938 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25939		棚卸資産評価損処分損		M25939 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25940		棚卸資産評価損処分損		M25940 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25941		棚卸資産評価損処分損		M25941 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25942		棚卸資産評価損処分損		M25942 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25943		棚卸資産評価損処分損		M25943 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25944		棚卸資産評価損処分損		M25944 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25945		棚卸資産評価損処分損		M25945 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25946		棚卸資産評価損処分損		M25946 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25947		棚卸資産評価損処分損		M25947 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25948		棚卸資産評価損処分損		M25948 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25949		棚卸資産評価損処分損		M25949 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25950		棚卸資産評価損処分損		M25950 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25951		棚卸資産評価損処分損		M25951 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0
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千円 (増減)

		

						連結精算表(累計） レンケツセイサンヒョウルイケイ				2016/03月期(第1四半期)決算																				0												0

										2015		←年度 ネンド		1		←四半期 シハンキ

				（単位：千円） タンイセンエン				非表示列 ヒヒョウジレツ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される ヒカクチルイケイトウキルイケイキカンアスウチヒョウジ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される

										（計算式）		連結金額(当期１Q)		連結金額(当期２Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		（計算式）		連結金額(前期１Q)		連結金額(当期2Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		増減 ゾウゲン		前期比較値		(2014年度１Ｑ)		(2014年度２Ｑ)		(2014年度３Ｑ)		(2014年度４Ｑ)		増減

		1		C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		C50000 非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)		(124,331)		0		0		0		799,249		799,249		840,646		679,292		696,439		(923,580)		0										(124,331)

		1								0										0		0		0		0		406,316,842		0		0										0

		1								0										218,427,126		218,427,126		0		0		308,387,070		(218,427,126)		0										0

		1								0										61,702,686		61,702,686		0		0		364,708,688		(61,702,686)		0										0

		1								0										32,303,232		32,303,232		0		0		125,642,505		(32,303,232)		0										0

		1								0										0		0		0		0		67,018,499		0		0										0

		1								0										32,303,232		32,303,232		0		0		58,624,006		(32,303,232)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,409,433		1,409,433		0		0		(7,120,540)		(1,409,433)		0										0

		1								0										95,415,351		95,415,351		0		0		483,230,653		(95,415,351)		0										0

		1								0										21,552,843		21,552,843		0		0		28,148,314		(21,552,843)		0										0

		1								0										116,968,194		116,968,194		0		0		511,378,967		(116,968,194)		0										0

		1								0										101,458,932		101,458,932		0		0		203,324,945		(101,458,932)		0										0

		1								0										4,485,570		4,485,570		0		0		7,658,524		(4,485,570)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,305,871		0		0										0

		1								0										4,485,570		4,485,570		0		0		6,352,653		(4,485,570)		0										0

		1								0										2,235,305		2,235,305		0		0		4,735,771		(2,235,305)		0										0

		1								0										65,174		65,174		0		0		823,311		(65,174)		0										0

		1								0										2,170,131		2,170,131		0		0		3,912,460		(2,170,131)		0										0

		1								0										3,506,987		3,506,987		0		0		8,343,096		(3,506,987)		0										0

		1								0										0		0		0		0		2,745,175		0		0										0

		1								0										3,506,987		3,506,987		0		0		5,597,921		(3,506,987)		0										0

		1								0										10,227,862		10,227,862		0		0		20,737,391		(10,227,862)		0										0

		1								0										35,875,344		35,875,344		0		0		44,182,571		(35,875,344)		0										0

		1								0										2,598,289		2,598,289		0		0		3,660,908		(2,598,289)		0										0

		1								0										1,676,853		1,676,853		0		0		2,338,219		(1,676,853)		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,741,851		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		562,363		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,179,488		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		752,743		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										40,150,486		40,150,486		0		0		54,676,292		(40,150,486)		0										0

		1								0										3,080,127		3,080,127		0		0		2,729,064		(3,080,127)		0										0

		1								0										953,211		953,211		0		0		2,591,305		(953,211)		0										0

		1								0										0		0		0		0		53,469		0		0										0

		1								0										4,450,330		4,450,330		0		0		2,734,185		(4,450,330)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,727,477		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,012,762		0		0										0

		1								0										729,688		729,688		0		0		2,699,747		(729,688)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,078,668		0		0										0

		1								0										729,688		729,688		0		0		1,621,079		(729,688)		0										0

		1								0										3,915,197		3,915,197		0		0		5,505,227		(3,915,197)		0										0

		1								0										0		0		0		0		257,255		0		0										0

		1								0										3,915,197		3,915,197		0		0		5,247,972		(3,915,197)		0										0

		1								0										2,744,080		2,744,080		0		0		6,872,915		(2,744,080)		0										0

		1								0										15,408		15,408		0		0		9,354,744		(15,408)		0										0

		1								0										2,728,672		2,728,672		0		0		(2,481,829)		(2,728,672)		0										0

		1								0										431,734		431,734		0		0		519,057		(431,734)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										431,734		431,734		0		0		519,057		(431,734)		0										0

		1								0										11,872		11,872		0		0		0		(11,872)		0										0

		1								0										16,061,830		16,061,830		0		0		69,545,086		(16,061,830)		0										0

		1								0										117,423		117,423		0		0		412,776		(117,423)		0										0

		1								0										0		0		0		0		78,169		0		0										0

		1								0										117,423		117,423		0		0		334,607		(117,423)		0										0

		1								0										5,639,441		5,639,441		0		0		14,944,687		(5,639,441)		0										0

		1								0										0		0		0		0		27,527		0		0										0

		1								0										5,639,441		5,639,441		0		0		14,917,160		(5,639,441)		0										0

		1								0										38,134,933		38,134,933		0		0		114,347,757		(38,134,933)		0										0

		1								0										(1,336,425)		(1,336,425)		0		0		(5,462,948)		1,336,425		0										0

		1								0										87,176,856		87,176,856		0		0		184,298,492		(87,176,856)		0										0

		1								0										0		0		0		0		19,026,453		0		0										0

		1								0										25,668		25,668		0		0		555,733		(25,668)		0										0

		1								0										0		0		0		0		472,251		0		0										0

		1								0										25,668		25,668		0		0		83,482		(25,668)		0										0

		1								0										5,222		5,222		0		0		7,846		(5,222)		0										0

		1								0										0		0		0		0		403		0		0										0

		1								0										5,222		5,222		0		0		7,443		(5,222)		0										0

		1								0										69,746		69,746		0		0		207,749		(69,746)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,326		0		0										0

		1								0										69,746		69,746		0		0		203,423		(69,746)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										22,333		22,333		0		0		371,311		(22,333)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,819		3,819		0		0		0		(3,819)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										9,555		9,555		0		0		15,633		(9,555)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		8,500		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,531,268		3,531,268		0		0		5,783,500		(3,531,268)		0										0

		1								0										0		0		0		0		403,196		0		0										0

		1								0										3,531,268		3,531,268		0		0		5,380,304		(3,531,268)		0										0

		1								0										3,667,611		3,667,611		0		0		6,950,272		(3,667,611)		0										0

		1								0										2,743		2,743		0		0		230,017		(2,743)		0										0

		1								0										84,670		84,670		0		0		311,409		(84,670)		0										0

		1								0										15,003		15,003		0		0		65,915		(15,003)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										6,304		6,304		0		0		9,292		(6,304)		0										0

		1								0										292,493		292,493		0		0		1,652,146		(292,493)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		509		0		0										0

		1								0										102,352		102,352		0		0		6,692,651		(102,352)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,976		3,976		0		0		2,515		(3,976)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		7,061,460		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,500,000		0		0										0

		1								0										1,793,363		1,793,363		0		0		23,728,484		(1,793,363)		0										0

		1								0										0		0		0		0		672,316		0		0										0

		1								0										1,793,363		1,793,363		0		0		23,056,168		(1,793,363)		0										0

		1								0										2,300,904		2,300,904		0		0		41,254,398		(2,300,904)		0										0

		1								0										15,648,783		15,648,783		0		0		(15,277,673)		(15,648,783)		0										0

		1								0										353,710		353,710		0		0		765,953		(353,710)		0										0

		1								0										0		0		0		0		578,876		0		0										0

		1								0										353,710		353,710		0		0		187,077		(353,710)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										653,630		653,630		0		0		(266,747,065)		(653,630)		0										0

		1								0										409,385		409,385		0		0		(266,018,445)		(409,385)		0										0

		1								0										244,245		244,245		0		0		(728,620)		(244,245)		0										0

		1								0										287,326		287,326		0		0		1,378,416		(287,326)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,294,666		1,294,666		0		0		(264,602,696)		(1,294,666)		0										0

		1								0										526,430		526,430		0		0		1,507,094		(526,430)		0										0

		1								0										0		0		0		0		428,454		0		0										0

		1								0										526,430		526,430		0		0		1,078,640		(526,430)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										129,950		129,950		0		0		519,800		(129,950)		0										0

		1								0										28,641		28,641		0		0		0		(28,641)		0										0

		1								0										655,281		655,281		0		0		8,825		(655,281)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,340,302		1,340,302		0		0		2,035,719		(1,340,302)		0										0

		1								0										(45,636)		(45,636)		0		0		(266,638,415)		45,636		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										15,603,147		15,603,147		0		0		(281,916,088)		(15,603,147)		0										0

		1								0										5,107,641		5,107,641		0		0		2,222,359		(5,107,641)		0										0

		1								0										0		0		0		0		802,808		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										(8,923,727)		(8,923,727)		0		0		(18,755,034)		8,923,727		0										0

		1								0										0		0		0		0		80,330		0		0										0

		1								0										(3,816,086)		(3,816,086)		0		0		(15,649,537)		3,816,086		0										0

		1								0										19,419,233		19,419,233		0		0		(266,266,551)		(19,419,233)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										19,419,233		19,419,233		0		0		(266,266,551)		(19,419,233)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										58,532		58,532		0		0		75,911		(58,532)		0										0

		1								0										47,987		47,987		0		0		49,616		(47,987)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		10,643		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										(10,545)		(10,545)		0		0		(15,652)		10,545		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		28,438,255		0		0										0

		1								0										44,160,095		44,160,095		0		0		288,465,707		(44,160,095)		0										0

		1								0										0		0		0		0		214,089,076		0		0										0

		1								0										44,160,095		44,160,095		0		0		74,376,631		(44,160,095)		0										0

		1								0										0		0		0		0		13,583,133		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		969,330		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		12,613,803		0		0										0

		1								0										(1,882,678)		(1,882,678)		0		0		(1,526,608)		1,882,678		0										0

		1								0										0		0		0		0		(72,556)		0		0										0

		1								0										(1,882,678)		(1,882,678)		0		0		(1,454,052)		1,882,678		0										0

		1								0										553,818		553,818		0		0		901,095		(553,818)		0										0

		1								0										42,831,235		42,831,235		0		0		301,423,327		(42,831,235)		0										0

		1								0										8,566,908		8,566,908		0		0		20,283,132		(8,566,908)		0										0

		1								0										929,714		929,714		0		0		805,982		(929,714)		0										0

		1								0										296,389		296,389		0		0		1,048,066		(296,389)		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,292,720		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		370,393		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		2,922,327		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		978,214		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										9,793,011		9,793,011		0		0		26,408,114		(9,793,011)		0										0

		1								0										0		0		0		0		472,494		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		766,189		0		0										0

		1								0										4,209,126		4,209,126		0		0		7,029,186		(4,209,126)		0										0

		1								0										0		0		0		0		658,316		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		8,545,327		0		0										0

		1								0										500,729		500,729		0		0		557,214		(500,729)		0										0

		1								0										0		0		0		0		111,094		0		0										0

		1								0										500,729		500,729		0		0		446,120		(500,729)		0										0

		1								0										441,664		441,664		0		0		1,925,714		(441,664)		0										0

		1								0										0		0		0		0		483,083		0		0										0

		1								0										441,664		441,664		0		0		1,442,631		(441,664)		0										0

		1								0										323,384		323,384		0		0		1,835,635		(323,384)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,214,920		0		0										0

		1								0										323,384		323,384		0		0		620,715		(323,384)		0										0

		1								0										1,132,318		1,132,318		0		0		3,456,431		(1,132,318)		0										0

		1								0										0		0		0		0		376,845		0		0										0

		1								0										1,132,318		1,132,318		0		0		3,079,586		(1,132,318)		0										0

		1								0										1,197,673		1,197,673		0		0		3,226,102		(1,197,673)		0										0

		1								0										0		0		0		0		259,737		0		0										0

		1								0										1,197,673		1,197,673		0		0		2,966,365		(1,197,673)		0										0

		1								0										3,060,653		3,060,653		0		0		3,462,003		(3,060,653)		0										0

		1								0										0		0		0		0		381,329		0		0										0

		1								0										3,060,653		3,060,653		0		0		3,080,674		(3,060,653)		0										0

		1								0										10,865,547		10,865,547		0		0		31,934,611		(10,865,547)		0										0

		1								0										0		0		0		0		(3,973,571)		0		0										0

		1								0										63,489,793		63,489,793		0		0		355,792,481		(63,489,793)		0										0

		1								0										(1,463,617)		(1,463,617)		0		0		666,006		1,463,617		0										0

		1								0										(323,490)		(323,490)		0		0		(20,188,054)		323,490		0										0

		1								0										0		0		0		0		18,368,402		0		0										0

		1								0										(323,490)		(323,490)		0		0		(38,556,456)		323,490		0										0

		1								0										61,702,686		61,702,686		0		0		336,270,433		(61,702,686)		0										0

		1								0										13,600,699		13,600,699		0		0		12,952,931		(13,600,699)		0										0

		1								0										753,078		753,078		0		0		820,748		(753,078)		0										0

		1								0										282,783		282,783		0		0		732,062		(282,783)		0										0

		1								0										0		0		0		0		716,199		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		19,372		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		696,827		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		245,469		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										14,636,560		14,636,560		0		0		15,467,409		(14,636,560)		0										0

		1								0										0		0		0		0		609,534		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,832		0		0										0

		1								0										2,323,010		2,323,010		0		0		4,341,405		(2,323,010)		0										0

		1								0										0		0		0		0		73,928		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		145,354		0		0										0

		1								0										24,389		24,389		0		0		45,464		(24,389)		0										0

		1								0										0		0		0		0		997		0		0										0

		1								0										24,389		24,389		0		0		44,467		(24,389)		0										0

		1								0										29,901		29,901		0		0		52,922		(29,901)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,123		0		0										0

		1								0										29,901		29,901		0		0		48,799		(29,901)		0										0

		1								0										484,685		484,685		0		0		1,495,635		(484,685)		0										0

		1								0										0		0		0		0		153,662		0		0										0

		1								0										484,685		484,685		0		0		1,341,973		(484,685)		0										0

		1								0										336,798		336,798		0		0		1,388,783		(336,798)		0										0

		1								0										0		0		0		0		677,232		0		0										0

		1								0										336,798		336,798		0		0		711,551		(336,798)		0										0

		1								0										278,446		278,446		0		0		1,532,799		(278,446)		0										0

		1								0										0		0		0		0		910,198		0		0										0

		1								0										278,446		278,446		0		0		622,601		(278,446)		0										0

		1								0										3,439,054		3,439,054		0		0		2,886,328		(3,439,054)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,173		0		0										0

		1								0										3,439,054		3,439,054		0		0		2,885,155		(3,439,054)		0										0

		1								0										6,916,283		6,916,283		0		0		12,576,984		(6,916,283)		0										0

		1								0										0		0		0		0		103,921		0		0										0

		1								0										21,552,843		21,552,843		0		0		28,148,314		(21,552,843)		0										0

		1								0										5,755,114		5,755,114		0		0		21,882,583		(5,755,114)		0										0

		1								0										1,102,050		1,102,050		0		0		2,545,563		(1,102,050)		0										0

		1								0										539,663		539,663		0		0		1,865,046		(539,663)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,668,036		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		250,703		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,417,333		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		569,632		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										7,396,827		7,396,827		0		0		31,530,860		(7,396,827)		0										0

		1								0										0		0		0		0		407,283		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		314,875		0		0										0

		1								0										1,125,363		1,125,363		0		0		3,014,701		(1,125,363)		0										0

		1								0										0		0		0		0		339,693		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		896,789		0		0										0

		1																				9,911		0		0		32,718				0										0

		1																				0		0		0		5,324				0										0

		1																				9,911		0		0		27,394				0										0

		1																				220,385		0		0		961,658				0										0

		1																				0		0		0		210,971				0										0

		1																				220,385		0		0		750,687				0										0

		1																				100,039		0		0		455,507				0										0

		1																				0		0		0		48,467				0										0

		1																				100,039		0		0		407,040				0										0

		1																				5,156,888		0		0		23,848,655				0										0

		1																				0		0		0		3,315,479				0										0

		1																				5,156,888		0		0		20,533,176				0										0

		1																				1,350,180		0		0		6,413,237				0										0

		1																				0		0		0		597,825				0										0

		1																				1,350,180		0		0		5,815,412				0										0

		1																				702,237		0		0		1,302,101				0										0

		1																				0		0		0		58,497				0										0

		1																				702,237		0		0		1,243,604				0										0

		1																				8,665,003		0		0		37,987,217				0										0

		1																				0		0		0		27,009				0										0

		1																				16,061,830		0		0		69,545,086				0										0

		1																				0		0		0		(529,158)				0										0

		1																				0		0		0		(1,114,914)				0										0

		1																				0		0		0		(254,610)				0										0

		1																				0		0		0		(1,898,682)				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		238,429,631				0										0

		1																				0		0		0		55,643,337				0										0

		1																				0		0		0		1,211,073				0										0

		1																				0		0		0		13,206,492				0										0

		1																				0		0		0		70,060,902				0										0

		1																				0		0		0		308,490,533				0										0

		1																				48,232,194		0		0		204,747,384				0										0

		1																				49,856,462		0		0		2,046,094				0										0

		1																				4,541,456		0		0		2,701,555				0										0

		1																				54,397,917		0		0		4,747,649				0										0

		1																				15,324,704		0		0		585,299				0										0

		1																				12,336,499		0		0		159,179				0										0

		1																				8,549,694		0		0		101,908				0										0

		1																				30,654,871		0		0		7,104,136				0										0

		1																				66,865,769		0		0		7,950,522				0										0

		1																				14,361,396		0		0		11,192,990				0										0

		1																				21,963,819		0		0		66,237,229				0										0

		1																				36,325,216		0		0		77,430,219				0										0

		1																				12,606,030		0		0		13,614,759				0										0

		1																				170,194,932		0		0		103,743,149				0										0

		1																				218,427,126		0		0		308,490,533				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0



&P / &N ページ



PPT P1

		

				16年度1Q		前年比				為替影響 カワセエイキョウ		実質増減* ジッシツゾウゲン				FY2016/1Q		YoY				FOREX Impact		YoY
before FOREX Imact

				2,291億円		△ 195億円		-8%		△ 238億円		+2%		0		229.1		- 19.5		-8%		- 23.8		+2%

				89億円		△ 11億円		-11%		△ 32億円		+20%				8.9		- 1.1		-11%		- 3.2		+20%

				63億円		△ 3億円		-5%		-		-				6.3		- 0.3		-5%		-		-

				108.14円		-13.22円		-11%		-		-				¥ 108.14		¥ - 13.22		-11%		-		-

				122.02円		-12.14円		-9%		-		-				¥ 122.02		¥ - 12.14		-9%		-		-





16年度

		

				16年度見通し		公表見通し(5/12)		前回比								FY2016 Earnings Forecast		Previous Earnings Forecast(5/12)		Differeice

				10,300億円		10,600億円		△ 350億円		-3%						¥ 1,030.0 bn		¥ 1,060.0 bn		- 35.0 bn		-3%

				550億円		660億円		△ 110億円		-17%						¥ 55.0 bn		¥ 66.0 bn		- 11.0 bn		-17%

				360億円		440億円		△ 80億円		-22%						¥ 36.0 bn		¥ 44.0 bn		- 8.0 bn		-22%

				105円		105円		±0円		-						¥ 105.00		¥ 105.00		\ ±0		-

				115円		120円		△5円		-4%						¥ 115.00		¥ 120.00		\ -5		-4%

				30円		30円		±0円		-						¥ 30		¥ 30		\ ±0		-

				41%		34%		-		-						41%		34%		-		-





公表からの変化

		

				項目		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		要因 ヨウイン								Item		Revenue		Operating Profit		Factor

				前回公表 (5/12)		10,600		660		為替前提：　ドル=105円、ユーロ=120円								Previous Earning Forecast (5/12)		1,060.0		66.0		為替前提：　ドル=105円、ユーロ=120円

				為替影響				(9)		為替前提：　ドル=103.5円、ユーロ=115.3円								FOREX Impact				-9.2		為替前提：　ドル=103.5円、ユーロ=115.3円

				販売減少				(6)		情報機器：　市場ｘｘ（△xx億円）								Sales Increase				-6.2		情報機器：　市場ｘｘ（△xx億円）

										産業用材料・機器市場：　　ｘｘ（△ｘｘ億円）														産業用材料・機器市場：　　ｘｘ（△ｘｘ億円）

										ヘルスケア：														ヘルスケア：

				特別施策				(5)		値上げ施策(+21.7億円)								Initiatives				-4.7		値上げ施策(+21.7億円)

										経費削減   (+23.9億円)　他														経費削減   (+23.9億円)　他

				今回業績 見通し		x,000		53										Earnings Forecast		x,000		53.0





組替表(累計)

								(STRAVIS)														(開示) カイジ

		#03Y001		1				資産(STRAVIS)														資産(開示) カイジ		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y002		2				流動資産						当期 トウキ		前年 ゼンネン		増減 ゾウゲン				流動資産		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y003		3				　現金および現金同等物						81,969,110		99,937,297		(17,968,187)		A110		　現金および現金同等物		81,969,110		81,969		16.8%		99,937,297		99,937		10.2%		△ 17,968,187		△ 17,968		-18.0		%

		#03Y004		4						A11100		現金 現金同等物		81,969,110		99,937,297		(17,968,187)

		#03Y004		4						A11150		現金　現金同等物（NP）		0		0		0																						0		0

		#03Y008		8				　営業債権及びその他の債権				0.00%		220,569,883		249,498,997		(28,929,114)		A120		　営業債権及びその他の債権		220,569,883		220,569		23.4%		249,498,997		249,498		25.6%		△ 28,929,114		△ 28,929		-11.6		%

		#03Y009		9						A11300		受取手形 売掛金		194,288,956		221,716,315		(27,427,359)																						0.0

		#03Y010		10						A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,001,380		23,330,995		(2,329,615)				0				0						0						0		0		0

		#03Y011		11						A13300		未収入金		10,835,231		10,687,964		147,267				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y013		13						A13600		未収利息		131,717		25,237		106,480				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y014		14						A13700		未収配当金		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y015		15						A11600		AR-貸引(△)		(5,687,401)		(6,261,514)		574,113				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y020		20				　棚卸資産						120,954,565		121,361,754		(407,189)		A130		　棚卸資産		120,954,565		120,954		12.9%		121,361,754		121,361		12.4%		△ 407,189		△ 407		-0.3		%

		#03Y021		21						A11800		製品		102,103,646		103,534,793		(1,431,147)																						0.0

		#03Y022		22						A11900		商品		10,783,951		10,998,405		(214,454)				0										0						0		0		0

		#03Y023		23						A12000		原材料		18,654,582		18,190,677		463,905				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y024		24						A12100		仕掛品		10,284,364		9,766,594		517,770				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y025		25						A12200		0.00%		3,188,211		2,735,616		452,595				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y026		26						A12300		たな卸未実現（製品）		(21,441,875)		(21,264,028)		(177,847)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A12500		たな卸未実現（原材料）		(2,618,314)		(2,600,303)		(18,011)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y039		39				　未収法人所得税						3,030,028		3,210,160		(180,132)		A140		　未収法人所得税		3,030,028		3,030		0.3%		3,210,160		3,210		0.3%		△ 180,132		△ 180		-5.6		%

		#03Y040		40						A13800		未収・還付法人所得税		2,856,671		2,991,705		(135,034)																						0.0

		#03Y041		41						A13810		[連税]未収還付法人所得税		(13,297)		25,264		(38,561)				0										0						0		0		0

		#03Y042		42						A13900		仮払法人所得税		186,654		193,191		(6,537)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y033		33				　その他の金融資産						3,989,291		3,327,906		661,385		A150		　その他の金融資産		3,989,291		3,989		0.4%		3,327,906		3,327		0.3%		661,385		661		19.9		%

		#03Y034		34						A13000		貸付金(流動)		132,631		151,681		(19,050)																						0.0

		#03Y035		35						A13100		貸引(貸付流)△		0		(343)		343				0				0						0						0		0		0

		#03Y036		36						A14150		敷金保証金(流動)		71,262		120,622		(49,360)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y037		37						A14250		その他の金融資産(流動)		333,222		335,606		(2,384)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y038		38						A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		3,452,176		2,720,340		731,836				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y044		44				　その他の流動資産						20,306,297		18,249,463		2,056,834		A160		　その他の流動資産		20,306,297		20,306		2.2%		18,249,463		18,249		1.9%		2,056,834		2,056		11.3		%

		#03Y045		45						A12900		前渡金･前払費用		13,404,108		11,452,143		1,951,965																						0.0

		#03Y046		46						A14000		未収税金		3,303,580		3,534,288		(230,708)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y047		47						A14100		仮払税金		477,500		123,599		353,901				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y048		48						A14300		その他資産(流動)		3,121,109		3,139,433		(18,324)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								　小計 ショウケイ						450,819,174		495,585,577		(44,766,403)				　小計		450,819,174		450,819		47.9%		495,585,577		495,585		50.8%		△ 44,766,403		△ 44,766		-9		%

		#03Y049		49				　売却目的で保有する資産						575,764		630,434		(54,670)		A170		　売却目的で保有する資産		575,764		575		0.1%		630,434		630		0.1%		△ 54,670		△ 54		-8.7		%

		#03Y050		50						A14400		売却目的処分グループ資産		575,764		630,434		(54,670)																						0.0

		#03Y051		51				　流動資産合計						451,394,938		496,216,011		(44,821,073)		A100		　流動資産合計		451,394,938		451,394		48.0%		496,216,011		496,216		50.8%		△ 44,821,073		△ 44,821		-9		%

		#03Y052		52				非流動資産														非流動資産																				0.00%

		#03Y053		53				　有形固定資産						183,605,833		187,322,156		(3,716,323)		A210		　有形固定資産		183,605,833		183,605		19.5%		187,322,156		187,322		19.2%		△ 3,716,323		△ 3,716		-2.0		%

		#03Y054		54						A21400		建物-計		69,616,419		61,326,971		8,289,448																						0.0

		#03Y059		59						A21800		構築物-計		5,890,630		6,128,149		(237,519)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y062		62						A22200		機械装置-計		30,760,413		32,095,723		(1,335,310)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y063		63						A22600		車両運搬具-計		496,819		590,745		(93,926)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y064		64						A23000		工具器具備品･金型-計		31,641,872		34,151,999		(2,510,127)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y065		65						A23400		土地-計		29,959,176		30,138,321		(179,145)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y066		66						A23700		建設仮勘定(有形)-計		8,512,799		8,325,874		186,925				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y067		67						A24100		賃貸用資産-計		6,727,705		14,564,374		(7,836,669)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y080		80				のれん及び無形資産 オヨ						189,069,943		178,390,559		10,679,384		A220		のれん及び無形資産		189,069,943		189,069		20.1%		178,390,559		178,390		18.3%		10,679,384		10,679		6.0		%

		#03Y081		81						A41400		のれん-計		126,162,050		115,098,027		11,064,023																						0.0

		#03Y082		82						A41800		ソフトウェア-計		19,325,689		19,856,961		(531,272)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y083		83						A42200		開発資産(技術資産)計		471,294		0		471,294				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y084		84						A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		21,600,701		24,971,059		(3,370,358)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y085		85						A43000		その他無形資産-計		16,821,533		13,648,373		3,173,160				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y088		88						A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,688,676		4,816,139		(127,463)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y100		100				　投資不動産						0		0		0		A230		　投資不動産		0		-		0.0%		0		-		0.0%		-		-		-		%

		#03Y101		101						A31100		投資不動産-取得		0		0		0																						0.0

		#03Y102		102						A31200		投資不動産-償却累計額(△		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y103		103						A31300		投資不動産-減損累計額(△		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y104		104				　持分法で会計処理される投資						13,900,357		3,614,303		10,286,054		A240		　持分法で会計処理される投資		13,900,357		13,900		1.5%		3,614,303		3,614		0.4%		10,286,054		10,286		284.6		%

		#03Y105		105						A51300		関連会社株式・出資		13,900,357		3,614,303		10,286,054																						0.0

		#03Y107		107				　その他の金融資産						39,147,699		38,646,824		500,875		A150		　その他の金融資産		39,147,699		39,147		4.2%		38,646,824		38,646		4.0%		500,875		500		1.3		%

		#03Y109		109						A51100		投資有価証券・出資		20,999,498		24,163,981		(3,164,483)																						0.0

		#03Y110		110						A51400		貸付金(非流動)		71,991		67,933		4,058				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y111		111						A51500		貸引(非流動)(△)		(809,255)		(841,171)		31,916				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y112		112						A52550		長期固定化債権		757,138		814,800		(57,662)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y113		113						A52300		敷金保証金(非流動)		6,712,289		6,778,463		(66,174)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y114		114						A52600		長期定期預金		0		255		(255)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y115		115						A52450		その他の金融資産(非流動)		4,205,558		4,436,562		(231,004)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y116		116						A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		7,210,480		3,226,001		3,984,479				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y117		117				　繰延税金資産						56,311,450		59,052,781		(2,741,331)		A260		　繰延税金資産		56,311,450		56,311		6.0%		59,052,781		59,052		6.0%		△ 2,741,331		△ 2,741		-4.6		%

		#03Y118		118						A51900		繰延税金資産		60,243,617		71,297,161		(11,053,544)																						0.0

		#03Y119		119						A51910		[連税]繰延税金資産		(233,792)		(9,505,673)		9,271,881				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y120		120						A52000		繰延税金資産(評価差額)		(1,584,776)		(1,940,852)		356,076				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y121		121						A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		293,084		299,066		(5,982)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y122		122						A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A52220		繰延税金資産(為調)		(2,406,683)		(1,096,921)		(1,309,762)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y123		123				　その他の非流動資産						7,318,813		13,128,265		(5,809,452)		A270		　その他の非流動資産		7,318,813		7,318		0.8%		13,128,265		13,128		1.3%		△ 5,809,452		△ 5,809		-44.3		%

		#03Y124		124						A51700		長期前払費用		4,290,089		4,112,330		177,759																						0.0

		#03Y132		132						A51800		前払年金費用		190,324		193,928		(3,604)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y108		108						A51200		子会社株式・出資		(3)		(4)		1				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y108		108						A51210		子会社株式・出資(非連結)		2,115,912		4,116,134		(2,000,222)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A52500		その他資産(非流動)		701,991		4,705,877		(4,003,886)																						0		0

		#03Y133		133						A51310		関連株式・出資(非連結)		20,500		0		20,500				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y135		135				　非流動資産合計						489,354,095		480,154,888		9,199,207		A200		　非流動資産合計		489,354,095		489,354		52.0%		480,154,888		480,154		49.2%		9,199,207		9,199		1.9		%

		#03Y136		136				　資産合計						940,749,033		976,370,899		(35,621,866)		A800		　資産合計		940,749,033		940,749		100.0%		976,370,899		976,370		100.0%		△ 35,621,866		△ 35,621		-3.6		%

		#03Y137		137				負債														負債		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y138		138				流動負債														流動負債		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y139		139				　営業債務及びその他の債務						144,842,472		162,907,934		(18,065,462)		B110		　営業債務及びその他の債務		144,842,472		144,842		15.4%		162,907,934		162,907		16.7%		△ 18,065,462		△ 18,065		-11.1		%

		#03Y140		140						B11100		営業債務		86,916,751		92,686,285		(5,769,534)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y141		141						B11200		設備関連債務		5,065,373		7,467,745		(2,402,372)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y142		142						B11700		未払金		52,368,779		62,297,116		(9,928,337)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y143		143						B11800		未払利息		269,873		392,358		(122,485)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y144		144						B11900		未払配当金		221,696		64,430		157,266				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y153		153				　社債及び借入金						52,468,172		42,624,185		9,843,987		B120		　社債及び借入金		52,468,172		52,468		5.6%		42,624,185		42,624		4.4%		9,843,987		9,843		23.1		%

		#03Y154		154						B11400		短期借入金		25,629,514		15,896,060		9,733,454				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y154		154						B11450		短期借入金（NP）		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y155		155						B11500		一年内長期借入金		4,244,777		4,001,924		242,853				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y156		156						B11600		社債(流動)		20,000,000		20,000,000		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y157		157						B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,593,881		2,726,201		(132,320)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y159		159				　未払法人所得税						2,818,629		3,317,323		(498,694)		B130		　未払法人所得税		2,818,629		2,818		0.3%		3,317,323		3,317		0.3%		△ 498,694		△ 498		-15		%

		#03Y160		160						B12000		未払法人所得税		2,725,802		2,732,795		(6,993)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y164		164						B12010		[連税]未払法人所得税		92,827		584,528		(491,701)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y165		165				　引当金						5,453,703		6,821,573		(1,367,870)		B140		　引当金		5,453,703		5,453		0.6%		6,821,573		6,821		0.7%		△ 1,367,870		△ 1,367		-20.1		%

		#03Y166		166						B12500		製品保証引当金		1,376,084		1,469,769		(93,685)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y167		167						B12800		資産除去債務(流動)		56,090		163,585		(107,495)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y168		168						B12600		事業構造改善引当金		1,688,289		2,608,768		(920,479)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y169		169						B12700		その他引当金(流動)		2,333,240		2,579,451		(246,211)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y170		170				　その他の金融負債						51,449		200,898		(149,449)		B150		　その他の金融負債		51,449		51		0.0%		200,898		200		0.0%		△ 149,449		△ 149		-74.4		%

		#03Y171		171						B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		3,029		142,098		(139,069)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y173		173						B12950		その他の金融負債(流動)		48,420		58,800		(10,380)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y174		174				　その他の流動負債						32,165,950		39,379,677		(7,213,727)		B160		　その他の流動負債		32,165,950		32,165		3.4%		39,379,677		39,379		4.0%		△ 7,213,727		△ 7,213		-18.3		%

		#03Y175		175						B12100		未払税金		5,788,855		5,330,205		458,650				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12110		[連結納税]未払税金		1,853		1,106,670		(1,104,817)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12470		従業員給付引当金(流動)		1,286,536		1,404,727		(118,191)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12450		事業業績連動賞与引当金		6,387,778		12,883,809		(6,496,031)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y177		177						B12400		有給休暇引当金		4,412,867		4,796,133		(383,266)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y178		178						B12200		前受金		6,440,650		6,604,013		(163,363)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y179		179						B12300		預り金		3,963,975		1,052,319		2,911,656				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y181		181						B13000		その他負債(流動)		3,881,949		6,200,141		(2,318,192)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y183		183						B13200		繰延収益/収入(流動)		1,487		1,660		(173)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y189		189				　売却目的で保有する資産に直接関連する負債						0		0		0		B170		　売却目的で保有する資産に直接関連する負債		0		-		0.0%		0		-		0.0%				0		0		0

		#03Y190		190						B13100		売却目的処分グループ負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y191		191				　流動負債合計						237,800,375		255,251,590		(17,451,215)		B100		　流動負債合計		237,800,375		237,800		25.3%		255,251,590		255,251		26.1%		△ 17,451,215		△ 17,451		-6.8		%

		#03Y192		192				非流動負債														非流動負債										0		0.0%				0		0		0

		#03Y193		193				　社債及び借入金						133,172,546		125,653,736		7,518,810		B120		　社債及び借入金		133,172,546		133,172		14.2%		125,653,736		125,653		12.9%		7,518,810		7,518		6		%

		#03Y194		194						B21100		社債(非流動)		30,000,000		30,000,000		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y196		196						B21200		長期借入金		98,934,530		91,113,024		7,821,506				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y197		197						B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		4,540,712		(302,696)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y198		198				　退職給付に係る負債 カカフサイ						67,489,454		67,913,887		(424,433)		B220		　退職給付に係る負債		67,489,454		67,489		7.2%		67,913,887		67,913		7.0%		△ 424,433		△ 424		-0.6		%

		#03Y199		199						B21300		退職給付引当金		67,489,454		67,913,887		(424,433)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y208		208				　引当金						1,234,874		1,227,916		6,958		B140		　引当金		1,234,874		1,234		0.1%		1,227,916		1,227		0.1%		6,958		6		0.6		%

		#03Y209		209						B21500		その他引当金(非流動)		307,531		286,085		21,446				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y210		210						B21800		資産除去債務(非流動)		927,343		941,831		(14,488)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y211		211				　その他の金融負債						6,225,136		3,611,987		2,613,149		B150		　その他の金融負債		6,225,136		6,225		0.7%		3,611,987		3,611		0.4%		2,613,149		2,613		72.3		%

		#03Y212		212						B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		6,225,136		3,611,987		2,613,149				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y213		213						B22450		その他の金融負債(非流動)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y202		202				　繰延税金負債						4,335,835		3,443,683		892,152		B250		　繰延税金負債		4,335,835		4,335		0.5%		3,443,683		3,443		0.4%		892,152		892		25.9		%

		#03Y203		203						B22000		繰延税金負債		4,335,835		3,443,683		892,152				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y204		204						B22010		[連税]繰延税金負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y205		205						B22100		繰延税金負債(評価差額)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y206		206						B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y207		207						B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y207		207						B22320		繰延税金負債(為調)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y215		215				　その他の非流動負債						4,022,649		4,286,639		(263,990)		B260		　その他の非流動負債		4,022,649		4,022		0.4%		4,286,639		4,286		0.4%		△ 263,990		△ 263		-6.2		%

		#03Y217		217						B22500		その他負債(非流動)		3,897,336		4,122,345		(225,009)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y218		218						B21400		従業員給付引当金(非流動)		121,310		159,300		(37,990)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y219		219						B21900		持分法適用に伴う負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y219		219						B22700		繰延収益/収入(非流動)		4,004		4,980		(976)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										B19300		バランス調整勘定		(1)		14		(15)										0.0%						0.0%						0		0

		#03Y219		219						B28999		複数セグ調整-借入相当額		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y221		221				　非流動負債合計						216,480,494		206,137,848		10,342,646		B200		　非流動負債合計		216,480,494		216,480		23.0%		206,137,848		206,137		21.1%		10,342,646		10,342		5		%

		#03Y222		222				　負債合計						454,280,869		461,389,438		(7,108,569)		B800		　負債合計		454,280,869		454,280		48.3%		461,389,438		461,389		47.3%		△ 7,108,569		△ 7,108		-1.5		%

		#03Y001		1				資本														資本 シホン		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y223		223																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y224		224				　資本金						37,519,344		37,519,344		0		C110		　資本金		37,519,344		37,519		4.0%		37,519,344		37,519		3.8%		0		0		0		%

		#03Y225		225						C11000		資本金		37,519,344		37,519,344		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y226		226				　資本剰余金						203,397,933		203,397,933		0		C120		　資本剰余金		203,397,933		203,397		21.6%		203,397,933		203,397		20.8%		0		0		0		%

		#03Y231		231						C12000		資本剰余金		203,397,933		203,397,933		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y232		232				　利益剰余金						257,508,751		258,562,733		(1,053,982)		C130		　利益剰余金		257,508,751		257,508		27.4%		258,562,733		258,562		26.5%		△ 1,053,982		△ 1,053		-0.4		%

		#03Y233		233						C13000		利益剰余金		257,508,751		258,562,733		(1,053,982)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y240		240				　自己株式						(9,313,670)		(9,408,754)		95,084		C140		　自己株式		△ 9,313,670		△ 9,313		-1.0%		△ 9,408,754		△ 9,408		-1.0%		95,084		95		-1		%

		#03Y241		241						C14000		自己株式(△)		(9,313,670)		(9,408,754)		95,084				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y254		254				　新株予約権						954,726		1,009,615		(54,889)		C150		　新株予約権		954,726		954		0.1%		1,009,615		1,009		0.1%		△ 54,889		△ 54		-5.4		%

		#03Y255		255						C30000		新株予約権		954,726		1,009,615		(54,889)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y243		243				　その他の資本の構成要素						(7,054,014)		23,204,151		(30,258,165)		C160		　その他の資本の構成要素		△ 7,054,014		△ 7,054		-0.7%		23,204,151		23,204		2.4%		△ 30,258,165		△ 30,258		-130.4		%

		#03Y244		244						C21000		投資有価証券評価差額金		3,591,363		4,391,370		(800,007)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y246		246						C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		(1,067,218)		393,082				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y248		248						C23000		為替換算調整勘定		(9,964,577)		19,872,928		(29,837,505)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y249		249						C24000		確定給付数理計算差異		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y250		250						C25000		持分会社におけるOCI持分		(6,664)		7,071		(13,735)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y251		251						C27000		土地再評価差額金		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y242		242				　親会社の所有者に帰属する持分合計						483,013,070		514,285,022		(31,271,952)		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		483,013,070		483,013		51.3%		514,285,022		514,285		52.7%		△ 31,271,952		△ 31,271		-6.1		%

		#03Y256		256				　非支配持分						3,455,094		696,439		2,758,655		C180		　非支配持分		3,455,094		3,455		0.4%		696,439		696		0.1%		2,758,655		2,758		396.1		%

		#03Y257		257						C50000		非支配持分		3,455,094		696,439		2,758,655				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y258		258				　資本合計						486,468,164		514,981,461		(28,513,297)		C800		　資本合計		486,468,164		486,468		51.7%		514,981,461		514,981		52.7%		△ 28,513,297		△ 28,513		-5.5		%

		#03Y259		259				　負債および資本合計 フサイシホン						940,749,033		976,370,899		(35,621,866)		G900		　負債および資本合計		940,749,033		940,749		100.0%		976,370,899		976,370		100.0%		△ 35,621,866		△ 35,621		-3.6		%

																						※百分比は総資産・総資本に対する割合 ヒャクブンヒソウシサンソウシホンタイワリアイ																				0.00%

		#03Y262		262																						0						0						0		0		0

		#03Y001		1				損益計算書														損益計算書		1606期累計						1506期累計						増減 ゾウゲン

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y264		264				売上高						229,131,904		248,643,358		(19,511,454)		E100		売上高		229,131,904		229,131		100.0%		248,643,358		248,643		100.0%		△ 19,511,454		△ 19,511		-7.8		%

		#03Y265		265						E11100		売上高		229,131,904		248,643,358		(19,511,454)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y267		267				売上原価						114,836,701		128,907,849		(14,071,148)		E110		売上原価		114,836,701		114,836		50.1%		128,907,849		128,907		51.8%		△ 14,071,148		△ 14,071		-10.9		%

		#03Y268		268						E11200		製品製造原価		51,508,594		58,031,591		(6,522,997)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y269		269						E11300		商品仕入高		46,820,364		48,041,587		(1,221,223)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y270		270						E11400		期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(1,511,703)		(2,179,575)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y271		271						E11600		サービス原価		23,225,954		24,995,168		(1,769,214)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y272		272						E11310		売上原価-内取		(2,467,546)		0		(2,467,546)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y272		272						F20100		売上原価-償却費		(755,245)		(833,263)		78,018				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y273		273						F20200		売上原価-たな卸未実現		195,858		184,469		11,389				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y278		278				売上総利益						114,295,203		119,735,509		(5,440,306)		E120		売上総利益		114,295,203		114,295		49.9%		119,735,509		119,735		48.2%		△ 5,440,306		△ 5,440		-4.5		%

		#03Y334		334				その他の収益						1,319,424		742,082		577,342		E130		その他の収益		1,319,424		1,319		0.6%		742,082		742		0.3%		577,342		577		77.8		%

		#03Y335		335						E31500		有形売却益		53,237		171,214		(117,977)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y336		336						E31100		固定資産賃貸料収入		30,857		31,486		(629)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y337		337						E31200		受取手数料		4,857		5,462		(605)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y338		338						E31300		特許権実施料収入		8,995		12,360		(3,365)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y339		339						E31400		負ののれん収益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y340		340						E31600		無形資産売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y341		341						E31700		有形減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y342		342						E31800		投資不動産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y343		343						E31900		無形資産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y344		344						E32000		貸引戻入益 (他収益)		198		4,652		(4,454)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y345		345						E32100		子会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y346		346						E32200		関連会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y347		347						E32300		グループ業務委託料収入		11,931		6,240		5,691				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y348		348						E32400		その他収益		1,209,349		510,668		698,681				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y280		280				販売費及び一般管理費						105,221,216		107,132,649		(1,911,433)		E140		販売費及び一般管理費		105,221,216		105,221		45.9%		107,132,649		107,132		43.1%		△ 1,911,433		△ 1,911		-1.8		%

		#03Y281		281						E22100		販売諸費		3,962,620		3,898,974		63,646				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y283		283						E22200		広告宣伝費		2,618,564		2,675,640		(57,076)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y285		285						E22300		物流費		5,559,290		5,806,209		(246,919)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y287		287						E23100		給与その他労務費(SGA)		42,443,391		43,092,225		(648,834)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y288		288						E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		133,537		97,112				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y289		289						E23300		退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,395,260		20,808				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y290		290						E23400		業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,017,384		26,643				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		3,114,054		(332,607)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		262,611		94,339								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y291		291						E24100		旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,489,610		(290,184)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y292		292						E24200		租税公課(SGA)		1,368,653		1,123,761		244,892				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y293		293						E24210		[連税]租税公課(SGA)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y294		294						E24300		減価償却費(SGA)		2,654,356		2,869,569		(215,213)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y295		295						E24400		償却費(SGA)		3,453,762		3,215,730		238,032				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y296		296						E24500		電力水道光熱費(SGA)		334,450		337,050		(2,600)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y297		297						E24700		修繕費(SGA)		679,556		792,822		(113,266)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y299		299						E24800		賃借料(SGA)		4,513,068		4,654,446		(141,378)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y301		301						E24900		支手 業務委託(SGA)		3,172,208		3,400,660		(228,452)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y303		303						E25000		貸引繰戻(SGA)		96,134		363,184		(267,050)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y304		304						E25100		製品保証関連費用		8,523		12,643		(4,120)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y305		305						E25300		間接材料費(SGA)		105,009		53,349		51,660				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y307		307						E25400		その他経費(SGA)		5,933,291		5,744,057		189,234				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y308		308						E26100		受入・払出(SGA)		1,036,585		423,386		613,199				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y313		313						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y355		355				その他の費用						1,481,816		3,322,866		(1,841,050)		E150		その他の費用		1,481,816		1,481		0.6%		3,322,866		3,322		1.3%		△ 1,841,050		△ 1,841		-55.4		%

		#03Y356		356						E41500		有形売却損		16,080		57,767		(41,687)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y357		357						E41600		有形除却損		95,628		223,732		(128,104)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y358		358						E41700		無形資産売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y359		359						E41800		無形資産除却損		4,142		0		4,142				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y360		360						E41100		貸引繰入 (他費用)		4,342		8,124		(3,782)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y361		361						E41900		有形減損		375		2,543		(2,168)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y364		364						E42000		投資不動産減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y365		365						E42200		のれん減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y367		367						E42100		無形資産(のれん除く)減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y368		368						E41200		賃貸資産償却費		35,167		23,450		11,717				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y369		369						E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		10,411		(1,894)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y370		370						E41400		投資不動産償却費		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y371		371						E42300		子会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y372		372						E42400		子会社株式・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y373		373						E42500		関連会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y374		374						E42600		関連会社株・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y375		375						E42700		その他費用		1,317,565		2,996,839		(1,679,274)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y381		381				営業利益						8,911,595		10,022,076		(1,110,481)		E160		営業利益		8,911,595		8,911		3.9%		10,022,076		10,022		4.0%		△ 1,110,481		△ 1,110		-11.1		%

		#03Y385		385				金融収益						723,462		1,014,850		(291,388)		E170		金融収益		723462		723		0.3%		1,014,850		1,014		0.4%		△ 291,388		△ 291		-28.7		%

		#03Y386		386						E51100		受取利息		413,083		395,472		17,611				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y387		387						E51200		受取配当金		274,088		288,829		(14,741)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y388		388						E51300		為替差益		0		300,635		(300,635)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y391		391						E51600		その他資産評価売却益		36,291		29,914		6,377				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y392		392						E51700		減損戻入益(貸付金)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y395		395				金融費用						1,038,693		638,304		400,389		E180		金融費用		1038693		1,038		0.5%		638,304		638		0.3%		400,389		400		62.7		%

		#03Y396		396						E61100		支払利息		466,745		402,145		64,600				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y398		398						E61200		社債利息		99,500		129,950		(30,450)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y399		399						E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		26,134		55,381				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y400		400						E61400		為替差損		315,927		0		315,927				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y401		401						E61800		その他資産評価売却損		75,006		80,075		(5,069)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y404		404				持分法による投資利益（△は損失） ソンシツ						(68,145)		(2,901)		(65,244)		E190		持分法による投資利益（△は損失）		△ 68,145		△ 68		0.0%		△ 2,901		△ 2		0.0%		△ 65,244		△ 65		2249		%

		#03Y405		405						E81100		持分法投資損益		(68,145)		(2,901)		(65,244)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y427		427				税引前四半期利益 シハンキ						8,528,219		10,395,721		(1,867,502)		E200		税引前四半期利益		8,528,219		8,528		3.7%		10,395,721		10,395		4.2%		△ 1,867,502		△ 1,867		-18		%

		#03Y428		428				法人所得税費用						2,260,716		3,825,284		(1,564,568)		E210		法人所得税費用		2,260,716		2,260		1.0%		3,825,284		3,825		1.5%		△ 1,564,568		△ 1,564		-40.9		%

		#03Y429		429						E82100		当期税金費用(当年度)		2,172,522		3,488,269		(1,315,747)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y430		430						E82110		[連税]当期税金費用(当年)		339,071		217,356		121,715				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y431		431						E82200		当期税金費用(過年度)		(30,587)		3,831		(34,418)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y432		432						E82300		繰延税金費用		(220,290)		115,828		(336,118)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y433		433						E82310		[連税]繰延税金費用		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y435		435				四半期利益の帰属 シハンキ														四半期利益の帰属				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y436		436				　親会社の所有者						6,386,716		6,592,872		(206,156)		E220		　親会社の所有者		6,386,716		6,386		2.8%		6,592,872		6,592		2.7%		△ 206,156		△ 206		-3.1		%

		#03Y437		437																		0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y438		438				非支配持分						(119,213)		(22,435)		(96,778)		E230		非支配持分		△ 119,213		△ 119		-0.1%		△ 22,435		△ 22		0.0%		△ 96,778		△ 96		431.4		%

		#03Y439		439						E90000		非支配持分純利益		(119,213)		(22,435)		(96,778)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y440		440				四半期利益 シハンキリエキ						6,267,503		6,570,437		(302,934)		E240		四半期利益		6,267,503		6,267		2.7%		6,570,437		6,570		2.6%		△ 302,934		△ 302		-4.6		%

		#03Y439		439						E89000		<当期利益>		6,267,503		6,570,437		(302,934)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y435		435				1株当たり当期利益 カブアトウキリエキ														1株当たり当期利益				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y436		436				　基本的一株当たり当期利益(円) キホンテキヒトカブアトウキリエキエン						12.89		13.19		(0.30)		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)				12.89		-				13.19		-								0.00%

																																										0.00%

		#03Y437		437				　希薄化後1株当たり当期利益(円) キハクカアトカブアトウキリエキエン						12.85		13.15		(0.30)		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)				12.85						13.15		-								0.00%

		#03Y439		439								　親会社の所有者		6,386,716		6,592,872		(206,156)				0						0.0%						0.0%								0.00%

		#03Y439		439						M26100		調整前期中平均株式数		495,504,394		499,947,567		(4,443,173)				0				0		0.0%						0.0%				0		0.00%		0.00%

		#03Y439		439						M26110		潜在調整後期中平均株式数		496,859,549		501,378,702		(4,519,153)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y440		440				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ						18,253,189		19,256,488		(1,003,299)		E241		研究開発費		18,253,189		18,253		-		19,256,488		19,256		-		△ 1,003,299		△ 1,003		-5.2		%

		#03Y439		439						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y001		1				連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ														連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ		1606期累計						1506期累計						増減 ゾウゲン

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

								四半期利益 シハンキリエキ						6,267,503								四半期利益		6,267,503		6,267				6,570,437		6,570				△ 302,934		△ 302		-4.6		%

										E89000		<当期利益>		6,267,503								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								その他の包括利益														その他の包括利益				0						0						0		0		0

																						0				0						0						0		0		0

								損益に振り替えられることのない項目： ソンエキフカコウモク														損益に振り替えられることのない項目：				0						0						0		0		0

								確定給付制度の再測定(税引後）						0						H110		確定給付制度の再測定(税引後）		0		-		0.0%		△ 1,829		△ 1		0.0%		1,829		1		-100		%

										C24000		確定給付数理計算差異(期首)		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C24000		確定給付数理計算差異(当期末)		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										D12500		確定給付の数理差異		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								公正価値の純変動（税引後）  ゼイビゴ						(796,861)						H1２０		公正価値の純変動（税引後）		△ 796,861		△ 796		-0.3%		1,147,465		1,147		7.2%		△ 1,944,326		△ 1,944		-169.4		%

										C21000		投資有価証券評価差額金(期首)		4,391,370								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C21000		投資有価証券評価差額金(当期末)		3,591,363								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										D12600		OCIからREへの振替		3,146								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後) タホウカツリエキタイモチブンゼイビゴ						(13,735)						H130		持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)		△ 13,735		△ 13		0.0%		△ 547		△ 0		0.0%		△ 13,188		△ 13		2411		%

										C25000		持分会社におけるOCI持分(期首)		7,071								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C25000		持分会社におけるOCI持分(当期末)		(6,664)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられることのない項目合計 ソンエキフカコウモクゴウケイ						(810,596)								損益に振り替えられることのない項目合計		△ 810,596		△ 810		-0.4%		1,145,089		1,145		7.2%		△ 1,955,685		△ 1,955		-170.8		%

																										0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられる可能性のある項目： ソンエキフカカノウセイコウモク														損益に振り替えられる可能性のある項目：				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後） コウセイカチジュンヘンドウゼイビゴ						393,082						H140		キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後）		393,082		393		0.2%		△ 153,719		△ 153		-1.0%		546,801		546		-355.7		%

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(期首)		(1,067,218)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(当期末)		(674,136)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								在外営業活動体の換算差額(税引後） ザイガイエイギョウカツドウタイゼイビゴ						(30,095,913)						H150		在外営業活動体の換算差額(税引後）		△ 30,095,913		△ 30,095		-13.1%		8,288,658		8,288		52.3%		△ 38,384,571		△ 38,384		-463.1		%

										C23000		為替換算調整勘定(期首)		19,872,928								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C23000		為替換算調整勘定(当期末)		(9,964,577)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調(NCI 為調　増減)		(258,408)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられる可能性のある項目合計 ソンエキフカカノウセイコウモクゴウケイ						(29,702,831)								損益に振り替えられる可能性のある項目合計		△ 29,702,831		△ 29,702		-13.0%		8,134,938		8,134		51.3%		△ 37,837,769		△ 37,837		-465.1		%

								税引後その他の包括利益 ゼイヒゴタホウカツリエキ						(30,513,427)						H200		税引後その他の包括利益		△ 30,513,427		△ 30,513		-13.3%		9,280,027		9,280		58.5%		△ 39,793,454		△ 39,793		-428.8		%

								当期包括利益合計						(24,245,924)						H800		当期包括利益合計		△ 24,245,924		△ 24,245		-10.6%		15,850,464		15,850		100.0%		△ 40,096,388		△ 40,096		-253		%

								当期包括利益合計額の帰属														当期包括利益合計額の帰属						0.0%						0.0%						0		0

								　親会社の所有者						(23,868,303)						H210		　親会社の所有者		△ 23,868,303		△ 23,868		-10.4%		16,018,153		16,018		101.1%		△ 39,886,456		△ 39,886		-249		%

								　非支配持分						(377,621)						H220		　非支配持分		△ 377,621		△ 377		-0.2%		△ 167,689		△ 167		-1.1%		△ 209,932		△ 209		125.2		%

										E90000		非支配持分純利益		(119,213)												0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調(NCI 為調　増減)		(258,408)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								当期包括利益合計						(24,245,924)								当期包括利益合計		△ 24,245,924		△ 24,245		-10.6%		15,850,464		15,850		100.0%		△ 40,096,388		△ 40,096		-253		%



&C&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&22&A&R&F&　ベース組替表　　



セグメント情報

																				Ver.3		7/18/16

				事業セグメント ジギョウ

				当連結会計期間　（自 2016年4月1日　至 2016年6月30日） トウレンケツカイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ																		(単位:千円) タンイセンエン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		186,328,544		18,451,832		21,725,742		226,506,118		2,625,786		229,131,904		－		229,131,904				2,625,786

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		791,903		195,165		1,454,060		2,441,128		4,356,031		6,797,159		-6,797,159		－				-2,441,128

						計 ケイ		187,120,447		18,646,997		23,179,802		228,947,246		6,981,817		235,929,063		-6,797,159		229,131,904				184,658

				セグメント利益 リエキ				13,306,102		193,079		2,323,560		15,822,741		-1,007,392		14,815,349		-6,023,063		8,792,286				-7,030,455

				前連結会計期間　（自 2015年4月1日　至 2015年6月30日） マエレンケツカイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		201,797,266		17,876,661		28,184,592		247,858,519		784,839		248,643,358		－		248,643,358				784,839

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		525,831		77,900		938,497		1,542,228		4,767,287		6,309,515		-6,309,515		－				-1,542,228

						計 ケイ		202,323,097		17,954,561		29,123,089		249,400,747		5,552,126		254,952,873		-6,309,515		248,643,358				-757,389

				セグメント利益 リエキ				13,275,315		126,052		5,862,811		19,264,178		231,166		19,495,344		-9,473,268		10,022,076				-9,242,102

				増減 ゾウゲン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		-15,468,722		575,171		-6,458,850		-21,352,401		1,840,947		-19,511,454		－		-19,511,454				1,840,947

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		266,072		117,265		515,563		898,900		-411,256		487,644		-487,644		－				-898,900

						計 ケイ		-15,202,650		692,436		-5,943,287		-20,453,501		1,429,691		-19,023,810		-487,644		-19,511,454				942,047

				セグメント利益 リエキ				30,787		67,027		-3,539,251		-3,441,437		-1,238,558		-4,679,995		3,450,205		-1,229,790				2,211,647

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		△7.7%		3.2%		△22.9%										△7.8%				234.6%

						セグメント利益 リエキ		0.2%		53.2%		△60.4%										△12.3%				△23.9%

				当連結累計期間　（自 2015年4月1日　至 2016年3月31日） トウレンケツルイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ																		(単位:千円) タンイセンエン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ

				売上高

						外部顧客への売上高		186,328,544		18,451,832		21,725,742		226,506,118		2,625,786		229,131,904		－		229,131,904

						セグメント間の内部売上高		791,903		195,165		1,454,060		2,441,128		4,356,031		6,797,159		-6,797,159		－

						計		187,120,447		18,646,997		23,179,802		228,947,246		6,981,817		235,929,063		-6,797,159		229,131,904

				セグメント利益				13,306,102		193,079		2,323,560		15,822,741		-1,007,392		14,815,349		-6,023,063		8,792,286

				資産合計				588,591,107		73,528,406		163,237,931		825,357,444		52,895,441		878,252,885		60,354,854		938,607,739

				負債合計				286,876,937		54,651,243		96,992,926		438,521,106		36,052,261		474,573,367		-19,448,441		455,124,926

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ								－				－				－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ								－				－				－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		12,631,312		514,617		754,428		13,900,357		－		13,900,357		－		13,900,357

						資本的支出 シホンテキシシュツ								－				－				－

				前連結累計期間　（自 2014年4月1日　至 2015年3月31日） ルイケイ

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)

				売上高

						外部顧客への売上高		832,187,193		89,855,835		1,028,018,510		3,696,656		1,031,740,450		25,284		1,031,740,450		1,031,740,450

						セグメント間の内部売上高		2,260,125		725,406		7,537,814		26,981,786		30,571,530		721,430		－		－

						計		834,447,318		90,581,241		1,035,556,324		30,678,442		1,062,311,980		746,714		1,031,740,450		1,031,740,450

				セグメント利益				70,210,310		3,907,027		91,167,374		1,736,181		92,815,467		-30,045,750		60,069,956		60,069,956

				資産合計				641,070,822		64,722,004		861,169,291		24,494,319		885,663,610		492,997,638		974,734,568		974,734,568

				負債合計				324,263,980		43,259,507		455,727,805		8,215,015		463,949,939		274,479,787		441,408,097		441,408,097

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ								－				－				－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ								－				－				－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		20,500		523,922		544,422		－		544,422		－		544,422		544,422

						資本的支出 シホンテキシシュツ								－				－				－

				増減

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)

				売上高

						外部顧客への売上高		-645,858,649		-71,404,003		-1,006,292,768		222,809,462		-1,029,114,664		229,106,620		-1,031,740,450		-802,608,546

						セグメント間の内部売上高		-1,468,222		-530,241		-6,083,754		-24,540,658		-26,215,499		6,075,729		-6,797,159		－

						計		-647,326,871		-71,934,244		-1,012,376,522		198,268,804		-1,055,330,163		235,182,349		-1,038,537,609		-802,608,546

				セグメント利益				-56,904,208		-3,713,948		-88,843,814		14,086,560		-93,822,859		44,861,099		-66,093,019		-51,277,670

				資産合計				-52,479,715		8,806,402		-697,931,360		800,863,125		-832,768,169		385,255,247		-914,379,714		-36,126,829

				負債合計				-37,387,043		11,391,736		-358,734,879		430,306,091		-427,897,678		200,093,580		-460,856,538		13,716,829

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ		－		－		－		－		－		－		－		－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ		－		－		－		－		－		－		－		－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		12,610,812		-9,305		210,006		13,900,357		-544,422		13,900,357		-544,422		13,355,935

						資本的支出 シホンテキシシュツ		－		－		－		－		－		－		－		－

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		△77.6%		△79.5%		△97.9%

						セグメント利益 リエキ		△81.0%		△95.1%		△97.5%





組替表(単期)

								(STRAVIS)														(開示) カイジ

		#03Y001		1				損益計算書(STRAVIS)														損益計算書(開示)		1606期3ヶ月						1506期3ヶ月						増減 ゾウゲン						0

		#03Y263		263										当期 トウキ		前年 ゼンネン		増減 ゾウゲン						(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		0

		#03Y264		264				売上高						229,131,904		248,643,358		(19,511,454)		E100		売上高		229,131,904		229,131		100.00%		248,643,358		248,643		100.00%		△ 19,511,454		△ 19,511		-7.85%		0

		#03Y265		265						E11100		売上高		229,131,904		248,643,358		(19,511,454)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y267		267				売上原価						114,836,701		128,907,849		(14,071,148)		E110		売上原価		114,836,701		114,836		50.12%		128,907,849		128,907		51.84%		△ 14,071,148		△ 14,071		-10.92%		0

		#03Y268		268						E11200		製品製造原価		51,508,594		58,031,591		(6,522,997)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y269		269						E11300		商品仕入高		46,820,364		48,041,587		(1,221,223)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y270		270						E11400		期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(1,511,703)		(2,179,575)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y271		271						E11600		サービス原価		23,225,954		24,995,168		(1,769,214)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y272		272						E11310		売上原価-内取		(2,467,546)		0		(2,467,546)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y272		272						F20100		売上原価-償却費		(755,245)		(833,263)		78,018				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y273		273						F20200		売上原価-たな卸未実現		195,858		184,469		11,389				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y278		278				売上総利益						114,295,203		119,735,509		(5,440,306)		E120		売上総利益		114,295,203		114,295		49.88%		119,735,509		119,735		48.16%		△ 5,440,306		△ 5,440		-4.54%		0

		#03Y334		334				その他の収益						1,319,424		742,082		577,342		E130		その他の収益		1,319,424		1,319		0.58%		742,082		742		0.30%		577,342		577		77.80%		0

		#03Y335		335						E31500		有形売却益		53,237		171,214		(117,977)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y336		336						E31100		固定資産賃貸料収入		30,857		31,486		(629)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y337		337						E31200		受取手数料		4,857		5,462		(605)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y338		338						E31300		特許権実施料収入		8,995		12,360		(3,365)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y339		339						E31400		負ののれん収益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y340		340						E31600		無形資産売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y341		341						E31700		有形減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y342		342						E31800		投資不動産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y343		343						E31900		無形資産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y344		344						E32000		貸引戻入益 (他収益)		198		4,652		(4,454)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y345		345						E32100		子会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y346		346						E32200		関連会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y347		347						E32300		グループ業務委託料収入		11,931		6,240		5,691				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y348		348						E32400		その他収益		1,209,349		510,668		698,681				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y280		280				販売費及び一般管理費						105,360,048		107,132,649		(1,772,601)		E140		販売費及び一般管理費		105,360,048		105,360		45.98%		107,132,649		107,132		43.09%		△ 1,772,601		△ 1,772		-1.65%		0

		#03Y281		281						E22100		販売諸費		3,962,620		3,898,974		63,646				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y283		283						E22200		広告宣伝費		2,618,564		2,675,640		(57,076)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y285		285						E22300		物流費		5,559,290		5,806,209		(246,919)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y287		287						E23100		給与その他労務費(SGA)		42,443,391		43,092,225		(648,834)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y288		288						E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		133,537		97,112				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y289		289						E23300		退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,395,260		20,808				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y290		290						E23400		業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,017,384		26,643				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

										E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		3,114,054		(332,607)								0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

										E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		262,611		94,339								0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y291		291						E24100		旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,489,610		(290,184)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y292		292						E24200		租税公課(SGA)		1,368,653		1,123,761		244,892				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y293		293						E24210		[連税]租税公課(SGA)		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y294		294						E24300		減価償却費(SGA)		2,654,356		2,869,569		(215,213)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y295		295						E24400		償却費(SGA)		3,473,285		3,215,730		257,555				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y296		296						E24500		電力水道光熱費(SGA)		334,450		337,050		(2,600)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y297		297						E24700		修繕費(SGA)		679,556		792,822		(113,266)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y299		299						E24800		賃借料(SGA)		4,513,068		4,654,446		(141,378)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y301		301						E24900		支手 業務委託(SGA)		3,291,517		3,400,660		(109,143)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y303		303						E25000		貸引繰戻(SGA)		96,134		363,184		(267,050)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y304		304						E25100		製品保証関連費用		8,523		12,643		(4,120)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y305		305						E25300		間接材料費(SGA)		105,009		53,349		51,660				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y307		307						E25400		その他経費(SGA)		5,933,291		5,744,057		189,234				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y308		308						E26100		受入・払出(SGA)		1,036,585		423,386		613,199				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y313		313						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y355		355				その他の費用						1,481,816		3,322,866		(1,841,050)		E150		その他の費用		1,481,816		1,481		0.65%		3,322,866		3,322		1.34%		△ 1,841,050		△ 1,841		-55.41%		0

		#03Y356		356						E41500		有形売却損		16,080		57,767		(41,687)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y357		357						E41600		有形除却損		95,628		223,732		(128,104)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y358		358						E41700		無形資産売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y359		359						E41800		無形資産除却損		4,142		0		4,142				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y360		360						E41100		貸引繰入 (他費用)		4,342		8,124		(3,782)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y361		361						E41900		有形減損		375		2,543		(2,168)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y364		364						E42000		投資不動産減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y365		365						E42200		のれん減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y367		367						E42100		無形資産(のれん除く)減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y368		368						E41200		賃貸資産償却費		35,167		23,450		11,717				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y369		369						E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		10,411		(1,894)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y370		370						E41400		投資不動産償却費		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y371		371						E42300		子会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y372		372						E42400		子会社株式・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y373		373						E42500		関連会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y374		374						E42600		関連会社株・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y375		375						E42700		その他費用		1,317,565		2,996,839		(1,679,274)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y381		381				営業利益						8,772,763		10,022,076		(1,249,313)		E160		営業利益		8,772,763		8,772		3.83%		10,022,076		10,022		4.03%		△ 1,249,313		△ 1,249		-12.47%		0

		#03Y385		385				金融収益						723,462		1,014,850		(291,388)		E170		金融収益		723462		723		0.32%		1,014,850		1,014		0.41%		△ 291,388		△ 291		-28.71%		0

		#03Y386		386						E51100		受取利息		413,083		395,472		17,611				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y387		387						E51200		受取配当金		274,088		288,829		(14,741)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y388		388						E51300		為替差益		0		300,635		(300,635)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y391		391						E51600		その他資産評価売却益		36,291		29,914		6,377				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y392		392						E51700		減損戻入益(貸付金)		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y395		395				金融費用						1,038,693		638,304		400,389		E180		金融費用		1038693		1,038		0.45%		638,304		638		0.26%		400,389		400		62.73%		0

		#03Y396		396						E61100		支払利息		466,745		402,145		64,600				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y398		398						E61200		社債利息		99,500		129,950		(30,450)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y399		399						E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		26,134		55,381				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y400		400						E61400		為替差損		315,927		0		315,927				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y401		401						E61800		その他資産評価売却損		75,006		80,075		(5,069)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y404		404				持分法による投資利益（△は損失） ソンシツ						(68,145)		(2,901)		(65,244)		E190		持分法による投資利益（△は損失）		△ 68,145		△ 68		-0.03%		△ 2,901		△ 2		-0.00%		△ 65,244		△ 65		2249.02%		0

		#03Y405		405						E81100		持分法投資損益		(68,145)		(2,901)		(65,244)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y427		427				税引前四半期利益 シハンキ						8,389,387		10,395,721		(2,006,334)		E200		税引前四半期利益		8,389,387		8,389		3.66%		10,395,721		10,395		4.18%		△ 2,006,334		△ 2,006		-19.30%		0

		#03Y428		428				法人所得税費用						2,353,916		3,825,284		(1,471,368)		E210		法人所得税費用		2,353,916		2,353		1.03%		3,825,284		3,825		1.54%		△ 1,471,368		△ 1,471		-38.46%		0

		#03Y429		429						E82100		当期税金費用(当年度)		2,172,522		3,488,269		(1,315,747)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y430		430						E82110		[連税]当期税金費用(当年)		339,071		217,356		121,715				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y431		431						E82200		当期税金費用(過年度)		(30,587)		3,831		(34,418)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y432		432						E82300		繰延税金費用		(127,090)		115,828		(242,918)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y433		433						E82310		[連税]繰延税金費用		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y435		435				四半期利益の帰属 シハンキ														四半期利益の帰属				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y436		436				　親会社の所有者						6,109,893		6,592,872		(482,979)		E220		　親会社の所有者		6,109,893		6,109		2.67%		6,592,872		6,592		2.65%		△ 482,979		△ 482		-7.33%		0

		#03Y437		437																		0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y438		438				非支配持分						(74,422)		(22,435)		(51,987)		E230		非支配持分		△ 74,422		△ 74		-0.03%		△ 22,435		△ 22		-0.01%		△ 51,987		△ 51		231.72%		0

		#03Y439		439						E90000		非支配持分純利益		(74,422)		(22,435)		(51,987)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y440		440				四半期利益 シハンキリエキ						6,035,471		6,570,437		(534,966)		E240		四半期利益		6,035,471		6,035		2.63%		6,570,437		6,570		2.64%		△ 534,966		△ 534		-8.14%		0

		#03Y439		439						E89000		<当期利益>		6,035,471		6,570,437		(534,966)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y435		435				1株当たり当期利益 カブアトウキリエキ														1株当たり当期利益				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y436		436				　基本的一株当たり当期利益(円) キホンテキヒトカブアトウキリエキエン						12.33		13.19		(1)		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)				12.33		-				13.19		-

		#03Y437		437				　希薄化後1株当たり当期利益(円) キハクカアトカブアトウキリエキエン						12.30		13.15		-0.85		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)				12.30		-				13.15		-

		#03Y439		439								　親会社の所有者		6,109,893		6,592,872		(482,979)				0				0		0.00%				0		0.00%

		#03Y439		439						M26130		(単期)期中平均株		495,504,394		499,947,567		(4,443,173)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y439		439						M26140		(単期)調整後期中平均株		496,859,549		501,378,702		(4,519,153)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y441		441																		※百分比は売上高に対する割合 ヒャクブンヒウリアゲダカタイワリアイ																				0

		#03Y442		442

		#03Y440		440				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ						18,253,189		19,256,488		(1,003,299)		E240		研究開発費		18,253,189		18,253		-		19,256,488		19,256		-		△ 1,003,299		△ 1,003		-5.21%		0

		#03Y439		439						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y442		442

		#03Y001		1				連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ														連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ		1606期3ヶ月						1506期3ヶ月						増減 ゾウゲン						0

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		0

								四半期利益 シハンキリエキ						6,035,471								四半期利益		6,035,471		6,035						0				6,035,471		6,035		-

										E89000		<当期利益>		6,035,471								0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%

								その他の包括利益														その他の包括利益				0		0.00%				0		0.00%				0

																						0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられることのない項目： ソンエキフカコウモク														損益に振り替えられることのない項目：				0		0.00%				0		0.00%				0

								確定給付制度の再測定(税引後）						0								確定給付制度の再測定(税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C24000		確定給付数理計算差異(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C24000		確定給付数理計算差異(当期末)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										D12500		確定給付の数理差異		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								公正価値の純変動（税引後）  ゼイビゴ						0								公正価値の純変動（税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C21000		投資有価証券評価差額金(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C21000		投資有価証券評価差額金(当期末)		3,591,363								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										D12600		OCIからREへの振替		3,146								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後) タホウカツリエキタイモチブンゼイビゴ						0								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C25000		持分会社におけるOCI持分(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C25000		持分会社におけるOCI持分(当期末)		(6,664)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられることのない項目合計 ソンエキフカコウモクゴウケイ						0								損益に振り替えられることのない項目合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

																										0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられる可能性のある項目： ソンエキフカカノウセイコウモク														損益に振り替えられる可能性のある項目：				0		0.00%				0		0.00%				0

								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後） ゼイビゴ						0								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(当期末)		(674,136)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								在外営業活動体の換算差額(税引後） ザイガイエイギョウカツドウタイゼイビゴ						0								在外営業活動体の換算差額(税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C23000		為替換算調整勘定(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C23000		為替換算調整勘定(当期末)		(11,375,189)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられる可能性のある項目合計 ソンエキフカカノウセイコウモクゴウケイ						0								損益に振り替えられる可能性のある項目合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								税引後その他の包括利益 ゼイヒゴタホウカツリエキ						0								税引後その他の包括利益		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								当期包括利益合計						0								当期包括利益合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								当期包括利益合計額の帰属														当期包括利益合計額の帰属						0.00%						0.00%

								　親会社の所有者						0								　親会社の所有者		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								　非支配持分						(198,753)								　非支配持分		△ 198,753		△ 198		0.00%				0		0.00%		△ 198,753		△ 198		-

										E90000		非支配持分純利益		(74,422)												0		0.00%				0		0.00%				0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								当期包括利益合計						0								当期包括利益合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-



&C&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&22&A&R&F&　ベース組替表　　



前期参考値(奈良部さんセグ別IFRS調整表より)

		

				FY14Q1								FY14Q2								FY14Q3								FY14Q4

				コード		略称		連結				コード		略称		連結				コード		略称		連結				コード		略称		連結

				A11100		現金,現金同等物		167,716,945				A11100		現金,現金同等物		169,476,403				A11100		現金,現金同等物		170,519,382				A11100		現金,現金同等物		177,496,239

				A11300		受取手形,売掛金		199,211,155				A11300		受取手形,売掛金		211,115,448				A11300		受取手形,売掛金		219,970,890				A11300		受取手形,売掛金		225,816,721

				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0

				A11302		受取手形,売掛金（一般）		199,211,155				A11302		受取手形,売掛金（一般）		211,115,448				A11302		受取手形,売掛金（一般）		219,970,890				A11302		受取手形,売掛金（一般）		225,816,721

				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,384,805				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		22,471,852				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		24,457,549				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		23,010,415

				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0

				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		21,384,805				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		22,471,852				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		24,457,549				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		23,010,415

				A11500		営業債権-計（AR）		220,595,960				A11500		営業債権-計（AR）		233,587,300				A11500		営業債権-計（AR）		244,428,439				A11500		営業債権-計（AR）		248,827,136

				A11600		AR-貸引(△)		-5,588,502				A11600		AR-貸引(△)		-5,880,002				A11600		AR-貸引(△)		-6,551,921				A11600		AR-貸引(△)		-6,057,569

				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0

				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-5,588,502				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-5,880,002				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-6,551,921				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-6,057,569

				A11700		営業・他債権-計		225,062,405				A11700		営業・他債権-計		239,039,401				A11700		営業・他債権-計		249,746,686				A11700		営業・他債権-計		252,962,575

				A11800		製品		114,696,703				A11800		製品		112,576,652				A11800		製品		119,884,967				A11800		製品		110,853,184

				A11900		商品		9,481,737				A11900		商品		9,948,657				A11900		商品		11,745,868				A11900		商品		10,033,885

				A12000		原材料		16,789,033				A12000		原材料		17,700,934				A12000		原材料		21,394,608				A12000		原材料		17,638,012

				A12100		仕掛品		10,091,143				A12100		仕掛品		10,037,272				A12100		仕掛品		11,429,673				A12100		仕掛品		10,316,672

				A12200		貯蔵品		3,131,360				A12200		貯蔵品		2,989,532				A12200		貯蔵品		2,836,292				A12200		貯蔵品		2,952,610

				A12300		たな卸未実現（製品）		-31,931,192				A12300		たな卸未実現（製品）		-29,933,628				A12300		たな卸未実現（製品）		-29,936,170				A12300		たな卸未実現（製品）		-28,552,066

				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0

				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,282,142				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,454,529				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,962,890				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,439,054

				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0

				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0

				A12800		<たな卸資産合計>		119,976,642				A12800		<たな卸資産合計>		120,864,889				A12800		<たな卸資産合計>		134,392,348				A12800		<たな卸資産合計>		120,803,242

				A12900		前渡金･前払費用		11,073,450				A12900		前渡金･前払費用		10,663,554				A12900		前渡金･前払費用		11,678,736				A12900		前渡金･前払費用		10,594,197

				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0

				A12902		前渡金･前払費用（一般）		11,073,450				A12902		前渡金･前払費用（一般）		10,663,554				A12902		前渡金･前払費用（一般）		11,678,736				A12902		前渡金･前払費用（一般）		10,594,197

				A13000		貸付金(流動)		53,721				A13000		貸付金(流動)		112,204				A13000		貸付金(流動)		123,833				A13000		貸付金(流動)		124,435

				A13001		貸付金(流動)（連結）		0				A13001		貸付金(流動)（連結）		1				A13001		貸付金(流動)（連結）		0				A13001		貸付金(流動)（連結）		0

				A13002		貸付金(流動)（一般）		53,721				A13002		貸付金(流動)（一般）		112,203				A13002		貸付金(流動)（一般）		123,833				A13002		貸付金(流動)（一般）		124,435

				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0

				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0

				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0

				A13200		貸付金(流動)-計		53,721				A13200		貸付金(流動)-計		112,204				A13200		貸付金(流動)-計		123,833				A13200		貸付金(流動)-計		124,435

				A13300		未収入金		9,989,272				A13300		未収入金		11,250,641				A13300		未収入金		11,805,437				A13300		未収入金		10,119,815

				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		-0

				A13302		未収入金（一般）		9,989,272				A13302		未収入金（一般）		11,250,641				A13302		未収入金（一般）		11,805,437				A13302		未収入金（一般）		10,119,815

				A13600		未収利息		65,675				A13600		未収利息		81,462				A13600		未収利息		64,731				A13600		未収利息		73,193

				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0

				A13602		未収利息（一般）		65,675				A13602		未収利息（一般）		81,462				A13602		未収利息（一般）		64,731				A13602		未収利息（一般）		73,193

				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0

				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0

				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0

				A13800		未収・還付法人所得税		2,047,503				A13800		未収・還付法人所得税		181,304				A13800		未収・還付法人所得税		223,482				A13800		未収・還付法人所得税		229,242

				A13810		[連税]未収還付法人所得税		-1				A13810		[連税]未収還付法人所得税		0				A13810		[連税]未収還付法人所得税		0				A13810		[連税]未収還付法人所得税		4,825

				A13900		仮払法人所得税		443,591				A13900		仮払法人所得税		548,005				A13900		仮払法人所得税		612,829				A13900		仮払法人所得税		325,315

				A14000		未収税金		2,003,004				A14000		未収税金		2,781,136				A14000		未収税金		2,677,177				A14000		未収税金		3,099,746

				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0

				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0

				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		332,603				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		2,525				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		29,461				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		1,235,567

				A14250		その他の金融資産(流動)		555,386				A14250		その他の金融資産(流動)		70,903				A14250		その他の金融資産(流動)		227,032				A14250		その他の金融資産(流動)		355,676

				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0

				A14252		他金融資産(流動)(一般)		147,421				A14252		他金融資産(流動)(一般)		147,810				A14252		他金融資産(流動)(一般)		169,588				A14252		他金融資産(流動)(一般)		162,768

				A14300		その他資産(流動)		2,137,182				A14300		その他資産(流動)		3,131,722				A14300		その他資産(流動)		3,724,613				A14300		その他資産(流動)		2,737,151

				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0

				A14302		その他資産(流動)（一般）		2,137,182				A14302		その他資産(流動)（一般）		3,131,722				A14302		その他資産(流動)（一般）		3,724,613				A14302		その他資産(流動)（一般）		2,737,151

				A14400		売却目的処分グループ資産		116,430				A14400		売却目的処分グループ資産		280,291				A14400		売却目的処分グループ資産		2,066,001				A14400		売却目的処分グループ資産		672,411

				A19000		<流動資産合計>		531,518,861				A19000		<流動資産合計>		547,152,337				A19000		<流動資産合計>		576,021,580				A19000		<流動資産合計>		570,640,621

				A21100		建物-取得		172,141,310				A21100		建物-取得		173,734,919				A21100		建物-取得		173,701,357				A21100		建物-取得		171,083,985

				A21200		建物-償却累計額(△)		-103,265,956				A21200		建物-償却累計額(△)		-104,066,428				A21200		建物-償却累計額(△)		-104,226,785				A21200		建物-償却累計額(△)		-102,449,438

				A21300		建物-減損累計額(△)		-5,710,879				A21300		建物-減損累計額(△)		-5,665,166				A21300		建物-減損累計額(△)		-6,111,536				A21300		建物-減損累計額(△)		-6,224,123

				A21400		建物-計		63,164,475				A21400		建物-計		64,003,325				A21400		建物-計		63,363,037				A21400		建物-計		62,410,424

				A21500		構築物-取得		16,267,633				A21500		構築物-取得		16,892,529				A21500		構築物-取得		17,344,956				A21500		構築物-取得		17,061,464

				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,250,325				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,416,224				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,567,594				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,318,381

				A21700		構築物-減損累計額(△)		-328,616				A21700		構築物-減損累計額(△)		-330,376				A21700		構築物-減損累計額(△)		-335,156				A21700		構築物-減損累計額(△)		-348,458

				A21800		構築物-計		5,688,691				A21800		構築物-計		6,145,929				A21800		構築物-計		6,442,206				A21800		構築物-計		6,394,625

				A21900		機械,装置-取得		224,567,689				A21900		機械,装置-取得		226,310,406				A21900		機械,装置-取得		236,731,799				A21900		機械,装置-取得		236,643,674

				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-197,142,402				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-198,247,956				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-200,612,425				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-200,376,160

				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,581,850				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,669,050				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,675,141				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-4,200,512

				A22200		機械装置-計		23,843,437				A22200		機械装置-計		24,393,400				A22200		機械装置-計		32,444,232				A22200		機械装置-計		32,067,001

				A22300		車両,運搬具-取得		2,836,106				A22300		車両,運搬具-取得		2,692,129				A22300		車両,運搬具-取得		2,748,014				A22300		車両,運搬具-取得		2,631,751

				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,976,083				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,996,395				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-2,070,019				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,970,886

				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,986				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,986				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,941				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,941

				A22600		車両運搬具-計		853,037				A22600		車両運搬具-計		688,748				A22600		車両運搬具-計		671,054				A22600		車両運搬具-計		653,925

				A22700		工具器具備品･金型-取得		153,133,414				A22700		工具器具備品･金型-取得		157,411,779				A22700		工具器具備品･金型-取得		162,363,586				A22700		工具器具備品･金型-取得		160,849,408

				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-125,348,860				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-127,825,695				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-131,500,055				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-129,677,729

				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-335,411				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-326,311				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-330,003				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-442,577

				A23000		工具器具備品･金型-計		27,449,144				A23000		工具器具備品･金型-計		29,259,773				A23000		工具器具備品･金型-計		30,533,527				A23000		工具器具備品･金型-計		30,729,102

				A23100		土地-取得		35,011,513				A23100		土地-取得		34,702,310				A23100		土地-取得		34,082,488				A23100		土地-取得		33,252,612

				A23200		土地-償却累計額(△)		-277				A23200		土地-償却累計額(△)		-278				A23200		土地-償却累計額(△)		-1,257				A23200		土地-償却累計額(△)		-4,227

				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,215,925				A23300		土地-減損累計額(△)		-991,711				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,117,148				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,256,095

				A23400		土地-計		33,795,311				A23400		土地-計		33,710,321				A23400		土地-計		32,964,083				A23400		土地-計		31,992,290

				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		12,120,027				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		12,383,675				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		4,030,459				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		4,236,859

				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-82,981

				A23700		建設仮勘定(有形)-計		12,047,673				A23700		建設仮勘定(有形)-計		12,311,321				A23700		建設仮勘定(有形)-計		3,958,105				A23700		建設仮勘定(有形)-計		4,153,878

				A23800		賃貸用資産-取得		43,183,848				A23800		賃貸用資産-取得		44,467,943				A23800		賃貸用資産-取得		45,999,684				A23800		賃貸用資産-取得		43,957,095

				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,249,044				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,705,335				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-31,927,036				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,648,160

				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-78,103				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-77,277				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-79,864				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-68,896

				A24100		賃貸用資産-計		12,856,701				A24100		賃貸用資産-計		13,685,331				A24100		賃貸用資産-計		13,992,784				A24100		賃貸用資産-計		13,240,039

				A29000		<有形合計>		179,698,469				A29000		<有形合計>		184,198,149				A29000		<有形合計>		184,369,028				A29000		<有形合計>		181,641,285

				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0

				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0

				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0

				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0

				A41100		のれん-取得		102,106,464				A41100		のれん-取得		106,337,555				A41100		のれん-取得		111,123,702				A41100		のれん-取得		102,202,998

				A41200		のれん-償却累計額(△)		-24,184,752				A41200		のれん-償却累計額(△)		-24,430,467				A41200		のれん-償却累計額(△)		-25,657,582				A41200		のれん-償却累計額(△)		-21,815,464

				A41300		のれん-減損累計額(△)		-2,150,186				A41300		のれん-減損累計額(△)		-4,897,730				A41300		のれん-減損累計額(△)		-5,180,866				A41300		のれん-減損累計額(△)		-2,544,318

				A41400		のれん-計		75,771,526				A41400		のれん-計		77,009,358				A41400		のれん-計		80,285,254				A41400		のれん-計		77,843,217

				A41500		ソフトウェア-取得		59,582,022				A41500		ソフトウェア-取得		61,347,644				A41500		ソフトウェア-取得		65,558,764				A41500		ソフトウェア-取得		61,521,674

				A41600		ソフトウェア-償累(△		-40,602,426				A41600		ソフトウェア-償累(△		-42,045,634				A41600		ソフトウェア-償累(△		-46,062,234				A41600		ソフトウェア-償累(△		-41,650,732

				A41700		ソフトウェア-減累(△		-19,077				A41700		ソフトウェア-減累(△		-19,078				A41700		ソフトウェア-減累(△		-162,973				A41700		ソフトウェア-減累(△		-177,782

				A41800		ソフトウェア-計		18,960,519				A41800		ソフトウェア-計		19,282,932				A41800		ソフトウェア-計		19,333,557				A41800		ソフトウェア-計		19,693,160

				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0

				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0

				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0

				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0

				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		29,575,050				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		31,473,596				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		35,575,250				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		36,292,841

				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-13,850,241				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-15,847,489				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-18,504,513				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-19,416,272

				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0

				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		15,724,809				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		15,626,107				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		17,070,737				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		16,876,569

				A42700		その他無形資産-取得		13,225,270				A42700		その他無形資産-取得		13,480,931				A42700		その他無形資産-取得		15,200,508				A42700		その他無形資産-取得		14,356,518

				A42800		その他無形資産-償累(△)		-5,653,607				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,058,043				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,787,750				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,586,500

				A42900		その他無形資産-減累(△)		-60,647				A42900		その他無形資産-減累(△)		-60,789				A42900		その他無形資産-減累(△)		-62,961				A42900		その他無形資産-減累(△)		-59,981

				A43000		その他無形資産-計		7,511,016				A43000		その他無形資産-計		7,362,099				A43000		その他無形資産-計		8,349,797				A43000		その他無形資産-計		7,710,037

				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		3,523,641				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		3,793,898				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		4,205,172				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		4,009,572

				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0

				A43300		建設仮勘定(無形)-計		3,523,641				A43300		建設仮勘定(無形)-計		3,793,898				A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,205,172				A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,009,572

				A49000		<無形資産合計>		121,491,511				A49000		<無形資産合計>		123,074,394				A49000		<無形資産合計>		129,244,517				A49000		<無形資産合計>		126,132,555

				A51100		投資有価証券・出資		30,299,656				A51100		投資有価証券・出資		31,832,076				A51100		投資有価証券・出資		35,153,101				A51100		投資有価証券・出資		33,933,232

				A51200		子会社株式・出資		-4				A51200		子会社株式・出資		-5				A51200		子会社株式・出資		-5				A51200		子会社株式・出資		-5

				A51300		関連会社株式・出資		488,464				A51300		関連会社株式・出資		483,305				A51300		関連会社株式・出資		464,758				A51300		関連会社株式・出資		524,763

				A51400		貸付金(非流動)		96,913				A51400		貸付金(非流動)		93,470				A51400		貸付金(非流動)		97,550				A51400		貸付金(非流動)		74,184

				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0

				A51402		貸付金(非流動)（一般）		96,913				A51402		貸付金(非流動)（一般）		93,470				A51402		貸付金(非流動)（一般）		97,550				A51402		貸付金(非流動)（一般）		74,184

				A51500		貸引(非流動)(△)		-853,918				A51500		貸引(非流動)(△)		-865,342				A51500		貸引(非流動)(△)		-871,323				A51500		貸引(非流動)(△)		-853,704

				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0

				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-853,918				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-865,342				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-871,323				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-853,704

				A51700		長期前払費用		3,923,708				A51700		長期前払費用		4,170,649				A51700		長期前払費用		4,356,625				A51700		長期前払費用		4,646,201

				A51800		前払年金費用		215,435				A51800		前払年金費用		218,890				A51800		前払年金費用		235,243				A51800		前払年金費用		205,405

				A51900		繰延税金資産		75,512,222				A51900		繰延税金資産		74,411,850				A51900		繰延税金資産		74,191,253				A51900		繰延税金資産		73,719,235

				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		-6,746,057

				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-2,975,690				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-3,474,798				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-4,304,049				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-3,994,244

				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		47,246				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		-70,337				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		-193,233				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		158,551

				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		2,995,908				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		3,091,032				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		3,020,565				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		1,144,713

				A52250		<繰延税金資産合計>		75,579,686				A52250		<繰延税金資産合計>		73,957,746				A52250		<繰延税金資産合計>		72,714,536				A52250		<繰延税金資産合計>		64,282,198

				A52300		敷金保証金(非流動)		7,454,789				A52300		敷金保証金(非流動)		7,477,831				A52300		敷金保証金(非流動)		6,987,677				A52300		敷金保証金(非流動)		7,163,312

				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		220,916				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		597,032				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		1,082,798				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		0

				A52450		その他の金融資産(非流動)		2,953,243				A52450		その他の金融資産(非流動)		2,893,092				A52450		その他の金融資産(非流動)		3,716,196				A52450		その他の金融資産(非流動)		3,676,089

				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0

				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0

				A52500		その他資産(非流動)		835,723				A52500		その他資産(非流動)		1,561,971				A52500		その他資産(非流動)		796,825				A52500		その他資産(非流動)		1,355,166

				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0

				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0

				A52550		長期固定化債権		798,291				A52550		長期固定化債権		845,044				A52550		長期固定化債権		858,280				A52550		長期固定化債権		816,951

				A52600		長期定期預金		10,543				A52600		長期定期預金		12,262				A52600		長期定期預金		11,621				A52600		長期定期預金		9,447

				A52700		<その他の非流動資産合計>		122,023,445				A52700		<その他の非流動資産合計>		123,278,021				A52700		<その他の非流動資産合計>		125,603,882				A52700		<その他の非流動資産合計>		115,833,239

				A59000		<非流動資産合計>		423,213,425				A59000		<非流動資産合計>		430,550,564				A59000		<非流動資産合計>		439,217,428				A59000		<非流動資産合計>		423,607,078

				A90000		<資産合計>		954,732,285				A90000		<資産合計>		977,702,901				A90000		<資産合計>		1,015,239,008				A90000		<資産合計>		994,247,699

				B11100		営業債務		84,941,997				B11100		営業債務		88,799,603				B11100		営業債務		97,698,664				B11100		営業債務		98,152,706

				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0

				B11102		営業債務（一般）		84,941,997				B11102		営業債務（一般）		88,799,603				B11102		営業債務（一般）		97,698,664				B11102		営業債務（一般）		98,152,706

				B11200		設備関連債務		10,507,735				B11200		設備関連債務		10,270,396				B11200		設備関連債務		4,645,207				B11200		設備関連債務		5,128,343

				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0

				B11202		設備関連債務（一般）		10,507,735				B11202		設備関連債務（一般）		10,270,396				B11202		設備関連債務（一般）		4,645,207				B11202		設備関連債務（一般）		5,128,343

				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		1,967,222				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,092,823				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,183,171				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,704,469

				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0

				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		1,967,222				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,092,823				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,183,171				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,704,469

				B11400		短期借入金		35,255,232				B11400		短期借入金		24,306,620				B11400		短期借入金		20,445,414				B11400		短期借入金		25,644,323

				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0

				B11402		短期借入金（一般）		35,255,232				B11402		短期借入金（一般）		24,306,620				B11402		短期借入金（一般）		20,445,414				B11402		短期借入金（一般）		25,644,323

				B11500		一年内長期借入金		22,002,422				B11500		一年内長期借入金		22,001,959				B11500		一年内長期借入金		27,001,432				B11500		一年内長期借入金		5,001,101

				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0

				B11502		一年内長期借入金（一般）		22,002,422				B11502		一年内長期借入金（一般）		22,001,959				B11502		一年内長期借入金（一般）		27,001,432				B11502		一年内長期借入金（一般）		5,001,101

				B11600		社債(流動)		0				B11600		社債(流動)		0				B11600		社債(流動)		20,000,000				B11600		社債(流動)		20,000,000

				B11700		未払金		60,104,012				B11700		未払金		63,920,066				B11700		未払金		72,941,637				B11700		未払金		73,868,789

				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0

				B11702		未払金（一般）		60,104,012				B11702		未払金（一般）		63,920,066				B11702		未払金（一般）		72,941,637				B11702		未払金（一般）		73,868,789

				B11800		未払利息		187,942				B11800		未払利息		349,764				B11800		未払利息		226,235				B11800		未払利息		351,631

				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0

				B11802		未払利息（一般）		187,942				B11802		未払利息（一般）		349,764				B11802		未払利息（一般）		226,235				B11802		未払利息（一般）		351,631

				B11900		未払配当金		158,956				B11900		未払配当金		65,146				B11900		未払配当金		166,867				B11900		未払配当金		63,287

				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0

				B11902		未払配当金（一般）		158,956				B11902		未払配当金（一般）		65,146				B11902		未払配当金（一般）		166,867				B11902		未払配当金（一般）		63,287

				B12000		未払法人所得税		6,999,195				B12000		未払法人所得税		10,092,872				B12000		未払法人所得税		13,130,687				B12000		未払法人所得税		2,330,063

				B12010		[連税]未払法人所得税		5,857				B12010		[連税]未払法人所得税		0				B12010		[連税]未払法人所得税		0				B12010		[連税]未払法人所得税		5,192,573

				B12100		未払税金		3,920,092				B12100		未払税金		4,915,478				B12100		未払税金		5,474,687				B12100		未払税金		5,269,039

				B12200		前受金		3,051,235				B12200		前受金		2,889,091				B12200		前受金		2,823,972				B12200		前受金		3,088,645

				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0

				B12202		前受金（一般）		3,051,235				B12202		前受金（一般）		2,889,091				B12202		前受金（一般）		2,823,972				B12202		前受金（一般）		3,088,645

				B12300		預り金		4,095,445				B12300		預り金		1,163,810				B12300		預り金		2,995,627				B12300		預り金		1,089,100

				B12400		有給休暇引当金		12,020,394				B12400		有給休暇引当金		19,354,478				B12400		有給休暇引当金		14,787,923				B12400		有給休暇引当金		21,126,121

				B12450		事業業績連動賞与引当金		-554,208				B12450		事業業績連動賞与引当金		-372,832				B12450		事業業績連動賞与引当金		-371,065				B12450		事業業績連動賞与引当金		-737,991

				B12500		製品保証引当金		1,435,289				B12500		製品保証引当金		1,616,940				B12500		製品保証引当金		1,515,701				B12500		製品保証引当金		1,770,313

				B12600		事業構造改善引当金		594,659				B12600		事業構造改善引当金		584,375				B12600		事業構造改善引当金		965,430				B12600		事業構造改善引当金		1,095,260

				B12700		その他引当金(流動)		2,306,078				B12700		その他引当金(流動)		2,892,460				B12700		その他引当金(流動)		2,936,408				B12700		その他引当金(流動)		2,512,324

				B12800		資産除去債務(流動)		260,489				B12800		資産除去債務(流動)		197,986				B12800		資産除去債務(流動)		225,845				B12800		資産除去債務(流動)		164,666

				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		154,630				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		955,247				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		2,625,844				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		1,020,075

				B12950		その他の金融負債(流動)		476,899				B12950		その他の金融負債(流動)		71,362				B12950		その他の金融負債(流動)		15,913				B12950		その他の金融負債(流動)		0

				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0

				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0

				B13000		その他負債(流動)		5,316,981				B13000		その他負債(流動)		6,597,377				B13000		その他負債(流動)		7,596,241				B13000		その他負債(流動)		7,054,623

				B13001		その他負債(流動)（連結）		-179,170				B13001		その他負債(流動)（連結）		0				B13001		その他負債(流動)（連結）		0				B13001		その他負債(流動)（連結）		0

				B13002		その他負債(流動)（一般）		5,496,151				B13002		その他負債(流動)（一般）		6,597,377				B13002		その他負債(流動)（一般）		7,596,241				B13002		その他負債(流動)（一般）		7,054,623

				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0

				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0

				B19000		<流動負債合計>		255,208,553				B19000		<流動負債合計>		262,765,021				B19000		<流動負債合計>		300,031,838				B19000		<流動負債合計>		281,889,461

				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0

				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0

				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0

				B21100		社債(非流動)		70,000,000				B21100		社債(非流動)		70,000,000				B21100		社債(非流動)		50,000,000				B21100		社債(非流動)		50,000,000

				B21200		長期借入金		61,995,885				B21200		長期借入金		62,238,029				B21200		長期借入金		57,571,062				B21200		長期借入金		58,696,355

				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0

				B21202		長期借入金（一般）		61,995,885				B21202		長期借入金（一般）		62,238,029				B21202		長期借入金（一般）		57,571,062				B21202		長期借入金（一般）		58,696,355

				B21300		退職給付引当金		64,785,517				B21300		退職給付引当金		65,420,235				B21300		退職給付引当金		66,798,917				B21300		退職給付引当金		62,039,020

				B21400		従業員給付引当金(非流動)		137,558				B21400		従業員給付引当金(非流動)		122,408				B21400		従業員給付引当金(非流動)		125,615				B21400		従業員給付引当金(非流動)		139,198

				B21500		その他引当金(非流動)		146,885				B21500		その他引当金(非流動)		142,064				B21500		その他引当金(非流動)		149,471				B21500		その他引当金(非流動)		159,381

				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,330,094				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,393,948				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,252,125				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		3,540,054

				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0

				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,330,094				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,393,948				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,252,125				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		3,540,054

				B21800		資産除去債務(非流動)		1,013,084				B21800		資産除去債務(非流動)		1,001,261				B21800		資産除去債務(非流動)		976,604				B21800		資産除去債務(非流動)		976,569

				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0

				B22000		繰延税金負債		2,643,566				B22000		繰延税金負債		2,578,736				B22000		繰延税金負債		2,641,561				B22000		繰延税金負債		2,944,317

				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0

				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0

				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0

				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0

				B22350		<繰延税金負債合計>		2,643,566				B22350		<繰延税金負債合計>		2,578,736				B22350		<繰延税金負債合計>		2,641,561				B22350		<繰延税金負債合計>		2,944,317

				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		374,910				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		385,212				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		434,769				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		539,478

				B22450		その他の金融負債(非流動)		353,671				B22450		その他の金融負債(非流動)		341,936				B22450		その他の金融負債(非流動)		334,974				B22450		その他の金融負債(非流動)		323,769

				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0

				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		353,671				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		341,936				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		334,974				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		323,769

				B22500		その他負債(非流動)		2,916,734				B22500		その他負債(非流動)		3,018,606				B22500		その他負債(非流動)		3,347,274				B22500		その他負債(非流動)		3,504,925

				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0

				B22502		その他負債(非流動)(一般)		2,916,734				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,018,606				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,347,274				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,504,925

				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0

				B29000		<非流動負債合計>		208,697,904				B29000		<非流動負債合計>		209,642,434				B29000		<非流動負債合計>		186,632,372				B29000		<非流動負債合計>		182,863,067

				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0

				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0

				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0

				B90000		<負債合計>		463,906,457				B90000		<負債合計>		472,407,456				B90000		<負債合計>		486,664,210				B90000		<負債合計>		464,752,527

				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344

				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,395,115

				C13000		利益剰余金		245,270,540				C13000		利益剰余金		235,351,916				C13000		利益剰余金		240,949,709				C13000		利益剰余金		251,314,477

				C14000		自己株式(△)		-21,507,102				C14000		自己株式(△)		-8,318,781				C14000		自己株式(△)		-10,751,888				C14000		自己株式(△)		-10,727,624

				C21000		投資有価証券評価差額金		5,373,828				C21000		投資有価証券評価差額金		6,275,226				C21000		投資有価証券評価差額金		7,772,763				C21000		投資有価証券評価差額金		8,207,453

				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		-85,403				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		127,136				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		349,311				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		-324,860

				C23000		為替換算調整勘定		19,182,980				C23000		為替換算調整勘定		29,837,607				C23000		為替換算調整勘定		47,864,876				C23000		為替換算調整勘定		38,022,147

				C24000		確定給付数理計算差異		0				C24000		確定給付数理計算差異		-587,420				C24000		確定給付数理計算差異		-587,420				C24000		確定給付数理計算差異		0

				C25000		持分会社におけるOCI持分		-5,273				C25000		持分会社におけるOCI持分		-5,473				C25000		持分会社におけるOCI持分		-2,176				C25000		持分会社におけるOCI持分		847

				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0

				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0

				C30000		新株予約権		924,990				C30000		新株予約権		942,019				C30000		新株予約権		993,107				C30000		新株予約権		1,016,531

				C39000		<その他の資本の構成要素>		25,391,122				C39000		<その他の資本の構成要素>		36,589,095				C39000		<その他の資本の構成要素>		56,390,461				C39000		<その他の資本の構成要素>		46,922,119

				C40000		<当社株主に帰属する持分>		490,095,555				C40000		<当社株主に帰属する持分>		504,563,224				C40000		<当社株主に帰属する持分>		527,529,277				C40000		<当社株主に帰属する持分>		528,423,430

				C50000		非支配持分		730,279				C50000		非支配持分		732,227				C50000		非支配持分		1,045,525				C50000		非支配持分		1,071,755

				C90000		<資本合計>		490,825,834				C90000		<資本合計>		505,295,451				C90000		<資本合計>		528,574,802				C90000		<資本合計>		529,495,185

				C99000		<負債,資本合計>		954,732,291				C99000		<負債,資本合計>		977,702,907				C99000		<負債,資本合計>		1,015,239,012				C99000		<負債,資本合計>		994,247,713

				D11100		利益剰余金期首残高		239,453,086				D11100		利益剰余金期首残高		245,270,543				D11100		利益剰余金期首残高		235,351,917				D11100		利益剰余金期首残高		240,366,984

				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0

				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0

				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0

				D11500		当期純利益-S/S		9,363,810				D11500		当期純利益-S/S		10,047,885				D11500		当期純利益-S/S		10,446,141				D11500		当期純利益-S/S		12,152,190

				D11600		合併売却等による増減高		1,773,345				D11600		合併売却等による増減高		0				D11600		合併売却等による増減高		0				D11600		合併売却等による増減高		0

				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0

				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0

				D11900		配当金による減少高		3,862,077				D11900		配当金による減少高		0				D11900		配当金による減少高		5,039,943				D11900		配当金による減少高		0

				D12000		自己株処分差損による減少		19,031				D12000		自己株処分差損による減少		-4,692				D12000		自己株処分差損による減少		0				D12000		自己株処分差損による減少		-1,185

				D12100		自己株消却による減少高		0				D12100		自己株消却による減少高		20,765,200				D12100		自己株消却による減少高		0				D12100		自己株消却による減少高		0

				D12200		その他の振替高		-8,701,590				D12200		その他の振替高		0				D12200		その他の振替高		0				D12200		その他の振替高		0

				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0

				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0

				E11100		売上高		226,634,158				E11100		売上高		247,819,434				E11100		売上高		253,586,033				E11100		売上高		274,718,479

				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0

				E11102		売上高（一般）		226,634,158				E11102		売上高（一般）		247,819,434				E11102		売上高（一般）		253,586,033				E11102		売上高（一般）		274,718,479

				E11200		製品製造原価		78,409,598				E11200		製品製造原価		81,880,258				E11200		製品製造原価		84,928,538				E11200		製品製造原価		93,438,266

				E11300		商品仕入高		40,012,060				E11300		商品仕入高		41,300,631				E11300		商品仕入高		42,780,919				E11300		商品仕入高		44,729,936

				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0

				E11302		商品仕入高（一般）		40,012,060				E11302		商品仕入高（一般）		41,300,631				E11302		商品仕入高（一般）		42,780,919				E11302		商品仕入高（一般）		44,729,936

				E11400		期首期末製商品たな卸差等		-4,671,560				E11400		期首期末製商品たな卸差等		4,309,487				E11400		期首期末製商品たな卸差等		1,212,419				E11400		期首期末製商品たな卸差等		4,754,028

				E11500		<製品商品売上原価計>		113,750,098				E11500		<製品商品売上原価計>		127,490,376				E11500		<製品商品売上原価計>		128,921,876				E11500		<製品商品売上原価計>		142,922,230

				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0

				E11700		<売上原価計>		113,750,098				E11700		<売上原価計>		127,490,376				E11700		<売上原価計>		128,921,876				E11700		<売上原価計>		142,922,230

				E19000		<売上総利益>		112,884,060				E19000		<売上総利益>		120,329,058				E19000		<売上総利益>		124,664,157				E19000		<売上総利益>		131,796,249

				E22100		販売諸費		3,302,495				E22100		販売諸費		3,753,625				E22100		販売諸費		3,435,581				E22100		販売諸費		4,393,177

				E22101		販売諸費（連結）		77,309				E22101		販売諸費（連結）		316,390				E22101		販売諸費（連結）		105,807				E22101		販売諸費（連結）		261,580

				E22102		販売諸費（一般）		3,225,186				E22102		販売諸費（一般）		3,437,235				E22102		販売諸費（一般）		3,329,774				E22102		販売諸費（一般）		4,131,597

				E22200		広告宣伝費		2,436,164				E22200		広告宣伝費		2,911,848				E22200		広告宣伝費		2,619,283				E22200		広告宣伝費		2,875,763

				E22201		広告宣伝費（連結）		88,599				E22201		広告宣伝費（連結）		176,973				E22201		広告宣伝費（連結）		154,034				E22201		広告宣伝費（連結）		213,186

				E22202		広告宣伝費（一般）		2,347,565				E22202		広告宣伝費（一般）		2,734,875				E22202		広告宣伝費（一般）		2,465,249				E22202		広告宣伝費（一般）		2,662,577

				E22300		物流費		5,725,182				E22300		物流費		5,836,266				E22300		物流費		6,488,793				E22300		物流費		6,471,790

				E22301		物流費（連結）		-4,718				E22301		物流費（連結）		4,718				E22301		物流費（連結）		650				E22301		物流費（連結）		-34

				E22302		物流費（一般）		5,729,900				E22302		物流費（一般）		5,831,548				E22302		物流費（一般）		6,488,143				E22302		物流費（一般）		6,471,824

				E22900		<販売変動費計>		11,463,841				E22900		<販売変動費計>		12,501,739				E22900		<販売変動費計>		12,543,657				E22900		<販売変動費計>		13,740,730

				E23100		給与その他労務費(SGA)		39,584,615				E23100		給与その他労務費(SGA)		39,252,784				E23100		給与その他労務費(SGA)		48,373,662				E23100		給与その他労務費(SGA)		42,330,098

				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		2,987,415				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		3,034,722				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		-2,442,475				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		3,397,720

				E23300		退職給付費用(SGA)		1,768,318				E23300		退職給付費用(SGA)		1,498,860				E23300		退職給付費用(SGA)		1,873,488				E23300		退職給付費用(SGA)		1,382,723

				E23400		業務委託労務費(SGA)		804,656				E23400		業務委託労務費(SGA)		844,347				E23400		業務委託労務費(SGA)		955,059				E23400		業務委託労務費(SGA)		882,660

				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0

				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		804,656				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		844,347				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		955,059				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		882,660

				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0

				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0

				E23900		<労務費(SGA)計>		45,145,004				E23900		<労務費(SGA)計>		44,630,713				E23900		<労務費(SGA)計>		48,759,734				E23900		<労務費(SGA)計>		47,993,201

				E24100		旅費交通費(SGA)		3,259,754				E24100		旅費交通費(SGA)		3,228,924				E24100		旅費交通費(SGA)		3,649,653				E24100		旅費交通費(SGA)		3,356,568

				E24200		租税公課(SGA)		1,121,167				E24200		租税公課(SGA)		1,054,804				E24200		租税公課(SGA)		1,049,661				E24200		租税公課(SGA)		221,245

				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		899,842

				E24300		減価償却費(SGA)		2,780,393				E24300		減価償却費(SGA)		2,801,222				E24300		減価償却費(SGA)		3,102,878				E24300		減価償却費(SGA)		3,018,530

				E24400		償却費(SGA)		2,577,826				E24400		償却費(SGA)		2,664,051				E24400		償却費(SGA)		3,003,068				E24400		償却費(SGA)		2,995,946

				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0

				E24700		修繕費(SGA)		688,765				E24700		修繕費(SGA)		791,453				E24700		修繕費(SGA)		682,802				E24700		修繕費(SGA)		545,729

				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-75				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-1,161				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-556				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-758

				E24702		修繕費(SGA)（一般）		688,840				E24702		修繕費(SGA)（一般）		792,614				E24702		修繕費(SGA)（一般）		683,358				E24702		修繕費(SGA)（一般）		546,487

				E24800		賃借料(SGA)		4,176,073				E24800		賃借料(SGA)		4,318,193				E24800		賃借料(SGA)		4,382,969				E24800		賃借料(SGA)		4,441,450

				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-358				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-370				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-4,634				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-1,812

				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,176,431				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,318,563				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,387,603				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,443,262

				E24900		支手,業務委託(SGA)		2,967,843				E24900		支手,業務委託(SGA)		3,377,233				E24900		支手,業務委託(SGA)		3,395,786				E24900		支手,業務委託(SGA)		4,040,815

				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-465,994				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-152,356				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-266,575				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-45,240

				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,433,837				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,529,589				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,662,361				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		4,086,055

				E25000		貸引繰戻(SGA)		183,880				E25000		貸引繰戻(SGA)		433,124				E25000		貸引繰戻(SGA)		522,288				E25000		貸引繰戻(SGA)		293,960

				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0

				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		183,880				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		433,124				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		522,288				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		293,960

				E25100		製品保証関連費用		10,473				E25100		製品保証関連費用		-22,705				E25100		製品保証関連費用		8,834				E25100		製品保証関連費用		-26,867

				E25200		研究開発費		18,148,532				E25200		研究開発費		18,236,281				E25200		研究開発費		18,724,826				E25200		研究開発費		19,185,872

				E25300		間接材料費(SGA)		86,645				E25300		間接材料費(SGA)		64,428				E25300		間接材料費(SGA)		101,343				E25300		間接材料費(SGA)		81,721

				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		-190				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0

				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		86,645				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		64,428				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		101,533				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		81,721

				E25400		その他経費(SGA)		6,995,678				E25400		その他経費(SGA)		6,891,777				E25400		その他経費(SGA)		6,792,609				E25400		その他経費(SGA)		7,604,840

				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0

				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,995,678				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,891,777				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,792,609				E25402		その他経費(SGA)（一般）		7,604,840

				E25900		<経費(SGA)計>		42,997,030				E25900		<経費(SGA)計>		43,838,785				E25900		<経費(SGA)計>		45,416,717				E25900		<経費(SGA)計>		46,659,650

				E26100		受入・払出(SGA)		-1,140,452				E26100		受入・払出(SGA)		-1,104,385				E26100		受入・払出(SGA)		-1,262,206				E26100		受入・払出(SGA)		-1,050,983

				E26900		<販売費,一般管理費計>		98,465,422				E26900		<販売費,一般管理費計>		99,866,851				E26900		<販売費,一般管理費計>		105,457,902				E26900		<販売費,一般管理費計>		107,342,598

				E29999		<事業貢献利益>		14,418,638				E29999		<事業貢献利益>		20,462,207				E29999		<事業貢献利益>		19,206,255				E29999		<事業貢献利益>		24,453,651

				E31100		固定資産賃貸料収入		28,053				E31100		固定資産賃貸料収入		27,377				E31100		固定資産賃貸料収入		28,177				E31100		固定資産賃貸料収入		31,124

				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0

				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		28,053				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		27,377				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		28,177				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		31,124

				E31200		受取手数料		5,453				E31200		受取手数料		-1,188				E31200		受取手数料		4,856				E31200		受取手数料		-1,167

				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0

				E31202		受取手数料（一般）		5,453				E31202		受取手数料（一般）		-1,188				E31202		受取手数料（一般）		4,856				E31202		受取手数料（一般）		-1,167

				E31300		特許権実施料収入		58,689				E31300		特許権実施料収入		14,053				E31300		特許権実施料収入		8,089				E31300		特許権実施料収入		9,511

				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0

				E31302		特許権実施料収入（一般）		58,689				E31302		特許権実施料収入（一般）		14,053				E31302		特許権実施料収入（一般）		8,089				E31302		特許権実施料収入（一般）		9,511

				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0

				E31500		有形売却益		1,507,201				E31500		有形売却益		41,891				E31500		有形売却益		185,581				E31500		有形売却益		2,070,405

				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0

				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0

				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0

				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0

				E32000		貸引戻入益 (他収益)		39,434				E32000		貸引戻入益 (他収益)		5,795				E32000		貸引戻入益 (他収益)		11,764				E32000		貸引戻入益 (他収益)		-9,213

				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0

				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0

				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0

				E32400		その他収益		635,568				E32400		その他収益		1,216,966				E32400		その他収益		509,852				E32400		その他収益		773,389

				E32401		その他収益（連結）		44,478				E32401		その他収益（連結）		665,384				E32401		その他収益（連結）		467,291				E32401		その他収益（連結）		1,562,071

				E32402		その他収益（一般）		591,090				E32402		その他収益（一般）		551,582				E32402		その他収益（一般）		42,561				E32402		その他収益（一般）		-788,682

				E32500		<その他の収益計>		2,274,398				E32500		<その他の収益計>		1,304,894				E32500		<その他の収益計>		748,319				E32500		<その他の収益計>		2,874,049

				E41100		貸引繰入 (他費用)		0				E41100		貸引繰入 (他費用)		7,164				E41100		貸引繰入 (他費用)		15,497				E41100		貸引繰入 (他費用)		25,917

				E41200		賃貸資産償却費		16,142				E41200		賃貸資産償却費		9,410				E41200		賃貸資産償却費		9,100				E41200		賃貸資産償却費		6,238

				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		11,433				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		12,566				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		11,666				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		14,299

				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0

				E41500		有形売却損		8,281				E41500		有形売却損		12,996				E41500		有形売却損		12,544				E41500		有形売却損		675,184

				E41600		有形除却損		158,110				E41600		有形除却損		426,631				E41600		有形除却損		238,961				E41600		有形除却損		1,119,919

				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0

				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0

				E41900		有形減損		9,039				E41900		有形減損		795,797				E41900		有形減損		581,275				E41900		有形減損		1,058,424

				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0

				E42100		無形資産(のれん除く)減損		0				E42100		無形資産(のれん除く)減損		1,276,028				E42100		無形資産(のれん除く)減損		144,070				E42100		無形資産(のれん除く)減損		44,755

				E42200		のれん減損		0				E42200		のれん減損		1,275,923				E42200		のれん減損		0				E42200		のれん減損		0

				E42300		子会社株式・出資売却損		0				E42300		子会社株式・出資売却損		0				E42300		子会社株式・出資売却損		67,100				E42300		子会社株式・出資売却損		949,147

				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0

				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0

				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0

				E42700		その他費用		2,105,761				E42700		その他費用		1,510,117				E42700		その他費用		2,622,030				E42700		その他費用		4,748,314

				E42701		その他費用（連結）		67,012				E42701		その他費用（連結）		45,333				E42701		その他費用（連結）		150,968				E42701		その他費用（連結）		7,522

				E42702		その他費用（一般）		2,038,749				E42702		その他費用（一般）		1,464,784				E42702		その他費用（一般）		2,471,062				E42702		その他費用（一般）		4,740,792

				E42800		<その他の費用計>		2,308,766				E42800		<その他の費用計>		5,326,633				E42800		<その他の費用計>		3,702,243				E42800		<その他の費用計>		8,642,196

				E49000		<営業利益>		14,384,270				E49000		<営業利益>		16,440,468				E49000		<営業利益>		16,252,331				E49000		<営業利益>		18,685,504

				E51100		受取利息		460,088				E51100		受取利息		326,138				E51100		受取利息		436,144				E51100		受取利息		466,744

				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0

				E51102		受取利息（一般）		460,088				E51102		受取利息（一般）		326,138				E51102		受取利息（一般）		436,144				E51102		受取利息（一般）		466,744

				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0

				E51200		受取配当金		285,977				E51200		受取配当金		309,527				E51200		受取配当金		233,647				E51200		受取配当金		15,728

				E51201		受取配当金（連結）		1				E51201		受取配当金（連結）		0				E51201		受取配当金（連結）		0				E51201		受取配当金（連結）		0

				E51202		受取配当金（一般）		285,976				E51202		受取配当金（一般）		309,527				E51202		受取配当金（一般）		233,647				E51202		受取配当金（一般）		15,728

				E51300		為替差益		0				E51300		為替差益		849,245				E51300		為替差益		763,244				E51300		為替差益		0

				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0

				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0

				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0

				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0

				E59000		<金融収益計>		746,065				E59000		<金融収益計>		1,484,910				E59000		<金融収益計>		1,433,035				E59000		<金融収益計>		482,472

				E61100		支払利息		421,580				E61100		支払利息		475,235				E61100		支払利息		580,032				E61100		支払利息		299,766

				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0

				E61102		支払利息（一般）		356,982				E61102		支払利息（一般）		410,554				E61102		支払利息（一般）		533,596				E61102		支払利息（一般）		269,385

				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		64,598				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		64,681				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		46,436				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		30,381

				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		177,718

				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		33,102				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		16,978				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		25,470				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		-21,040

				E61400		為替差損		78,988				E61400		為替差損		0				E61400		為替差損		0				E61400		為替差損		1,983,284

				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0

				E69000		<金融費用計>		663,620				E69000		<金融費用計>		622,163				E69000		<金融費用計>		735,452				E69000		<金融費用計>		2,439,728

				E79000		<金融損益>		82,445				E79000		<金融損益>		862,747				E79000		<金融損益>		697,583				E79000		<金融損益>		-1,957,256

				E81100		持分法投資損益		1,699				E81100		持分法投資損益		-4,959				E81100		持分法投資損益		-21,845				E81100		持分法投資損益		60,582

				E81900		<税金等調整前当期純利益>		14,468,414				E81900		<税金等調整前当期純利益>		17,298,256				E81900		<税金等調整前当期純利益>		16,928,069				E81900		<税金等調整前当期純利益>		16,788,830

				E82100		当期税金費用(当年度)		6,978,508				E82100		当期税金費用(当年度)		5,672,596				E82100		当期税金費用(当年度)		5,740,654				E82100		当期税金費用(当年度)		-8,213,058

				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		4,286,779

				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0

				E82300		繰延税金費用		-1,851,358				E82300		繰延税金費用		1,582,881				E82300		繰延税金費用		706,676				E82300		繰延税金費用		2,012,341

				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		7,585,227

				E82900		<税金費用>		5,127,150				E82900		<税金費用>		7,255,477				E82900		<税金費用>		6,447,330				E82900		<税金費用>		5,671,289

				E83900		<継続事業にかかる純利益>		3,760,762				E83900		<継続事業にかかる純利益>		968,004				E83900		<継続事業にかかる純利益>		3,142,090				E83900		<継続事業にかかる純利益>		1,432,530

				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0

				E89000		<当期利益>		9,341,263				E89000		<当期利益>		10,042,779				E89000		<当期利益>		10,480,739				E89000		<当期利益>		11,117,541

				E90000		非支配持分純利益		-20,713				E90000		非支配持分純利益		-5,106				E90000		非支配持分純利益		32,938				E90000		非支配持分純利益		28,203

				E95100		投資有価証券売却損益		2,028				E95100		投資有価証券売却損益		0				E95100		投資有価証券売却損益		200				E95100		投資有価証券売却損益		1,062,852

				E95300		投資有価証券減損損失		194				E95300		投資有価証券減損損失		0				E95300		投資有価証券減損損失		1,860				E95300		投資有価証券減損損失		0

				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0

				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0

				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0

				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0

				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0

				F21100		原材料仕入高		42,576,928				F21100		原材料仕入高		47,206,293				F21100		原材料仕入高		51,814,362				F21100		原材料仕入高		51,682,947

				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0

				F21102		原材料仕入高（一般）		42,576,928				F21102		原材料仕入高（一般）		47,206,293				F21102		原材料仕入高（一般）		51,814,362				F21102		原材料仕入高（一般）		51,682,947

				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0

				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0

				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0

				F21300		原材料有償支給高△		-2,625,679				F21300		原材料有償支給高△		-2,882,018				F21300		原材料有償支給高△		-2,758,393				F21300		原材料有償支給高△		-2,973,023

				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0

				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,625,679				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,882,018				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,758,393				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,973,023

				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		558,949				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		-1,123,047				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		-3,531,530				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		3,301,862

				F21900		<材料費計>		40,510,198				F21900		<材料費計>		43,201,228				F21900		<材料費計>		45,524,439				F21900		<材料費計>		52,011,786

				F23100		給与その他労務費(MC)		21,473,038				F23100		給与その他労務費(MC)		21,492,294				F23100		給与その他労務費(MC)		26,397,992				F23100		給与その他労務費(MC)		23,325,616

				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,612,795				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,641,703				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		-1,263,210				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,348,980

				F23300		退職給付費用(MC)		598,025				F23300		退職給付費用(MC)		624,885				F23300		退職給付費用(MC)		583,448				F23300		退職給付費用(MC)		586,734

				F23400		業務委託労務費(MC)		452,681				F23400		業務委託労務費(MC)		460,214				F23400		業務委託労務費(MC)		445,943				F23400		業務委託労務費(MC)		426,378

				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0

				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		452,681				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		460,214				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		445,943				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		426,378

				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0

				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0

				F23900		<労務費(MC)計>		24,136,539				F23900		<労務費(MC)計>		24,219,096				F23900		<労務費(MC)計>		26,164,173				F23900		<労務費(MC)計>		25,687,708

				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0

				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0

				F24300		減価償却費(MC)		5,595,157				F24300		減価償却費(MC)		5,641,323				F24300		減価償却費(MC)		5,916,422				F24300		減価償却費(MC)		6,164,747

				F24400		償却費(MC)		186,606				F24400		償却費(MC)		193,787				F24400		償却費(MC)		195,073				F24400		償却費(MC)		202,783

				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0

				F24600		物流費(MC)		786,146				F24600		物流費(MC)		771,899				F24600		物流費(MC)		808,357				F24600		物流費(MC)		808,801

				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0

				F24602		物流費(MC)（一般）		786,146				F24602		物流費(MC)（一般）		771,899				F24602		物流費(MC)（一般）		808,357				F24602		物流費(MC)（一般）		808,801

				F24700		修繕費(MC)		401,449				F24700		修繕費(MC)		509,147				F24700		修繕費(MC)		457,047				F24700		修繕費(MC)		493,344

				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0

				F24702		修繕費(MC)（一般）		401,449				F24702		修繕費(MC)（一般）		509,147				F24702		修繕費(MC)（一般）		457,047				F24702		修繕費(MC)（一般）		493,344

				F24800		賃借料(MC)		713,591				F24800		賃借料(MC)		729,958				F24800		賃借料(MC)		719,106				F24800		賃借料(MC)		749,145

				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0

				F24802		賃借料(MC)（一般）		713,591				F24802		賃借料(MC)（一般）		729,958				F24802		賃借料(MC)（一般）		719,106				F24802		賃借料(MC)（一般）		749,145

				F24900		支手,業務委託(MC		1,047,665				F24900		支手,業務委託(MC		939,766				F24900		支手,業務委託(MC		1,062,640				F24900		支手,業務委託(MC		1,043,518

				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0

				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,047,665				F24902		支手,業務委託(MC（一般		939,766				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,062,640				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,043,518

				F25300		間接材料費(MC)		1,138,479				F25300		間接材料費(MC)		1,150,752				F25300		間接材料費(MC)		1,224,474				F25300		間接材料費(MC)		1,645,897

				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0

				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,138,479				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,150,752				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,224,474				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,645,897

				F25400		その他経費(MC)		4,969,533				F25400		その他経費(MC)		5,073,601				F25400		その他経費(MC)		4,784,579				F25400		その他経費(MC)		4,418,216

				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0

				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,969,533				F25402		その他経費(MC)（一般）		5,073,601				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,784,579				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,418,216

				F25900		<経費(MC)計>		14,838,626				F25900		<経費(MC)計>		15,010,233				F25900		<経費(MC)計>		15,167,698				F25900		<経費(MC)計>		15,526,451

				F26100		受入・払出(MC)		68,414				F26100		受入・払出(MC)		6,949				F26100		受入・払出(MC)		288,954				F26100		受入・払出(MC)		278,549

				F26900		<製造費用計>		79,553,778				F26900		<製造費用計>		82,437,506				F26900		<製造費用計>		87,145,264				F26900		<製造費用計>		93,504,494

				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-832,306				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-134,968				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-1,442,569				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		378,966

				F27200		半製品有償支給高(△)		-311,874				F27200		半製品有償支給高(△)		-422,280				F27200		半製品有償支給高(△)		-774,157				F27200		半製品有償支給高(△)		-445,195

				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0

				F27202		半製品有償支給高(一般)		-311,874				F27202		半製品有償支給高(一般)		-422,280				F27202		半製品有償支給高(一般)		-774,157				F27202		半製品有償支給高(一般)		-445,195

				F27900		<製品製造原価計>		78,409,598				F27900		<製品製造原価計>		81,880,258				F27900		<製品製造原価計>		84,928,538				F27900		<製品製造原価計>		93,438,266

				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0

				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0

				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0

				G23400		業務委託労務費(COS		225,165				G23400		業務委託労務費(COS		191,640				G23400		業務委託労務費(COS		192,456				G23400		業務委託労務費(COS		177,627

				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0

				G23402		業務委託労務費(COS（一般		225,165				G23402		業務委託労務費(COS（一般		191,640				G23402		業務委託労務費(COS（一般		192,456				G23402		業務委託労務費(COS（一般		177,627

				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0

				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0

				G23900		<労務費(COS)計>		225,165				G23900		<労務費(COS)計>		191,640				G23900		<労務費(COS)計>		192,456				G23900		<労務費(COS)計>		177,627

				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0

				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0

				G24300		減価償却費(COS)		-63,227				G24300		減価償却費(COS)		-65,465				G24300		減価償却費(COS)		-76,223				G24300		減価償却費(COS)		-63,183

				G24400		償却費(COS)		63,227				G24400		償却費(COS)		65,465				G24400		償却費(COS)		76,223				G24400		償却費(COS)		63,183

				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0

				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0

				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0

				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0

				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0

				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0

				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0

				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0

				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0

				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0

				G24900		支手,業務委託(COS)		-225,165				G24900		支手,業務委託(COS)		-191,640				G24900		支手,業務委託(COS)		-192,456				G24900		支手,業務委託(COS)		-177,627

				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0

				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-225,165				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-191,640				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-192,456				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-177,627

				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0

				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0

				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0

				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0

				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0

				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0

				G25900		<経費(COS)計>		-225,165				G25900		<経費(COS)計>		-191,640				G25900		<経費(COS)計>		-192,456				G25900		<経費(COS)計>		-177,627

				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0

				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0

				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,729,572				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,391,441				H23100		給与その他労務費(R&D)		8,644,199				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,375,762

				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		-20,031

				H23300		退職給付費用(R&D)		476,727				H23300		退職給付費用(R&D)		508,680				H23300		退職給付費用(R&D)		526,781				H23300		退職給付費用(R&D)		520,038

				H23400		業務委託労務費(R&D		1,045,698				H23400		業務委託労務費(R&D		1,004,604				H23400		業務委託労務費(R&D		1,016,345				H23400		業務委託労務費(R&D		1,028,586

				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0

				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,045,698				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,004,604				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,016,345				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,028,586

				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,420,724				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,692,140				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		-1,682,537				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,696,842

				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0

				H23900		<労務費(R&D)計>		8,672,721				H23900		<労務費(R&D)計>		8,596,865				H23900		<労務費(R&D)計>		8,504,788				H23900		<労務費(R&D)計>		8,601,197

				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0

				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0

				H24300		減価償却費(R&D)		824,870				H24300		減価償却費(R&D)		961,128				H24300		減価償却費(R&D)		998,572				H24300		減価償却費(R&D)		973,608

				H24400		償却費(R&D)		84,861				H24400		償却費(R&D)		107,738				H24400		償却費(R&D)		133,740				H24400		償却費(R&D)		129,570

				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0

				H24600		物流費(R&D)		33,967				H24600		物流費(R&D)		34,148				H24600		物流費(R&D)		34,771				H24600		物流費(R&D)		44,477

				H24601		物流費(R&D)（連結）		14,710				H24601		物流費(R&D)（連結）		12,511				H24601		物流費(R&D)（連結）		15,389				H24601		物流費(R&D)（連結）		21,467

				H24602		物流費(R&D)（一般）		19,257				H24602		物流費(R&D)（一般）		21,637				H24602		物流費(R&D)（一般）		19,382				H24602		物流費(R&D)（一般）		23,010

				H24700		修繕費(R&D)		230,701				H24700		修繕費(R&D)		279,532				H24700		修繕費(R&D)		169,217				H24700		修繕費(R&D)		248,365

				H24701		修繕費(R&D)（連結）		38,602				H24701		修繕費(R&D)（連結）		32,405				H24701		修繕費(R&D)（連結）		37,597				H24701		修繕費(R&D)（連結）		61,942

				H24702		修繕費(R&D)（一般）		192,099				H24702		修繕費(R&D)（一般）		247,127				H24702		修繕費(R&D)（一般）		131,620				H24702		修繕費(R&D)（一般）		186,423

				H24800		賃借料(R&D)		108,467				H24800		賃借料(R&D)		103,175				H24800		賃借料(R&D)		102,024				H24800		賃借料(R&D)		113,195

				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,681				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,296				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,379				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,635

				H24802		賃借料(R&D)（一般）		99,786				H24802		賃借料(R&D)（一般）		94,879				H24802		賃借料(R&D)（一般）		93,645				H24802		賃借料(R&D)（一般）		104,560

				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,408,211				H24900		支手,業務委託(R&D)		4,935,366				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,886,761				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,620,154

				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,355,076				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,313,916				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,465,544				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,467,264

				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,053,135				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		3,621,450				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,421,217				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,152,890

				H25300		間接材料費(R&D)		1,632,198				H25300		間接材料費(R&D)		2,153,099				H25300		間接材料費(R&D)		1,795,622				H25300		間接材料費(R&D)		2,324,523

				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		102,885				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		147,284				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		150,987				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		191,397

				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		1,529,313				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		2,005,815				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		1,644,635				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		2,133,126

				H25400		その他経費(R&D)		1,152,537				H25400		その他経費(R&D)		1,065,229				H25400		その他経費(R&D)		1,099,331				H25400		その他経費(R&D)		1,130,783

				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0

				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,152,537				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,065,229				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,099,331				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,130,783

				H25900		<経費(R&D)計>		9,475,812				H25900		<経費(R&D)計>		9,639,416				H25900		<経費(R&D)計>		10,220,038				H25900		<経費(R&D)計>		10,584,675

				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0

				H26900		<研究開発費計>		18,148,532				H26900		<研究開発費計>		18,236,281				H26900		<研究開発費計>		18,724,826				H26900		<研究開発費計>		19,185,872





開示(廃止)

		

				決算短信 ケッサンタンシン

				（１）連結経営成績（累計）

						売上高				営業利益				税引前利益				四半期利益				親会社の
所有者に帰属する
四半期利益				四半期包括利益
合計額

						百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％

				28年3月期第2四半期		229,131		(780.00)		8,911		(1,110.00)		8,528		(1,800.00)		6,267		(460.00)		6,386		(310.00)		(24,245)		(25,300.00)

				27年3月期第2四半期		248,643				10,022				10,395				6,570				6,592				15,850

				26年3月期第2四半期

				数式 スウシキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		E100		E100		E160		E160		E200		E200		E240		E240		E220		E220		H800		H800

				勘定科目 カンジョウカモク		売上高		売上高		営業利益		営業利益		税引前四半期利益		税引前四半期利益		四半期利益		四半期利益		　親会社の所有者		　親会社の所有者		当期包括利益合計		当期包括利益合計

				累計単期 ルイケイタンキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期前期 トウキゼンキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0

						基本的１株当たり
四半期利益		希薄化後１株当たり
四半期利益

						円 銭		円 銭

				28年3月期第2四半期		12.89		12.85

				27年3月期第2四半期		13.19		13.15

				（２）連結財政状態

						資産合計		資本合計		親会社の所有者に
帰属する持分		親会社所有者
帰属持分比率

						百万円		百万円		百万円		％

				28年３月期第１四半期		940,749		486,468		483,013		51.3

				27年３月期

				数式 スウシキ		0		0		0		0

				勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		A800		C800		C170		C170

				勘定科目 カンジョウカモク		　資産合計		　資本合計		　親会社の所有者に帰属する持分合計		　親会社の所有者に帰属する持分合計

				累計単期 ルイケイタンキ		0		0		0		0

				当期前期 トウキゼンキ		0		0		0		0

				四半期報 シハンキホウ

				１【主要な経営指標等の推移】

				回次				第111期
第２四半期
連結累計期間		第112期
第２四半期
連結累計期間		第111期				1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ

				会計期間				自　2014年４月１日
至　2014年９月30日		自　2015年４月１日
至　2015年９月30日		自　2014年４月１日
至　2015年３月31日				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高（注３）		（百万円）		248,643		229,131		1,002,758				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				248,643		229,131						0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				税引前四半期利益又は税引前利益		（百万円）		10,395		8,528		65,491				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）利益		（百万円）		6,592		6,386		40,934				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				6,592		6,109						0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）包括利益		（百万円）		16,018		(23,868)		59,232				0		H210		　親会社の所有者		0		0		0		H210		　親会社の所有者		0		0

				親会社の所有者に帰属する持分		（百万円）		514,285		483,013		528,432				0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				資産合計		（百万円）		976,370		940,749		994,256				0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0

				基本的１株当たり四半期（当期）利益		（円）		13.19		12.89		81.01				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				13.19		12.33						0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

				希薄化後１株当たり四半期（当期）利益		（円）		13.15		12.85		80.79				0		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)		0		0		0		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)		0		0

				親会社所有者帰属持分比率		（％）		52.70%		51.30%		53.1				0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				営業活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						101,989

				投資活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						△54,014

				財務活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						△62,128

				現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高		（百万円）		99937		81969		177,496				0		A110		　現金および現金同等物		0		0		0		A110		　現金および現金同等物		0		0

				(累計) ルイケイ

						当第２四半期
連結累計期間		前第２四半期
 連結累計期間		増減								当第２四半期
連結累計期間		前第２四半期
 連結累計期間		増減

						（自2015.４.１		（自2014.４.１										（自2015.４.１		（自2014.４.１

						至2015.９.30）		至2014.９.30）										至2015.９.30）		至2014.９.30）								1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ										3行目 ギョウメ										4行目 ギョウメ

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高		2,291		2,486		(195)		-780.0				売上高		229,131		248,643		(19,511)		-780.0				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				売上総利益		1,142		1,197		(54)		-450.0				売上総利益		114,295		119,735		(5,440)		-450.0				0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0

				営業利益		89		100		(11)		-1,110.0				営業利益		8,911		10,022		(1,110)		-1,110.0				0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0

				税引前四半期利益		85		103		(18)		-1,800.0				税引前四半期利益		8,528		10,395		(1,867)		-1,800.0				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		63		65		(2)		-310.0				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		6,386		6,592		(206)		-310.0				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

						円		円		円		％						円		円		円		％								0		0		0						0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

				基本的１株当たり四半期利益		12.89		13.19		-0.3		-2.3				基本的１株当たり四半期利益		12.89		13.19		-0.3		-2.3				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				設備投資額												設備投資額

				減価償却費及び償却費												減価償却費及び償却費

				研究開発費												研究開発費												0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				フリー・キャッシュ・フロー												フリー・キャッシュ・フロー

						人		人		人		％						人		人		人		％

				連結従業員数												連結従業員数

				為替レート		円		円		円		％				為替レート		円		円		円		％

				USドル												USドル

				ユーロ												ユーロ

				(会計) カイケイ												1行目 ギョウメ												1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ		3行目 ギョウメ

						当第２四半期
連結会計期間		前第２四半期
 連結会計期間		増減								当第２四半期
連結会計期間		前第２四半期
 連結会計期間		増減

						（自2015.４.１		（自2014.４.１										（自2015.４.１		（自2014.４.１

						至2015.９.30）		至2014.９.30）										至2015.９.30）		至2014.９.30）								1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ										3行目 ギョウメ										4行目 ギョウメ

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高		2,291		2,486		(195)		-7.8				売上高		229,131		248,643		(19,511)		-7.8				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				売上総利益		1,142		1,197		(54)		-4.5				売上総利益		114,295		119,735		(5,440)		-4.5				0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0

				営業利益		87		100		(12)		-12.5				営業利益		8,772		10,022		(1,249)		-12.5				0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0

				税引前四半期利益		83		103		(20)		-19.3				税引前四半期利益		8,389		10,395		(2,006)		-19.3				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		61		65		(4)		-7.3				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		6,109		6,592		(482)		-7.3				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

						円		円		円		％						円		円		円		％

				基本的１株当たり四半期利益		12.33		13.19		-0.86		-6.5				基本的１株当たり四半期利益		12.33		13.19		-0.86		-6.5				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				設備投資額												設備投資額

				減価償却費及び償却費												減価償却費及び償却費

				研究開発費												研究開発費												0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				フリー・キャッシュ・フロー												フリー・キャッシュ・フロー

						人		人		人		％						人		人		人		％

				連結従業員数												連結従業員数

				為替レート		円		円		円		％				為替レート		円		円		円		％

				USドル												USドル

				ユーロ												ユーロ

						当第２四半期
連結会計期間末		前連結
会計年度末		増減								当第２四半期
連結会計期間末		前連結
会計年度末		増減						数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				資産合計　　　　　　　　　　　　（億円）		9,407		9,763		(356)						資産合計　　　　　　　　　　　　（百万円）		940,749		976,370		(35,621)						0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0

				資本合計　　　　　　　　　　　　（億円）		4,864		5,149		(285)						資本合計　　　　　　　　　　　　（百万円）		486,468		514,981		(28,513)						0		C800		　資本合計		0		0		0		C800		　資本合計		0		0		0		C800		　資本合計		0		0

				親会社の所有者に帰属する持分合計（億円）		4,830		5,142		(312)						親会社の所有者に帰属する持分合計（百万円）		483,013		514,285		(31,271)						0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				親会社所有者帰属持分比率　　　　　（％）		51.3		52.7		-1.4						親会社所有者帰属持分比率　　　　　（％）		51.3		52.7		-1.4						0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0





基礎データ

		

		◆経営/財政指標(累計） ケイエイザイセイシヒョウ												1603期 キ

						親会社所有者帰属持分比率 オヤガイシャショユウシャキゾクモチブンヒリツ		=D/B						51.34%

						D/Eレシオ		=C/D						0.384

						ネットD/Eレシオ		=(C-A)/D						0.215

						ROE		=F/((D+E)/2)						1.28%

				A		　現金および現金同等物		81,969,110

				B		　資産合計		940,749,033

				C		　有利子負債 ユウリシフサイ		185,640,718

				D		　親会社の所有者に帰属する持分合計期末		483,013,070

				E		　親会社の所有者に帰属する持分合計期首		514,285,022

				F		　親会社の所有者に帰属する当期利益		6,386,716





勘定科目マスタ

		

				PL

				E100		売上高

				E110		売上原価

				E120		売上総利益

				E130		その他の収益

				E140		販売費及び一般管理費

				E150		その他の費用

				E160		営業利益

				E170		金融収益

				E180		金融費用

				E190		持分法による投資利益（△は損失）

				E200		税引前四半期利益

				E210		法人所得税費用

				E220		　親会社の所有者

				E230		非支配持分

				E240		四半期利益

				FP

				A110		　現金および現金同等物

				A120		　営業債権及びその他の債権

				A130		　棚卸資産

				A140		　未収法人所得税

				A150		　その他の金融資産

				A160		　その他の流動資産

				A170		　売却目的で保有する資産

				A100		　流動資産合計

				A210		　有形固定資産

				A220		のれん及び無形資産

				A230		　投資不動産

				A240		　持分法で会計処理される投資

				A250		　その他の金融資産

				A260		　繰延税金資産

				A270		　その他の非流動資産

				A200		　非流動資産合計

				A800		　資産合計

				B110		　営業債務及びその他の債務

				B120		　社債及び借入金

				B130		　未払法人所得税

				B140		　引当金

				B150		　その他の金融負債

				B160		　その他の流動負債

				B170		　売却目的で保有する資産に直接関連する負債

				B100		　流動負債合計

				B210		　社債及び借入金

				B220		　退職給付に係る負債

				B230		　引当金

				B240		　その他の金融負債

				B250		　繰延税金負債

				B260		　その他の非流動負債

				B200		　非流動負債合計

				B800		　負債合計

				C110		　資本金

				C120		　資本剰余金

				C130		　利益剰余金

				C140		　自己株式

				C150		　新株予約権

				C160		　その他の資本の構成要素

				C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計

				C180		　非支配持分

				C800		　資本合計

				G900		　負債および資本合計

				H110		確定給付制度の再測定(税引後）

				H1２０		公正価値の純変動（税引後）

				H130		持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)

				H140		キャッシュ・フロー・ヘッジ（税引後）

				H150		在外営業活動体の換算差額(税引後）

				H200		税引後その他の包括利益

				H800		当期包括利益合計

				H210		　親会社の所有者

				H220		　非支配持分

				K100		　基本的一株当たり当期利益(円)

				K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)
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2016年度第１四半期 全社業績要約 

16年度 15年度
1Q 1Q YoY

売上高 2,291 2,486 -8%

売上総利益 1,143 1,197 -5%

（売上総利益率） 49.9% 48.2% -

営業利益 89 100 -11%

（営業利益率） 3.9% 4.0% -

税引前利益 85 104 -18%

（税引前利益率） 3.7% 4.2% -

親会社の所有者に帰属する当期利益 64 66 -3%

（親会社の所有者に帰属する当期利益率） 2.8% 2.7% -

F C F △ 252 △ 211

為替レート    [円]  USD 108.14 121.36 △ 13.22
euro 122.02 134.16 △ 12.14

【億円】 


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2015年度四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク







								16年度 ネンド				15年度 ネンド								14年度 ネンド																1Q				1Q												4Q

								1Q				1Q				YoY				予想 ヨソウ																Mar 2017				Mar 2016				YoY								Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%																Revenue				229.1				248.6				-8%								0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%																Gross profit				114.3				119.7				-5%								0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-																Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-								ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%																Operating profit				8.9				10.0				-11%								0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-																Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-								0.0%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				85				104				-18%																Profit before tax				8.5				10.4				-18%								0.0				0.0

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-																Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-								0.0%

				親会社の所有者に帰属する当期利益				64				66				-3%																Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%								0.0				0.0

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率）				2.8%				2.7%				-																Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-								0.0%

				F C F				△ 252				△ 211																				FCF				-25.2				-21.1



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22																FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				△ 13.22								0.00				0.00

				euro				122.02				134.16				△ 12.14																euro				122.02				134.16				△ 12.14
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2015年度 四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク







								16年度 ネンド				15年度 ネンド																		1Q				1Q

								1Q				1Q				YoY														Mar 2017				Mar 2016				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%										Revenue				229.1				248.6				-8%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%										Gross profit				114.3				119.7				-5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-										Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%										Operating profit				8.9				10.0				-11%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-										Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-

				税引前利益 リエキ				85				104				-18%										Profit before tax				8.5				10.4				-18%

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-										Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				64				66				-3%										Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				2.8%				2.7%				-										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-

				ＥＰＳ（円） エン				12.65				13.19														EPS  [Yen]				12.65				13.19



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				85				78														CAPEX				8.5				7.8

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				127				125														Depreciation and Amortization Expenses				12.7				12.5

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				183				193														R&D expenses				18.3				19.3

				FCF				△ 252				△ 211														FCF				-25.2				-21.1

				投融資 トウユウシ				323				90														Investment and lending				32.3				9.0



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22										FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				-13.22

				euro				122.02				134.16				△ 12.14										euro				122.02				134.16				-12.14





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出																										10				10				100%

				有形固定資産の取得による支出																										10				10				1

				有形固定資産の売却による収入																										1				1				ERROR:#VALUE!

				無形固定資産の取得による支出																										10				10				1

																														1				1				ERROR:#VALUE!

																														10				10				1

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出		

HJS: HJS:
CF計算書より算出				50,892,660								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														1				1				ERROR:#VALUE!

				資本的支出<設備投資>				(46,100,116)								資本的支出<設備投資>														10				10				1
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								T99999				TBSG13		TBSG14		TBSG18		TBSG21		TBSG12		TBSG19		TBSG20		TBSG01		TBSG00

																												7/25/16

																												Ver.6 201607211830 セグメント別 PLBS 要約表.xlsx

						FY2016  1stQ  セグメント別 P/L・F/P 要約表　3カ月（4-6月）



				※開示用組替前 カイジ ヨウ クミカエ マエ																								（単位：千円）				COセグメント内訳 ウチワケ

								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO				CO		BDH		CRD

		E11100		売上高 ウリアゲ ダカ				229,131,904		(5,008,380)		183,650,314		9,549,792		7,100,631		6,518,627		18,646,997		3,470,133		10,752		1,759,894		3,433,144				3,433,144

						セグメント間売上控除 コウジョ		0		4,100,800		(484,649)		(91,801)		(606,508)		(755,751)		(195,165)		(307,254)		0		0		(1,659,672)				(1,659,672)

		E11102		外部顧客に対する売上高 ガイブ コキャク タイ ウリアゲ ダカ				229,131,904		(907,580)		183,165,665		9,457,991		6,494,123		5,762,876		18,451,832		3,162,879		10,752		1,759,894		1,773,472				1,773,472

		E11700		売上原価				114,836,701		(4,341,367)		90,607,302		5,332,798		2,180,727		5,123,334		10,991,581		1,496,292		7,675		908,561		2,529,798				2,529,798

		E19000		  売上総利益				114,295,203		(667,013)		93,043,012		4,216,994		4,919,904		1,395,293		7,655,416		1,973,841		3,077		851,333		903,346				903,346

						（率） リツ		49.9%				50.7%		44.2%		69.3%		21.4%		41.1%		56.9%		28.6%		48.4%		26.3%				26.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E26900		販売費及び一般管理費				105,221,216		(247,861)		80,442,453		2,427,447		3,396,554		1,257,121		7,453,933		1,365,599		789,877		2,025,758		6,310,335				6,310,335

		E29999		  事業貢献利益 ジギョウ コウケン				9,073,987		(419,152)		12,600,559		1,789,547		1,523,350		138,172		201,483		608,242		(786,800)		(1,174,425)		(5,406,989)				(5,406,989)

						（率） リツ		4.0%				6.9%		18.7%		21.5%		2.1%		1.1%		17.5%		-7317.7%		-66.7%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E32500		その他の収益				1,319,424		(19,151)		546,731		73,937		2,685		208,372		37,296		30,385		29,228		304,806		105,135				105,135

		E42800		その他の費用				1,481,816		(5,926)		429,709		27,171		777		37,035		45,700		10,775		589,948		242,332		104,295				104,295

		E49000		  営業利益				8,911,595		(432,377)		12,717,581		1,836,313		1,525,258		309,509		193,079		627,852		(1,347,520)		(1,111,951)		(5,406,149)				(5,406,149)

						（率） リツ		3.9%				6.9%		19.2%		21.5%		4.7%		1.0%		18.1%		-12532.7%		-63.2%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E59000		金融収益				723,462		(260,105)		1,208,766		30,880		35,828		73,749		21,293		5,102		0		25,868		(417,919)				(417,919)

		E69000		金融費用				1,038,693		(271,744)		562,966		1,505		83,066		36,824		117,665		1,163		30,159		11,714		465,375				465,375

						（支払利息） シハラ リソク		566,245		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		365,911				365,911		0		0

		E61100				　　支払利息 シハライ リソク		466,745		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		266,411				266,411

		E61200				　　社債利息 シャサイ リソク		99,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99,500				99,500

		E61300				（Finance リース債務利息） サイム リソク		81,515		0		81,515		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						（その他 支払利息以外） タ シハラ リソク イガイ		390,933		(11,637)		183,751		1,235		29,520		21,058		66,501		1,041		0		0		99,464		0		99,464		0		0

		E81100		持分法投資損益				(68,145)		0		(73,541)		(6,783)		0		0		12,179		0		0		0		0				0

		E81900		  税金等調整前当期利益				8,528,219		(420,738)		13,289,840		1,858,905		1,478,020		346,434		108,886		631,791		(1,377,679)		(1,097,797)		(6,289,443)				(6,289,443)

		E82900		税金費用				2,260,716		(129,927)		4,067,040		551,585		324,075		74,183		(4,376)		178,623		(438,375)		(101,398)		(2,260,714)				(2,260,714)

						（率）		26.5%				30.6%		29.7%		21.9%		21.4%		-4.0%		28.3%		31.8%		9.2%		35.9%				35.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						 (税金費用)		2,481,006		(26,284)		3,848,425		546,100		407,627		65,532		(23,271)		195,502		(442,248)		(26,234)		(2,090,377)				(2,090,377)		0		0

						 (繰延税金費用) クリノベ		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)		0		0

		E82300				繰延税金費用		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)

		E82310				[連税]繰延税金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E83900		継続事業にかかる純利益 ケイゾク ジギョウ ジュンリエキ				6,267,503		(1,287,210)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

		E84100		非継続事業純損益(税後) ヒ ケイゾク ジギョウ ジュンソンエキ ゼイ ゴ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E89000		  当期利益 トウキ リエキ				6,267,503		(290,811)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

						（率） リツ		2.7%				5.0%		13.7%		16.3%		4.2%		0.6%		13.1%		-8736.1%		-56.6%		-117.3%				-117.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				親会社の所有者純利益 オヤ カイシャ ショユウシャ ジュン リエキ				6,386,716		(290,811)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

		E90000		非支配持分純利益				(119,213)		0		(17,930)		0		0		0		2,234		0		0		(103,517)		0				0

				(参考) サンコウ

		H26900		研究開発費計				18,253,189		(22,008)		10,151,306		1,372,053		787,678		510,870		1,251,201		716,676		608,028		147,645		2,729,740				2,729,740



		D11100		利益剰余金期首残高				258,562,731		12,756,595		212,229,980		60,222,053		9,917,348		19,538,433		3,546,069		7,359,352		(30,963,086)		0		(36,044,013)

		D11900				配当金 ハイトウキン		(7,432,131)		(2)		(11,421,859)		(2,919,000)		(442,335)		(265,298)		(920,685)		(471,000)		0		0		9,008,048

		D11500				当社株主に帰属する当期利益 トウシャ カブヌシ キゾク		6,386,716		(1,183,693)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

						その他の増減 タ ゾウゲン		(8,565)		892,882		3,047		(17,909,699)		0		0		0		0		17,909,699		0		(11,612)

				利益剰余金期末残高 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)



								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO

		A11100		現金及び現金同等物 オヨ				81,969,110		3,541,672		29,431,966		19,376		2,654,427		2,967,918		3,415,681		30,945		1,158		160,489		39,745,478

		A11300		受取手形、売掛金				194,288,956		(5,246,511)		148,400,092		9,874,396		5,457,603		7,302,885		22,193,969		1,538,012		0		1,362,499		3,406,011

		A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権				21,001,380		0		21,001,380		0		0		0		0		0		0		0		0

		A12800		棚卸資産				120,954,565		(40,946)		79,898,641		9,426,522		3,715,926		5,095,079		16,110,799		3,997,401		148,236		1,919,579		683,328

				その他流動資産				33,180,927		(246,162,092)		44,376,727		33,949,774		8,453,227		4,533,224		6,094,949		6,641,312		33,604		281,533		174,978,669

		A19000		流動資産計				451,394,938		(247,907,877)		323,108,806		53,270,068		20,281,183		19,899,106		47,815,398		12,207,670		182,998		3,724,100		218,813,486

		A29000		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				183,605,833		1,983,378		69,815,031		16,249,145		1,117,355		6,610,988		7,678,148		3,108,952		7,828,226		2,203,837		67,010,773

		A39000		投資不動産				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		A41400		のれん				126,162,050		0		81,144,797		0		21,249,108		3,063,449		6,374,603		61,084		0		14,269,009		0

		A49000		無形資産				62,907,893		(2,939)		34,534,974		97,596		8,140,706		3,069,226		7,776,356		66,115		142,746		6,382,162		2,700,951

		A51100		投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン				20,999,498		0		3,777,577		1,454		0		0		192,157		25,480		0		0		17,002,830

		A52250		繰延税金資産 クリノベ ゼイキン シサン				56,311,450		(1,125,191)		34,433,608		239,767		(948,496)		682,592		2,592,061		93,764		142,222		0		20,201,123

				その他非流動資産 ヒ				39,367,371		(124,364,125)		25,807,369		1,159,470		55,641		148,384		1,099,683		429,789		325,009		458		134,705,693

		A59000		非流動資産計				489,354,095		(123,508,877)		249,513,356		17,747,432		29,614,314		13,574,639		25,713,008		3,785,184		8,438,203		22,855,466		241,621,370

		A90000		資産合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

		B11100		営業債務				86,916,751		(3,417,784)		58,712,665		3,900,371		2,055,311		3,375,642		13,976,340		3,245,445		76,034		722,030		4,270,697

				有利子負債 ユウ リシ フサイ				185,640,718		(225,393,002)		80,848,341		619,186		36,235,288		11,713,644		27,268,080		114,390		19,887,790		1,291,005		233,055,996

		B11400				短期借入金		25,629,514		(219,609,912)		69,455,557		38,463		36,235,069		11,713,644		27,145,534		114,390		19,887,790		285,975		80,648,979

		B11500				一年内長期借入金		4,244,777		(28,102)		271,066		0		0		0		1,314		0		0		201,898		4,000,499

		B11600				社債(流動)		20,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20,000,000

		B21100				社債(非流動)		30,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000,000

		B21200				長期借入金		98,934,530		(4,463,983)		5,180,750		0		0		0		111,123		0		0		803,132		98,106,640

		B11300				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(流動		2,593,881		0		2,142,328		312,748		219		0		2,022		0		0		0		136,564

		B21700				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		0		3,798,640		267,975		0		0		8,087		0		0		0		163,314

		B12600		事業構造改善引当金				1,688,289		0		1,688,289		0		0		0		0		0		0		0		0

		B21300		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン				67,489,454		0		39,066,021		2,795,821		1,353,354		2,627,827		4,679,435		1,283,032		832,608		0		14,851,356

		B22350		繰延税金負債				4,335,835		0		1,911,503		0		571,443		0		0		0		0		1,852,889		0

				その他負債				108,209,822		(40,735,231)		96,533,843		11,536,944		4,522,129		(4,015,212)		8,727,388		3,457,986		(1,325,242)		22,695,153		6,812,064

		B90000		負債合計				454,280,869		(269,546,017)		278,760,662		18,852,322		44,737,525		13,701,901		54,651,243		8,100,853		19,471,190		26,561,077		258,990,113

		C11000		資本金				37,519,344		(99,389,950)		65,308,835		11,469,700		464,770		531,364		17,852,695		619,884		3,142,702		0		37,519,344

		C12000		資本剰余金 ジョウヨキン				203,397,933		0		(742,981)		0		0		0		0		0		0		0		204,140,914

		C13000		利益剰余金 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)

		C14000		自己株式				(9,313,670)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(9,313,670)

		C39000		その他の資本の構成要素				(7,054,014)		2,566,741		(4,991,694)		(5,196)		(6,169,358)		(304,906)		(1,786,096)		(69,403)		0		(1,853,770)		5,559,668

		C21000				投資有価証券評価差額金		3,591,363		0		1,319,493		0		0		0		32,596		10,920		0		0		2,228,354

		C22000				キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		0		1,344,085		0		0		0		0		0		0		0		(2,018,221)

		C23000				為替換算調整勘定		(9,964,577)		712,971		(7,655,232)		0		(6,169,358)		(304,906)		(1,817,264)		(80,323)		0		(1,853,770)		5,349,535

		C24000				退給調整累計額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C25000				持分会社におけるOCI持分		(6,664)		0		(40)		(5,196)		0		0		(1,428)		0		0		0		0

		C27000				土地再評価差額金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C30000				新株予約権		954,726		0		0		0		0		0		0		0		0		0		954,726

		C40000		当社株主に帰属する持分 トウシャ カブヌシ キゾク モチブン				483,013,070		(84,357,427)		269,626,058		52,165,178		4,924,370		19,771,844		18,803,011		7,892,001		(10,849,989)		(2,746,652)		207,784,676

		C50000		非支配持分				3,455,094		0		615,801		0		0		0		74,152		0		0		2,765,141		0

		C89999		グループ内株主持分 ナイ カブヌシ モチブン				0		(17,513,310)		23,619,641		0		233,602		0		0		0		0		0		(6,339,933)

		C90000		資本合計 シホン ゴウケイ				486,468,164		(101,870,737)		293,861,500		52,165,178		5,157,972		19,771,844		18,877,163		7,892,001		(10,849,989)		18,489		201,444,743

		C99000		負債,資本合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

				注) チュウ		グループ内株主持分： ナイ カブヌシ モチブン		他の事業会社グループから投資を受けている場合に資本消去にともない生ずるもの。 少数株主持分と同質のものであるが、利益配分は行っていない。 タ ジギョウ カイシャ トウシ ウ バアイ シホン ショウキョ ショウ ショウスウ カブヌシ モチブン ドウシツ リエキ ハイブン オコナ

						統合時の時価評価： トウゴウ ジ ジカ ヒョウカ		退職給付債務、土地の時価評価、為替換算調整及び連結調整勘定は各社に割り付けている。それによる貸借バランスの調整は利益剰余金による。 タイショク キュウフ サイム トチ ジカ ヒョウカ オヨ レンケツ チョウセイ カンジョウ カクシャ ワ ツ タイシャク チョウセイ リエキ ジョウヨキン



&P/&N	




ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績予想FY16

				2016年度 全社業績予想 ネンド ゼンシャ ギョウセキ ヨソウ





																																																		[Billions of yen]												[Billions of yen]

								16年度 ネンド				15年度 ネンド				11年度 ネンド								12年度 ネンド				11年度 ネンド				[億円] オクエン										Forecast				Results								3Q				3Q

								予想 ヨソウ												YoY				4Q				4Q				YoY										Mar 2017				Mar 2016				YoY				Mar 2013				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				10,600				2,291				7,679				363%				2,353				2,075				278						Revenue				1,060.0				229.1				363%				235.3				207.5				27.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ								3,756				3,553				203				1,058				953				105						Gross income				ERROR:#REF!				355.3				ERROR:#REF!				105.8				95.3				10.5

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				0.0%				163.9%				46.3%								45.0%				45.9%										Gross income ratio				ERROR:#REF!				155.1%								45.0%				45.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ				660				89				403				641%				136				171				△ 35						Operating profit				66.0				8.9				641%				13.6				17.1				-3.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				3.9%				5.3%								5.8%				8.2%										Operating margin ratio				6.2%				3.9%								5.8%				8.2%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク								99				88				11				28				22				6						Goodwill amortization				ERROR:#REF!				8.8				ERROR:#REF!				2.8				2.2				0.6

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ								188				492				△ 304				164				193				△ 29						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				ERROR:#REF!				49.2				ERROR:#REF!				16.4				19.3				-2.9

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				0.0%				8.2%				6.4%								7.0%				9.3%										   (b)/(a)				ERROR:#REF!				21.5%								7.0%				9.3%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				645				85				348				656%				128				159				△ 31						Profit before tax				64.5				8.5				656%				12.8				15.9				-3.1

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				440				64				204				589%				48				150				△ 102						Profit attributable to owners of the company				44.0				6.4				589%				4.8				15.0				(10.2)

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				4.2%				2.8%				2.7%								2.0%				7.2%										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				4.2%				2.8%								2.0%				7.2%

				EPS（円） エン				88.80				12.65				38.52												28.33				△ 28.33						EPS  [Yen]				88.80				12.65								0.00				28.33				△ 28.33

				ROE*（%）				8.7%				6.5%				38.52												28.33				△ 28.33						ROE*（%）				8.7%				6.5%								0.00				28.33				△ 28.33



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				500				85				340								135				117										CAPEX				50.0				8.5								13.5				11.7

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				500				127				492								127				132										Depreciation and Amortization Expenses				50.0				12.7								12.7				13.2

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				780				183				725								181				170										R&D expenses				78.0				18.3								18.1				17.0

				FCF（16年度予想は投融資を含めない） ネンド ヨソウ トウユウシ フク				500				△ 252				296								168				119										FCF				50.0				-25.2								16.8				11.9

				*投融資(16年度の計画） トウユウシ ネンド ケイカク				500				323				374								210				123										Investment and loan				50.0				32.3								21.0				12.3

																																						*Purchase of tangible/intangible assets

																79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				105.00				108.14				79.07								92.42				79.28				13.14						FOREX    [Yen]  USD				105.00				108.14								92.42				79.28				13.14

				euro				120.00				122.02				108.96								122.04				103.99				18.05						euro				120.00				122.02								122.04				103.99				18.05



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ								-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ								-22										CF計算書より ケイサンショ		-4 																																								投融資 トウユウシ

				連結子会社株式の追加取得による支出								-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出								(103)												-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出								(100)												-7 

				出資金の払込による支出								-

								0				-225												-42 





				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553				384.44553								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574
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								14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度  ネンド																1Q				2Q				3Q				4Q				TTL

								1Q				2Q				上期 カミキ				3Q				4Q				下期 シモキ				TTL																Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,266				2,478				4,745				2,536				2,747				5,283				10,028												Revenue				226.6				247.8		0.0		253.6		0.0		274.7		0.0		1,002.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,129				1,203				2,332				1,247				1,318				2,565				4,897												Gross profit				112.9				120.3		0.0		124.7		0.0		131.8		0.0		489.7

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.8%				48.6%				49.2%				49.2%				48.0%				48.5%				48.8%												Gross margin ratio				49.8%				48.6%				49.2%				48.0%				48.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				144				164				308				163				187				349				658												Operating profit				14.4				16.4				16.3				18.7				65.8

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.3%				6.6%				6.5%				6.4%				6.8%				6.6%				6.6%												Operating margin ratio				6.3%				6.6%				6.4%				6.8%				6.6%

				税引前利益 リエキ				145				173				318				169				168				337				655												Profit before tax				14.5				17.3				16.9				16.8				65.5

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				6.4%				7.0%				6.7%				6.7%				6.1%				6.4%				6.5%												Pretax margin ratio				6.4%				7.0%				6.7%				6.1%				6.5%

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ				94				100				194				104				111				215				409												Profit attributable to owners of the company				9.4				10.0				10.4				11.1				40.9

				（親会社の所有者に帰属する四半期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ リツ				4.1%				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%				4.1%												Margin of profit attributable to owners of the company ratio				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%

				ＥＰＳ（円） エン				13.19				18.34				13.19				13.19				18.34				13.19				13.19												EPS  [Yen]				13.19				ERROR:#REF!				13.19				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				78				142				78				78				142				78				78												CAPEX				7.8				ERROR:#REF!				7.8				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				125				112				125				125				112				125				125												Depreciation and Amortization Expenses				12.5				ERROR:#REF!				12.5				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				193				181				193				193				181				193				193												R&D expenses				19.3				ERROR:#REF!				19.3				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				FCF				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211												FCF				-21.1				ERROR:#REF!				-21.1				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				投融資 トウユウシ				90				72				90				90				72				90				90												Investment and lending				9.0				ERROR:#REF!				9.0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				121.36				102.16				121.36				121.36				102.16				121.36				121.36												FOREX    [Yen]  USD				121.36				ERROR:#REF!				121.36				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				euro				134.16				140.07				134.16				134.16				140.07				134.16				134.16												euro				134.16				ERROR:#REF!				134.16				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				102.16				103.92				103.04				114.54				119.09								109.93

				euro				140.07				137.76				138.92				143.07				134.18								138.77
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【億円】 

情報機器 1,863 2,018
　　オフィスサービス 1,362 1,485
　　商業・産業印刷 501 533
ヘルスケア 185 179
産業用材料・機器 217 282
　　産業用光学システム 123 131
　　機能材料 95 151
コーポレート他 26 7 -
グループ全体 2,291 2,486

情報機器 133 7.2% 133 6.6% 1%
　　オフィスサービス 107 7.9% 110 7.4% -3%
　　商業・産業印刷 26 5.3% 23 4.3% 15%
ヘルスケア 2 1.0% 1 0.7% 53%
産業用材料・機器 23 10.7% 59 20.8% -60%
コーポレート他 △ 70 △ 92 - -
グループ全体 89 3.9% 100 4.0% -11%

売上高 16年度 15年度
1Q 1Q

-8%

3%

-37%
-7%

-23%

営業利益
（右側：営業利益率） 1Q 1Q YoY

16年度 15年度

-6%

-8%
-8%

YoY


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																		[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								前回予想 ゼンカイ ヨソウ																										※Forecast　                                            (Announced onOctober 31.2013)								4Q

								通期 ツウキ				通期 ツウキ				YoY				13.10.31公表 コウヒョウ																		Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				9,300														Net sales				943.8				813.1				16%				930.0				0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3,756				3,756				0%																		Gross income				375.6				375.6				0.0				0.0				0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				39.8%				46.2%																						Gross income ratio				39.8%				46.2%								0.0%				ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				580														Operating income				58.1				40.7				43%				58.0				0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%								6.2%														Operating income ratio				6.2%				5.0%								6.2%				0.0%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				-5%				-														Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%								0.0				0.0

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				34%				-														Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%								0.0				0.0

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%																						   (b)/(a)				7.2%				6.2%												ERROR:#DIV/0!

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ				235				338				-31%				-																		23.5				33.8				-31%				-				0.0				0.0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				180														Net income				21.9				15.1				45%				18.0				0.0				0.0

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%								1.9%														Net income ratio				2.3%				1.9%								1.9%				0.0%

				E P S （円） エン				41.38				28.52								-														EPS  [Yen]				41.4				28.5												0.00				0.00

				R O E（%）				4.6				3.4								-														ROE [%]				4.6				3.4



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				384				340																						CAPEX				38.4				49.2								0.0				0.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				460				492																						Depreciation				46.0				72.5								0.0				0.0

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				715				725																						R&D expenses				71.5				29.6								0.0				0.0

				FCF（営業CF-投資CF） エイギョウ トウシ				30				296																						FCF				3.0				37.4								0.0				0.0

				＜参考＞営業CF-設備投資CF サンコウ エイギョウ セツビ トウシ				255				374																						CF from operating activities+CAPEX*				25.5				ERROR:#REF!								0.0				0.0

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				98.00														FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				98.00				0.00				0.00

				euro				134.37				107.14				27.23				128.00														euro				134.37				107.14				27.23				128.00				0.00				0.00



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ				-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ				-22												-4 

				連結子会社株式の追加取得による支出				-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出				(103)												-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				(100)												-7 

				出資金の払込による支出				-

								-225												-42 

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574





ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																										[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								13年度 ネンド				12年度 ネンド				[億円] オクエン										12M				12M								4Q				4Q

																YoY				4Q				4Q				YoY										Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2013				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				2,609				2,353				11%						Net sales(a)				943.8				813.1				16%				260.9				235.3				11%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				4,515				3,756				20%				1,237				1,058				17%						Gross income				451.5				375.6				20%				123.7				105.8				17%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%										Gross income ratio				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				192				136				42%						Operating income				58.1				40.7				43%				19.2				13.6				42%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-						Operating income ratio				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				△ 5				22				28				△ 6						Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%				2.2				2.8				-21%

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				170				215				164				31%						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%				21.5				16.4				31%

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-						   (b)/(a)				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				546				389				40%				179				128				40%						Ordinary income				54.6				38.9				40%				17.9				12.8				40%

				税引前当期純利益				235				338				-31%				96				109				-12%						Pre-tax Profit				23.5				33.8				-31%				9.6				10.9				-12%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				111				48				130%						Net income				21.9				15.1				45%				11.1				4.8				130%

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-						Net income ratio				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-

				ＥＰＳ（円） エン				41.38				28.52								21.16				9.07										EPS  [Yen]				41.38				28.52								21.16				9.07



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				474				384								161				135										CAPEX				47.4				38.4								16.1				13.5

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				474				460								122				127										Depreciation				47.4				46.0								12.2				12.7

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				712				715								187				181										R&D expenses				71.2				71.5								18.7				18.1

				FCF				342				30								104				168										FCF				34.2				3.0								10.4				16.8

				投融資 トウユウシ				61				225								28				42										Investment and loan				6.1				22.5								2.8				4.2

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35						FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35

				euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75						euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出				89,945												28,049

				有形固定資産の取得による支出				(36,487)												(10,311)

				有形固定資産の売却による収入				2,355												711

				無形固定資産の取得による支出				(8,654)												(2,791)

								47,159												15,658

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出				47,371,120								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				12,244,883

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				(47,403,316)								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				(31,320,452)				-16082864

								47,403,316																16082864





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績

				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





																																																																																[Billions of yen]

																																																																																*Announced on January 31,2013 

				売上高 ウリアゲ ダカ				13年度 ネンド						12年度 ネンド										前回予想 ゼンカイ ヨソウ						13年度 ネンド						12年度 ネンド						[億円］ オクエン																Net Sales				Full year																 Forecast						4Q

								通期 ツウキ						通期 ツウキ						YoY				13.10.31公表 コウヒョウ						4Q						4Q						YoY																				Mar 2013						Mar 2012						YoY				Mar 2013						Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				7,298						5,816						25%				7,200						2,036						1,765						15%																Business Technologies				729.8						581.6						25%				720.0						203.6						176.5						15%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				1,161						1,468						-21%				1,170						258						324						-20%																Industrial Business				116.1						146.8						-21%				117.0						25.8						32.4						-20%

				ヘルスケア				824						728						13%				800						272						227						20%																Healthcare				82.4						72.8						-0%				80.0						27.2						22.7						20%

				その他 タ				154						119						-				130						43						38						-																Others				15.4						11.9						-				13.0						4.3						3.8						-

				グループ計 ケイ				9,438						8,131						16%				9,300						2,609						2,353						11%																Group total				943.8						813.1						16%				930.0						260.9						235.3						11%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ																																																						Operating income																										Full year

																																																																																				Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				639		8.8%				317		5.4%				102%				630		8.8%				204		10.0%				133		7.5%				54%																Business Technologies				63.9		8.8%				31.7		5.4%				102%				63.0		8.8%				20.4		10.0%				13.3		7.5%				54%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				152		13.1%				237		16.1%				-36%				150		12.8%				28		10.8%				21		6.6%				30%																Industrial Business				15.2		13.1%				23.7		11.3%				-36%				15.0		12.8%				2.8		10.8%				2.1		6.6%				30%

				ヘルスケア				45		5.5%				33		4.6%				34%				60		7.5%				22		7.9%				22		9.6%				-1%																Healthcare				4.5		5.5%				3.3		4.6%				34%				6.0		7.5%				2.2		7.9%				2.2		9.6%				-1%

				コーポレート・消去 ショウキョ				△ 254		-				△ 180		-				-				△ 260		-				△ 61		-				△ 40		-				-																Others				-25.4		-				-18.0		-				-				-26.0		-				-6.1		-				-4.0		-				-

				グループ計 ケイ				581		6.2%				407		5.0%				43%				580		6.2%				192		7.4%				136		5.8%				42%																Group total				58.1		6.2%				40.7		5.0%				43%				58.0		6.2%				19.2		7.4%				13.6		5.8%				42%











																								u





































セグメント別業績公表値

				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

																																																														[\ billions]





																																				[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Revenue				Earnings Forecast  Forecast						Previous Earnings Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						8,100						8,300						8,322						-3%						8,000						Business Technologies				810.0						830.0						832.2						-3%

				　　オフィスサービス						5,750						5,850						6,076						-5%						6,000						　　Office Services				575.0						585.0						607.6						-5%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						2,350						2,450						2,246						5%						2,000						　　Commercial/Industrial print				235.0						245.0						224.6						5%

				ヘルスケア						1,000						1,000						899						11%						900						Healthcare				100.0						100.0						89.9						11%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						1,150						1,250						1,060						8%						1,100						Industrial Business				115.0						125.0						106.0						8%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク						580						630						525						10%						610						　　Industrial Optical Systems				58.0						63.0						52.5						10%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ						570						620						535						7%						490						　　Performance Materials				57.0						62.0						53.5						7%

				コーポレート他 ホカ						50						50						37								-										Others				5.0						5.0						3.7						-

				グループ全体 ゼンタイ						10,300						10,600						10,317						-0%						10,000						Group Overall				1,030.0						1,060.0						1,031.7						-0%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Operating Profit				Forecast						Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						620		7.7%				680		8.2%				702		8.4%						-12%				720		9.0%				Business Technologies				62.0		7.7%				68.0		8.2%				70.2		8.4%				-12%

				　　オフィスサービス						445		7.7%				-		-				542		8.9%						-18%										　　Office Services				44.5		7.7%				-		-				54.2		8.9%				-18%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						175		7.4%				-		-				160		7.1%						9%										　　Commercial/Industrial print				17.5		7.4%				-		-				16.0		7.1%				9%

				ヘルスケア						50		5.0%				50		5.0%				39		4.3%						28%				70		7.8%				Healthcare				5.0		5.0%				5.0		5.0%				3.9		4.3%				28%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						170		14.8%				220		17.6%				170		16.1%						-0%				120		10.9%				Industrial Business				17.0		14.8%				22.0		17.6%				17.0		16.1%				-0%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ								-				△ 290		-				△ 311		-						ERROR:#VALUE!				△ 290		-				Eliminations and Corporate				0.0		0.0%				-29.0		-2900.0%

				コーポレート他 ホカ						△290						△290						△ 311								-										Others				-29.0						-29.0						-31.1						-

				グループ全体 ゼンタイ						550		5.3%				660		6.2%				601		5.8%						-8%				620		6.2%				Group Overall				55.0		5.3%				66.0		6.2%				60.1		5.8%				-8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						36.0%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						10.9%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						7.8%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						6.2%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン						11年度
1Q ネンド						11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド												12年度
1Q ネンド																																				100

				情報機器 ジョウホウ キキ						134,069						134,069						130,349												130,349

				ＡＬ＋ＯＰ						33,037						33,037						39,709												39,709

				ＭＧ						15,505						15,505						15,807												15,807

				他 ホカ						3,595						3,595						3,508												3,508

				グループ計 ケイ						186,206						186,206						189,373												189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ						3,629						3,629						3,038												3,038

				ＡＬ＋ＯＰ						3,609						3,609						8,063												8,063

				ＭＧ						(510)						(510)						(158)												(158)

				他 ホカ						(3,456)						(3,456)						(4,604)												(4,604)

				グループ計 ケイ						3,271						3,271						6,340												6,340









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績 FY16_1Q

				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







																										[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ				16年度 ネンド						15年度 ネンド										14年度 ネンド						Revenue						1Q						1Q

								1Q						1Q				YoY						予想 ヨソウ												Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				1,863						2,018				-8%						8,000						Business Technologies						186.3						201.8						-8%

				　　オフィスサービス				1,362						1,485				-8%						6,000						　　Office Services						136.2						148.5						-8%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				501						533				-6%						2,000						　　Commercial/Industrial print						50.1						53.3						-6%

				ヘルスケア				185						179				3%						900						Healthcare						18.5						17.9						3%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				217						282				-23%						1,100						Industrial Business						21.7						28.2						-23%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				123						131				-7%						610						　　Industrial Optical Systems						12.3						13.1						-7%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ				95						151				-37%						490						　　Performance Materials						9.5						15.1						-37%

				その他 タ				26						8						-										Others						2.6						0.8						-

				調整（消去等） チョウセイ ショウキョ トウ				0						△ 0						-										Adjustment						0.0						-0.0						-

				コーポレート他				26						7						-																2.6						0.7						-

				グループ全体 ゼンタイ				2,291						2,486				-8%						10,000						Group Overall						229.1						248.6						-8%



				営業利益                                                                                                                                                                                                        （右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ				16年度 ネンド						15年度 ネンド										14年度 ネンド						Operating Profit 						1Q						1Q

								1Q						1Q				YoY						予想 ヨソウ												Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				133		7.2%				133		6.6%				1%				720		9.0%				Business Technologies						13.3		7.2%				13.3		6.6%				1%

				　　オフィスサービス				107		7.9%				110		7.4%				-3%										　　Office Services						10.7		7.9%				11.0		7.4%				-3%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				26		5.3%				23		4.3%				15%										　　Commercial/Industrial print						2.6		5.3%				2.3		4.3%				15%

				ヘルスケア				2		1.0%				1		0.7%				53%				70		7.8%				Healthcare						0.2		1.0%				0.1		0.7%				53%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				23		10.7%				59		20.8%				-60%				120		10.9%				Industrial Business						2.3		10.7%				5.9		20.8%				-60%

				その他 タ				△ 10		-				2		-				-										Others						-1.0		-				0.2		-				-

				調整（消去等） チョウセイ ショウキョ トウ				△ 59		-				△ 95		-				-										Adjustment						-5.9		-				-9.5		-				-

				コーポレート他				△ 70						△ 92		-				-																-7.0						-9.2		-				-

				グループ全体 ゼンタイ				89		3.9%				100		4.0%				-11%				620		6.2%				Group Overall						8.9		3.9%				10.0		4.0%				-11%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン																				12年度
1Q ネンド																																100

				情報機器 ジョウホウ キキ																				130,349

				ＡＬ＋ＯＰ																				39,709

				ＭＧ																				15,807

				他 ホカ																				3,508

				グループ計 ケイ																				189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ																				3,038

				ＡＬ＋ＯＰ																				8,063

				ＭＧ																				(158)

				他 ホカ																				(4,604)

				グループ計 ケイ																				6,340

																																				10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10



																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10







																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10



																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10





セグメント別業績公表値 (2)

				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

																																																								[\ billions]





																																				[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Revenue				Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						8,050						8,300						8,322						-3%						8,000						Business Technologies				805.0						832.2						-3%

				　　オフィスサービス						5,700						5,850						6,076						-6%						6,000						　　Office Services				570.0						607.6						-6%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						2,350						2,450						2,246						5%						2,000						　　Commercial/Industrial print				235.0						224.6						5%

				ヘルスケア						1,000						1,000						899						11%						900						Healthcare				100.0						89.9						11%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						1,150						1,250						1,060						8%						1,100						Industrial Business				115.0						106.0						8%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク						580						630						525						10%						610						　　Industrial Optical Systems				58.0						52.5						10%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ						570						620						535						7%						490						　　Performance Materials				57.0						53.5						7%

				コーポレート他 ホカ						50						50						37								-										Others				5.0						3.7						-

				グループ全体 ゼンタイ						10,250						10,600						10,317						-1%						10,000						Group Overall				1,025.0						1,031.7						-1%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Operating profit				Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						620		7.7%				680		8.2%				702		8.4%						-12%				720		9.0%				Business Technologies				62.0		7.7%				70.2		8.4%				-12%

				　　オフィスサービス						445		7.8%				-		-				513		8.4%						-13%										　　Office Services						7.8%						8.4%				ERROR:#DIV/0!

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						175		7.4%				-		-				189		8.4%						-7%										　　Commercial/Industrial print						7.4%						8.4%				ERROR:#DIV/0!

				ヘルスケア						50		5.0%				50		5.0%				39		4.3%						28%				70		7.8%				Healthcare				5.0		5.0%				3.9		4.3%				28%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						170		14.8%				220		17.6%				170		16.1%						-0%				120		10.9%				Industrial Business				17.0		14.8%				17.0		16.1%				-0%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ								-				△ 290		-				△ 311		-						ERROR:#VALUE!				△ 290		-				Eliminations and Corporate				0.0		0.0%

				コーポレート他 ホカ						△290						△290						△ 311								-										Others				ERROR:#VALUE!						-31.1						-

				グループ全体 ゼンタイ						550		5.4%				660		6.2%				601		5.8%						-8%				620		6.2%				Group Overall				55.0		5.4%				60.1		5.8%				-8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						36.0%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						10.9%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						7.8%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						6.2%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン						11年度
1Q ネンド						11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド												12年度
1Q ネンド																														100

				情報機器 ジョウホウ キキ						134,069						134,069						130,349												130,349

				ＡＬ＋ＯＰ						33,037						33,037						39,709												39,709

				ＭＧ						15,505						15,505						15,807												15,807

				他 ホカ						3,595						3,595						3,508												3,508

				グループ計 ケイ						186,206						186,206						189,373												189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ						3,629						3,629						3,038												3,038

				ＡＬ＋ＯＰ						3,609						3,609						8,063												8,063

				ＭＧ						(510)						(510)						(158)												(158)

				他 ホカ						(3,456)						(3,456)						(4,604)												(4,604)

				グループ計 ケイ						3,271						3,271						6,340												6,340
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+21 △30 +4 +2 

△32 
+24 

2016年度第１四半期 営業利益 前年比増減 

4 

• 情報機器：オフィスカラー新製品効果により増益。 
• 産業用材料・機器：機能材料等の販売減により減益。 
• ヘルスケア：海外中心にデジタル機器の販売伸長により増益。 

100 
89 

事業要因 【億円】 外部・特殊要因 
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情報機器事業総括 

 売上高：     1,863億円 8%減収（為替影響：△216億円、実質増減：3%増収）  
 カラー製品が先進国を中心に好調モメンタム継続も、円高影響により減収。  
 営業利益：     133億円 ＋0億円 （為替影響：△27億円、実質増減：+21%増益） 
 新規連結等による販管費増を新製品効果・製品構成好転で吸収、前年並み利益確保。 

【億円】 

5 

営業利益 対前年増減分析 

ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ 数量他 
+1 

販管費* 
△36 

△27 

為替 

133 
価格 
△8 

+65 

133 

その他 
収益費用 

+6 

FY15/1Q FY16/1Q *新規連結会社の販管費増 約17億円含む 

[値] [値] 

23  [値] 
133 

[値] 
1,3

62  

[値] 
501  

1,863 
2,018 

左：売上高  右：営業利益 ●営業利益率 【億円】 

(△6%) 

(△8%) 

6.6% 
7.2% 

FY15/1Q FY16/1Q FY16/1Q 

133 

FY15/1Q 

売上高/営業利益 

オフィス 
サービス 

商業・ 
産業印刷 
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情報機器事業：  オフィスサービス分野の状況 

売上高 1Q 概況 

 中国では、有力金融機関やエネルギー  
関連の大手企業より新規大型契約を獲得。 
欧州も新規案件が着実に増加。 

  141億円 
        前年比 ＋8% 

1,221億円 
    前年比 △10%  

 欧米中心にA3カラーセグメント4/5*の 
販売堅調 

 新規連結効果に加え、米/仏/チェコなど 
ハイブリッド販売先進事例を他地域に拡大 

 

   62億円                          

   前年比△5% 

  196億円                          

     前年比+6% 

GMA  

OPS  

6 

 売上高：     1,362億円  8%減収   （為替影響： △151億円、実質増減：2%増収）  
 営業利益：     107億円  3億円減益 （為替影響：△20億円、実質増減：+15%増益） 

1,354  1,375  1,338  1,396  
1,221  

131  141  167  
175  

141  

1,485 
1,516 1,505 

1,570 

1,362 

売上構成四半期推移 

1Q 
FY15 

2Q 
FY15 

3Q 
FY15 

4Q 
FY15 

1Q 
FY16 

【億円】 

オフィス 
プロダクト 

ITサービス 
ソリューション 

*セグメント4: 毎分45~69枚A4紙を印刷する出力機器 
  セグメント5: 毎分70~90枚A4紙を印刷する出力機器 

 A3カラーMFPの上位機種が先進国市場で堅調 
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情報機器事業：  商業・産業印刷分野の状況 

34億円           
前年比 +7% 

売上高 1Q 概況 

 欧州では既存大手顧客中心に収益拡大 142億円        
前年比 △1% 

326億円           
 前年比 △9% 

 インクジェットデジタル印刷機 の 
新製品「AccurioJet KM-1」販売開始 

 「bizhub PRESS C1100」が日米中心
に各地域で好調 

7 

 売上高：   501億円 6%減収   (為替影響: △64億円、実質増減：6%増収）  
 営業利益：    26億円   3億円増益 （為替影響：△6億円、実質増減：+40%増益） 

 コンポーネントは欧米と価格維持で  
円高影響を補う 

 消耗品の売上伸張も復調の傾向 

357  397  399  418  
326  

144  
134  132  134  

142  

32  
27  34  

38  

34  

533 559 564 
590 

501 

プロダクション 
プリント 

MPM・ 
プリントサービス 

産業印刷・ 
インクジェット 

売上構成四半期推移 

1Q 
FY15 

2Q 
FY15 

3Q 
FY15 

4Q 
FY15 

1Q 
FY16 

【億円】 

 最上位モデルが販売モメンタムを維持し、消耗品の売上伸張が増益に貢献。 
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ヘルスケア事業総括 

8 

 売上高：    185億円 3％増収   （為替影響： △13億円、実質増減：11%増収）  
 買収効果もあり海外売上が拡大し増収。特にデジタル売上が伸長。 
 営業利益：     2億円   1億円増益 （為替影響：△4億円） 
 デジタル製品の販売増により、円高影響を受けるも前年水準を上回る。 

営業利益 対前年増減分析 

FY15/1Q 

【億円】 

ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ 数量他 
+1 

販管費* 
 

△8 

+12 

為替 
価格 
△1 

△4 
1 

その他 
収益費用 

+1 
2 

FY16/1Q 

*組織再編に伴う販管費増 約2億円含む 

[値

] 

[値

] 

1 2 

0.7% 
1.0% 

左：売上高  右：営業利益 ●営業利益率 【億円】 

FY15/1Q FY16/1Q FY15/1Q FY16/1Q 

売上高/営業利益 
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ヘルスケア事業の状況  

※ デジタル： X線撮影装置(DR,CR)、超音波診断装置、医療ITなど。 
  アナログ・その他： フィルム、イメージャー、仕入れ商材、など 

1Q概況 売上高 

  96億円                          
       前年比 +17% 

  88億円                          
      前年比 △8% 

9 

 「AeroDR」が米国を中心に販売拡大 

 デジタルシフトに伴い、売上減少。 

 超音波画像診断装置「SONIMAGE 
HS1」が国内を中心に販売数を倍増 

 医療ITサービスは米国での買収効果も
あり売上堅調。 

売上構成四半期推移 

【億円】 

1Q 
FY15 

2Q 
FY15 

3Q 
FY15 

4Q 
FY15 

1Q 
FY16 

96  
126  109  

147  

88  

83  

98  
111  

130  

96  

185 
 

179 
 

224 
 220 

 

276 
 

デジタル 

アナログ・ 
その他 
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 売上高：     217億円   23%減収   （為替影響： △11億円、実質増減：19%減収）   
 産業用光学システムは、計測機器が堅調も、産業・プロ用レンズが振るわず減収。 
 機能材料は、TACフィルムの販売減により減収。 
 営業利益： 23億円 36億円減益 （為替影響：△1億円、 実質増減：△58%減益） 
 両分野での売上減少等に伴い減益。 

産業用材料・機器事業総括 
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営業利益 対前年増減分析 
【億円】 

ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ 
数量他 △3 

販管費 
△1 

△1 
為替 

価格 
△11 

△16 

FY15/1Q FY16/1Q 

その他 
収益費用 
△4 

59 

23 151  
95  

131  

123  

左：売上高  右：営業利益 ●営業利益率 【億円】 

（△37％） 

（△7％） 

FY15/1Q FY16/1Q 

282 

217 

売上高/営業利益 

FY15/1Q FY16/1Q 

59  

23  

20.8% 
10.7% 

機能材料 

産業用光学 
システム 
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売上構成四半期推移 

産業用材料・機器事業：産業用光学システム分野  

1Q概況 売上高 

  65億円                          
       前年比 +8% 

  28億円                          
      前年比 △12% 

  29億円                          
       前年比 △24% 

11 

 買収したRadiant社も加わり、
引き続き堅調 

 市場の在庫調整による需要減で、
販売数量減少 

 コンパクトデジタルカメラ用   
レンズの販売数量減少 

 売上高：     123億円   7%減収   （為替影響： △11億円、実質増減：2%増収） 

【億円】 

32  36  32  21  28  

39  37  40  

33  
29  

60  67  
57  

72  65  

128 131 
140 

126 123 

1Q 
FY15 

2Q 
FY15 

3Q 
FY15 

4Q 
FY15 

1Q 
FY16 

産業・プロ用 
レンズ 

計測機器 

その他 
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151  141  
126  

117  

95  

産業用材料・機器事業：機能材料分野  

 FPD向けフィルム 

 ・ 大型パネル用 

 ・ 中小型パネル用 

1Q概況 
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 ディスプレイ製品の販売減速の影響が1Q 
前半まで残り、販売数量が減少  

 QWPフィルム量産工場は予定通り竣工、 
販売は順調。 

 その他フィルム 

 ・ ウィンドウ 

 ・ バリアフィルム 

 ・ プレシジョンフォトプレート 

 ・ 素材 

 プレシジョンフォトプレートでは、高精細
クロムマスクライター用乾板を上市＊ 
 

 売上高：     95億円   37%減収   （為替影響： △0億円） 

売上構成四半期推移 

1Q 
FY15 

2Q 
FY15 

3Q 
FY15 

4Q 
FY15 

1Q 
FY16 

【億円】 

＊電子部品の製造工程で使用されるパターン原版 
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2016年度第１四半期 トピックス 
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インクジェット・デジタル印刷機「AccurioJet KM-1」発売開始 

オフセット印刷に匹敵する高画質B2インクジェット印刷機を小森コーポレーションと共同開発 

小森コーポレーション 
• 商業印刷におけるオフセット印刷品質への拘り 
• 大判印刷本紙の搬送技術 

コニカミノルタ 
• 高度なインクジェット技術 
• 独自のプロセス技術 

優位性 

• 高画質：濃度が高く、シャープな画像による優れた文字再現性 
• 生産性：最大サイズで、3,000枚/時、短納期化に貢献する自動両面印刷対応 
• 安定性：長時間の連続稼動でもバラつきの少ない 高い色再現 
• 多様性：薄紙からパッケージ用の紙まで幅広い紙厚の用紙に対応 

高精度インクジェットヘッド 
14 

商業印刷領域のハイエンド市場で本格的に事業を展開 
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MGI社（仏）へ追加出資、当社グループの傘下に 

大手印刷顧客を知り尽くした知見、洞察に基づくイノベーティブなデジタル印刷機メーカー 

顧客提供価値 印刷物の付加価値を高めるデコレーション印刷をデジタルで小部数から可能にする 

市場環境 人口増で増えるラベル、パッケージ領域でのデコレーション印刷の需要は高い 

MGI社の強み 印刷業の経験、知見から潜在顧客ニーズを捉えた他社に先駆けた迅速な商品化 

売上高 約34Mユーロ（14年度） 

出資金額 約100億円 出資比率 40%超へ（当初10%) 

Jet Varnish 3DW 

15 

ラベル、パッケージなど産業印刷領域で本格的に事業展開 
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MOBOTIX社（独）株式の過半数取得 

16 

堅牢な監視カメラと独自の分散処理型のビデオマネジメントソフトウェア（VMS)のメーカー 

ハード モーター駆動レスで堅牢かつ       
メンテナンス性に優れた監視カメラ 

ソフト ・独自の圧縮技術(MxPEG) 
・分散処理による確実な映像確認と保存 

顧客対応力 製造/交通/教育などで大口顧客獲得 

売上高 約80Mユーロ（2015年9月期） 
投資金額 約210億円 

当社の技術とMOBOTIX社の技術を融合した新規ソリューションの事業化を加速 

社会課題として顕在化し、市場としても有望な領域に優位性の高いソリューションで参入 

ソリューション 顧客価値 市場ポテンシャル 

ハイセキュリティ ・セキュリティレベル向上と監視ワークフロー効率化 約1.6兆円、年率17%成長 

ケアサポート ・介護現場のワークフローを変革、業務負荷を軽減 約3兆円、年率11%成長 

ガス検知 ・ガス可視化により保守ワークフローを効率化 約2,000億円  (未開拓市場) 

表示、閲覧 

動画デコード 

記録(NAS) 

（画像解析） 

画像解析 

動画圧縮 

記録 

帯域制御 

カメラ 

分散処理 

ネット 
ワーク 



© 2016 Konica Minolta, Inc. 

2016年度業績見通し 
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USドル 
ユーロ 

営業利益 

売上高 

当期利益 

2016年度業績見通し 

為替レート 

1株当たり配当 

連結配当性向 
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• 円の対ユーロ先高を懸念、為替前提を[ドル=105円、ユーロ=115円]に見直す。 
加えて、ドル、ユーロ以外の為替影響も織り込む。 

• 産業材料・機器事業の市場環境の厳しさを織り込む。 
• 営業利益が減益に転ずるも、当期利益は前年比13%増益維持。 
• 配当予想は、[年間:30円/1株、中間・期末:15円]を据え置く。 

今回予想(7/28) 前回予想(5/12)

10,300億円 10,600億円 △ 300億円 -3%

550億円 660億円 △ 110億円 -17%

360億円 440億円 △ 80億円 -22%

105円 105円   ±0円 -

115円 120円 △5円 -4%

30円 30円 ±0円 -

41% 34% - -

前回比


千円

		

						連結精算表(累計） レンケツセイサンヒョウルイケイ				2017/03月期(第1四半期)決算																				0

										2016		←年度 ネンド		1		←四半期 シハンキ

				（単位：千円） タンイセンエン				非表示列 ヒヒョウジレツ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される ヒカクチルイケイトウキルイケイキカンアスウチヒョウジ

										（計算式）		連結金額(当期１Q)		連結金額(当期２Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		（計算式）		連結金額(前期１Q)		連結金額(当期2Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		増減 ゾウゲン

		1		A11100		現金 現金同等物		A11100 現金 現金同等物		81,969,110		81,969,110		0		0		0		139,644,819		139,644,819		117,955,028		110,129,124		99,937,297		(57,675,709)

		1		A11150		現金　現金同等物（NP）		A11150 現金　現金同等物（NP）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11300		受取手形 売掛金		A11300 受取手形 売掛金		194,288,956		194,288,956		0		0		0		220,145,496		220,145,496		220,681,280		216,258,389		221,716,315		(25,856,540)

		1		A11301		受取手形 売掛金（連結）		A11301 受取手形 売掛金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11302		受取手形 売掛金（一般）		A11302 受取手形 売掛金（一般）		194,288,956		194,288,956		0		0		0		220,145,496		220,145,496		220,681,280		216,258,389		221,716,315		(25,856,540)

		1		A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		A11400 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,001,380		21,001,380		0		0		0		24,290,727		24,290,727		24,149,195		23,481,802		23,330,995		(3,289,347)

		1		A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		A11401 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		A11402 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		21,001,380		21,001,380		0		0		0		24,290,727		24,290,727		24,149,195		23,481,802		23,330,995		(3,289,347)

		1		A11500		営業債権-計（AR）		A11500 営業債権-計（AR）		215,290,336		215,290,336		0		0		0		244,436,223		244,436,223		244,830,475		239,740,191		245,047,310		(29,145,887)

		1		A11600		AR-貸引(△)		A11600 AR-貸引(△)		(5,687,401)		(5,687,401)		0		0		0		(6,504,700)		(6,504,700)		(6,499,003)		(6,677,224)		(6,261,514)		817,299

		1		A11601		AR-貸引(△)（連結）		A11601 AR-貸引(△)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A11602		AR-貸引(△)（一般）		A11602 AR-貸引(△)（一般）		(5,687,401)		(5,687,401)		0		0		0		(6,504,700)		(6,504,700)		(6,499,003)		(6,677,224)		(6,261,514)		817,299

		1		A11700		営業・他債権-計		A11700 営業・他債権-計		220,569,883		220,569,883		0		0		0		249,169,698		249,169,698		249,205,901		244,762,077		249,498,997		(28,599,815)

		1		A11800		製品		A11800 製品		102,103,646		102,103,646		0		0		0		115,124,877		115,124,877		119,495,218		123,570,005		103,534,793		(13,021,231)

		1		A11900		商品		A11900 商品		10,783,951		10,783,951		0		0		0		10,870,448		10,870,448		11,736,137		13,117,075		10,998,405		(86,497)

		1		A12000		原材料		A12000 原材料		18,654,582		18,654,582		0		0		0		19,437,365		19,437,365		19,604,039		21,411,219		18,190,677		(782,783)

		1		A12100		仕掛品		A12100 仕掛品		10,284,364		10,284,364		0		0		0		11,309,109		11,309,109		11,473,157		12,738,413		9,766,594		(1,024,745)

		1		A12200		貯蔵品		A12200 貯蔵品		3,188,211		3,188,211		0		0		0		3,055,906		3,055,906		3,012,266		2,645,248		2,735,616		132,305

		1		A12300		たな卸未実現（製品）		A12300 たな卸未実現（製品）		(21,441,875)		(21,441,875)		0		0		0		(28,943,110)		(28,943,110)		(28,911,264)		(27,184,015)		(21,264,028)		7,501,235

		1		A12400		たな卸未実現（商品）		A12400 たな卸未実現（商品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12500		たな卸未実現（原材料）		A12500 たな卸未実現（原材料）		(2,618,314)		(2,618,314)		0		0		0		(2,232,479)		(2,232,479)		(2,716,654)		(2,855,204)		(2,600,303)		(385,835)

		1		A12600		たな卸未実現（仕掛品）		A12600 たな卸未実現（仕掛品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		A12700 たな卸未実現（貯蔵品）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12800		<たな卸資産合計>		A12800 <たな卸資産合計>		120,954,565		120,954,565		0		0		0		128,622,116		128,622,116		133,692,899		143,442,741		121,361,754		(7,667,551)

		1		A12900		前渡金･前払費用		A12900 前渡金･前払費用		13,364,777		13,364,777		0		0		0		12,953,448		12,953,448		12,448,995		11,944,040		11,452,143		411,329

		1		A12901		前渡金･前払費用（連結）		A12901 前渡金･前払費用（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A12902		前渡金･前払費用（一般）		A12902 前渡金･前払費用（一般）		13,364,777		13,364,777		0		0		0		12,953,448		12,953,448		12,448,995		11,944,040		11,452,143		411,329

		1		A13000		貸付金(流動)		A13000 貸付金(流動)		132,631		132,631		0		0		0		66,030		66,030		62,856		52,807		151,681		66,601

		1		A13001		貸付金(流動)（連結）		A13001 貸付金(流動)（連結）		0		0		0		0		0		1		1		181		0		0		(1)

		1		A13002		貸付金(流動)（一般）		A13002 貸付金(流動)（一般）		132,631		132,631		0		0		0		66,029		66,029		62,675		52,807		151,681		66,602

		1		A13100		貸引(貸付流)△		A13100 貸引(貸付流)△		0		0		0		0		0		(18)		(18)		(18)		(4,371)		(343)		18

		1		A13101		貸引(貸付流)△（連結）		A13101 貸引(貸付流)△（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13102		貸引(貸付流)△（一般）		A13102 貸引(貸付流)△（一般）		0		0		0		0		0		(18)		(18)		(18)		(4,371)		(343)		18

		1		A13200		貸付金(流動)-計		A13200 貸付金(流動)-計		132,631		132,631		0		0		0		66,012		66,012		62,838		48,436		151,338		66,619

		1		A13300		未収入金		A13300 未収入金		10,835,231		10,835,231		0		0		0		11,178,429		11,178,429		10,839,949		11,658,828		10,687,964		(343,198)

		1		A13301		未収入金（連結）		A13301 未収入金（連結）		0		0		0		0		0		76,162		76,162		0		0		0		(76,162)

		1		A13302		未収入金（一般）		A13302 未収入金（一般）		10,835,231		10,835,231		0		0		0		11,102,267		11,102,267		10,839,949		11,658,828		10,687,964		(267,036)

		1		A13600		未収利息		A13600 未収利息		131,717		131,717		0		0		0		59,746		59,746		34,480		40,282		25,237		71,971

		1		A13601		未収利息（連結）		A13601 未収利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13602		未収利息（一般）		A13602 未収利息（一般）		131,717		131,717		0		0		0		59,746		59,746		34,480		40,282		25,237		71,971

		1		A13700		未収配当金		A13700 未収配当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13701		未収配当金（連結）		A13701 未収配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13702		未収配当金（一般）		A13702 未収配当金（一般）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A13800		未収・還付法人所得税		A13800 未収・還付法人所得税		2,856,671		2,856,671		0		0		0		274,395		274,395		619,184		842,885		2,991,705		2,582,276

		1		A13810		[連税]未収還付法人所得税		A13810 [連税]未収還付法人所得税		(13,297)		(13,297)		0		0		0		5,070		5,070		5,800		52,768		25,264		(18,367)

		1		A13811		[連税]未収還付法税(連結)		A13811 [連税]未収還付法税(連結)		(228,048)		(228,048)		0		0		0		0		0		(240)		(121)		0		(228,048)

		1		A13812		[連税]未収還付法税(一般)		A13812 [連税]未収還付法税(一般)		214,751		214,751		0		0		0		5,070		5,070		6,040		52,889		25,264		209,681

		1		A13900		仮払法人所得税		A13900 仮払法人所得税		186,654		186,654		0		0		0		446,767		446,767		433,473		461,660		193,191		(260,113)

		1		A14000		未収税金		A14000 未収税金		3,303,580		3,303,580		0		0		0		2,893,587		2,893,587		3,243,228		3,251,722		3,534,288		409,993

		1		A14100		仮払税金		A14100 仮払税金		477,500		477,500		0		0		0		0		0		308,029		217,280		123,599		477,500

		1		A14150		敷金保証金(流動)		A14150 敷金保証金(流動)		71,262		71,262		0		0		0		65,224		65,224		75,000		122,820		120,622		6,038

		1		A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		A14200 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		3,452,176		3,452,176		0		0		0		338,207		338,207		1,532,032		1,920,609		2,720,340		3,113,969

		1		A14250		その他の金融資産(流動)		A14250 その他の金融資産(流動)		333,222		333,222		0		0		0		339,103		339,103		301,779		350,941		335,606		(5,881)

		1		A14251		他金融資産(流動)(連結)		A14251 他金融資産(流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A14252		他金融資産(流動)(一般)		A14252 他金融資産(流動)(一般)		333,222		333,222		0		0		0		339,103		339,103		301,779		350,941		335,606		(5,881)

		1		A14300		その他資産(流動)		A14300 その他資産(流動)		3,041,131		3,041,131		0		0		0		3,096,825		3,096,825		3,109,776		2,856,473		3,139,433		(55,694)

		1		A14301		その他資産(流動)（連結）		A14301 その他資産(流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A14302		その他資産(流動)（一般）		A14302 その他資産(流動)（一般）		3,041,131		3,041,131		0		0		0		3,096,825		3,096,825		3,109,776		2,856,473		3,139,433		(55,694)

		1		A14400		売却目的処分グループ資産		A14400 売却目的処分グループ資産		575,764		575,764		0		0		0		684,496		684,496		670,576		674,210		630,434		(108,732)

		1		A19000		<流動資産合計>		A19000 <流動資産合計>		451,275,629		451,275,629		0		0		0		538,599,767		538,599,767		523,664,538		521,077,786		496,216,011		(87,324,138)

		1		A21100		建物-取得		A21100 建物-取得		178,657,348		178,657,348		0		0		0		171,919,214		171,919,214		170,686,733		168,827,391		170,707,163		6,738,134

		1		A21200		建物-償却累計額(△)		A21200 建物-償却累計額(△)		(101,335,003)		(101,335,003)		0		0		0		(103,195,042)		(103,195,042)		(103,131,742)		(101,929,779)		(101,647,804)		1,860,039

		1		A21300		建物-減損累計額(△)		A21300 建物-減損累計額(△)		(7,705,926)		(7,705,926)		0		0		0		(6,009,620)		(6,009,620)		(5,931,080)		(5,481,756)		(7,732,388)		(1,696,306)

		1		A21400		建物-計		A21400 建物-計		69,616,419		69,616,419		0		0		0		62,714,552		62,714,552		61,623,911		61,415,856		61,326,971		6,901,867

		1		A21500		構築物-取得		A21500 構築物-取得		16,884,944		16,884,944		0		0		0		17,223,486		17,223,486		17,269,233		17,231,789		17,147,573		(338,542)

		1		A21600		構築物-償却累計額(△)		A21600 構築物-償却累計額(△)		(10,664,694)		(10,664,694)		0		0		0		(10,413,912)		(10,413,912)		(10,489,861)		(10,617,070)		(10,689,804)		(250,782)

		1		A21700		構築物-減損累計額(△)		A21700 構築物-減損累計額(△)		(329,620)		(329,620)		0		0		0		(343,565)		(343,565)		(343,565)		(339,299)		(329,620)		13,945

		1		A21800		構築物-計		A21800 構築物-計		5,890,630		5,890,630		0		0		0		6,466,009		6,466,009		6,435,807		6,275,420		6,128,149		(575,379)

		1		A21900		機械 装置-取得		A21900 機械 装置-取得		205,883,453		205,883,453		0		0		0		238,082,296		238,082,296		236,855,352		207,678,551		209,087,269		(32,198,843)

		1		A22000		機械 装置-償却累計額(△)		A22000 機械 装置-償却累計額(△)		(172,229,239)		(172,229,239)		0		0		0		(202,280,758)		(202,280,758)		(202,005,273)		(174,018,852)		(174,034,027)		30,051,519

		1		A22100		機械 装置-減損累計額(△)		A22100 機械 装置-減損累計額(△)		(2,893,801)		(2,893,801)		0		0		0		(4,208,574)		(4,208,574)		(4,059,878)		(2,957,679)		(2,957,519)		1,314,773

		1		A22200		機械装置-計		A22200 機械装置-計		30,760,413		30,760,413		0		0		0		31,592,964		31,592,964		30,790,201		30,702,020		32,095,723		(832,551)

		1		A22300		車両 運搬具-取得		A22300 車両 運搬具-取得		2,059,068		2,059,068		0		0		0		2,637,057		2,637,057		2,541,269		2,385,564		2,329,589		(577,989)

		1		A22400		車両 運搬具-償却累計額△		A22400 車両 運搬具-償却累計額△		(1,557,568)		(1,557,568)		0		0		0		(2,015,404)		(2,015,404)		(1,984,550)		(1,813,283)		(1,734,162)		457,836

		1		A22500		車両 運搬具-減損累計額△		A22500 車両 運搬具-減損累計額△		(4,681)		(4,681)		0		0		0		(6,885)		(6,885)		(6,885)		(4,681)		(4,682)		2,204

		1		A22600		車両運搬具-計		A22600 車両運搬具-計		496,819		496,819		0		0		0		614,768		614,768		549,834		567,600		590,745		(117,949)

		1		A22700		工具器具備品･金型-取得		A22700 工具器具備品･金型-取得		161,908,418		161,908,418		0		0		0		165,750,670		165,750,670		164,778,043		166,401,105		166,492,941		(3,842,252)

		1		A22800		工具器具備品･金型-償累△		A22800 工具器具備品･金型-償累△		(129,872,980)		(129,872,980)		0		0		0		(133,589,822)		(133,589,822)		(132,396,399)		(133,281,538)		(131,936,584)		3,716,842

		1		A22900		工具器具備品･金型-減累△		A22900 工具器具備品･金型-減累△		(393,566)		(393,566)		0		0		0		(444,304)		(444,304)		(431,803)		(410,777)		(404,358)		50,738

		1		A23000		工具器具備品･金型-計		A23000 工具器具備品･金型-計		31,641,872		31,641,872		0		0		0		31,716,544		31,716,544		31,949,841		32,708,790		34,151,999		(74,672)

		1		A23100		土地-取得		A23100 土地-取得		31,362,942		31,362,942		0		0		0		33,240,750		33,240,750		31,936,974		31,853,325		31,572,674		(1,877,808)

		1		A23200		土地-償却累計額(△)		A23200 土地-償却累計額(△)		(16,283)		(16,283)		0		0		0		(7,254)		(7,254)		(10,107)		(13,049)		(15,016)		(9,029)

		1		A23300		土地-減損累計額(△)		A23300 土地-減損累計額(△)		(1,387,483)		(1,387,483)		0		0		0		(1,262,010)		(1,262,010)		(1,206,366)		(1,157,252)		(1,419,337)		(125,473)

		1		A23400		土地-計		A23400 土地-計		29,959,176		29,959,176		0		0		0		31,971,486		31,971,486		30,720,501		30,683,024		30,138,321		(2,012,310)

		1		A23500		建設仮勘定(有形)-取得		A23500 建設仮勘定(有形)-取得		9,232,677		9,232,677		0		0		0		5,036,232		5,036,232		6,336,121		6,960,292		8,408,855		4,196,445

		1		A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		A23600 建設仮勘定(有形)-減累△		(94,878)		(94,878)		0		0		0		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(82,981)		(11,897)

		1		A23700		建設仮勘定(有形)-計		A23700 建設仮勘定(有形)-計		9,137,799		9,137,799		0		0		0		4,953,251		4,953,251		6,253,140		6,877,311		8,325,874		4,184,548

		1		A23800		賃貸用資産-取得		A23800 賃貸用資産-取得		19,273,045		19,273,045		0		0		0		44,276,723		44,276,723		43,069,814		43,213,977		44,997,842		(25,003,678)

		1		A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		A23900 賃貸用資産-償却累計額(△		(12,507,032)		(12,507,032)		0		0		0		(31,056,959)		(31,056,959)		(30,389,996)		(31,105,048)		(30,384,987)		18,549,927

		1		A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		A24000 賃貸用資産-減損累計額(△		(38,308)		(38,308)		0		0		0		(56,149)		(56,149)		(65,634)		(54,132)		(48,481)		17,841

		1		A24100		賃貸用資産-計		A24100 賃貸用資産-計		6,727,705		6,727,705		0		0		0		13,163,615		13,163,615		12,614,184		12,054,797		14,564,374		(6,435,910)

		1		A29000		<有形合計>		A29000 <有形合計>		184,230,833		184,230,833		0		0		0		183,193,189		183,193,189		180,937,419		181,284,818		187,322,156		1,037,644

		1		A31100		投資不動産-取得		A31100 投資不動産-取得		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A31200		投資不動産-償却累計額(△		A31200 投資不動産-償却累計額(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A31300		投資不動産-減損累計額(△		A31300 投資不動産-減損累計額(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A39000		<投資不動産計>		A39000 <投資不動産計>		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A41100		のれん-取得		A41100 のれん-取得		199,940,599		199,940,599		0		0		0		168,650,719		168,650,719		195,168,242		192,476,199		195,113,468		31,289,880

		1		A41200		のれん-償却累計額(△)		A41200 のれん-償却累計額(△)		(70,925,800)		(70,925,800)		0		0		0		(76,413,879)		(76,413,879)		(75,606,631)		(75,571,438)		(73,460,965)		5,488,079

		1		A41300		のれん-減損累計額(△)		A41300 のれん-減損累計額(△)		(6,230,000)		(6,230,000)		0		0		0		(6,844,792)		(6,844,792)		(6,772,327)		(6,756,993)		(6,554,476)		614,792

		1		A41400		のれん-計		A41400 のれん-計		122,784,799		122,784,799		0		0		0		85,392,048		85,392,048		112,789,284		110,147,768		115,098,027		37,392,751

		1		A41500		ソフトウェア-取得		A41500 ソフトウェア-取得		52,077,146		52,077,146		0		0		0		58,680,353		58,680,353		57,531,830		59,346,627		57,554,508		(6,603,207)

		1		A41600		ソフトウェア-償累(△		A41600 ソフトウェア-償累(△		(32,748,029)		(32,748,029)		0		0		0		(39,341,097)		(39,341,097)		(38,717,945)		(40,791,239)		(37,694,107)		6,593,068

		1		A41700		ソフトウェア-減累(△		A41700 ソフトウェア-減累(△		(3,428)		(3,428)		0		0		0		(4,512)		(4,512)		(4,448)		(4,453)		(3,440)		1,084

		1		A41800		ソフトウェア-計		A41800 ソフトウェア-計		19,325,689		19,325,689		0		0		0		19,334,744		19,334,744		18,809,437		18,550,935		19,856,961		(9,055)

		1		A41900		開発資産(技術資産)取得		A41900 開発資産(技術資産)取得		1,167,215		1,167,215		0		0		0		0		0		0		0		0		1,167,215

		1		A42000		開発資産(技術資産)償累△		A42000 開発資産(技術資産)償累△		(695,921)		(695,921)		0		0		0		0		0		0		0		0		(695,921)

		1		A42100		開発資産(技術資産)減累△		A42100 開発資産(技術資産)減累△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A42200		開発資産(技術資産)計		A42200 開発資産(技術資産)計		471,294		471,294		0		0		0		0		0		0		0		0		471,294

		1		A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		A42300 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		43,562,016		43,562,016		0		0		0		39,438,943		39,438,943		38,958,561		46,389,836		48,005,594		4,123,073

		1		A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△		A42400 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		(21,979,619)		(21,979,619)		0		0		0		(21,288,610)		(21,288,610)		(21,987,538)		(23,276,770)		(23,034,535)		(691,009)

		1		A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△		A42500 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		A42600 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		21,582,397		21,582,397		0		0		0		18,150,333		18,150,333		16,971,023		23,113,066		24,971,059		3,432,064

		1		A42700		その他無形資産-取得		A42700 その他無形資産-取得		25,603,140		25,603,140		0		0		0		14,729,931		14,729,931		19,069,907		21,034,246		21,761,019		10,873,209

		1		A42800		その他無形資産-償累(△)		A42800 その他無形資産-償累(△)		(7,997,478)		(7,997,478)		0		0		0		(7,184,817)		(7,184,817)		(7,999,831)		(7,938,250)		(8,056,483)		(812,661)

		1		A42900		その他無形資産-減累(△)		A42900 その他無形資産-減累(△)		(53,863)		(53,863)		0		0		0		(59,176)		(59,176)		(56,021)		(57,109)		(56,163)		5,313

		1		A43000		その他無形資産-計		A43000 その他無形資産-計		17,551,799		17,551,799		0		0		0		7,485,938		7,485,938		11,014,055		13,038,887		13,648,373		10,065,861

		1		A43100		建設仮勘定(無形)-取得		A43100 建設仮勘定(無形)-取得		4,688,676		4,688,676		0		0		0		4,601,842		4,601,842		5,494,540		5,764,586		4,816,139		86,834

		1		A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		A43200 建設仮勘定(無形)-減累(△		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A43300		建設仮勘定(無形)-計		A43300 建設仮勘定(無形)-計		4,688,676		4,688,676		0		0		0		4,601,842		4,601,842		5,494,540		5,764,586		4,816,139		86,834

		1		A49000		<無形資産合計>		A49000 <無形資産合計>		63,619,855		63,619,855		0		0		0		49,572,857		49,572,857		52,289,055		60,467,474		63,292,532		14,046,998

		1		A51100		投資有価証券・出資		A51100 投資有価証券・出資		20,999,498		20,999,498		0		0		0		32,024,588		32,024,588		27,139,292		28,219,713		24,163,981		(11,025,090)

		1		A51200		子会社株式・出資		A51200 子会社株式・出資		(3)		(3)		0		0		0		(3)		(3)		(3)		(3)		(4)		0

		1		A51210		子会社株式・出資(非連結)		A51210 子会社株式・出資(非連結)		2,115,912		2,115,912		0		0		0		4,319,806		4,319,806		4,259,548		4,265,511		4,116,134		(2,203,894)

		1		A51300		関連会社株式・出資		A51300 関連会社株式・出資		13,900,357		13,900,357		0		0		0		544,422		544,422		1,327,192		1,327,424		3,614,303		13,355,935

		1		A51310		関連株式・出資(非連結)		A51310 関連株式・出資(非連結)		20,500		20,500		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51400		貸付金(非流動)		A51400 貸付金(非流動)		71,991		71,991		0		0		0		74,907		74,907		80,742		81,996		67,933		(2,916)

		1		A51401		貸付金(非流動)（連結）		A51401 貸付金(非流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51402		貸付金(非流動)（一般）		A51402 貸付金(非流動)（一般）		71,991		71,991		0		0		0		74,907		74,907		80,742		81,996		67,933		(2,916)

		1		A51500		貸引(非流動)(△)		A51500 貸引(非流動)(△)		(809,255)		(809,255)		0		0		0		(881,457)		(881,457)		(859,974)		(879,423)		(841,171)		72,202

		1		A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		A51501 貸引(非流動)(△)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		A51502 貸引(非流動)(△)(一般)		(809,255)		(809,255)		0		0		0		(881,457)		(881,457)		(859,974)		(879,423)		(841,171)		72,202

		1		A51700		長期前払費用		A51700 長期前払費用		4,290,089		4,290,089		0		0		0		4,314,969		4,314,969		4,137,502		4,131,598		4,112,330		(24,880)

		1		A51800		前払年金費用		A51800 前払年金費用		190,324		190,324		0		0		0		202,517		202,517		198,547		197,552		193,928		(12,193)

		1		A51900		繰延税金資産		A51900 繰延税金資産		60,143,584		60,143,584		0		0		0		76,651,657		76,651,657		72,962,256		72,831,038		71,297,161		(16,508,073)

		1		A51910		[連税]繰延税金資産		A51910 [連税]繰延税金資産		(233,792)		(233,792)		0		0		0		(726,399)		(726,399)		(1,060,685)		(1,060,816)		(9,505,673)		492,607

		1		A52000		繰延税金資産(評価差額)		A52000 繰延税金資産(評価差額)		(1,584,776)		(1,584,776)		0		0		0		(4,484,989)		(4,484,989)		(3,096,507)		(3,471,674)		(1,940,852)		2,900,213

		1		A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		A52100 繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		293,084		293,084		0		0		0		235,940		235,940		38,701		10,188		299,066		57,144

		1		A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		A52200 繰延税金資産(DB数理計算)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52220		繰延税金資産(為調)		A52220 繰延税金資産(為調)		(2,406,683)		(2,406,683)		0		0		0		(180,585)		(180,585)		(346,550)		(599,344)		(1,096,921)		(2,226,098)

		1		A52250		<繰延税金資産合計>		A52250 <繰延税金資産合計>		56,211,417		56,211,417		0		0		0		71,495,624		71,495,624		68,497,215		67,709,392		59,052,781		(15,284,207)

		1		A52300		敷金保証金(非流動)		A52300 敷金保証金(非流動)		6,712,289		6,712,289		0		0		0		7,214,662		7,214,662		7,236,419		6,932,854		6,778,463		(502,373)

		1		A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		A52400 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		7,210,480		7,210,480		0		0		0		435,862		435,862		1,081,680		1,895,523		3,226,001		6,774,618

		1		A52450		その他の金融資産(非流動)		A52450 その他の金融資産(非流動)		4,205,558		4,205,558		0		0		0		4,255,701		4,255,701		4,067,332		4,363,718		4,436,562		(50,143)

		1		A52451		他金融資産(非流動)(連結)		A52451 他金融資産(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52452		他金融資産(非流動)(一般)		A52452 他金融資産(非流動)(一般)		4,205,558		4,205,558		0		0		0		4,255,701		4,255,701		4,067,332		4,363,718		4,436,562		(50,143)

		1		A52500		その他資産(非流動)		A52500 その他資産(非流動)		701,991		701,991		0		0		0		792,844		792,844		839,607		964,907		4,705,877		(90,853)

		1		A52501		その他資産(非流動)(連結)		A52501 その他資産(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		A52502		その他資産(非流動)(一般)		A52502 その他資産(非流動)(一般)		701,991		701,991		0		0		0		792,844		792,844		839,607		964,907		4,705,877		(90,853)

		1		A52550		長期固定化債権		A52550 長期固定化債権		757,138		757,138		0		0		0		859,398		859,398		828,551		848,593		814,800		(102,260)

		1		A52600		長期定期預金		A52600 長期定期預金		0		0		0		0		0		10,292		10,292		7,558		922		255		(10,292)

		1		A52700		<その他の非流動資産合計>		A52700 <その他の非流動資産合計>		116,578,286		116,578,286		0		0		0		125,664,132		125,664,132		118,841,208		120,060,277		114,442,173		(9,085,846)

		1		A59000		<非流動資産合計>		A59000 <非流動資産合計>		487,213,773		487,213,773		0		0		0		443,822,226		443,822,226		464,856,966		471,960,337		480,154,888		43,391,547

		1		A90000		<資産合計>		A90000 <資産合計>		938,489,402		938,489,402		0		0		0		982,421,993		982,421,993		988,521,504		993,038,123		976,370,899		(43,932,591)

		1		B11100		営業債務		B11100 営業債務		87,541,751		87,541,751		0		0		0		94,061,539		94,061,539		100,271,888		102,950,336		92,686,285		(6,519,788)

		1		B11101		営業債務（連結）		B11101 営業債務（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11102		営業債務（一般）		B11102 営業債務（一般）		87,541,751		87,541,751		0		0		0		94,061,539		94,061,539		100,271,888		102,950,336		92,686,285		(6,519,788)

		1		B11200		設備関連債務		B11200 設備関連債務		5,065,373		5,065,373		0		0		0		4,487,276		4,487,276		4,379,855		4,585,818		7,467,745		578,097

		1		B11201		設備関連債務（連結）		B11201 設備関連債務（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11202		設備関連債務（一般）		B11202 設備関連債務（一般）		5,065,373		5,065,373		0		0		0		4,487,276		4,487,276		4,379,855		4,585,818		7,467,745		578,097

		1		B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		B11300 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,593,881		2,593,881		0		0		0		2,612,908		2,612,908		2,322,631		2,212,626		2,726,201		(19,027)

		1		B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		B11301 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		B11302 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,593,881		2,593,881		0		0		0		2,612,908		2,612,908		2,322,631		2,212,626		2,726,201		(19,027)

		1		B11400		短期借入金		B11400 短期借入金		25,629,514		25,629,514		0		0		0		19,939,285		19,939,285		23,079,909		55,389,870		15,896,060		5,690,229

		1		B11401		短期借入金（連結）		B11401 短期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11402		短期借入金（一般）		B11402 短期借入金（一般）		25,629,514		25,629,514		0		0		0		19,939,285		19,939,285		23,079,909		55,389,870		15,896,060		5,690,229

		1		B11450		短期借入金（NP）		B11450 短期借入金（NP）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11500		一年内長期借入金		B11500 一年内長期借入金		4,244,777		4,244,777		0		0		0		5,001,080		5,001,080		5,001,942		4,001,974		4,001,924		(756,303)

		1		B11501		一年内長期借入金（連結）		B11501 一年内長期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11502		一年内長期借入金（一般）		B11502 一年内長期借入金（一般）		4,244,777		4,244,777		0		0		0		5,001,080		5,001,080		5,001,942		4,001,974		4,001,924		(756,303)

		1		B11600		社債(流動)		B11600 社債(流動)		20,000,000		20,000,000		0		0		0		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		0

		1		B11700		未払金		B11700 未払金		52,368,779		52,368,779		0		0		0		66,561,689		66,561,689		66,154,283		66,319,733		62,297,116		(14,192,910)

		1		B11701		未払金（連結）		B11701 未払金（連結）		(15)		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		(15)

		1		B11702		未払金（一般）		B11702 未払金（一般）		52,368,794		52,368,794		0		0		0		66,561,689		66,561,689		66,154,283		66,319,733		62,297,116		(14,192,895)

		1		B11800		未払利息		B11800 未払利息		269,873		269,873		0		0		0		254,905		254,905		402,645		182,238		392,358		14,968

		1		B11801		未払利息（連結）		B11801 未払利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11802		未払利息（一般）		B11802 未払利息（一般）		269,873		269,873		0		0		0		254,905		254,905		402,645		182,238		392,358		14,968

		1		B11900		未払配当金		B11900 未払配当金		221,696		221,696		0		0		0		166,595		166,595		62,735		212,859		64,430		55,101

		1		B11901		未払配当金（連結）		B11901 未払配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B11902		未払配当金（一般）		B11902 未払配当金（一般）		221,696		221,696		0		0		0		166,595		166,595		62,735		212,859		64,430		55,101

		1		B12000		未払法人所得税		B12000 未払法人所得税		2,725,802		2,725,802		0		0		0		4,475,102		4,475,102		4,999,061		4,157,592		2,732,795		(1,749,300)

		1		B12010		[連税]未払法人所得税		B12010 [連税]未払法人所得税		92,827		92,827		0		0		0		(148,208)		(148,208)		(120)		(121)		584,528		241,035

		1		B12011		[連税]未払法税(連結)		B12011 [連税]未払法税(連結)		(29,639)		(29,639)		0		0		0		0		0		(120)		(121)		(410,380)		(29,639)

		1		B12012		[連税]未払法税(一般)		B12012 [連税]未払法税(一般)		122,466		122,466		0		0		0		(148,208)		(148,208)		0		0		994,908		270,674

		1		B12100		未払税金		B12100 未払税金		5,788,855		5,788,855		0		0		0		5,696,781		5,696,781		5,668,850		4,529,142		5,330,205		92,074

		1		B12110		[連結納税]未払税金		B12110 [連結納税]未払税金		1,853		1,853		0		0		0		105,892		105,892		0		886,212		1,106,670		(104,039)

		1		B12200		前受金		B12200 前受金		6,440,650		6,440,650		0		0		0		3,542,806		3,542,806		5,335,866		5,160,804		6,604,013		2,897,844

		1		B12201		前受金（連結）		B12201 前受金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B12202		前受金（一般）		B12202 前受金（一般）		6,440,650		6,440,650		0		0		0		3,542,806		3,542,806		5,335,866		5,160,804		6,604,013		2,897,844

		1		B12300		預り金		B12300 預り金		3,963,975		3,963,975		0		0		0		4,247,863		4,247,863		1,145,061		3,022,600		1,052,319		(283,888)

		1		B12400		有給休暇引当金		B12400 有給休暇引当金		4,412,867		4,412,867		0		0		0		5,959,973		5,959,973		5,345,786		4,285,025		4,796,133		(1,547,106)

		1		B12450		事業業績連動賞与引当金		B12450 事業業績連動賞与引当金		6,387,778		6,387,778		0		0		0		6,917,623		6,917,623		12,439,418		7,031,560		12,883,809		(529,845)

		1		B12470		従業員給付引当金(流動)		B12470 従業員給付引当金(流動)		1,286,536		1,286,536		0		0		0		0		0		0		1,453,061		1,404,727		1,286,536

		1		B12500		製品保証引当金		B12500 製品保証引当金		1,376,084		1,376,084		0		0		0		1,731,046		1,731,046		1,483,168		1,425,542		1,469,769		(354,962)

		1		B12600		事業構造改善引当金		B12600 事業構造改善引当金		1,688,289		1,688,289		0		0		0		1,294,335		1,294,335		1,185,929		930,859		2,608,768		393,954

		1		B12700		その他引当金(流動)		B12700 その他引当金(流動)		2,333,240		2,333,240		0		0		0		2,362,148		2,362,148		2,330,089		2,342,269		2,579,451		(28,908)

		1		B12800		資産除去債務(流動)		B12800 資産除去債務(流動)		56,090		56,090		0		0		0		46,991		46,991		46,710		40,915		163,585		9,099

		1		B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		B12900 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		3,029		3,029		0		0		0		781,141		781,141		86,189		99,710		142,098		(778,112)

		1		B12950		その他の金融負債(流動)		B12950 その他の金融負債(流動)		48,420		48,420		0		0		0		38,800		38,800		68,768		68,896		58,800		9,620

		1		B12951		他金融負債(流動)(連結)		B12951 他金融負債(流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B12952		他金融負債(流動)(一般)		B12952 他金融負債(流動)(一般)		48,420		48,420		0		0		0		38,800		38,800		68,768		68,896		58,800		9,620

		1		B13000		その他負債(流動)		B13000 その他負債(流動)		3,881,949		3,881,949		0		0		0		6,443,906		6,443,906		5,548,077		5,088,209		6,200,141		(2,561,957)

		1		B13001		その他負債(流動)（連結）		B13001 その他負債(流動)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B13002		その他負債(流動)（一般）		B13002 その他負債(流動)（一般）		3,881,949		3,881,949		0		0		0		6,443,906		6,443,906		5,548,077		5,088,209		6,200,141		(2,561,957)

		1		B13100		売却目的処分グループ負債		B13100 売却目的処分グループ負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B13200		繰延収益/収入(流動)		B13200 繰延収益/収入(流動)		1,487		1,487		0		0		0		1,784		1,784		1,755		1,713		1,660		(297)

		1		B19000		<流動負債合計>		B19000 <流動負債合計>		238,425,374		238,425,374		0		0		0		256,583,255		256,583,255		267,360,506		296,379,423		255,251,604		(18,157,881)

		1		B19100		他流動負債（換算差異）		B19100 他流動負債（換算差異）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B19200		四捨五入差額調整		B19200 四捨五入差額調整		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B19300		バランス調整勘定		B19300 バランス調整勘定		(1)		(1)		0		0		0		(5)		(5)		11		(19)		14		4

		1		B21100		社債(非流動)		B21100 社債(非流動)		30,000,000		30,000,000		0		0		0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		30,000,000		30,000,000		(20,000,000)

		1		B21200		長期借入金		B21200 長期借入金		98,934,530		98,934,530		0		0		0		58,870,773		58,870,773		58,774,429		54,760,316		91,113,024		40,063,757

		1		B21201		長期借入金（連結）		B21201 長期借入金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B21202		長期借入金（一般）		B21202 長期借入金（一般）		98,934,530		98,934,530		0		0		0		58,870,773		58,870,773		58,774,429		54,760,316		91,113,024		40,063,757

		1		B21300		退職給付引当金		B21300 退職給付引当金		67,489,454		67,489,454		0		0		0		63,152,556		63,152,556		63,304,538		63,415,357		67,913,887		4,336,898

		1		B21400		従業員給付引当金(非流動)		B21400 従業員給付引当金(非流動)		121,310		121,310		0		0		0		164,166		164,166		251,142		160,820		159,300		(42,856)

		1		B21500		その他引当金(非流動)		B21500 その他引当金(非流動)		307,531		307,531		0		0		0		324,267		324,267		315,190		307,960		286,085		(16,736)

		1		B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		B21700 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		4,238,016		0		0		0		3,368,845		3,368,845		2,891,212		2,805,649		4,540,712		869,171

		1		B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		B21701 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		B21702 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,238,016		4,238,016		0		0		0		3,368,845		3,368,845		2,891,212		2,805,649		4,540,712		869,171

		1		B21800		資産除去債務(非流動)		B21800 資産除去債務(非流動)		927,343		927,343		0		0		0		989,642		989,642		1,034,345		926,145		941,831		(62,299)

		1		B21900		持分法適用に伴う負債		B21900 持分法適用に伴う負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22000		繰延税金負債		B22000 繰延税金負債		4,548,487		4,548,487		0		0		0		3,340,322		3,340,322		3,061,652		3,306,328		3,443,683		1,208,165

		1		B22010		[連税]繰延税金負債		B22010 [連税]繰延税金負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22100		繰延税金負債(評価差額)		B22100 繰延税金負債(評価差額)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		B22200 繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		B22300 繰延税金負債(DB数理計算)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22320		繰延税金負債(為調)		B22320 繰延税金負債(為調)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22350		<繰延税金負債合計>		B22350 <繰延税金負債合計>		4,548,487		4,548,487		0		0		0		3,340,322		3,340,322		3,061,652		3,306,328		3,443,683		1,208,165

		1		B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		B22400 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		6,225,136		6,225,136		0		0		0		509,445		509,445		700,526		913,038		3,611,987		5,715,691

		1		B22450		その他の金融負債(非流動)		B22450 その他の金融負債(非流動)		0		0		0		0		0		3,233		3,233		3,724		0		0		(3,233)

		1		B22451		他金融負債(非流動)(連結)		B22451 他金融負債(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22452		他金融負債(非流動)(一般)		B22452 他金融負債(非流動)(一般)		0		0		0		0		0		3,233		3,233		3,724		0		0		(3,233)

		1		B22500		その他負債(非流動)		B22500 その他負債(非流動)		3,897,336		3,897,336		0		0		0		4,095,006		4,095,006		3,558,037		4,106,799		4,122,345		(197,670)

		1		B22501		その他負債(非流動)(連結)		B22501 その他負債(非流動)(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B22502		その他負債(非流動)(一般)		B22502 その他負債(非流動)(一般)		3,897,336		3,897,336		0		0		0		4,095,006		4,095,006		3,558,037		4,106,799		4,122,345		(197,670)

		1		B22700		繰延収益/収入(非流動)		B22700 繰延収益/収入(非流動)		4,004		4,004		0		0		0		6,587		6,587		6,074		5,534		4,980		(2,583)

		1		B28999		複数セグ調整-借入相当額		B28999 複数セグ調整-借入相当額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B29000		<非流動負債合計>		B29000 <非流動負債合計>		216,693,147		216,693,147		0		0		0		184,824,842		184,824,842		183,900,869		160,707,946		206,137,834

		1		B81000		修正仕訳振替勘定		B81000 修正仕訳振替勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B82000		仕訳変換バランス勘定		B82000 仕訳変換バランス勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B83000		セグメント調整勘定		B83000 セグメント調整勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		B90000		<負債合計>		B90000 <負債合計>		455,118,521		455,118,521		0		0		0		441,408,097		441,408,097		451,261,375		457,087,369		461,389,438		13,710,424

		1		C11000		資本金		C11000 資本金		37,519,344		37,519,344		0		0		0		37,519,344		37,519,344		37,519,344		37,519,344		37,519,344		0

		1		C12000		資本剰余金		C12000 資本剰余金		203,397,933		203,397,933		0		0		0		203,397,934		203,397,934		203,397,934		203,397,934		203,397,933		(1)

		1		C13000		利益剰余金		C13000 利益剰余金		257,231,928		257,231,928		0		0		0		247,709,245		247,709,245		258,441,519		260,156,408		258,562,733		9,522,683

		1		C14000		自己株式(△)		C14000 自己株式(△)		(9,313,670)		(9,313,670)		0		0		0		(6,421,164)		(6,421,164)		(9,565,922)		(9,510,475)		(9,408,754)		(2,892,506)

		1		C21000		投資有価証券評価差額金		C21000 投資有価証券評価差額金		3,591,363		3,591,363		0		0		0		9,356,847		9,356,847		6,456,870		7,244,782		4,391,370		(5,765,484)

		1		C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		C22000 キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		(674,136)		0		0		0		(478,579)		(478,579)		(79,640)		(21,330)		(1,067,218)		(195,557)

		1		C23000		為替換算調整勘定		C23000 為替換算調整勘定		(11,375,189)		(11,375,189)		0		0		0		48,095,875		48,095,875		39,218,989		35,446,801		19,872,928		(59,471,064)

		1		C24000		確定給付数理計算差異		C24000 確定給付数理計算差異		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C25000		持分会社におけるOCI持分		C25000 持分会社におけるOCI持分		(6,664)		(6,664)		0		0		0		300		300		4,312		4,312		7,071		(6,964)

		1		C27000		土地再評価差額金		C27000 土地再評価差額金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C28000		評価差額		C28000 評価差額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C30000		新株予約権		C30000 新株予約権		954,726		954,726		0		0		0		1,034,845		1,034,845		1,026,077		1,033,686		1,009,615		(80,119)

		1		C39000		<その他の資本の構成要素>		C39000 <その他の資本の構成要素>		(8,464,626)		(8,464,626)		0		0		0		56,974,443		56,974,443		45,600,531		42,674,565		23,204,151		(65,439,069)

		1		C40000		<当社株主に帰属する持分>		C40000 <当社株主に帰属する持分>		481,325,635		481,325,635		0		0		0		540,214,647		540,214,647		536,419,483		535,271,462		514,285,022		(58,889,012)

		1		C50000		非支配持分		C50000 非支配持分		2,045,246		2,045,246		0		0		0		799,249		799,249		840,646		679,292		696,439		1,245,997

		1		C89999		グループ内株主持分		C89999 グループ内株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		C90000		<資本合計>		C90000 <資本合計>		483,370,881		483,370,881		0		0		0		541,013,896		541,013,896		537,260,129		535,950,754		514,981,461		(57,643,015)

		1		C99000		<負債 資本合計>		C99000 <負債 資本合計>		938,489,402		938,489,402		0		0		0		982,421,993		982,421,993		988,521,504		993,038,123		976,370,899		(43,932,591)

		1		M26100		調整前期中平均株式数		M26100 調整前期中平均株式数		495,504,394		495,504,394		0		0		0		499,947,567		499,947,567		497,650,367		496,896,262		496,536,936		(4,443,173)

		1		M26110		潜在調整後期中平均株式数		M26110 潜在調整後期中平均株式数		496,859,549		496,859,549		0		0		0		501,378,702		501,378,702		499,090,346		498,345,769		497,975,456		(4,519,153)

		1		M26120		期末自己株式数		M26120 期末自己株式数		495,547,803		495,547,803		0		0		0		497,476,588		497,476,588		495,355,332		495,397,727		495,475,344		(1,928,785)

		1		M26130		(単期)期中平均株		M26130 (単期)期中平均株		495,504,394		495,504,394		0		0		0		499,947,567		499,947,567		495,353,167		495,388,054		495,458,956		(4,443,173)

		1		M26140		(単期)調整後期中平均株		M26140 (単期)調整後期中平均株		496,859,549		496,859,549		0		0		0		501,378,702		501,378,702		496,801,891		496,907,954		496,864,265		(4,519,153)

		1		D11100		利益剰余金期首残高		D11100 利益剰余金期首残高		258,562,731		258,562,731		0		0		0		251,323,383		251,323,383		241,804,774		252,537,059		254,251,931		7,239,348

		1		D11200		利益剰余金期首調整		D11200 利益剰余金期首調整		0		0		0		0		0		(1)		(1)		0		0		0		1

		1		D11300		自発的な会計方針の変更		D11300 自発的な会計方針の変更		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11400		過去の誤謬の訂正		D11400 過去の誤謬の訂正		0		0		0		0		0		5,904,470		5,904,470		5,904,470		5,904,470		5,904,470		(5,904,470)

		1		D11500		当期純利益-S/S		D11500 当期純利益-S/S		6,109,893		6,109,893		0		0		0		6,592,872		6,592,872		10,737,476		9,162,164		5,480,919		(482,979)

		1		D11600		合併売却等による増減高		D11600 合併売却等による増減高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11700		増資/減資による増減高		D11700 増資/減資による増減高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11800		資本組入による減少高		D11800 資本組入による減少高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D11900		配当金による減少高		D11900 配当金による減少高		(7,432,131)		(7,432,131)		0		0		0		(5,018,632)		(5,018,632)		0		(7,430,331)		0		(2,413,499)

		1		D12000		自己株処分差損による減少		D12000 自己株処分差損による減少		(11,711)		(11,711)		0		0		0		(2,259)		(2,259)		(16,090)		(31,247)		(43,076)		(9,452)

		1		D12100		自己株消却による減少高		D12100 自己株消却による減少高		0		0		0		0		0		(11,086,830)		(11,086,830)		0		0		0		11,086,830

		1		D12200		その他の振替高		D12200 その他の振替高		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12300		土地再評価差額取崩		D12300 土地再評価差額取崩		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12400		セグメント損益調整勘定		D12400 セグメント損益調整勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		D12500		確定給付の数理差異		D12500 確定給付の数理差異		0		0		0		0		0		(1,829)		(1,829)		130,677		2,526		(7,106,221)		1,829

		1		D12600		OCIからREへの振替		D12600 OCIからREへの振替		3,146		3,146		0		0		0		(1,929)		(1,929)		(119,788)		11,767		74,710		5,075

		1		E11100		売上高		E11100 売上高		229,131,904		229,131,904		0		0		0		248,643,358		248,643,358		258,601,652		255,081,586		269,413,854		(19,511,454)

		1		E11101		売上高（連結）		E11101 売上高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E11102		売上高（一般）		E11102 売上高（一般）		229,131,904		229,131,904		0		0		0		248,643,358		248,643,358		258,601,652		255,081,586		269,413,854		(19,511,454)

		1		E11200		製品製造原価		E11200 製品製造原価		51,508,594		51,508,594		0		0		0		58,031,591		58,031,591		63,306,177		60,359,379		56,544,146		(6,522,997)

		1		E11300		商品仕入高		E11300 商品仕入高		46,820,364		46,820,364		0		0		0		48,041,587		48,041,587		52,484,996		51,836,621		60,272,482		(1,221,223)

		1		E11301		商品仕入高（連結）		E11301 商品仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E11302		商品仕入高（一般）		E11302 商品仕入高（一般）		46,820,364		46,820,364		0		0		0		48,041,587		48,041,587		52,484,996		51,836,621		60,272,482		(1,221,223)

		1		E11310		売上原価-内取		E11310 売上原価-内取		(2,467,546)		(2,467,546)		0		0		0		0		0		(596,069)		(3,061,651)		(4,515,860)		(2,467,546)

		1		E11400		期首期末製商品たな卸差等		E11400 期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(3,691,278)		0		0		0		(1,511,703)		(1,511,703)		(6,490,591)		(397,585)		10,358,215		(2,179,575)

		1		E11500		<製品商品売上原価計>		E11500 <製品商品売上原価計>		94,637,680		94,637,680		0		0		0		104,561,475		104,561,475		109,300,582		111,798,415		127,174,843		(9,923,795)

		1		E11600		サービス原価		E11600 サービス原価		23,225,954		23,225,954		0		0		0		24,995,168		24,995,168		25,783,929		26,018,091		25,135,844		(1,769,214)

		1		E11700		<売上原価計>		E11700 <売上原価計>		114,836,701		114,836,701		0		0		0		128,907,849		128,907,849		134,115,789		132,355,713		140,846,962		(14,071,148)

		1		E19000		<売上総利益>		E19000 <売上総利益>		114,295,203		114,295,203		0		0		0		119,735,509		119,735,509		124,485,863		122,725,873		128,566,892		(5,440,306)

		1		E22100		販売諸費		E22100 販売諸費		3,962,620		3,962,620		0		0		0		3,898,974		3,898,974		3,510,587		3,572,193		3,487,198		63,646

		1		E22101		販売諸費（連結）		E22101 販売諸費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22102		販売諸費（一般）		E22102 販売諸費（一般）		3,962,620		3,962,620		0		0		0		3,898,974		3,898,974		3,510,587		3,572,193		3,487,198		63,646

		1		E22200		広告宣伝費		E22200 広告宣伝費		2,618,564		2,618,564		0		0		0		2,675,640		2,675,640		2,922,008		2,464,515		2,110,977		(57,076)

		1		E22201		広告宣伝費（連結）		E22201 広告宣伝費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22202		広告宣伝費（一般）		E22202 広告宣伝費（一般）		2,618,564		2,618,564		0		0		0		2,675,640		2,675,640		2,922,008		2,464,515		2,110,977		(57,076)

		1		E22300		物流費		E22300 物流費		5,559,290		5,559,290		0		0		0		5,806,209		5,806,209		6,007,602		5,989,086		6,240,974		(246,919)

		1		E22301		物流費（連結）		E22301 物流費（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E22302		物流費（一般）		E22302 物流費（一般）		5,559,290		5,559,290		0		0		0		5,806,209		5,806,209		6,007,602		5,989,086		6,240,974		(246,919)

		1		E22900		<販売変動費計>		E22900 <販売変動費計>		12,140,474		12,140,474		0		0		0		12,380,823		12,380,823		12,440,197		12,025,794		11,839,149		(240,349)

		1		E23100		給与その他労務費(SGA)		E23100 給与その他労務費(SGA)		42,443,391		42,443,391		0		0		0		43,092,225		43,092,225		43,353,831		49,284,677		43,861,973		(648,834)

		1		E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		E23200 従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		230,649		0		0		0		133,537		133,537		211,514		228,902		233,977		97,112

		1		E23300		退職給付費用(SGA)		E23300 退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,416,068		0		0		0		1,395,260		1,395,260		1,437,275		1,372,709		540,308		20,808

		1		E23400		業務委託労務費(SGA)		E23400 業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,044,027		0		0		0		1,017,384		1,017,384		992,311		1,106,342		1,130,686		26,643

		1		E23401		業務委託労務費(SGA（連結		E23401 業務委託労務費(SGA（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E23402		業務委託労務費(SGA（一般		E23402 業務委託労務費(SGA（一般		1,044,027		1,044,027		0		0		0		1,017,384		1,017,384		992,311		1,106,342		1,130,686		26,643

		1		E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		E23500 業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		2,781,447		0		0		0		3,114,054		3,114,054		2,984,837		(2,000,029)		3,182,709		(332,607)

		1		E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		E23600 有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		356,950		0		0		0		262,611		262,611		(217,099)		339,180		272,599		94,339

		1		E23900		<労務費(SGA)計>		E23900 <労務費(SGA)計>		48,272,532		48,272,532		0		0		0		49,015,071		49,015,071		48,762,669		50,331,781		49,222,252		(742,539)

		1		E24100		旅費交通費(SGA)		E24100 旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,199,426		0		0		0		3,489,610		3,489,610		3,284,633		3,460,687		3,246,142		(290,184)

		1		E24200		租税公課(SGA)		E24200 租税公課(SGA)		1,368,653		1,368,653		0		0		0		1,123,761		1,123,761		1,022,886		1,196,163		(96,833)		244,892

		1		E24210		[連税]租税公課(SGA)		E24210 [連税]租税公課(SGA)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,106,670		0

		1		E24300		減価償却費(SGA)		E24300 減価償却費(SGA)		2,654,356		2,654,356		0		0		0		2,869,569		2,869,569		2,933,512		2,590,533		2,828,823		(215,213)

		1		E24400		償却費(SGA)		E24400 償却費(SGA)		3,473,285		3,473,285		0		0		0		3,215,730		3,215,730		2,943,831		3,357,938		3,471,929		257,555

		1		E24500		電力水道光熱費(SGA)		E24500 電力水道光熱費(SGA)		334,450		334,450		0		0		0		337,050		337,050		449,632		381,847		343,289		(2,600)

		1		E24700		修繕費(SGA)		E24700 修繕費(SGA)		679,556		679,556		0		0		0		792,822		792,822		714,460		709,738		840,591		(113,266)

		1		E24701		修繕費(SGA)（連結）		E24701 修繕費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E24702		修繕費(SGA)（一般）		E24702 修繕費(SGA)（一般）		679,556		679,556		0		0		0		792,822		792,822		714,460		709,738		840,591		(113,266)

		1		E24800		賃借料(SGA)		E24800 賃借料(SGA)		4,513,068		4,513,068		0		0		0		4,654,446		4,654,446		4,699,001		4,734,023		4,462,663		(141,378)

		1		E24801		賃借料(SGA)（連結）		E24801 賃借料(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E24802		賃借料(SGA)（一般）		E24802 賃借料(SGA)（一般）		4,513,068		4,513,068		0		0		0		4,654,446		4,654,446		4,699,001		4,734,023		4,462,663		(141,378)

		1		E24900		支手 業務委託(SGA)		E24900 支手 業務委託(SGA)		3,291,517		3,291,517		0		0		0		3,400,660		3,400,660		3,126,256		3,859,817		3,790,924		(109,143)

		1		E24901		支手 業務委託(SGA（連結		E24901 支手 業務委託(SGA（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		133		0		0

		1		E24902		支手 業務委託(SGA（一般		E24902 支手 業務委託(SGA（一般		3,291,517		3,291,517		0		0		0		3,400,660		3,400,660		3,126,256		3,859,684		3,790,924		(109,143)

		1		E25000		貸引繰戻(SGA)		E25000 貸引繰戻(SGA)		96,134		96,134		0		0		0		363,184		363,184		448,121		213,393		121,102		(267,050)

		1		E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		E25001 貸引繰戻(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0

		1		E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		E25002 貸引繰戻(SGA)（一般）		96,134		96,134		0		0		0		363,184		363,184		448,121		213,393		121,103		(267,050)

		1		E25100		製品保証関連費用		E25100 製品保証関連費用		8,523		8,523		0		0		0		12,643		12,643		5,946		12,924		19,904		(4,120)

		1		E25200		研究開発費		E25200 研究開発費		18,253,189		18,253,189		0		0		0		19,256,488		19,256,488		18,841,574		18,708,163		19,486,447		(1,003,299)

		1		E25300		間接材料費(SGA)		E25300 間接材料費(SGA)		105,009		105,009		0		0		0		53,349		53,349		86,537		87,420		123,159		51,660

		1		E25301		間接材料費(SGA)（連結）		E25301 間接材料費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E25302		間接材料費(SGA)（一般）		E25302 間接材料費(SGA)（一般）		105,009		105,009		0		0		0		53,349		53,349		86,537		87,420		123,159		51,660

		1		E25400		その他経費(SGA)		E25400 その他経費(SGA)		5,933,291		5,933,291		0		0		0		5,744,057		5,744,057		6,721,147		6,312,345		5,770,174		189,234

		1		E25401		その他経費(SGA)（連結）		E25401 その他経費(SGA)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E25402		その他経費(SGA)（一般）		E25402 その他経費(SGA)（一般）		5,933,291		5,933,291		0		0		0		5,744,057		5,744,057		6,721,147		6,312,345		5,770,174		189,234

		1		E25900		<経費(SGA)計>		E25900 <経費(SGA)計>		43,910,457		43,910,457		0		0		0		45,313,369		45,313,369		45,277,536		45,624,991		45,514,984		(1,402,912)

		1		E26100		受入・払出(SGA)		E26100 受入・払出(SGA)		1,036,585		1,036,585		0		0		0		423,386		423,386		672,761		469,162		578,004		613,199

		1		E26900		<販売費 一般管理費計>		E26900 <販売費 一般管理費計>		105,360,048		105,360,048		0		0		0		107,132,649		107,132,649		107,153,163		108,451,728		107,154,389		(1,772,601)

		1		E29999		<事業貢献利益>		E29999 <事業貢献利益>		8,935,155		8,935,155		0		0		0		12,602,860		12,602,860		17,332,700		14,274,145		21,412,503		(3,667,705)

		1		E31100		固定資産賃貸料収入		E31100 固定資産賃貸料収入		30,857		30,857		0		0		0		31,486		31,486		32,344		28,859		36,916		(629)

		1		E31101		固定資産賃貸料収入（連結		E31101 固定資産賃貸料収入（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31102		固定資産賃貸料収入（一般		E31102 固定資産賃貸料収入（一般		30,857		30,857		0		0		0		31,486		31,486		32,344		28,859		36,916		(629)

		1		E31200		受取手数料		E31200 受取手数料		4,857		4,857		0		0		0		5,462		5,462		(471)		5,806		1,350		(605)

		1		E31201		受取手数料（連結）		E31201 受取手数料（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31202		受取手数料（一般）		E31202 受取手数料（一般）		4,857		4,857		0		0		0		5,462		5,462		(471)		5,806		1,350		(605)

		1		E31300		特許権実施料収入		E31300 特許権実施料収入		8,995		8,995		0		0		0		12,360		12,360		8,486		5,300		48,087		(3,365)

		1		E31301		特許権実施料収入（連結）		E31301 特許権実施料収入（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31302		特許権実施料収入（一般）		E31302 特許権実施料収入（一般）		8,995		8,995		0		0		0		12,360		12,360		8,486		5,300		48,087		(3,365)

		1		E31400		負ののれん収益		E31400 負ののれん収益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31500		有形売却益		E31500 有形売却益		53,237		53,237		0		0		0		171,214		171,214		3,134,332		505,573		340,349		(117,977)

		1		E31600		無形資産売却益		E31600 無形資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31700		有形減損戻入益		E31700 有形減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31800		投資不動産減損戻入益		E31800 投資不動産減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E31900		無形資産減損戻入益		E31900 無形資産減損戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32000		貸引戻入益 (他収益)		E32000 貸引戻入益 (他収益)		198		198		0		0		0		4,652		4,652		3,001		13,418		28,647		(4,454)

		1		E32100		子会社株式・出資売却益		E32100 子会社株式・出資売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32200		関連会社株式・出資売却益		E32200 関連会社株式・出資売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32300		グループ業務委託料収入		E32300 グループ業務委託料収入		11,931		11,931		0		0		0		6,240		6,240		(445)		2,237		1,708		5,691

		1		E32400		その他収益		E32400 その他収益		1,209,349		1,209,349		0		0		0		510,668		510,668		1,056,392		439,214		1,353,656		698,681

		1		E32401		その他収益（連結）		E32401 その他収益（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E32402		その他収益（一般）		E32402 その他収益（一般）		1,209,349		1,209,349		0		0		0		510,668		510,668		1,056,392		439,214		1,353,656		698,681

		1		E32500		<その他の収益計>		E32500 <その他の収益計>		1,319,424		1,319,424		0		0		0		742,082		742,082		4,233,639		1,000,407		1,810,713		577,342

		1		E41100		貸引繰入 (他費用)		E41100 貸引繰入 (他費用)		4,342		4,342		0		0		0		8,124		8,124		4,144		72,066		124		(3,782)

		1		E41200		賃貸資産償却費		E41200 賃貸資産償却費		35,167		35,167		0		0		0		23,450		23,450		21,166		33,454		16,932		11,717

		1		E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		E41300 賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		8,517		0		0		0		10,411		10,411		10,466		12,770		11,443		(1,894)

		1		E41400		投資不動産償却費		E41400 投資不動産償却費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E41500		有形売却損		E41500 有形売却損		16,080		16,080		0		0		0		57,767		57,767		21,074		21,081		162,640		(41,687)

		1		E41600		有形除却損		E41600 有形除却損		95,628		95,628		0		0		0		223,732		223,732		715,666		118,110		502,014		(128,104)

		1		E41700		無形資産売却損		E41700 無形資産売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E41800		無形資産除却損		E41800 無形資産除却損		4,142		4,142		0		0		0		0		0		0		0		0		4,142

		1		E41900		有形減損		E41900 有形減損		375		375		0		0		0		2,543		2,543		8,482		169		40,176		(2,168)

		1		E42000		投資不動産減損		E42000 投資不動産減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42100		無形資産(のれん除く)減損		E42100 無形資産(のれん除く)減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42200		のれん減損		E42200 のれん減損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42300		子会社株式・出資売却損		E42300 子会社株式・出資売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42400		子会社株式・出資減損損失		E42400 子会社株式・出資減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42500		関連会社株式・出資売却損		E42500 関連会社株式・出資売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42600		関連会社株・出資減損損失		E42600 関連会社株・出資減損損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42700		その他費用		E42700 その他費用		1,317,565		1,317,565		0		0		0		2,996,839		2,996,839		2,596,993		1,638,692		4,008,565		(1,679,274)

		1		E42701		その他費用（連結）		E42701 その他費用（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E42702		その他費用（一般）		E42702 その他費用（一般）		1,317,565		1,317,565		0		0		0		2,996,839		2,996,839		2,596,993		1,638,692		4,008,565		(1,679,274)

		1		E42800		<その他の費用計>		E42800 <その他の費用計>		1,481,816		1,481,816		0		0		0		3,322,866		3,322,866		3,377,991		1,896,342		4,741,894		(1,841,050)

		1		E49000		<営業利益>		E49000 <営業利益>		8,772,763		8,772,763		0		0		0		10,022,076		10,022,076		18,188,348		13,378,210		18,481,322		(1,249,313)

		1		E51100		受取利息		E51100 受取利息		413,083		413,083		0		0		0		395,472		395,472		382,687		326,928		269,149		17,611

		1		E51101		受取利息（連結）		E51101 受取利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51102		受取利息（一般）		E51102 受取利息（一般）		413,083		413,083		0		0		0		395,472		395,472		382,687		326,928		269,149		17,611

		1		E51103		受取利息（RBS(CMS)）		E51103 受取利息（RBS(CMS)）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51200		受取配当金		E51200 受取配当金		274,088		274,088		0		0		0		288,829		288,829		22,483		210,974		22,826		(14,741)

		1		E51201		受取配当金（連結）		E51201 受取配当金（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51202		受取配当金（一般）		E51202 受取配当金（一般）		274,088		274,088		0		0		0		288,829		288,829		22,483		210,974		22,826		(14,741)

		1		E51300		為替差益		E51300 為替差益		0		0		0		0		0		300,635		300,635		0		0		0		(300,635)

		1		E51400		有価証券売却益		E51400 有価証券売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51500		有価証券評価益		E51500 有価証券評価益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E51600		その他資産評価売却益		E51600 その他資産評価売却益		36,291		36,291		0		0		0		29,914		29,914		(22,592)		(1,001)		229,585		6,377

		1		E51700		減損戻入益(貸付金)		E51700 減損戻入益(貸付金)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E59000		<金融収益計>		E59000 <金融収益計>		723,462		723,462		0		0		0		1,014,850		1,014,850		382,578		536,901		521,560		(291,388)

		1		E61100		支払利息		E61100 支払利息		466,745		466,745		0		0		0		402,145		402,145		546,072		366,535		331,122		64,600

		1		E61101		支払利息（連結）		E61101 支払利息（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E61102		支払利息（一般）		E61102 支払利息（一般）		450,053		450,053		0		0		0		389,606		389,606		541,805		347,717		307,954		60,447

		1		E61103		支払利息（RBS(CMS)）		E61103 支払利息（RBS(CMS)）		16,692		16,692		0		0		0		12,539		12,539		4,267		18,818		23,168		4,153

		1		E61200		社債利息		E61200 社債利息		99,500		99,500		0		0		0		129,950		129,950		129,950		119,800		99,500		(30,450)

		1		E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		E61300 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		81,515		0		0		0		26,134		26,134		24,746		26,396		41,300		55,381

		1		E61400		為替差損		E61400 為替差損		315,927		315,927		0		0		0		0		0		828,044		195,632		938,457		315,927

		1		E61800		その他資産評価売却損		E61800 その他資産評価売却損		75,006		75,006		0		0		0		80,075		80,075		102,949		20,772		70,517		(5,069)

		1		E69000		<金融費用計>		E69000 <金融費用計>		1,038,693		1,038,693		0		0		0		638,304		638,304		1,631,761		729,135		1,480,896		400,389

		1		E79000		<金融損益>		E79000 <金融損益>		(315,231)		(315,231)		0		0		0		376,546		376,546		(1,249,183)		(192,234)		(959,336)		(691,777)

		1		E81100		持分法投資損益		E81100 持分法投資損益		(68,145)		(68,145)		0		0		0		(2,901)		(2,901)		3,393		232		(17,339)		(65,244)

		1		E81900		<税金等調整前当期純利益>		E81900 <税金等調整前当期純利益>		8,389,387		8,389,387		0		0		0		10,395,721		10,395,721		16,942,558		13,186,208		17,504,647		(2,006,334)

		1		E82100		当期税金費用(当年度)		E82100 当期税金費用(当年度)		2,172,522		2,172,522		0		0		0		3,488,269		3,488,269		2,913,297		1,805,898		(524,327)		(1,315,747)

		1		E82110		[連税]当期税金費用(当年)		E82110 [連税]当期税金費用(当年)		339,071		339,071		0		0		0		217,356		217,356		33,858		1,796,378		1,213,942		121,715

		1		E82200		当期税金費用(過年度)		E82200 当期税金費用(過年度)		(30,587)		(30,587)		0		0		0		3,831		3,831		(69,885)		13,935		63,287		(34,418)

		1		E82300		繰延税金費用		E82300 繰延税金費用		(127,090)		(127,090)		0		0		0		115,828		115,828		3,319,081		388,908		1,738,474		(242,918)

		1		E82310		[連税]繰延税金費用		E82310 [連税]繰延税金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,510,909		0

		1		E82900		<税金費用>		E82900 <税金費用>		2,353,916		2,353,916		0		0		0		3,825,284		3,825,284		6,196,351		4,005,119		12,002,285		(1,471,368)

		1		E83900		<継続事業にかかる純利益>		E83900 <継続事業にかかる純利益>		6,035,471		6,035,471		0		0		0		6,570,437		6,570,437		10,746,207		9,181,089		5,502,362		(534,966)

		1		E84100		非継続事業純損益(税後)		E84100 非継続事業純損益(税後)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		E89000		<当期利益>		E89000 <当期利益>		6,035,471		6,035,471		0		0		0		6,570,437		6,570,437		10,746,207		9,181,089		5,502,362		(534,966)

		1		E90000		非支配持分純利益		E90000 非支配持分純利益		(74,422)		(74,422)		0		0		0		(22,435)		(22,435)		8,731		18,925		21,443		(51,987)

		1		E95100		投資有価証券売却損益		E95100 投資有価証券売却損益		4,407		4,407		0		0		0		145,212		145,212		0		0		0		(140,805)

		1		E95300		投資有価証券減損損失		E95300 投資有価証券減損損失		0		0		0		0		0		0		0		176,837		(17,371)		(159,263)		0

		1		E95400		投資有価証券統合時時価		E95400 投資有価証券統合時時価		99		99		0		0		0		709		709		0		0		14,453		(610)

		1		E95500		投有に係る当期税金		E95500 投有に係る当期税金		1,360		1,360		0		0		0		48,006		48,006		(67)		4		(15,487)		(46,646)

		1		E95700		投有に係る繰延税金		E95700 投有に係る繰延税金		0		0		0		0		0		99,844		99,844		(56,982)		5,600		114,493		(99,844)

		1		E95900		RE振替(投資有価証券)		E95900 RE振替(投資有価証券)		(3,146)		(3,146)		0		0		0		1,929		1,929		119,788		(11,767)		(74,710)		(5,075)

		1		F20100		売上原価-償却費		F20100 売上原価-償却費		(755,245)		(755,245)		0		0		0		(833,263)		(833,263)		(824,982)		(810,443)		(772,977)		78,018

		1		F20200		売上原価-たな卸未実現		F20200 売上原価-たな卸未実現		195,858		195,858		0		0		0		184,469		184,469		452,329		(1,588,699)		(6,174,888)		11,389

		1		F21100		原材料仕入高		F21100 原材料仕入高		39,245,944		39,245,944		0		0		0		43,697,524		43,697,524		48,598,350		48,013,391		37,213,710		(4,451,580)

		1		F21101		原材料仕入高（連結）		F21101 原材料仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21102		原材料仕入高（一般）		F21102 原材料仕入高（一般）		39,245,944		39,245,944		0		0		0		43,697,524		43,697,524		48,598,350		48,013,391		37,213,710		(4,451,580)

		1		F21200		外注加工仕入高		F21200 外注加工仕入高		3,013,236		3,013,236		0		0		0		3,324,540		3,324,540		3,835,006		3,970,766		3,677,109		(311,304)

		1		F21201		外注加工仕入高（連結）		F21201 外注加工仕入高（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21202		外注加工仕入高（一般）		F21202 外注加工仕入高（一般）		3,013,236		3,013,236		0		0		0		3,324,540		3,324,540		3,835,006		3,970,766		3,677,109		(311,304)

		1		F21300		原材料有償支給高△		F21300 原材料有償支給高△		(3,130,541)		(3,130,541)		0		0		0		(2,967,055)		(2,967,055)		(3,776,433)		(3,669,827)		(2,930,419)		(163,486)

		1		F21301		原材料有償支給高△（連結		F21301 原材料有償支給高△（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F21302		原材料有償支給高△（一般		F21302 原材料有償支給高△（一般		(3,130,541)		(3,130,541)		0		0		0		(2,967,055)		(2,967,055)		(3,776,433)		(3,669,827)		(2,930,419)		(163,486)

		1		F21400		期首･期末原材料棚卸差等		F21400 期首･期末原材料棚卸差等		(1,025,582)		(1,025,582)		0		0		0		(567,259)		(567,259)		(540,903)		(3,313,687)		2,884,577		(458,323)

		1		F21900		<材料費計>		F21900 <材料費計>		38,103,057		38,103,057		0		0		0		43,487,750		43,487,750		48,116,020		45,000,643		40,844,977		(5,384,693)

		1		F23100		給与その他労務費(MC)		F23100 給与その他労務費(MC)		6,943,602		6,943,602		0		0		0		7,704,596		7,704,596		7,849,923		9,178,461		6,991,676		(760,994)

		1		F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		F23200 従業員給付引当繰入額(MC)		18,134		18,134		0		0		0		10,745		10,745		19,091		(24,743)		70,881		7,389

		1		F23300		退職給付費用(MC)		F23300 退職給付費用(MC)		282,849		282,849		0		0		0		278,372		278,372		281,824		277,769		313,702		4,477

		1		F23400		業務委託労務費(MC)		F23400 業務委託労務費(MC)		734,509		734,509		0		0		0		661,982		661,982		675,361		608,874		685,979		72,527

		1		F23401		業務委託労務費(MC)（連結		F23401 業務委託労務費(MC)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F23402		業務委託労務費(MC)（一般		F23402 業務委託労務費(MC)（一般		734,509		734,509		0		0		0		661,982		661,982		675,361		608,874		685,979		72,527

		1		F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		F23500 事業業績連動賞引繰入(MC)		823,420		823,420		0		0		0		950,213		950,213		940,163		(456,631)		973,254		(126,793)

		1		F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		F23600 有給休暇引当金繰入(MC)		4,227		4,227		0		0		0		(2,549)		(2,549)		1,141		1,215		6,865		6,776

		1		F23900		<労務費(MC)計>		F23900 <労務費(MC)計>		8,806,741		8,806,741		0		0		0		9,603,359		9,603,359		9,767,503		9,584,945		9,042,357		(796,618)

		1		F24100		旅費交通費(MC)		F24100 旅費交通費(MC)		116,595		116,595		0		0		0		162,774		162,774		162,272		169,589		116,407		(46,179)

		1		F24200		租税公課(MC)		F24200 租税公課(MC)		169,413		169,413		0		0		0		173,621		173,621		173,055		172,316		174,733		(4,208)

		1		F24300		減価償却費(MC)		F24300 減価償却費(MC)		3,285,883		3,285,883		0		0		0		3,216,678		3,216,678		3,299,086		3,214,755		3,388,203		69,205

		1		F24400		償却費(MC)		F24400 償却費(MC)		387,931		387,931		0		0		0		212,336		212,336		328,213		353,670		363,662		175,595

		1		F24500		電力水道光熱費(MC)		F24500 電力水道光熱費(MC)		1,740,111		1,740,111		0		0		0		2,391,414		2,391,414		2,155,117		1,907,058		1,678,062		(651,303)

		1		F24600		物流費(MC)		F24600 物流費(MC)		738,678		738,678		0		0		0		731,352		731,352		917,765		760,725		774,612		7,326

		1		F24601		物流費(MC)（連結）		F24601 物流費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24602		物流費(MC)（一般）		F24602 物流費(MC)（一般）		738,678		738,678		0		0		0		731,352		731,352		917,765		760,725		774,612		7,326

		1		F24700		修繕費(MC)		F24700 修繕費(MC)		417,658		417,658		0		0		0		425,799		425,799		453,928		437,643		461,130		(8,141)

		1		F24701		修繕費(MC)（連結）		F24701 修繕費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24702		修繕費(MC)（一般）		F24702 修繕費(MC)（一般）		417,658		417,658		0		0		0		425,799		425,799		453,928		437,643		461,130		(8,141)

		1		F24800		賃借料(MC)		F24800 賃借料(MC)		240,948		240,948		0		0		0		246,606		246,606		252,897		247,887		265,321		(5,658)

		1		F24801		賃借料(MC)（連結）		F24801 賃借料(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24802		賃借料(MC)（一般）		F24802 賃借料(MC)（一般）		240,948		240,948		0		0		0		246,606		246,606		252,897		247,887		265,321		(5,658)

		1		F24900		支手 業務委託(MC		F24900 支手 業務委託(MC		746,541		746,541		0		0		0		686,497		686,497		781,956		835,688		758,220		60,044

		1		F24901		支手 業務委託(MC（連結		F24901 支手 業務委託(MC（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F24902		支手 業務委託(MC（一般		F24902 支手 業務委託(MC（一般		746,541		746,541		0		0		0		686,497		686,497		781,956		835,688		758,220		60,044

		1		F25300		間接材料費(MC)		F25300 間接材料費(MC)		829,798		829,798		0		0		0		807,252		807,252		1,018,125		901,081		946,583		22,546

		1		F25301		間接材料費(MC)（連結）		F25301 間接材料費(MC)（連結）		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		(16)

		1		F25302		間接材料費(MC)（一般）		F25302 間接材料費(MC)（一般）		829,814		829,814		0		0		0		807,252		807,252		1,018,125		901,081		946,583		22,562

		1		F25400		その他経費(MC)		F25400 その他経費(MC)		999,578		999,578		0		0		0		1,073,766		1,073,766		1,152,873		1,150,395		1,078,386		(74,188)

		1		F25401		その他経費(MC)（連結）		F25401 その他経費(MC)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F25402		その他経費(MC)（一般）		F25402 その他経費(MC)（一般）		999,578		999,578		0		0		0		1,073,766		1,073,766		1,152,873		1,150,395		1,078,386		(74,188)

		1		F25900		<経費(MC)計>		F25900 <経費(MC)計>		9,673,134		9,673,134		0		0		0		10,128,095		10,128,095		10,695,287		10,150,807		10,005,319		(454,961)

		1		F26100		受入・払出(MC)		F26100 受入・払出(MC)		(4,434,249)		(4,434,249)		0		0		0		(3,524,514)		(3,524,514)		(3,488,104)		(3,570,505)		(5,250,879)		(909,735)

		1		F26900		<製造費用計>		F26900 <製造費用計>		52,148,683		52,148,683		0		0		0		59,694,690		59,694,690		65,090,706		61,165,890		54,641,774		(7,546,007)

		1		F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		F27100 期首･期末仕掛品棚卸差等		(266,944)		(266,944)		0		0		0		(1,321,584)		(1,321,584)		(1,341,169)		973,124		1,119,896		1,054,640

		1		F27200		半製品有償支給高(△)		F27200 半製品有償支給高(△)		(373,145)		(373,145)		0		0		0		(341,515)		(341,515)		(443,360)		(1,779,635)		782,476		(31,630)

		1		F27201		半製品有償支給高(連結)		F27201 半製品有償支給高(連結)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		F27202		半製品有償支給高(一般)		F27202 半製品有償支給高(一般)		(373,145)		(373,145)		0		0		0		(341,515)		(341,515)		(443,360)		(1,779,635)		782,476		(31,630)

		1		F27900		<製品製造原価計>		F27900 <製品製造原価計>		51,508,594		51,508,594		0		0		0		58,031,591		58,031,591		63,306,177		60,359,379		56,544,146		(6,522,997)

		1		G23100		給与その他労務費(COS)		G23100 給与その他労務費(COS)		15,205,937		15,205,937		0		0		0		16,006,955		16,006,955		15,886,730		16,756,478		15,316,678		(801,018)

		1		G23200		従業員給付引当繰入(COS)		G23200 従業員給付引当繰入(COS)		22,094		22,094		0		0		0		11,913		11,913		3,881		4,771		5,018		10,181

		1		G23300		退職給付費用(COS)		G23300 退職給付費用(COS)		255,593		255,593		0		0		0		251,197		251,197		257,574		191,434		337,108		4,396

		1		G23400		業務委託労務費(COS		G23400 業務委託労務費(COS		570,592		570,592		0		0		0		596,315		596,315		707,981		679,460		742,089		(25,723)

		1		G23401		業務委託労務費(COS（連結		G23401 業務委託労務費(COS（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G23402		業務委託労務費(COS（一般		G23402 業務委託労務費(COS（一般		570,592		570,592		0		0		0		596,315		596,315		707,981		679,460		742,089		(25,723)

		1		G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		G23500 事業業績連動賞引繰入(COS		694,167		694,167		0		0		0		706,087		706,087		654,189		369,601		675,368		(11,920)

		1		G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		G23600 有給休暇引当金繰入(COS)		(11,526)		(11,526)		0		0		0		(18,192)		(18,192)		(5,516)		21,456		44,458		6,666

		1		G23900		<労務費(COS)計>		G23900 <労務費(COS)計>		16,736,857		16,736,857		0		0		0		17,554,275		17,554,275		17,504,839		18,023,200		17,120,719		(817,418)

		1		G24100		旅費交通費(COS)		G24100 旅費交通費(COS)		555,882		555,882		0		0		0		537,247		537,247		857,894		707,424		730,837		18,635

		1		G24200		租税公課(COS)		G24200 租税公課(COS)		1,168		1,168		0		0		0		1,079		1,079		591		665		2,696		89

		1		G24300		減価償却費(COS)		G24300 減価償却費(COS)		2,388,671		2,388,671		0		0		0		2,614,047		2,614,047		2,551,897		2,490,948		3,321,066		(225,376)

		1		G24400		償却費(COS)		G24400 償却費(COS)		54,694		54,694		0		0		0		73,431		73,431		71,382		71,012		79,294		(18,737)

		1		G24500		電力水道光熱費(COS)		G24500 電力水道光熱費(COS)		31,211		31,211		0		0		0		26,276		26,276		27,786		24,661		44,719		4,935

		1		G24600		物流費(COS)		G24600 物流費(COS)		16,473		16,473		0		0		0		23,006		23,006		14,673		24,135		35,669		(6,533)

		1		G24601		物流費(COS)（連結）		G24601 物流費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24602		物流費(COS)（一般）		G24602 物流費(COS)（一般）		16,473		16,473		0		0		0		23,006		23,006		14,673		24,135		35,669		(6,533)

		1		G24700		修繕費(COS)		G24700 修繕費(COS)		63,013		63,013		0		0		0		69,715		69,715		96,540		86,293		100,306		(6,702)

		1		G24701		修繕費(COS)（連結）		G24701 修繕費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24702		修繕費(COS)（一般）		G24702 修繕費(COS)（一般）		63,013		63,013		0		0		0		69,715		69,715		96,540		86,293		100,306		(6,702)

		1		G24800		賃借料(COS)		G24800 賃借料(COS)		328,090		328,090		0		0		0		432,431		432,431		455,195		433,604		481,499		(104,341)

		1		G24801		賃借料(COS)（連結）		G24801 賃借料(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24802		賃借料(COS)（一般）		G24802 賃借料(COS)（一般）		328,090		328,090		0		0		0		432,431		432,431		455,195		433,604		481,499		(104,341)

		1		G24900		支手 業務委託(COS)		G24900 支手 業務委託(COS)		208,174		208,174		0		0		0		272,373		272,373		255,527		271,522		323,567		(64,199)

		1		G24901		支手 業務委託(COS)（連結		G24901 支手 業務委託(COS)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G24902		支手 業務委託(COS)（一般		G24902 支手 業務委託(COS)（一般		208,174		208,174		0		0		0		272,373		272,373		255,527		271,522		323,567		(64,199)

		1		G25300		間接材料費(COS)		G25300 間接材料費(COS)		353,559		353,559		0		0		0		180,400		180,400		488,770		370,722		399,787		173,159

		1		G25301		間接材料費(COS)（連結）		G25301 間接材料費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G25302		間接材料費(COS)（一般）		G25302 間接材料費(COS)（一般）		353,559		353,559		0		0		0		180,400		180,400		488,770		370,722		399,787		173,159

		1		G25400		その他経費(COS)		G25400 その他経費(COS)		2,392,943		2,392,943		0		0		0		3,056,238		3,056,238		3,087,494		3,207,845		1,994,004		(663,295)

		1		G25401		その他経費(COS)（連結）		G25401 その他経費(COS)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		G25402		その他経費(COS)（一般）		G25402 その他経費(COS)（一般）		2,392,943		2,392,943		0		0		0		3,056,238		3,056,238		3,087,494		3,207,845		1,994,004		(663,295)

		1		G25900		<経費(COS)計>		G25900 <経費(COS)計>		6,393,878		6,393,878		0		0		0		7,286,243		7,286,243		7,907,749		7,688,831		7,513,444		(892,365)

		1		G26100		受入・払出(COS)		G26100 受入・払出(COS)		95,219		95,219		0		0		0		154,650		154,650		371,341		306,060		501,681		(59,431)

		1		G26900		<サービス原価計>		G26900 <サービス原価計>		23,225,954		23,225,954		0		0		0		24,995,168		24,995,168		25,783,929		26,018,091		25,135,844		(1,769,214)

		1		H23100		給与その他労務費(R&D)		H23100 給与その他労務費(R&D)		5,308,018		5,308,018		0		0		0		6,069,454		6,069,454		5,545,157		8,918,871		5,427,004		(761,436)

		1		H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		H23200 従業員給付引当繰入(R&D)		4,758		4,758		0		0		0		0		0		2,811		4,010		14,397		4,758

		1		H23300		退職給付費用(R&D)		H23300 退職給付費用(R&D)		480,382		480,382		0		0		0		570,871		570,871		592,157		586,676		619,707		(90,489)

		1		H23400		業務委託労務費(R&D		H23400 業務委託労務費(R&D		1,059,693		1,059,693		0		0		0		1,002,889		1,002,889		1,170,584		992,052		1,030,868		56,804

		1		H23401		業務委託労務費(R&D（連結		H23401 業務委託労務費(R&D（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H23402		業務委託労務費(R&D（一般		H23402 業務委託労務費(R&D（一般		1,059,693		1,059,693		0		0		0		1,002,889		1,002,889		1,170,584		992,052		1,030,868		56,804

		1		H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		H23500 事業業績連動賞引繰入(R&D		1,314,660		1,314,660		0		0		0		1,380,870		1,380,870		1,780,998		(1,684,573)		1,732,118		(66,210)

		1		H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		H23600 有給休暇引当金繰入(R&D)		9,980		9,980		0		0		0		0		0		2,322		3,645		4,388		9,980

		1		H23900		<労務費(R&D)計>		H23900 <労務費(R&D)計>		8,177,491		8,177,491		0		0		0		9,024,084		9,024,084		9,094,029		8,820,681		8,828,482		(846,593)

		1		H24100		旅費交通費(R&D)		H24100 旅費交通費(R&D)		190,358		190,358		0		0		0		211,530		211,530		210,865		209,622		192,547		(21,172)

		1		H24200		租税公課(R&D)		H24200 租税公課(R&D)		100,858		100,858		0		0		0		119,869		119,869		121,896		118,833		122,886

		1		H24300		減価償却費(R&D)		H24300 減価償却費(R&D)		1,095,940		1,095,940		0		0		0		992,462		992,462		983,858		1,017,354		1,039,955

		1		H24400		償却費(R&D)		H24400 償却費(R&D)		155,378		155,378		0		0		0		139,970		139,970		140,902		143,385		145,902

		1		H24500		電力水道光熱費(R&D)		H24500 電力水道光熱費(R&D)		239,960		239,960		0		0		0		349,114		349,114		331,296		268,530		281,483

		1		H24600		物流費(R&D)		H24600 物流費(R&D)		38,519		38,519		0		0		0		33,899		33,899		54,090		46,531		51,296

		1		H24601		物流費(R&D)（連結）		H24601 物流費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24602		物流費(R&D)（一般）		H24602 物流費(R&D)（一般）		38,519		38,519		0		0		0		33,899		33,899		54,090		46,531		51,296

		1		H24700		修繕費(R&D)		H24700 修繕費(R&D)		186,164		186,164		0		0		0		193,543		193,543		187,690		177,557		186,067

		1		H24701		修繕費(R&D)（連結）		H24701 修繕費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24702		修繕費(R&D)（一般）		H24702 修繕費(R&D)（一般）		186,164		186,164		0		0		0		193,543		193,543		187,690		177,557		186,067

		1		H24800		賃借料(R&D)		H24800 賃借料(R&D)		73,835		73,835		0		0		0		80,399		80,399		76,319		76,248		88,809

		1		H24801		賃借料(R&D)（連結）		H24801 賃借料(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24802		賃借料(R&D)（一般）		H24802 賃借料(R&D)（一般）		73,835		73,835		0		0		0		80,399		80,399		76,319		76,248		88,809

		1		H24900		支手 業務委託(R&D)		H24900 支手 業務委託(R&D)		5,094,727		5,094,727		0		0		0		4,976,159		4,976,159		4,941,623		5,285,280		4,426,209

		1		H24901		支手 業務委託(R&D)（連結		H24901 支手 業務委託(R&D)（連結		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H24902		支手 業務委託(R&D)（一般		H24902 支手 業務委託(R&D)（一般		5,094,727		5,094,727		0		0		0		4,976,159		4,976,159		4,941,623		5,285,280		4,426,209

		1		H25300		間接材料費(R&D)		H25300 間接材料費(R&D)		1,776,006		1,776,006		0		0		0		1,640,593		1,640,593		1,740,735		1,610,259		1,778,594

		1		H25301		間接材料費(R&D)（連結）		H25301 間接材料費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H25302		間接材料費(R&D)（一般）		H25302 間接材料費(R&D)（一般）		1,776,006		1,776,006		0		0		0		1,640,593		1,640,593		1,740,735		1,610,259		1,778,594

		1		H25400		その他経費(R&D)		H25400 その他経費(R&D)		438,951		438,951		0		0		0		400,233		400,233		428,389		439,686		511,328

		1		H25401		その他経費(R&D)（連結）		H25401 その他経費(R&D)（連結）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		H25402		その他経費(R&D)（一般）		H25402 その他経費(R&D)（一般）		438,951		438,951		0		0		0		400,233		400,233		428,389		439,686		511,328

		1		H25900		<経費(R&D)計>		H25900 <経費(R&D)計>		9,390,696		9,390,696		0		0		0		9,137,771		9,137,771		9,217,663		9,393,285		8,825,076

		1		H26100		受入・払出(R&D)		H26100 受入・払出(R&D)		685,002		685,002		0		0		0		1,094,633		1,094,633		529,882		494,197		1,832,889

		1		H26900		<研究開発費計>		H26900 <研究開発費計>		18,253,189		18,253,189		0		0		0		19,256,488		19,256,488		18,841,574		18,708,163		19,486,447

		1		M03010		評価減相当額		M03010 評価減相当額		(352,028)		(352,028)		0		0		0		(1,214,052)		(1,214,052)		576,714		(18,233)		(728,146)

		1		M03020		処分損引当額		M03020 処分損引当額		(371,405)		(371,405)		0		0		0		(714,859)		(714,859)		(494,641)		(451,836)		(751,144)

		1		M03030		棚卸資産処分損		M03030 棚卸資産処分損		(232,718)		(232,718)		0		0		0		(13,945)		(13,945)		(161,042)		(209,718)		(321,919)

		1		M03040		<合計>		M03040 <合計>		(956,154)		(956,154)		0		0		0		(1,942,857)		(1,942,857)		(78,966)		(679,787)		(1,801,211)

		1		M19010		法定実効税率		M19010 法定実効税率		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M19020		理論上の税金費用		M19020 理論上の税金費用		2,983,101		2,983,101		0		0		0		3,631,707		3,631,707		12,487,613		3,921,262		8,377,674

		1		M19030		評価性引当		M19030 評価性引当		(32,636)		(32,636)		0		0		0		26,254		26,254		(61,949)		(22,055)		(196,902)

		1		M19040		益金不算入額 (△入力)		M19040 益金不算入額 (△入力)		(280,351)		(280,351)		0		0		0		(245,729)		(245,729)		(6,892,399)		89,739		(683,880)

		1		M19050		損金不算入額 (+入力)		M19050 損金不算入額 (+入力)		203,351		203,351		0		0		0		280,714		280,714		340,876		14,223		448,953

		1		M19060		在外子会社との税率差異		M19060 在外子会社との税率差異		1,174		1,174		0		0		0		(16,464)		(16,464)		109,660		(174,889)		186,804

		1		M19070		税額控除 (△入力)　①		M19070 税額控除 (△入力)　①		0		0		0		0		0		(39,822)		(39,822)		(58,238)		(29,116)		(43,317)

		1		M19080		税額控除 (△入力)　②		M19080 税額控除 (△入力)　②		(1,098)		(1,098)		0		0		0		(1,207)		(1,207)		(1,224)		(2,127)		(127)

		1		M19090		税額控除 (△入力)　③		M19090 税額控除 (△入力)　③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M19100		税率変更		M19100 税率変更		0		0		0		0		0		(671)		(671)		(2,040)		1,329		11,316

		1		M19110		その他　①		M19110 その他　①		143,553		143,553		0		0		0		213,053		213,053		403,746		338,869		841,107

		1		M19120		その他　②		M19120 その他　②		56,537		56,537		0		0		0		(28,317)		(28,317)		51,962		(31,305)		102,385

		1		M19130		その他　③		M19130 その他　③		(344)		(344)		0		0		0		(5,593)		(5,593)		(35,436)		(12,074)		36,266

		1		M19140		その他　④		M19140 その他　④		0		0		0		0		0		386		386		3,701		2,953		(3,415)

		1		M19150		その他　⑤		M19150 その他　⑤		(5,174)		(5,174)		0		0		0		0		0		0		(61)		(17,863)

		1		M19160		その他　⑥		M19160 その他　⑥		1,219		1,219		0		0		0		(242)		(242)		246		(3)		(201,405)

		1		M19170		税金費用　(上記合計)		M19170 税金費用　(上記合計)		3,069,311		3,069,311		0		0		0		3,813,665		3,813,665		6,346,476		4,096,844		8,857,469

		1		M23010		製品・商品販売 *1		M23010 製品・商品販売 *1		127,983,687		127,983,687		0		0		0		140,285,120		140,285,120		151,997,914		146,151,637		171,740,756

		1		M23020		販売付随サービス*2		M23020 販売付随サービス*2		72,405,419		72,405,419		0		0		0		78,873,448		78,873,448		76,378,861		78,465,575		69,333,911

		1		M23030		レンタルサービス*3		M23030 レンタルサービス*3		4,188,385		4,188,385		0		0		0		5,106,498		5,106,498		5,570,890		5,164,044		(3,068,986)

		1		M23040		その他サービス *4		M23040 その他サービス *4		24,553,999		24,553,999		0		0		0		24,377,359		24,377,359		24,654,801		25,300,750		31,721,415

		1		M23050		サービス計		M23050 サービス計		101,147,802		101,147,802		0		0		0		108,357,305		108,357,305		106,604,555		108,930,364		97,986,337

		1		M23060		合計		M23060 合計		229,131,494		229,131,494		0		0		0		248,642,417		248,642,417		258,602,470		255,081,999		269,727,094

		1		M23110		地域別売上高_日本		M23110 地域別売上高_日本		42,912,980		42,912,980		0		0		0		46,273,280		46,273,280		50,858,999		47,600,697		55,439,490

		1		M23120		地域別売上高_アメリカ		M23120 地域別売上高_アメリカ		60,031,480		60,031,480		0		0		0		63,170,453		63,170,453		67,717,350		67,817,352		69,047,453

		1		M23130		地域別売上高_他北米		M23130 地域別売上高_他北米		5,506,211		5,506,211		0		0		0		6,897,401		6,897,401		6,348,349		7,037,002		6,380,712

		1		M23140		地域別売上高_北米計		M23140 地域別売上高_北米計		65,537,688		65,537,688		0		0		0		70,067,854		70,067,854		74,065,698		74,854,350		75,428,038

		1		M23150		地域別売上高_ドイツ		M23150 地域別売上高_ドイツ		16,387,043		16,387,043		0		0		0		17,241,564		17,241,564		18,040,866		17,913,523		19,869,926

		1		M23160		地域別売上高_フランス		M23160 地域別売上高_フランス		14,450,382		14,450,382		0		0		0		13,702,132		13,702,132		12,854,389		13,776,236		14,905,999

		1		M23170		地域別売上高_イギリス		M23170 地域別売上高_イギリス		10,483,341		10,483,341		0		0		0		11,456,150		11,456,150		12,092,606		11,050,873		11,113,553

		1		M23180		地域別売上高_他欧州		M23180 地域別売上高_他欧州		30,169,819		30,169,819		0		0		0		34,057,236		34,057,236		33,484,678		37,361,717		40,809,976

		1		M23190		地域別売上高_欧州計		M23190 地域別売上高_欧州計		71,490,588		71,490,588		0		0		0		76,457,079		76,457,079		76,472,538		80,102,348		86,699,583

		1		M23200		地域別売上高_中国		M23200 地域別売上高_中国		17,707,265		17,707,265		0		0		0		18,206,009		18,206,009		19,669,514		18,776,519		19,776,761

		1		M23210		地域別売上高_他アジア		M23210 地域別売上高_他アジア		16,814,922		16,814,922		0		0		0		22,353,129		22,353,129		22,326,128		18,969,565		17,639,449

		1		M23220		地域別売上高_アジア計		M23220 地域別売上高_アジア計		41,866,201		41,866,201		0		0		0		48,437,779		48,437,779		49,893,536		44,484,168		44,195,224

		1		M23230		地域別売上高_その他		M23230 地域別売上高_その他		7,324,160		7,324,160		0		0		0		7,406,423		7,406,423		7,311,701		8,040,970		7,964,121

		1		M23240		地域別売上高_海外計		M23240 地域別売上高_海外計		186,218,515		186,218,515		0		0		0		202,369,137		202,369,137		207,743,473		207,481,834		214,287,098

		1		M23250		地域別売上高_合計		M23250 地域別売上高_合計		229,131,616		229,131,616		0		0		0		248,642,417		248,642,417		258,602,470		255,082,531		269,726,587

		1		M23260		地域別売上高_オセアニア		M23260 地域別売上高_オセアニア		7,344,013		7,344,013		0		0		0		7,878,642		7,878,642		7,897,894		6,738,084		6,779,014

		1		M24010		税金関連		M24010 税金関連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24020		政府補助金（取り崩し益）		M24020 政府補助金（取り崩し益）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24030		保険金(損害補償等		M24030 保険金(損害補償等		392		392		0		0		0		0		0		48		20		18

		1		M24040		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24040 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24050		手数料		M24050 手数料		61		61		0		0		0		0		0		308		356		905

		1		M24060		ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		M24060 ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		0		0		0		0		0		0		0		261,685		694		223,676

		1		M24070		事業構造改善引当金戻入益		M24070 事業構造改善引当金戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24080		助成金		M24080 助成金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24090		原材料関連		M24090 原材料関連		1,106		1,106		0		0		0		0		0		3,680		4,800		4,047

		1		M24100		製品・仕掛品関連		M24100 製品・仕掛品関連		7,471		7,471		0		0		0		0		0		41,550		8,292		21,058

		1		M24110		固定資産関連		M24110 固定資産関連		1,444		1,444		0		0		0		0		0		93		46		41

		1		M24120		その他 1		M24120 その他 1		70,636		70,636		0		0		0		0		0		12,852,756		99,426		45,079

		1		M24130		その他 2		M24130 その他 2		123,183		123,183		0		0		0		0		0		135,295		146,153		93,509

		1		M24140		その他 3		M24140 その他 3		20,477		20,477		0		0		0		0		0		(68,173)		32,799		35,665

		1		M24150		その他 4		M24150 その他 4		10,956		10,956		0		0		0		0		0		24,842		145,543		32,972

		1		M24160		その他 5		M24160 その他 5		0		0		0		0		0		0		0		8,335		9,941		7,419

		1		M24170		その他 6		M24170 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		23,062		26,875		26,713

		1		M24180		その他 7		M24180 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		221		61,774		0

		1		M24190		その他 8		M24190 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		443		1,672		(12)

		1		M24200		その他 9		M24200 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		35		(35)		946

		1		M25021		その他 10		M25021 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25022		その他 11		M25022 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25023		その他 12		M25023 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25024		その他 13		M25024 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25025		その他 14		M25025 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25026		その他 15		M25026 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25027		その他 10		M25027 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25028		その他 11		M25028 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25029		その他 12		M25029 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25030		その他 13		M25030 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25031		その他 14		M25031 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25032		その他 15		M25032 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25033		その他 10		M25033 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25034		その他 11		M25034 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25035		その他 12		M25035 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25036		その他 13		M25036 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25037		その他 14		M25037 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25038		その他 15		M25038 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25039		その他 10		M25039 その他 10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25040		その他 11		M25040 その他 11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25041		その他 12		M25041 その他 12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25042		その他 13		M25042 その他 13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25043		その他 14		M25043 その他 14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25044		その他 15		M25044 その他 15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24210		連結会社　合計		M24210 連結会社　合計		235,725		235,725		0		0		0		0		0		13,284,179		538,357		492,035

		1		M24220		税金関連		M24220 税金関連		1,209		1,209		0		0		0		0		0		2,080		1,871		15,442

		1		M24230		政府補助金（取り崩し益）		M24230 政府補助金（取り崩し益）		30,828		30,828		0		0		0		0		0		7,125		76,115		0

		1		M24240		保険金(損害補償等		M24240 保険金(損害補償等		46,080		46,080		0		0		0		0		0		31,041		33,824		66,705

		1		M24250		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24250 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		6,217		6,217		0		0		0		0		0		17,202		128,251		(2,062)

		1		M24260		手数料		M24260 手数料		5,317		5,317		0		0		0		0		0		18,764		31,031		(3,967)

		1		M24270		ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		M24270 ﾛｲﾔﾘﾃｨ・指導料		179,438		179,438		0		0		0		0		0		178,733		3,254		229,044

		1		M24280		事業構造改善引当金戻入益		M24280 事業構造改善引当金戻入益		41,413		41,413		0		0		0		0		0		77,101		37,758		11,705

		1		M24290		助成金		M24290 助成金		70,095		70,095		0		0		0		0		0		66,355		59,597		206,159

		1		M24300		原材料関連		M24300 原材料関連		239,518		239,518		0		0		0		0		0		107,346		(13,941)		26,621

		1		M24310		製品・仕掛品関連		M24310 製品・仕掛品関連		1,963		1,963		0		0		0		0		0		11,615		2,540		11,743

		1		M24320		固定資産関連		M24320 固定資産関連		5,223		5,223		0		0		0		0		0		940		555		4,041

		1		M24330		その他 1		M24330 その他 1		238,510		238,510		0		0		0		0		0		114,267		57,981		1,105,105

		1		M24340		その他 2		M24340 その他 2		109,643		109,643		0		0		0		0		0		35,536		32,329		42,854

		1		M24350		その他 3		M24350 その他 3		37,244		37,244		0		0		0		0		0		20,726		204,685		106,923

		1		M24360		その他 4		M24360 その他 4		23,515		23,515		0		0		0		0		0		72,419		12,996		36,525

		1		M24370		その他 5		M24370 その他 5		37		37		0		0		0		0		0		573		798		85,502

		1		M24380		その他 6		M24380 その他 6		8		8		0		0		0		0		0		(493)		11,833		282

		1		M24390		その他 7		M24390 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		61		8,141		127

		1		M24400		その他 8		M24400 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		4,138		4,924

		1		M24410		その他 9		M24410 その他 9		172		172		0		0		0		0		0		213		487		3,464

		1		M24420		非連結会社　合計		M24420 非連結会社　合計		1,041,507		1,041,507		0		0		0		0		0		761,600		694,245		1,951,237

		1		M24430		税金関連		M24430 税金関連		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24440		手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		M24440 手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		8,541		8,541		0		0		0		0		0		10,334		8,908		8,652

		1		M24450		環境関連費用		M24450 環境関連費用		47,600		47,600		0		0		0		0		0		4,929		4,903		4,603

		1		M24460		保険金見合い損失		M24460 保険金見合い損失		12		12		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24470		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24470 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24480		退職特別加算金		M24480 退職特別加算金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24490		資産処分		M24490 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24500		拠点移動		M24500 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24510		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24510 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24520		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24520 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24530		その他		M24530 その他		0		0		0		0		0		0		0		3,012		281		0

		1		M24540		退職特別加算金		M24540 退職特別加算金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24550		資産処分		M24550 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24560		拠点移動		M24560 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24570		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24570 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24580		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24580 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24590		その他		M24590 その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24600		原材料関連		M24600 原材料関連		7,970		7,970		0		0		0		0		0		44,726		(44,270)		3,580

		1		M24610		製品・仕掛品関連		M24610 製品・仕掛品関連		24		24		0		0		0		0		0		(9,151)		0		0

		1		M24620		固定資産関連		M24620 固定資産関連		158		158		0		0		0		0		0		154		(326)		0

		1		M24630		その他 1		M24630 その他 1		47,292		47,292		0		0		0		0		0		35,310		101,173		40,766

		1		M24640		その他 2		M24640 その他 2		17,503		17,503		0		0		0		0		0		18,627		11,064		20,152

		1		M24650		その他 3		M24650 その他 3		83		83		0		0		0		0		0		174,322		26,890		230,939

		1		M24660		その他 4		M24660 その他 4		8,265		8,265		0		0		0		0		0		58,920		0		3,325

		1		M24670		その他 5		M24670 その他 5		0		0		0		0		0		0		0		78,967		(78,276)		579

		1		M24990		その他 6		M24990 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25000		その他 7		M25000 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25010		その他 8		M25010 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25020		その他 9		M25020 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24680		連結会社　合計		M24680 連結会社　合計		137,448		137,448		0		0		0		0		0		442,550		30,347		312,659

		1		M24690		税金関連		M24690 税金関連		28,339		28,339		0		0		0		0		0		12,739		13,835		25,087

		1		M24700		手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		M24700 手数料、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料		4,143		4,143		0		0		0		0		0		27,993		9,301		9,626

		1		M24710		環境関連費用		M24710 環境関連費用		27,093		27,093		0		0		0		0		0		415,455		98,232		86,292

		1		M24720		保険金見合い損失		M24720 保険金見合い損失		349		349		0		0		0		0		0		1,350		58,483		303

		1		M24730		和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		M24730 和解金、違約金、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ		6,475		6,475		0		0		0		0		0		29,816		85,736		(646)

		1		M24740		退職特別加算金		M24740 退職特別加算金		75,972		75,972		0		0		0		0		0		562,661		45,323		3,075,097

		1		M24750		資産処分		M24750 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		(481)		3,453		7,596

		1		M24760		拠点移動		M24760 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24770		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24770 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24780		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24780 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24790		その他		M24790 その他		0		0		0		0		0		0		0		3,048		2,347		14,812

		1		M24800		退職特別加算金		M24800 退職特別加算金		72,968		72,968		0		0		0		0		0		98,721		9,572		102,166

		1		M24810		資産処分		M24810 資産処分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24820		拠点移動		M24820 拠点移動		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24830		手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		M24830 手数料・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ		0		0		0		0		0		0		0		1,904		5,318		254

		1		M24840		ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		M24840 ﾃﾞｨｰﾗｰ補償・解約金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24850		その他		M24850 その他		976		976		0		0		0		0		0		5,303		35,764		12,977

		1		M24860		原材料関連		M24860 原材料関連		236,353		236,353		0		0		0		0		0		10,149		25,290		(33,182)

		1		M24870		製品・仕掛品関連		M24870 製品・仕掛品関連		9,059		9,059		0		0		0		0		0		10,000		52,093		22,621

		1		M24880		固定資産関連		M24880 固定資産関連		15,397		15,397		0		0		0		0		0		52,389		(47,221)		607

		1		M24890		その他 1		M24890 その他 1		247,359		247,359		0		0		0		0		0		441,795		341,411		741,126

		1		M24900		その他 2		M24900 その他 2		692,226		692,226		0		0		0		0		0		435,086		80,527		(411,223)

		1		M24910		その他 3		M24910 その他 3		27,652		27,652		0		0		0		0		0		164,341		311,909		128,413

		1		M24920		その他 4		M24920 その他 4		(1,803)		(1,803)		0		0		0		0		0		49,913		39,307		418,037

		1		M24930		その他 5		M24930 その他 5		961		961		0		0		0		0		0		448,479		778,458		596,914

		1		M24950		その他 6		M24950 その他 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24960		その他 7		M24960 その他 7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24970		その他 8		M24970 その他 8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24980		その他 9		M24980 その他 9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M24940		非連結会社　合計		M24940 非連結会社　合計		1,446,297		1,446,297		0		0		0		0		0		2,797,316		1,951,751		4,867,207

		1		M25100		棚卸資産評価損		M25100 棚卸資産評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25200		棚卸資産処分損		M25200 棚卸資産処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25900		棚卸資産評価損処分損		M25900 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		M25924		棚卸資産評価損処分損		M25924 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25925		棚卸資産評価損処分損		M25925 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25926		棚卸資産評価損処分損		M25926 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25927		棚卸資産評価損処分損		M25927 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25928		棚卸資産評価損処分損		M25928 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25929		棚卸資産評価損処分損		M25929 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25930		棚卸資産評価損処分損		M25930 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25931		棚卸資産評価損処分損		M25931 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25932		棚卸資産評価損処分損		M25932 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25933		棚卸資産評価損処分損		M25933 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25934		棚卸資産評価損処分損		M25934 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25935		棚卸資産評価損処分損		M25935 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25936		棚卸資産評価損処分損		M25936 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25937		棚卸資産評価損処分損		M25937 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25938		棚卸資産評価損処分損		M25938 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25939		棚卸資産評価損処分損		M25939 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25940		棚卸資産評価損処分損		M25940 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25941		棚卸資産評価損処分損		M25941 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25942		棚卸資産評価損処分損		M25942 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25943		棚卸資産評価損処分損		M25943 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25944		棚卸資産評価損処分損		M25944 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25945		棚卸資産評価損処分損		M25945 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25946		棚卸資産評価損処分損		M25946 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25947		棚卸資産評価損処分損		M25947 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25948		棚卸資産評価損処分損		M25948 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25949		棚卸資産評価損処分損		M25949 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25950		棚卸資産評価損処分損		M25950 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0

		1		M25951		棚卸資産評価損処分損		M25951 棚卸資産評価損処分損		0		0		0		0		0		0
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千円 (増減)

		

						連結精算表(累計） レンケツセイサンヒョウルイケイ				2016/03月期(第1四半期)決算																				0												0

										2015		←年度 ネンド		1		←四半期 シハンキ

				（単位：千円） タンイセンエン				非表示列 ヒヒョウジレツ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される ヒカクチルイケイトウキルイケイキカンアスウチヒョウジ												*比較値の累計は、当期の累計期間に合わせた数値が表示される

										（計算式）		連結金額(当期１Q)		連結金額(当期２Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		（計算式）		連結金額(前期１Q)		連結金額(当期2Q)		連結金額(当期3Q)		連結金額(当期4Q)		増減 ゾウゲン		前期比較値		(2014年度１Ｑ)		(2014年度２Ｑ)		(2014年度３Ｑ)		(2014年度４Ｑ)		増減

		1		C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		C50000 非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)		(124,331)		0		0		0		799,249		799,249		840,646		679,292		696,439		(923,580)		0										(124,331)

		1								0										0		0		0		0		406,316,842		0		0										0

		1								0										218,427,126		218,427,126		0		0		308,387,070		(218,427,126)		0										0

		1								0										61,702,686		61,702,686		0		0		364,708,688		(61,702,686)		0										0

		1								0										32,303,232		32,303,232		0		0		125,642,505		(32,303,232)		0										0

		1								0										0		0		0		0		67,018,499		0		0										0

		1								0										32,303,232		32,303,232		0		0		58,624,006		(32,303,232)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,409,433		1,409,433		0		0		(7,120,540)		(1,409,433)		0										0

		1								0										95,415,351		95,415,351		0		0		483,230,653		(95,415,351)		0										0

		1								0										21,552,843		21,552,843		0		0		28,148,314		(21,552,843)		0										0

		1								0										116,968,194		116,968,194		0		0		511,378,967		(116,968,194)		0										0

		1								0										101,458,932		101,458,932		0		0		203,324,945		(101,458,932)		0										0

		1								0										4,485,570		4,485,570		0		0		7,658,524		(4,485,570)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,305,871		0		0										0

		1								0										4,485,570		4,485,570		0		0		6,352,653		(4,485,570)		0										0

		1								0										2,235,305		2,235,305		0		0		4,735,771		(2,235,305)		0										0

		1								0										65,174		65,174		0		0		823,311		(65,174)		0										0

		1								0										2,170,131		2,170,131		0		0		3,912,460		(2,170,131)		0										0

		1								0										3,506,987		3,506,987		0		0		8,343,096		(3,506,987)		0										0

		1								0										0		0		0		0		2,745,175		0		0										0

		1								0										3,506,987		3,506,987		0		0		5,597,921		(3,506,987)		0										0

		1								0										10,227,862		10,227,862		0		0		20,737,391		(10,227,862)		0										0

		1								0										35,875,344		35,875,344		0		0		44,182,571		(35,875,344)		0										0

		1								0										2,598,289		2,598,289		0		0		3,660,908		(2,598,289)		0										0

		1								0										1,676,853		1,676,853		0		0		2,338,219		(1,676,853)		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,741,851		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		562,363		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,179,488		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		752,743		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										40,150,486		40,150,486		0		0		54,676,292		(40,150,486)		0										0

		1								0										3,080,127		3,080,127		0		0		2,729,064		(3,080,127)		0										0

		1								0										953,211		953,211		0		0		2,591,305		(953,211)		0										0

		1								0										0		0		0		0		53,469		0		0										0

		1								0										4,450,330		4,450,330		0		0		2,734,185		(4,450,330)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,727,477		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,012,762		0		0										0

		1								0										729,688		729,688		0		0		2,699,747		(729,688)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,078,668		0		0										0

		1								0										729,688		729,688		0		0		1,621,079		(729,688)		0										0

		1								0										3,915,197		3,915,197		0		0		5,505,227		(3,915,197)		0										0

		1								0										0		0		0		0		257,255		0		0										0

		1								0										3,915,197		3,915,197		0		0		5,247,972		(3,915,197)		0										0

		1								0										2,744,080		2,744,080		0		0		6,872,915		(2,744,080)		0										0

		1								0										15,408		15,408		0		0		9,354,744		(15,408)		0										0

		1								0										2,728,672		2,728,672		0		0		(2,481,829)		(2,728,672)		0										0

		1								0										431,734		431,734		0		0		519,057		(431,734)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										431,734		431,734		0		0		519,057		(431,734)		0										0

		1								0										11,872		11,872		0		0		0		(11,872)		0										0

		1								0										16,061,830		16,061,830		0		0		69,545,086		(16,061,830)		0										0

		1								0										117,423		117,423		0		0		412,776		(117,423)		0										0

		1								0										0		0		0		0		78,169		0		0										0

		1								0										117,423		117,423		0		0		334,607		(117,423)		0										0

		1								0										5,639,441		5,639,441		0		0		14,944,687		(5,639,441)		0										0

		1								0										0		0		0		0		27,527		0		0										0

		1								0										5,639,441		5,639,441		0		0		14,917,160		(5,639,441)		0										0

		1								0										38,134,933		38,134,933		0		0		114,347,757		(38,134,933)		0										0

		1								0										(1,336,425)		(1,336,425)		0		0		(5,462,948)		1,336,425		0										0

		1								0										87,176,856		87,176,856		0		0		184,298,492		(87,176,856)		0										0

		1								0										0		0		0		0		19,026,453		0		0										0

		1								0										25,668		25,668		0		0		555,733		(25,668)		0										0

		1								0										0		0		0		0		472,251		0		0										0

		1								0										25,668		25,668		0		0		83,482		(25,668)		0										0

		1								0										5,222		5,222		0		0		7,846		(5,222)		0										0

		1								0										0		0		0		0		403		0		0										0

		1								0										5,222		5,222		0		0		7,443		(5,222)		0										0

		1								0										69,746		69,746		0		0		207,749		(69,746)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,326		0		0										0

		1								0										69,746		69,746		0		0		203,423		(69,746)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										22,333		22,333		0		0		371,311		(22,333)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,819		3,819		0		0		0		(3,819)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										9,555		9,555		0		0		15,633		(9,555)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		8,500		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,531,268		3,531,268		0		0		5,783,500		(3,531,268)		0										0

		1								0										0		0		0		0		403,196		0		0										0

		1								0										3,531,268		3,531,268		0		0		5,380,304		(3,531,268)		0										0

		1								0										3,667,611		3,667,611		0		0		6,950,272		(3,667,611)		0										0

		1								0										2,743		2,743		0		0		230,017		(2,743)		0										0

		1								0										84,670		84,670		0		0		311,409		(84,670)		0										0

		1								0										15,003		15,003		0		0		65,915		(15,003)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										6,304		6,304		0		0		9,292		(6,304)		0										0

		1								0										292,493		292,493		0		0		1,652,146		(292,493)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		509		0		0										0

		1								0										102,352		102,352		0		0		6,692,651		(102,352)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										3,976		3,976		0		0		2,515		(3,976)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		7,061,460		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,500,000		0		0										0

		1								0										1,793,363		1,793,363		0		0		23,728,484		(1,793,363)		0										0

		1								0										0		0		0		0		672,316		0		0										0

		1								0										1,793,363		1,793,363		0		0		23,056,168		(1,793,363)		0										0

		1								0										2,300,904		2,300,904		0		0		41,254,398		(2,300,904)		0										0

		1								0										15,648,783		15,648,783		0		0		(15,277,673)		(15,648,783)		0										0

		1								0										353,710		353,710		0		0		765,953		(353,710)		0										0

		1								0										0		0		0		0		578,876		0		0										0

		1								0										353,710		353,710		0		0		187,077		(353,710)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										653,630		653,630		0		0		(266,747,065)		(653,630)		0										0

		1								0										409,385		409,385		0		0		(266,018,445)		(409,385)		0										0

		1								0										244,245		244,245		0		0		(728,620)		(244,245)		0										0

		1								0										287,326		287,326		0		0		1,378,416		(287,326)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,294,666		1,294,666		0		0		(264,602,696)		(1,294,666)		0										0

		1								0										526,430		526,430		0		0		1,507,094		(526,430)		0										0

		1								0										0		0		0		0		428,454		0		0										0

		1								0										526,430		526,430		0		0		1,078,640		(526,430)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										129,950		129,950		0		0		519,800		(129,950)		0										0

		1								0										28,641		28,641		0		0		0		(28,641)		0										0

		1								0										655,281		655,281		0		0		8,825		(655,281)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										1,340,302		1,340,302		0		0		2,035,719		(1,340,302)		0										0

		1								0										(45,636)		(45,636)		0		0		(266,638,415)		45,636		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										15,603,147		15,603,147		0		0		(281,916,088)		(15,603,147)		0										0

		1								0										5,107,641		5,107,641		0		0		2,222,359		(5,107,641)		0										0

		1								0										0		0		0		0		802,808		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										(8,923,727)		(8,923,727)		0		0		(18,755,034)		8,923,727		0										0

		1								0										0		0		0		0		80,330		0		0										0

		1								0										(3,816,086)		(3,816,086)		0		0		(15,649,537)		3,816,086		0										0

		1								0										19,419,233		19,419,233		0		0		(266,266,551)		(19,419,233)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										19,419,233		19,419,233		0		0		(266,266,551)		(19,419,233)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										58,532		58,532		0		0		75,911		(58,532)		0										0

		1								0										47,987		47,987		0		0		49,616		(47,987)		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		10,643		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										(10,545)		(10,545)		0		0		(15,652)		10,545		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		28,438,255		0		0										0

		1								0										44,160,095		44,160,095		0		0		288,465,707		(44,160,095)		0										0

		1								0										0		0		0		0		214,089,076		0		0										0

		1								0										44,160,095		44,160,095		0		0		74,376,631		(44,160,095)		0										0

		1								0										0		0		0		0		13,583,133		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		969,330		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		12,613,803		0		0										0

		1								0										(1,882,678)		(1,882,678)		0		0		(1,526,608)		1,882,678		0										0

		1								0										0		0		0		0		(72,556)		0		0										0

		1								0										(1,882,678)		(1,882,678)		0		0		(1,454,052)		1,882,678		0										0

		1								0										553,818		553,818		0		0		901,095		(553,818)		0										0

		1								0										42,831,235		42,831,235		0		0		301,423,327		(42,831,235)		0										0

		1								0										8,566,908		8,566,908		0		0		20,283,132		(8,566,908)		0										0

		1								0										929,714		929,714		0		0		805,982		(929,714)		0										0

		1								0										296,389		296,389		0		0		1,048,066		(296,389)		0										0

		1								0										0		0		0		0		3,292,720		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		370,393		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		2,922,327		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		978,214		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										9,793,011		9,793,011		0		0		26,408,114		(9,793,011)		0										0

		1								0										0		0		0		0		472,494		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		766,189		0		0										0

		1								0										4,209,126		4,209,126		0		0		7,029,186		(4,209,126)		0										0

		1								0										0		0		0		0		658,316		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		8,545,327		0		0										0

		1								0										500,729		500,729		0		0		557,214		(500,729)		0										0

		1								0										0		0		0		0		111,094		0		0										0

		1								0										500,729		500,729		0		0		446,120		(500,729)		0										0

		1								0										441,664		441,664		0		0		1,925,714		(441,664)		0										0

		1								0										0		0		0		0		483,083		0		0										0

		1								0										441,664		441,664		0		0		1,442,631		(441,664)		0										0

		1								0										323,384		323,384		0		0		1,835,635		(323,384)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,214,920		0		0										0

		1								0										323,384		323,384		0		0		620,715		(323,384)		0										0

		1								0										1,132,318		1,132,318		0		0		3,456,431		(1,132,318)		0										0

		1								0										0		0		0		0		376,845		0		0										0

		1								0										1,132,318		1,132,318		0		0		3,079,586		(1,132,318)		0										0

		1								0										1,197,673		1,197,673		0		0		3,226,102		(1,197,673)		0										0

		1								0										0		0		0		0		259,737		0		0										0

		1								0										1,197,673		1,197,673		0		0		2,966,365		(1,197,673)		0										0

		1								0										3,060,653		3,060,653		0		0		3,462,003		(3,060,653)		0										0

		1								0										0		0		0		0		381,329		0		0										0

		1								0										3,060,653		3,060,653		0		0		3,080,674		(3,060,653)		0										0

		1								0										10,865,547		10,865,547		0		0		31,934,611		(10,865,547)		0										0

		1								0										0		0		0		0		(3,973,571)		0		0										0

		1								0										63,489,793		63,489,793		0		0		355,792,481		(63,489,793)		0										0

		1								0										(1,463,617)		(1,463,617)		0		0		666,006		1,463,617		0										0

		1								0										(323,490)		(323,490)		0		0		(20,188,054)		323,490		0										0

		1								0										0		0		0		0		18,368,402		0		0										0

		1								0										(323,490)		(323,490)		0		0		(38,556,456)		323,490		0										0

		1								0										61,702,686		61,702,686		0		0		336,270,433		(61,702,686)		0										0

		1								0										13,600,699		13,600,699		0		0		12,952,931		(13,600,699)		0										0

		1								0										753,078		753,078		0		0		820,748		(753,078)		0										0

		1								0										282,783		282,783		0		0		732,062		(282,783)		0										0

		1								0										0		0		0		0		716,199		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		19,372		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		696,827		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		245,469		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										14,636,560		14,636,560		0		0		15,467,409		(14,636,560)		0										0

		1								0										0		0		0		0		609,534		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,832		0		0										0

		1								0										2,323,010		2,323,010		0		0		4,341,405		(2,323,010)		0										0

		1								0										0		0		0		0		73,928		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		145,354		0		0										0

		1								0										24,389		24,389		0		0		45,464		(24,389)		0										0

		1								0										0		0		0		0		997		0		0										0

		1								0										24,389		24,389		0		0		44,467		(24,389)		0										0

		1								0										29,901		29,901		0		0		52,922		(29,901)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,123		0		0										0

		1								0										29,901		29,901		0		0		48,799		(29,901)		0										0

		1								0										484,685		484,685		0		0		1,495,635		(484,685)		0										0

		1								0										0		0		0		0		153,662		0		0										0

		1								0										484,685		484,685		0		0		1,341,973		(484,685)		0										0

		1								0										336,798		336,798		0		0		1,388,783		(336,798)		0										0

		1								0										0		0		0		0		677,232		0		0										0

		1								0										336,798		336,798		0		0		711,551		(336,798)		0										0

		1								0										278,446		278,446		0		0		1,532,799		(278,446)		0										0

		1								0										0		0		0		0		910,198		0		0										0

		1								0										278,446		278,446		0		0		622,601		(278,446)		0										0

		1								0										3,439,054		3,439,054		0		0		2,886,328		(3,439,054)		0										0

		1								0										0		0		0		0		1,173		0		0										0

		1								0										3,439,054		3,439,054		0		0		2,885,155		(3,439,054)		0										0

		1								0										6,916,283		6,916,283		0		0		12,576,984		(6,916,283)		0										0

		1								0										0		0		0		0		103,921		0		0										0

		1								0										21,552,843		21,552,843		0		0		28,148,314		(21,552,843)		0										0

		1								0										5,755,114		5,755,114		0		0		21,882,583		(5,755,114)		0										0

		1								0										1,102,050		1,102,050		0		0		2,545,563		(1,102,050)		0										0

		1								0										539,663		539,663		0		0		1,865,046		(539,663)		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,668,036		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		250,703		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		4,417,333		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		569,632		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		0		0		0										0

		1								0										7,396,827		7,396,827		0		0		31,530,860		(7,396,827)		0										0

		1								0										0		0		0		0		407,283		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		314,875		0		0										0

		1								0										1,125,363		1,125,363		0		0		3,014,701		(1,125,363)		0										0

		1								0										0		0		0		0		339,693		0		0										0

		1								0										0		0		0		0		896,789		0		0										0

		1																				9,911		0		0		32,718				0										0

		1																				0		0		0		5,324				0										0

		1																				9,911		0		0		27,394				0										0

		1																				220,385		0		0		961,658				0										0

		1																				0		0		0		210,971				0										0

		1																				220,385		0		0		750,687				0										0

		1																				100,039		0		0		455,507				0										0

		1																				0		0		0		48,467				0										0

		1																				100,039		0		0		407,040				0										0

		1																				5,156,888		0		0		23,848,655				0										0

		1																				0		0		0		3,315,479				0										0

		1																				5,156,888		0		0		20,533,176				0										0

		1																				1,350,180		0		0		6,413,237				0										0

		1																				0		0		0		597,825				0										0

		1																				1,350,180		0		0		5,815,412				0										0

		1																				702,237		0		0		1,302,101				0										0

		1																				0		0		0		58,497				0										0

		1																				702,237		0		0		1,243,604				0										0

		1																				8,665,003		0		0		37,987,217				0										0

		1																				0		0		0		27,009				0										0

		1																				16,061,830		0		0		69,545,086				0										0

		1																				0		0		0		(529,158)				0										0

		1																				0		0		0		(1,114,914)				0										0

		1																				0		0		0		(254,610)				0										0

		1																				0		0		0		(1,898,682)				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		238,429,631				0										0

		1																				0		0		0		55,643,337				0										0

		1																				0		0		0		1,211,073				0										0

		1																				0		0		0		13,206,492				0										0

		1																				0		0		0		70,060,902				0										0

		1																				0		0		0		308,490,533				0										0

		1																				48,232,194		0		0		204,747,384				0										0

		1																				49,856,462		0		0		2,046,094				0										0

		1																				4,541,456		0		0		2,701,555				0										0

		1																				54,397,917		0		0		4,747,649				0										0

		1																				15,324,704		0		0		585,299				0										0

		1																				12,336,499		0		0		159,179				0										0

		1																				8,549,694		0		0		101,908				0										0

		1																				30,654,871		0		0		7,104,136				0										0

		1																				66,865,769		0		0		7,950,522				0										0

		1																				14,361,396		0		0		11,192,990				0										0

		1																				21,963,819		0		0		66,237,229				0										0

		1																				36,325,216		0		0		77,430,219				0										0

		1																				12,606,030		0		0		13,614,759				0										0

		1																				170,194,932		0		0		103,743,149				0										0

		1																				218,427,126		0		0		308,490,533				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0

		1																				0		0		0		0				0										0



&P / &N ページ



PPT P1

		

				16年度1Q		前年比				為替影響 カワセエイキョウ		実質増減* ジッシツゾウゲン				FY2016/1Q		YoY				FOREX Impact		YoY
before FOREX Imact

				2,291億円		△ 195億円		-8%		△ 238億円		+2%		0		229.1		- 19.5		-8%		- 23.8		+2%

				89億円		△ 11億円		-11%		△ 32億円		+20%				8.9		- 1.1		-11%		- 3.2		+20%

				63億円		△ 3億円		-5%		-		-				6.3		- 0.3		-5%		-		-

				108.14円		-13.22円		-11%		-		-				¥ 108.14		¥ - 13.22		-11%		-		-

				122.02円		-12.14円		-9%		-		-				¥ 122.02		¥ - 12.14		-9%		-		-





16年度

		

				今回予想(7/28) コンカイヨソウ		前回予想(5/12) ゼンカイヨソウ		前回比								Earnings Forecast (7/28)		Earnings Forecast (5/12)		Differeice

				10,300億円		10,600億円		△ 300億円		-3%						¥ 1,030.0 bn		¥ 1,060.0 bn		- 30.0 bn		-3%

				550億円		660億円		△ 110億円		-17%						¥ 55.0 bn		¥ 66.0 bn		- 11.0 bn		-17%

				360億円		440億円		△ 80億円		-22%						¥ 36.0 bn		¥ 44.0 bn		- 8.0 bn		-22%

				105円		105円		±0円		-						¥ 105.00		¥ 105.00		\ ±0		-

				115円		120円		△5円		-4%						¥ 115.00		¥ 120.00		\ -5		-4%

				30円		30円		±0円		-						¥ 30		¥ 30		\ ±0		-

				41%		34%		-		-						41%		34%		-		-





公表からの変化

		

				項目		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		要因 ヨウイン								Item		Revenue		Operating Profit		Factor

				前回公表 (5/12)		10,600		660		為替前提：　ドル=105円、ユーロ=120円								Previous Earning Forecast (5/12)		1,060.0		66.0		為替前提：　ドル=105円、ユーロ=120円

				為替影響				(9)		為替前提：　ドル=103.5円、ユーロ=115.3円								FOREX Impact				-9.2		為替前提：　ドル=103.5円、ユーロ=115.3円

				販売減少				(6)		情報機器：　市場ｘｘ（△xx億円）								Sales Increase				-6.2		情報機器：　市場ｘｘ（△xx億円）

										産業用材料・機器市場：　　ｘｘ（△ｘｘ億円）														産業用材料・機器市場：　　ｘｘ（△ｘｘ億円）

										ヘルスケア：														ヘルスケア：

				特別施策				(5)		値上げ施策(+21.7億円)								Initiatives				-4.7		値上げ施策(+21.7億円)

										経費削減   (+23.9億円)　他														経費削減   (+23.9億円)　他

				今回業績 見通し		x,000		53										Earnings Forecast		x,000		53.0





組替表(累計)

								(STRAVIS)														(開示) カイジ

		#03Y001		1				資産(STRAVIS)														資産(開示) カイジ		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y002		2				流動資産						当期 トウキ		前年 ゼンネン		増減 ゾウゲン				流動資産		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y003		3				　現金および現金同等物						81,969,110		99,937,297		(17,968,187)		A110		　現金および現金同等物		81,969,110		81,969		16.8%		99,937,297		99,937		10.2%		△ 17,968,187		△ 17,968		-18.0		%

		#03Y004		4						A11100		現金 現金同等物		81,969,110		99,937,297		(17,968,187)

		#03Y004		4						A11150		現金　現金同等物（NP）		0		0		0																						0		0

		#03Y008		8				　営業債権及びその他の債権				0.00%		220,569,883		249,498,997		(28,929,114)		A120		　営業債権及びその他の債権		220,569,883		220,569		23.4%		249,498,997		249,498		25.6%		△ 28,929,114		△ 28,929		-11.6		%

		#03Y009		9						A11300		受取手形 売掛金		194,288,956		221,716,315		(27,427,359)																						0.0

		#03Y010		10						A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,001,380		23,330,995		(2,329,615)				0				0						0						0		0		0

		#03Y011		11						A13300		未収入金		10,835,231		10,687,964		147,267				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y013		13						A13600		未収利息		131,717		25,237		106,480				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y014		14						A13700		未収配当金		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y015		15						A11600		AR-貸引(△)		(5,687,401)		(6,261,514)		574,113				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y020		20				　棚卸資産						120,954,565		121,361,754		(407,189)		A130		　棚卸資産		120,954,565		120,954		12.9%		121,361,754		121,361		12.4%		△ 407,189		△ 407		-0.3		%

		#03Y021		21						A11800		製品		102,103,646		103,534,793		(1,431,147)																						0.0

		#03Y022		22						A11900		商品		10,783,951		10,998,405		(214,454)				0										0						0		0		0

		#03Y023		23						A12000		原材料		18,654,582		18,190,677		463,905				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y024		24						A12100		仕掛品		10,284,364		9,766,594		517,770				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y025		25						A12200		0.00%		3,188,211		2,735,616		452,595				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y026		26						A12300		たな卸未実現（製品）		(21,441,875)		(21,264,028)		(177,847)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A12500		たな卸未実現（原材料）		(2,618,314)		(2,600,303)		(18,011)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y039		39				　未収法人所得税						3,030,028		3,210,160		(180,132)		A140		　未収法人所得税		3,030,028		3,030		0.3%		3,210,160		3,210		0.3%		△ 180,132		△ 180		-5.6		%

		#03Y040		40						A13800		未収・還付法人所得税		2,856,671		2,991,705		(135,034)																						0.0

		#03Y041		41						A13810		[連税]未収還付法人所得税		(13,297)		25,264		(38,561)				0										0						0		0		0

		#03Y042		42						A13900		仮払法人所得税		186,654		193,191		(6,537)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y033		33				　その他の金融資産						3,989,291		3,327,906		661,385		A150		　その他の金融資産		3,989,291		3,989		0.4%		3,327,906		3,327		0.3%		661,385		661		19.9		%

		#03Y034		34						A13000		貸付金(流動)		132,631		151,681		(19,050)																						0.0

		#03Y035		35						A13100		貸引(貸付流)△		0		(343)		343				0				0						0						0		0		0

		#03Y036		36						A14150		敷金保証金(流動)		71,262		120,622		(49,360)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y037		37						A14250		その他の金融資産(流動)		333,222		335,606		(2,384)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y038		38						A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		3,452,176		2,720,340		731,836				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y044		44				　その他の流動資産						20,306,297		18,249,463		2,056,834		A160		　その他の流動資産		20,306,297		20,306		2.2%		18,249,463		18,249		1.9%		2,056,834		2,056		11.3		%

		#03Y045		45						A12900		前渡金･前払費用		13,404,108		11,452,143		1,951,965																						0.0

		#03Y046		46						A14000		未収税金		3,303,580		3,534,288		(230,708)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y047		47						A14100		仮払税金		477,500		123,599		353,901				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y048		48						A14300		その他資産(流動)		3,121,109		3,139,433		(18,324)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								　小計 ショウケイ						450,819,174		495,585,577		(44,766,403)				　小計		450,819,174		450,819		47.9%		495,585,577		495,585		50.8%		△ 44,766,403		△ 44,766		-9		%

		#03Y049		49				　売却目的で保有する資産						575,764		630,434		(54,670)		A170		　売却目的で保有する資産		575,764		575		0.1%		630,434		630		0.1%		△ 54,670		△ 54		-8.7		%

		#03Y050		50						A14400		売却目的処分グループ資産		575,764		630,434		(54,670)																						0.0

		#03Y051		51				　流動資産合計						451,394,938		496,216,011		(44,821,073)		A100		　流動資産合計		451,394,938		451,394		48.0%		496,216,011		496,216		50.8%		△ 44,821,073		△ 44,821		-9		%

		#03Y052		52				非流動資産														非流動資産																				0.00%

		#03Y053		53				　有形固定資産						183,605,833		187,322,156		(3,716,323)		A210		　有形固定資産		183,605,833		183,605		19.5%		187,322,156		187,322		19.2%		△ 3,716,323		△ 3,716		-2.0		%

		#03Y054		54						A21400		建物-計		69,616,419		61,326,971		8,289,448																						0.0

		#03Y059		59						A21800		構築物-計		5,890,630		6,128,149		(237,519)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y062		62						A22200		機械装置-計		30,760,413		32,095,723		(1,335,310)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y063		63						A22600		車両運搬具-計		496,819		590,745		(93,926)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y064		64						A23000		工具器具備品･金型-計		31,641,872		34,151,999		(2,510,127)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y065		65						A23400		土地-計		29,959,176		30,138,321		(179,145)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y066		66						A23700		建設仮勘定(有形)-計		8,512,799		8,325,874		186,925				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y067		67						A24100		賃貸用資産-計		6,727,705		14,564,374		(7,836,669)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y080		80				のれん及び無形資産 オヨ						189,069,943		178,390,559		10,679,384		A220		のれん及び無形資産		189,069,943		189,069		20.1%		178,390,559		178,390		18.3%		10,679,384		10,679		6.0		%

		#03Y081		81						A41400		のれん-計		126,162,050		115,098,027		11,064,023																						0.0

		#03Y082		82						A41800		ソフトウェア-計		19,325,689		19,856,961		(531,272)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y083		83						A42200		開発資産(技術資産)計		471,294		0		471,294				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y084		84						A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		21,600,701		24,971,059		(3,370,358)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y085		85						A43000		その他無形資産-計		16,821,533		13,648,373		3,173,160				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y088		88						A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,688,676		4,816,139		(127,463)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y100		100				　投資不動産						0		0		0		A230		　投資不動産		0		-		0.0%		0		-		0.0%		-		-		-		%

		#03Y101		101						A31100		投資不動産-取得		0		0		0																						0.0

		#03Y102		102						A31200		投資不動産-償却累計額(△		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y103		103						A31300		投資不動産-減損累計額(△		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y104		104				　持分法で会計処理される投資						13,900,357		3,614,303		10,286,054		A240		　持分法で会計処理される投資		13,900,357		13,900		1.5%		3,614,303		3,614		0.4%		10,286,054		10,286		284.6		%

		#03Y105		105						A51300		関連会社株式・出資		13,900,357		3,614,303		10,286,054																						0.0

		#03Y107		107				　その他の金融資産						39,147,699		38,646,824		500,875		A150		　その他の金融資産		39,147,699		39,147		4.2%		38,646,824		38,646		4.0%		500,875		500		1.3		%

		#03Y109		109						A51100		投資有価証券・出資		20,999,498		24,163,981		(3,164,483)																						0.0

		#03Y110		110						A51400		貸付金(非流動)		71,991		67,933		4,058				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y111		111						A51500		貸引(非流動)(△)		(809,255)		(841,171)		31,916				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y112		112						A52550		長期固定化債権		757,138		814,800		(57,662)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y113		113						A52300		敷金保証金(非流動)		6,712,289		6,778,463		(66,174)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y114		114						A52600		長期定期預金		0		255		(255)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y115		115						A52450		その他の金融資産(非流動)		4,205,558		4,436,562		(231,004)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y116		116						A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		7,210,480		3,226,001		3,984,479				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y117		117				　繰延税金資産						56,311,450		59,052,781		(2,741,331)		A260		　繰延税金資産		56,311,450		56,311		6.0%		59,052,781		59,052		6.0%		△ 2,741,331		△ 2,741		-4.6		%

		#03Y118		118						A51900		繰延税金資産		60,243,617		71,297,161		(11,053,544)																						0.0

		#03Y119		119						A51910		[連税]繰延税金資産		(233,792)		(9,505,673)		9,271,881				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y120		120						A52000		繰延税金資産(評価差額)		(1,584,776)		(1,940,852)		356,076				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y121		121						A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		293,084		299,066		(5,982)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y122		122						A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A52220		繰延税金資産(為調)		(2,406,683)		(1,096,921)		(1,309,762)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y123		123				　その他の非流動資産						7,318,813		13,128,265		(5,809,452)		A270		　その他の非流動資産		7,318,813		7,318		0.8%		13,128,265		13,128		1.3%		△ 5,809,452		△ 5,809		-44.3		%

		#03Y124		124						A51700		長期前払費用		4,290,089		4,112,330		177,759																						0.0

		#03Y132		132						A51800		前払年金費用		190,324		193,928		(3,604)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y108		108						A51200		子会社株式・出資		(3)		(4)		1				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y108		108						A51210		子会社株式・出資(非連結)		2,115,912		4,116,134		(2,000,222)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										A52500		その他資産(非流動)		701,991		4,705,877		(4,003,886)																						0		0

		#03Y133		133						A51310		関連株式・出資(非連結)		20,500		0		20,500				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y135		135				　非流動資産合計						489,354,095		480,154,888		9,199,207		A200		　非流動資産合計		489,354,095		489,354		52.0%		480,154,888		480,154		49.2%		9,199,207		9,199		1.9		%

		#03Y136		136				　資産合計						940,749,033		976,370,899		(35,621,866)		A800		　資産合計		940,749,033		940,749		100.0%		976,370,899		976,370		100.0%		△ 35,621,866		△ 35,621		-3.6		%

		#03Y137		137				負債														負債		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y138		138				流動負債														流動負債		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y139		139				　営業債務及びその他の債務						144,842,472		162,907,934		(18,065,462)		B110		　営業債務及びその他の債務		144,842,472		144,842		15.4%		162,907,934		162,907		16.7%		△ 18,065,462		△ 18,065		-11.1		%

		#03Y140		140						B11100		営業債務		86,916,751		92,686,285		(5,769,534)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y141		141						B11200		設備関連債務		5,065,373		7,467,745		(2,402,372)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y142		142						B11700		未払金		52,368,779		62,297,116		(9,928,337)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y143		143						B11800		未払利息		269,873		392,358		(122,485)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y144		144						B11900		未払配当金		221,696		64,430		157,266				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y153		153				　社債及び借入金						52,468,172		42,624,185		9,843,987		B120		　社債及び借入金		52,468,172		52,468		5.6%		42,624,185		42,624		4.4%		9,843,987		9,843		23.1		%

		#03Y154		154						B11400		短期借入金		25,629,514		15,896,060		9,733,454				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y154		154						B11450		短期借入金（NP）		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y155		155						B11500		一年内長期借入金		4,244,777		4,001,924		242,853				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y156		156						B11600		社債(流動)		20,000,000		20,000,000		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y157		157						B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,593,881		2,726,201		(132,320)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y159		159				　未払法人所得税						2,818,629		3,317,323		(498,694)		B130		　未払法人所得税		2,818,629		2,818		0.3%		3,317,323		3,317		0.3%		△ 498,694		△ 498		-15		%

		#03Y160		160						B12000		未払法人所得税		2,725,802		2,732,795		(6,993)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y164		164						B12010		[連税]未払法人所得税		92,827		584,528		(491,701)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y165		165				　引当金						5,453,703		6,821,573		(1,367,870)		B140		　引当金		5,453,703		5,453		0.6%		6,821,573		6,821		0.7%		△ 1,367,870		△ 1,367		-20.1		%

		#03Y166		166						B12500		製品保証引当金		1,376,084		1,469,769		(93,685)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y167		167						B12800		資産除去債務(流動)		56,090		163,585		(107,495)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y168		168						B12600		事業構造改善引当金		1,688,289		2,608,768		(920,479)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y169		169						B12700		その他引当金(流動)		2,333,240		2,579,451		(246,211)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y170		170				　その他の金融負債						51,449		200,898		(149,449)		B150		　その他の金融負債		51,449		51		0.0%		200,898		200		0.0%		△ 149,449		△ 149		-74.4		%

		#03Y171		171						B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		3,029		142,098		(139,069)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y173		173						B12950		その他の金融負債(流動)		48,420		58,800		(10,380)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y174		174				　その他の流動負債						32,165,950		39,379,677		(7,213,727)		B160		　その他の流動負債		32,165,950		32,165		3.4%		39,379,677		39,379		4.0%		△ 7,213,727		△ 7,213		-18.3		%

		#03Y175		175						B12100		未払税金		5,788,855		5,330,205		458,650				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12110		[連結納税]未払税金		1,853		1,106,670		(1,104,817)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12470		従業員給付引当金(流動)		1,286,536		1,404,727		(118,191)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y176		176						B12450		事業業績連動賞与引当金		6,387,778		12,883,809		(6,496,031)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y177		177						B12400		有給休暇引当金		4,412,867		4,796,133		(383,266)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y178		178						B12200		前受金		6,440,650		6,604,013		(163,363)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y179		179						B12300		預り金		3,963,975		1,052,319		2,911,656				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y181		181						B13000		その他負債(流動)		3,881,949		6,200,141		(2,318,192)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y183		183						B13200		繰延収益/収入(流動)		1,487		1,660		(173)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y189		189				　売却目的で保有する資産に直接関連する負債						0		0		0		B170		　売却目的で保有する資産に直接関連する負債		0		-		0.0%		0		-		0.0%				0		0		0

		#03Y190		190						B13100		売却目的処分グループ負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y191		191				　流動負債合計						237,800,375		255,251,590		(17,451,215)		B100		　流動負債合計		237,800,375		237,800		25.3%		255,251,590		255,251		26.1%		△ 17,451,215		△ 17,451		-6.8		%

		#03Y192		192				非流動負債														非流動負債										0		0.0%				0		0		0

		#03Y193		193				　社債及び借入金						133,172,546		125,653,736		7,518,810		B120		　社債及び借入金		133,172,546		133,172		14.2%		125,653,736		125,653		12.9%		7,518,810		7,518		6		%

		#03Y194		194						B21100		社債(非流動)		30,000,000		30,000,000		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y196		196						B21200		長期借入金		98,934,530		91,113,024		7,821,506				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y197		197						B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		4,540,712		(302,696)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y198		198				　退職給付に係る負債 カカフサイ						67,489,454		67,913,887		(424,433)		B220		　退職給付に係る負債		67,489,454		67,489		7.2%		67,913,887		67,913		7.0%		△ 424,433		△ 424		-0.6		%

		#03Y199		199						B21300		退職給付引当金		67,489,454		67,913,887		(424,433)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y208		208				　引当金						1,234,874		1,227,916		6,958		B140		　引当金		1,234,874		1,234		0.1%		1,227,916		1,227		0.1%		6,958		6		0.6		%

		#03Y209		209						B21500		その他引当金(非流動)		307,531		286,085		21,446				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y210		210						B21800		資産除去債務(非流動)		927,343		941,831		(14,488)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y211		211				　その他の金融負債						6,225,136		3,611,987		2,613,149		B150		　その他の金融負債		6,225,136		6,225		0.7%		3,611,987		3,611		0.4%		2,613,149		2,613		72.3		%

		#03Y212		212						B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		6,225,136		3,611,987		2,613,149				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y213		213						B22450		その他の金融負債(非流動)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y202		202				　繰延税金負債						4,335,835		3,443,683		892,152		B250		　繰延税金負債		4,335,835		4,335		0.5%		3,443,683		3,443		0.4%		892,152		892		25.9		%

		#03Y203		203						B22000		繰延税金負債		4,335,835		3,443,683		892,152				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y204		204						B22010		[連税]繰延税金負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y205		205						B22100		繰延税金負債(評価差額)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y206		206						B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y207		207						B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y207		207						B22320		繰延税金負債(為調)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y215		215				　その他の非流動負債						4,022,649		4,286,639		(263,990)		B260		　その他の非流動負債		4,022,649		4,022		0.4%		4,286,639		4,286		0.4%		△ 263,990		△ 263		-6.2		%

		#03Y217		217						B22500		その他負債(非流動)		3,897,336		4,122,345		(225,009)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y218		218						B21400		従業員給付引当金(非流動)		121,310		159,300		(37,990)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y219		219						B21900		持分法適用に伴う負債		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y219		219						B22700		繰延収益/収入(非流動)		4,004		4,980		(976)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										B19300		バランス調整勘定		(1)		14		(15)										0.0%						0.0%						0		0

		#03Y219		219						B28999		複数セグ調整-借入相当額		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y221		221				　非流動負債合計						216,480,494		206,137,848		10,342,646		B200		　非流動負債合計		216,480,494		216,480		23.0%		206,137,848		206,137		21.1%		10,342,646		10,342		5		%

		#03Y222		222				　負債合計						454,280,869		461,389,438		(7,108,569)		B800		　負債合計		454,280,869		454,280		48.3%		461,389,438		461,389		47.3%		△ 7,108,569		△ 7,108		-1.5		%

		#03Y001		1				資本														資本 シホン		1606期						1603期						増減 ゾウゲン

		#03Y223		223																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y224		224				　資本金						37,519,344		37,519,344		0		C110		　資本金		37,519,344		37,519		4.0%		37,519,344		37,519		3.8%		0		0		0		%

		#03Y225		225						C11000		資本金		37,519,344		37,519,344		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y226		226				　資本剰余金						203,397,933		203,397,933		0		C120		　資本剰余金		203,397,933		203,397		21.6%		203,397,933		203,397		20.8%		0		0		0		%

		#03Y231		231						C12000		資本剰余金		203,397,933		203,397,933		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y232		232				　利益剰余金						257,508,751		258,562,733		(1,053,982)		C130		　利益剰余金		257,508,751		257,508		27.4%		258,562,733		258,562		26.5%		△ 1,053,982		△ 1,053		-0.4		%

		#03Y233		233						C13000		利益剰余金		257,508,751		258,562,733		(1,053,982)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y240		240				　自己株式						(9,313,670)		(9,408,754)		95,084		C140		　自己株式		△ 9,313,670		△ 9,313		-1.0%		△ 9,408,754		△ 9,408		-1.0%		95,084		95		-1		%

		#03Y241		241						C14000		自己株式(△)		(9,313,670)		(9,408,754)		95,084				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y254		254				　新株予約権						954,726		1,009,615		(54,889)		C150		　新株予約権		954,726		954		0.1%		1,009,615		1,009		0.1%		△ 54,889		△ 54		-5.4		%

		#03Y255		255						C30000		新株予約権		954,726		1,009,615		(54,889)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y243		243				　その他の資本の構成要素						(7,054,014)		23,204,151		(30,258,165)		C160		　その他の資本の構成要素		△ 7,054,014		△ 7,054		-0.7%		23,204,151		23,204		2.4%		△ 30,258,165		△ 30,258		-130.4		%

		#03Y244		244						C21000		投資有価証券評価差額金		3,591,363		4,391,370		(800,007)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y246		246						C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		(1,067,218)		393,082				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y248		248						C23000		為替換算調整勘定		(9,964,577)		19,872,928		(29,837,505)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y249		249						C24000		確定給付数理計算差異		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y250		250						C25000		持分会社におけるOCI持分		(6,664)		7,071		(13,735)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y251		251						C27000		土地再評価差額金		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y242		242				　親会社の所有者に帰属する持分合計						483,013,070		514,285,022		(31,271,952)		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		483,013,070		483,013		51.3%		514,285,022		514,285		52.7%		△ 31,271,952		△ 31,271		-6.1		%

		#03Y256		256				　非支配持分						3,455,094		696,439		2,758,655		C180		　非支配持分		3,455,094		3,455		0.4%		696,439		696		0.1%		2,758,655		2,758		396.1		%

		#03Y257		257						C50000		非支配持分		3,455,094		696,439		2,758,655				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y258		258				　資本合計						486,468,164		514,981,461		(28,513,297)		C800		　資本合計		486,468,164		486,468		51.7%		514,981,461		514,981		52.7%		△ 28,513,297		△ 28,513		-5.5		%

		#03Y259		259				　負債および資本合計 フサイシホン						940,749,033		976,370,899		(35,621,866)		G900		　負債および資本合計		940,749,033		940,749		100.0%		976,370,899		976,370		100.0%		△ 35,621,866		△ 35,621		-3.6		%

																						※百分比は総資産・総資本に対する割合 ヒャクブンヒソウシサンソウシホンタイワリアイ																				0.00%

		#03Y262		262																						0						0						0		0		0

		#03Y001		1				損益計算書														損益計算書		1606期累計						1506期累計						増減 ゾウゲン

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

		#03Y264		264				売上高						229,131,904		248,643,358		(19,511,454)		E100		売上高		229,131,904		229,131		100.0%		248,643,358		248,643		100.0%		△ 19,511,454		△ 19,511		-7.8		%

		#03Y265		265						E11100		売上高		229,131,904		248,643,358		(19,511,454)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y267		267				売上原価						114,836,701		128,907,849		(14,071,148)		E110		売上原価		114,836,701		114,836		50.1%		128,907,849		128,907		51.8%		△ 14,071,148		△ 14,071		-10.9		%

		#03Y268		268						E11200		製品製造原価		51,508,594		58,031,591		(6,522,997)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y269		269						E11300		商品仕入高		46,820,364		48,041,587		(1,221,223)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y270		270						E11400		期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(1,511,703)		(2,179,575)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y271		271						E11600		サービス原価		23,225,954		24,995,168		(1,769,214)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y272		272						E11310		売上原価-内取		(2,467,546)		0		(2,467,546)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y272		272						F20100		売上原価-償却費		(755,245)		(833,263)		78,018				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y273		273						F20200		売上原価-たな卸未実現		195,858		184,469		11,389				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y278		278				売上総利益						114,295,203		119,735,509		(5,440,306)		E120		売上総利益		114,295,203		114,295		49.9%		119,735,509		119,735		48.2%		△ 5,440,306		△ 5,440		-4.5		%

		#03Y334		334				その他の収益						1,319,424		742,082		577,342		E130		その他の収益		1,319,424		1,319		0.6%		742,082		742		0.3%		577,342		577		77.8		%

		#03Y335		335						E31500		有形売却益		53,237		171,214		(117,977)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y336		336						E31100		固定資産賃貸料収入		30,857		31,486		(629)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y337		337						E31200		受取手数料		4,857		5,462		(605)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y338		338						E31300		特許権実施料収入		8,995		12,360		(3,365)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y339		339						E31400		負ののれん収益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y340		340						E31600		無形資産売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y341		341						E31700		有形減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y342		342						E31800		投資不動産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y343		343						E31900		無形資産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y344		344						E32000		貸引戻入益 (他収益)		198		4,652		(4,454)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y345		345						E32100		子会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y346		346						E32200		関連会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y347		347						E32300		グループ業務委託料収入		11,931		6,240		5,691				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y348		348						E32400		その他収益		1,209,349		510,668		698,681				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y280		280				販売費及び一般管理費						105,221,216		107,132,649		(1,911,433)		E140		販売費及び一般管理費		105,221,216		105,221		45.9%		107,132,649		107,132		43.1%		△ 1,911,433		△ 1,911		-1.8		%

		#03Y281		281						E22100		販売諸費		3,962,620		3,898,974		63,646				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y283		283						E22200		広告宣伝費		2,618,564		2,675,640		(57,076)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y285		285						E22300		物流費		5,559,290		5,806,209		(246,919)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y287		287						E23100		給与その他労務費(SGA)		42,443,391		43,092,225		(648,834)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y288		288						E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		133,537		97,112				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y289		289						E23300		退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,395,260		20,808				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y290		290						E23400		業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,017,384		26,643				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		3,114,054		(332,607)								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		262,611		94,339								0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y291		291						E24100		旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,489,610		(290,184)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y292		292						E24200		租税公課(SGA)		1,368,653		1,123,761		244,892				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y293		293						E24210		[連税]租税公課(SGA)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y294		294						E24300		減価償却費(SGA)		2,654,356		2,869,569		(215,213)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y295		295						E24400		償却費(SGA)		3,453,762		3,215,730		238,032				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y296		296						E24500		電力水道光熱費(SGA)		334,450		337,050		(2,600)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y297		297						E24700		修繕費(SGA)		679,556		792,822		(113,266)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y299		299						E24800		賃借料(SGA)		4,513,068		4,654,446		(141,378)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y301		301						E24900		支手 業務委託(SGA)		3,172,208		3,400,660		(228,452)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y303		303						E25000		貸引繰戻(SGA)		96,134		363,184		(267,050)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y304		304						E25100		製品保証関連費用		8,523		12,643		(4,120)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y305		305						E25300		間接材料費(SGA)		105,009		53,349		51,660				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y307		307						E25400		その他経費(SGA)		5,933,291		5,744,057		189,234				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y308		308						E26100		受入・払出(SGA)		1,036,585		423,386		613,199				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y313		313						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y355		355				その他の費用						1,481,816		3,322,866		(1,841,050)		E150		その他の費用		1,481,816		1,481		0.6%		3,322,866		3,322		1.3%		△ 1,841,050		△ 1,841		-55.4		%

		#03Y356		356						E41500		有形売却損		16,080		57,767		(41,687)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y357		357						E41600		有形除却損		95,628		223,732		(128,104)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y358		358						E41700		無形資産売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y359		359						E41800		無形資産除却損		4,142		0		4,142				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y360		360						E41100		貸引繰入 (他費用)		4,342		8,124		(3,782)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y361		361						E41900		有形減損		375		2,543		(2,168)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y364		364						E42000		投資不動産減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y365		365						E42200		のれん減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y367		367						E42100		無形資産(のれん除く)減損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y368		368						E41200		賃貸資産償却費		35,167		23,450		11,717				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y369		369						E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		10,411		(1,894)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y370		370						E41400		投資不動産償却費		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y371		371						E42300		子会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y372		372						E42400		子会社株式・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y373		373						E42500		関連会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y374		374						E42600		関連会社株・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y375		375						E42700		その他費用		1,317,565		2,996,839		(1,679,274)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y381		381				営業利益						8,911,595		10,022,076		(1,110,481)		E160		営業利益		8,911,595		8,911		3.9%		10,022,076		10,022		4.0%		△ 1,110,481		△ 1,110		-11.1		%

		#03Y385		385				金融収益						723,462		1,014,850		(291,388)		E170		金融収益		723462		723		0.3%		1,014,850		1,014		0.4%		△ 291,388		△ 291		-28.7		%

		#03Y386		386						E51100		受取利息		413,083		395,472		17,611				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y387		387						E51200		受取配当金		274,088		288,829		(14,741)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y388		388						E51300		為替差益		0		300,635		(300,635)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y391		391						E51600		その他資産評価売却益		36,291		29,914		6,377				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y392		392						E51700		減損戻入益(貸付金)		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y395		395				金融費用						1,038,693		638,304		400,389		E180		金融費用		1038693		1,038		0.5%		638,304		638		0.3%		400,389		400		62.7		%

		#03Y396		396						E61100		支払利息		466,745		402,145		64,600				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y398		398						E61200		社債利息		99,500		129,950		(30,450)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y399		399						E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		26,134		55,381				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y400		400						E61400		為替差損		315,927		0		315,927				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y401		401						E61800		その他資産評価売却損		75,006		80,075		(5,069)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y404		404				持分法による投資利益（△は損失） ソンシツ						(68,145)		(2,901)		(65,244)		E190		持分法による投資利益（△は損失）		△ 68,145		△ 68		0.0%		△ 2,901		△ 2		0.0%		△ 65,244		△ 65		2249		%

		#03Y405		405						E81100		持分法投資損益		(68,145)		(2,901)		(65,244)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y427		427				税引前四半期利益 シハンキ						8,528,219		10,395,721		(1,867,502)		E200		税引前四半期利益		8,528,219		8,528		3.7%		10,395,721		10,395		4.2%		△ 1,867,502		△ 1,867		-18		%

		#03Y428		428				法人所得税費用						2,260,716		3,825,284		(1,564,568)		E210		法人所得税費用		2,260,716		2,260		1.0%		3,825,284		3,825		1.5%		△ 1,564,568		△ 1,564		-40.9		%

		#03Y429		429						E82100		当期税金費用(当年度)		2,172,522		3,488,269		(1,315,747)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y430		430						E82110		[連税]当期税金費用(当年)		339,071		217,356		121,715				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y431		431						E82200		当期税金費用(過年度)		(30,587)		3,831		(34,418)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y432		432						E82300		繰延税金費用		(220,290)		115,828		(336,118)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y433		433						E82310		[連税]繰延税金費用		0		0		0				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y435		435				四半期利益の帰属 シハンキ														四半期利益の帰属				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y436		436				　親会社の所有者						6,386,716		6,592,872		(206,156)		E220		　親会社の所有者		6,386,716		6,386		2.8%		6,592,872		6,592		2.7%		△ 206,156		△ 206		-3.1		%

		#03Y437		437																		0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y438		438				非支配持分						(119,213)		(22,435)		(96,778)		E230		非支配持分		△ 119,213		△ 119		-0.1%		△ 22,435		△ 22		0.0%		△ 96,778		△ 96		431.4		%

		#03Y439		439						E90000		非支配持分純利益		(119,213)		(22,435)		(96,778)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y440		440				四半期利益 シハンキリエキ						6,267,503		6,570,437		(302,934)		E240		四半期利益		6,267,503		6,267		2.7%		6,570,437		6,570		2.6%		△ 302,934		△ 302		-4.6		%

		#03Y439		439						E89000		<当期利益>		6,267,503		6,570,437		(302,934)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

		#03Y435		435				1株当たり当期利益 カブアトウキリエキ														1株当たり当期利益				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y436		436				　基本的一株当たり当期利益(円) キホンテキヒトカブアトウキリエキエン						12.89		13.19		(0.30)		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)				12.89		-				13.19		-								0.00%

																																										0.00%

		#03Y437		437				　希薄化後1株当たり当期利益(円) キハクカアトカブアトウキリエキエン						12.85		13.15		(0.30)		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)				12.85						13.15		-								0.00%

		#03Y439		439								　親会社の所有者		6,386,716		6,592,872		(206,156)				0						0.0%						0.0%								0.00%

		#03Y439		439						M26100		調整前期中平均株式数		495,504,394		499,947,567		(4,443,173)				0				0		0.0%						0.0%				0		0.00%		0.00%

		#03Y439		439						M26110		潜在調整後期中平均株式数		496,859,549		501,378,702		(4,519,153)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y440		440				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ						18,253,189		19,256,488		(1,003,299)		E241		研究開発費		18,253,189		18,253		-		19,256,488		19,256		-		△ 1,003,299		△ 1,003		-5.2		%

		#03Y439		439						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.0%				0		0.0%				0		0.00%		0.00%

																																										0.00%

		#03Y001		1				連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ														連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ		1606期累計						1506期累計						増減 ゾウゲン

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ

								四半期利益 シハンキリエキ						6,267,503								四半期利益		6,267,503		6,267				6,570,437		6,570				△ 302,934		△ 302		-4.6		%

										E89000		<当期利益>		6,267,503								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								その他の包括利益														その他の包括利益				0						0						0		0		0

																						0				0						0						0		0		0

								損益に振り替えられることのない項目： ソンエキフカコウモク														損益に振り替えられることのない項目：				0						0						0		0		0

								確定給付制度の再測定(税引後）						0						H110		確定給付制度の再測定(税引後）		0		-		0.0%		△ 1,829		△ 1		0.0%		1,829		1		-100		%

										C24000		確定給付数理計算差異(期首)		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C24000		確定給付数理計算差異(当期末)		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										D12500		確定給付の数理差異		0								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								公正価値の純変動（税引後）  ゼイビゴ						(796,861)						H1２０		公正価値の純変動（税引後）		△ 796,861		△ 796		-0.3%		1,147,465		1,147		7.2%		△ 1,944,326		△ 1,944		-169.4		%

										C21000		投資有価証券評価差額金(期首)		4,391,370								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C21000		投資有価証券評価差額金(当期末)		3,591,363								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										D12600		OCIからREへの振替		3,146								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後) タホウカツリエキタイモチブンゼイビゴ						(13,735)						H130		持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)		△ 13,735		△ 13		0.0%		△ 547		△ 0		0.0%		△ 13,188		△ 13		2411		%

										C25000		持分会社におけるOCI持分(期首)		7,071								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C25000		持分会社におけるOCI持分(当期末)		(6,664)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられることのない項目合計 ソンエキフカコウモクゴウケイ						(810,596)								損益に振り替えられることのない項目合計		△ 810,596		△ 810		-0.4%		1,145,089		1,145		7.2%		△ 1,955,685		△ 1,955		-170.8		%

																										0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられる可能性のある項目： ソンエキフカカノウセイコウモク														損益に振り替えられる可能性のある項目：				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後） コウセイカチジュンヘンドウゼイビゴ						393,082						H140		キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後）		393,082		393		0.2%		△ 153,719		△ 153		-1.0%		546,801		546		-355.7		%

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(期首)		(1,067,218)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(当期末)		(674,136)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								在外営業活動体の換算差額(税引後） ザイガイエイギョウカツドウタイゼイビゴ						(30,095,913)						H150		在外営業活動体の換算差額(税引後）		△ 30,095,913		△ 30,095		-13.1%		8,288,658		8,288		52.3%		△ 38,384,571		△ 38,384		-463.1		%

										C23000		為替換算調整勘定(期首)		19,872,928								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C23000		為替換算調整勘定(当期末)		(9,964,577)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調(NCI 為調　増減)		(258,408)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								損益に振り替えられる可能性のある項目合計 ソンエキフカカノウセイコウモクゴウケイ						(29,702,831)								損益に振り替えられる可能性のある項目合計		△ 29,702,831		△ 29,702		-13.0%		8,134,938		8,134		51.3%		△ 37,837,769		△ 37,837		-465.1		%

								税引後その他の包括利益 ゼイヒゴタホウカツリエキ						(30,513,427)						H200		税引後その他の包括利益		△ 30,513,427		△ 30,513		-13.3%		9,280,027		9,280		58.5%		△ 39,793,454		△ 39,793		-428.8		%

								当期包括利益合計						(24,245,924)						H800		当期包括利益合計		△ 24,245,924		△ 24,245		-10.6%		15,850,464		15,850		100.0%		△ 40,096,388		△ 40,096		-253		%

								当期包括利益合計額の帰属														当期包括利益合計額の帰属						0.0%						0.0%						0		0

								　親会社の所有者						(23,868,303)						H210		　親会社の所有者		△ 23,868,303		△ 23,868		-10.4%		16,018,153		16,018		101.1%		△ 39,886,456		△ 39,886		-249		%

								　非支配持分						(377,621)						H220		　非支配持分		△ 377,621		△ 377		-0.2%		△ 167,689		△ 167		-1.1%		△ 209,932		△ 209		125.2		%

										E90000		非支配持分純利益		(119,213)												0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調(NCI 為調　増減)		(258,408)								0				0		0.0%				0		0.0%				0		0		0

								当期包括利益合計						(24,245,924)								当期包括利益合計		△ 24,245,924		△ 24,245		-10.6%		15,850,464		15,850		100.0%		△ 40,096,388		△ 40,096		-253		%
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セグメント情報

																				Ver.3		7/18/16

				事業セグメント ジギョウ

				当連結会計期間　（自 2016年4月1日　至 2016年6月30日） トウレンケツカイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ																		(単位:千円) タンイセンエン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		186,328,544		18,451,832		21,725,742		226,506,118		2,625,786		229,131,904		－		229,131,904				2,625,786

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		791,903		195,165		1,454,060		2,441,128		4,356,031		6,797,159		-6,797,159		－				-2,441,128

						計 ケイ		187,120,447		18,646,997		23,179,802		228,947,246		6,981,817		235,929,063		-6,797,159		229,131,904				184,658

				セグメント利益 リエキ				13,306,102		193,079		2,323,560		15,822,741		-1,007,392		14,815,349		-6,023,063		8,792,286				-7,030,455

				前連結会計期間　（自 2015年4月1日　至 2015年6月30日） マエレンケツカイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		201,797,266		17,876,661		28,184,592		247,858,519		784,839		248,643,358		－		248,643,358				784,839

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		525,831		77,900		938,497		1,542,228		4,767,287		6,309,515		-6,309,515		－				-1,542,228

						計 ケイ		202,323,097		17,954,561		29,123,089		249,400,747		5,552,126		254,952,873		-6,309,515		248,643,358				-757,389

				セグメント利益 リエキ				13,275,315		126,052		5,862,811		19,264,178		231,166		19,495,344		-9,473,268		10,022,076				-9,242,102

				増減 ゾウゲン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ				その他
＋調整額 タチョウセイガク

				売上高 ダカ

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		-15,468,722		575,171		-6,458,850		-21,352,401		1,840,947		-19,511,454		－		-19,511,454				1,840,947

						セグメント間の内部売上高 ナイブウリアゲダカ		266,072		117,265		515,563		898,900		-411,256		487,644		-487,644		－				-898,900

						計 ケイ		-15,202,650		692,436		-5,943,287		-20,453,501		1,429,691		-19,023,810		-487,644		-19,511,454				942,047

				セグメント利益 リエキ				30,787		67,027		-3,539,251		-3,441,437		-1,238,558		-4,679,995		3,450,205		-1,229,790				2,211,647

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		△7.7%		3.2%		△22.9%										△7.8%				234.6%

						セグメント利益 リエキ		0.2%		53.2%		△60.4%										△12.3%				△23.9%

				当連結累計期間　（自 2015年4月1日　至 2016年3月31日） トウレンケツルイケイキカンジネンガツヒイタネンガツニチ																		(単位:千円) タンイセンエン

								報告セグメント ホウコク

								情報機器事業 ジョウホウキキジギョウ		ヘルスケア事業 ジギョウ		産業用材料
・機器事業 サンギョウヨウザイリョウキキジギョウ		報告
セグメント計 ホウコクケイ		その他 タ		合計 ゴウケイ		調整額 チョウセイガク		連結
(連結財務諸表) レンケツレンケツザイムショヒョウ

				売上高

						外部顧客への売上高		186,328,544		18,451,832		21,725,742		226,506,118		2,625,786		229,131,904		－		229,131,904

						セグメント間の内部売上高		791,903		195,165		1,454,060		2,441,128		4,356,031		6,797,159		-6,797,159		－

						計		187,120,447		18,646,997		23,179,802		228,947,246		6,981,817		235,929,063		-6,797,159		229,131,904

				セグメント利益				13,306,102		193,079		2,323,560		15,822,741		-1,007,392		14,815,349		-6,023,063		8,792,286

				資産合計				588,591,107		73,528,406		163,237,931		825,357,444		52,895,441		878,252,885		60,354,854		938,607,739

				負債合計				286,876,937		54,651,243		96,992,926		438,521,106		36,052,261		474,573,367		-19,448,441		455,124,926

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ								－				－				－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ								－				－				－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		12,631,312		514,617		754,428		13,900,357		－		13,900,357		－		13,900,357

						資本的支出 シホンテキシシュツ								－				－				－

				前連結累計期間　（自 2014年4月1日　至 2015年3月31日） ルイケイ

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)

				売上高

						外部顧客への売上高		832,187,193		89,855,835		1,028,018,510		3,696,656		1,031,740,450		25,284		1,031,740,450		1,031,740,450

						セグメント間の内部売上高		2,260,125		725,406		7,537,814		26,981,786		30,571,530		721,430		－		－

						計		834,447,318		90,581,241		1,035,556,324		30,678,442		1,062,311,980		746,714		1,031,740,450		1,031,740,450

				セグメント利益				70,210,310		3,907,027		91,167,374		1,736,181		92,815,467		-30,045,750		60,069,956		60,069,956

				資産合計				641,070,822		64,722,004		861,169,291		24,494,319		885,663,610		492,997,638		974,734,568		974,734,568

				負債合計				324,263,980		43,259,507		455,727,805		8,215,015		463,949,939		274,479,787		441,408,097		441,408,097

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ								－				－				－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ								－				－				－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		20,500		523,922		544,422		－		544,422		－		544,422		544,422

						資本的支出 シホンテキシシュツ								－				－				－

				増減

								報告セグメント

								情報機器事業		ヘルスケア事業		産業用材料
・機器事業		報告
セグメント計		その他		合計		調整額		連結
(連結財務諸表)

				売上高

						外部顧客への売上高		-645,858,649		-71,404,003		-1,006,292,768		222,809,462		-1,029,114,664		229,106,620		-1,031,740,450		-802,608,546

						セグメント間の内部売上高		-1,468,222		-530,241		-6,083,754		-24,540,658		-26,215,499		6,075,729		-6,797,159		－

						計		-647,326,871		-71,934,244		-1,012,376,522		198,268,804		-1,055,330,163		235,182,349		-1,038,537,609		-802,608,546

				セグメント利益				-56,904,208		-3,713,948		-88,843,814		14,086,560		-93,822,859		44,861,099		-66,093,019		-51,277,670

				資産合計				-52,479,715		8,806,402		-697,931,360		800,863,125		-832,768,169		385,255,247		-914,379,714		-36,126,829

				負債合計				-37,387,043		11,391,736		-358,734,879		430,306,091		-427,897,678		200,093,580		-460,856,538		13,716,829

						減価償却費及び償却費 ゲンカショウキャクヒオヨショウキャクヒ		－		－		－		－		－		－		－		－

						非金融資産の減損損失 ヒキンユウシサンゲンソンソンシツ		－		－		－		－		－		－		－		－

						持分法投資 モチブンホウトウシ		12,610,812		-9,305		210,006		13,900,357		-544,422		13,900,357		-544,422		13,355,935

						資本的支出 シホンテキシシュツ		－		－		－		－		－		－		－		－

						外部顧客への売上高 ウリアゲダカ		△77.6%		△79.5%		△97.9%

						セグメント利益 リエキ		△81.0%		△95.1%		△97.5%





組替表(単期)

								(STRAVIS)														(開示) カイジ

		#03Y001		1				損益計算書(STRAVIS)														損益計算書(開示)		1606期3ヶ月						1506期3ヶ月						増減 ゾウゲン						0

		#03Y263		263										当期 トウキ		前年 ゼンネン		増減 ゾウゲン						(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		0

		#03Y264		264				売上高						229,131,904		248,643,358		(19,511,454)		E100		売上高		229,131,904		229,131		100.00%		248,643,358		248,643		100.00%		△ 19,511,454		△ 19,511		-7.85%		0

		#03Y265		265						E11100		売上高		229,131,904		248,643,358		(19,511,454)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y267		267				売上原価						114,836,701		128,907,849		(14,071,148)		E110		売上原価		114,836,701		114,836		50.12%		128,907,849		128,907		51.84%		△ 14,071,148		△ 14,071		-10.92%		0

		#03Y268		268						E11200		製品製造原価		51,508,594		58,031,591		(6,522,997)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y269		269						E11300		商品仕入高		46,820,364		48,041,587		(1,221,223)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y270		270						E11400		期首期末製商品たな卸差等		(3,691,278)		(1,511,703)		(2,179,575)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y271		271						E11600		サービス原価		23,225,954		24,995,168		(1,769,214)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y272		272						E11310		売上原価-内取		(2,467,546)		0		(2,467,546)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y272		272						F20100		売上原価-償却費		(755,245)		(833,263)		78,018				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y273		273						F20200		売上原価-たな卸未実現		195,858		184,469		11,389				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y278		278				売上総利益						114,295,203		119,735,509		(5,440,306)		E120		売上総利益		114,295,203		114,295		49.88%		119,735,509		119,735		48.16%		△ 5,440,306		△ 5,440		-4.54%		0

		#03Y334		334				その他の収益						1,319,424		742,082		577,342		E130		その他の収益		1,319,424		1,319		0.58%		742,082		742		0.30%		577,342		577		77.80%		0

		#03Y335		335						E31500		有形売却益		53,237		171,214		(117,977)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y336		336						E31100		固定資産賃貸料収入		30,857		31,486		(629)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y337		337						E31200		受取手数料		4,857		5,462		(605)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y338		338						E31300		特許権実施料収入		8,995		12,360		(3,365)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y339		339						E31400		負ののれん収益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y340		340						E31600		無形資産売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y341		341						E31700		有形減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y342		342						E31800		投資不動産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y343		343						E31900		無形資産減損戻入益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y344		344						E32000		貸引戻入益 (他収益)		198		4,652		(4,454)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y345		345						E32100		子会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y346		346						E32200		関連会社株式・出資売却益		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y347		347						E32300		グループ業務委託料収入		11,931		6,240		5,691				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y348		348						E32400		その他収益		1,209,349		510,668		698,681				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y280		280				販売費及び一般管理費						105,360,048		107,132,649		(1,772,601)		E140		販売費及び一般管理費		105,360,048		105,360		45.98%		107,132,649		107,132		43.09%		△ 1,772,601		△ 1,772		-1.65%		0

		#03Y281		281						E22100		販売諸費		3,962,620		3,898,974		63,646				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y283		283						E22200		広告宣伝費		2,618,564		2,675,640		(57,076)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y285		285						E22300		物流費		5,559,290		5,806,209		(246,919)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y287		287						E23100		給与その他労務費(SGA)		42,443,391		43,092,225		(648,834)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y288		288						E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		230,649		133,537		97,112				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y289		289						E23300		退職給付費用(SGA)		1,416,068		1,395,260		20,808				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y290		290						E23400		業務委託労務費(SGA)		1,044,027		1,017,384		26,643				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

										E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		2,781,447		3,114,054		(332,607)								0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

										E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		356,950		262,611		94,339								0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y291		291						E24100		旅費交通費(SGA)		3,199,426		3,489,610		(290,184)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y292		292						E24200		租税公課(SGA)		1,368,653		1,123,761		244,892				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y293		293						E24210		[連税]租税公課(SGA)		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y294		294						E24300		減価償却費(SGA)		2,654,356		2,869,569		(215,213)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y295		295						E24400		償却費(SGA)		3,473,285		3,215,730		257,555				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y296		296						E24500		電力水道光熱費(SGA)		334,450		337,050		(2,600)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y297		297						E24700		修繕費(SGA)		679,556		792,822		(113,266)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y299		299						E24800		賃借料(SGA)		4,513,068		4,654,446		(141,378)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y301		301						E24900		支手 業務委託(SGA)		3,291,517		3,400,660		(109,143)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y303		303						E25000		貸引繰戻(SGA)		96,134		363,184		(267,050)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y304		304						E25100		製品保証関連費用		8,523		12,643		(4,120)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y305		305						E25300		間接材料費(SGA)		105,009		53,349		51,660				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y307		307						E25400		その他経費(SGA)		5,933,291		5,744,057		189,234				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y308		308						E26100		受入・払出(SGA)		1,036,585		423,386		613,199				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y313		313						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y355		355				その他の費用						1,481,816		3,322,866		(1,841,050)		E150		その他の費用		1,481,816		1,481		0.65%		3,322,866		3,322		1.34%		△ 1,841,050		△ 1,841		-55.41%		0

		#03Y356		356						E41500		有形売却損		16,080		57,767		(41,687)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y357		357						E41600		有形除却損		95,628		223,732		(128,104)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y358		358						E41700		無形資産売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y359		359						E41800		無形資産除却損		4,142		0		4,142				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y360		360						E41100		貸引繰入 (他費用)		4,342		8,124		(3,782)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y361		361						E41900		有形減損		375		2,543		(2,168)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y364		364						E42000		投資不動産減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y365		365						E42200		のれん減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y367		367						E42100		無形資産(のれん除く)減損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y368		368						E41200		賃貸資産償却費		35,167		23,450		11,717				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y369		369						E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		8,517		10,411		(1,894)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y370		370						E41400		投資不動産償却費		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y371		371						E42300		子会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y372		372						E42400		子会社株式・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y373		373						E42500		関連会社株式・出資売却損		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y374		374						E42600		関連会社株・出資減損損失		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y375		375						E42700		その他費用		1,317,565		2,996,839		(1,679,274)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y381		381				営業利益						8,772,763		10,022,076		(1,249,313)		E160		営業利益		8,772,763		8,772		3.83%		10,022,076		10,022		4.03%		△ 1,249,313		△ 1,249		-12.47%		0

		#03Y385		385				金融収益						723,462		1,014,850		(291,388)		E170		金融収益		723462		723		0.32%		1,014,850		1,014		0.41%		△ 291,388		△ 291		-28.71%		0

		#03Y386		386						E51100		受取利息		413,083		395,472		17,611				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y387		387						E51200		受取配当金		274,088		288,829		(14,741)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y388		388						E51300		為替差益		0		300,635		(300,635)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y391		391						E51600		その他資産評価売却益		36,291		29,914		6,377				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y392		392						E51700		減損戻入益(貸付金)		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y395		395				金融費用						1,038,693		638,304		400,389		E180		金融費用		1038693		1,038		0.45%		638,304		638		0.26%		400,389		400		62.73%		0

		#03Y396		396						E61100		支払利息		466,745		402,145		64,600				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y398		398						E61200		社債利息		99,500		129,950		(30,450)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y399		399						E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		81,515		26,134		55,381				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y400		400						E61400		為替差損		315,927		0		315,927				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y401		401						E61800		その他資産評価売却損		75,006		80,075		(5,069)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y404		404				持分法による投資利益（△は損失） ソンシツ						(68,145)		(2,901)		(65,244)		E190		持分法による投資利益（△は損失）		△ 68,145		△ 68		-0.03%		△ 2,901		△ 2		-0.00%		△ 65,244		△ 65		2249.02%		0

		#03Y405		405						E81100		持分法投資損益		(68,145)		(2,901)		(65,244)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y427		427				税引前四半期利益 シハンキ						8,389,387		10,395,721		(2,006,334)		E200		税引前四半期利益		8,389,387		8,389		3.66%		10,395,721		10,395		4.18%		△ 2,006,334		△ 2,006		-19.30%		0

		#03Y428		428				法人所得税費用						2,353,916		3,825,284		(1,471,368)		E210		法人所得税費用		2,353,916		2,353		1.03%		3,825,284		3,825		1.54%		△ 1,471,368		△ 1,471		-38.46%		0

		#03Y429		429						E82100		当期税金費用(当年度)		2,172,522		3,488,269		(1,315,747)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y430		430						E82110		[連税]当期税金費用(当年)		339,071		217,356		121,715				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y431		431						E82200		当期税金費用(過年度)		(30,587)		3,831		(34,418)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y432		432						E82300		繰延税金費用		(127,090)		115,828		(242,918)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y433		433						E82310		[連税]繰延税金費用		0		0		0				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y435		435				四半期利益の帰属 シハンキ														四半期利益の帰属				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y436		436				　親会社の所有者						6,109,893		6,592,872		(482,979)		E220		　親会社の所有者		6,109,893		6,109		2.67%		6,592,872		6,592		2.65%		△ 482,979		△ 482		-7.33%		0

		#03Y437		437																		0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y438		438				非支配持分						(74,422)		(22,435)		(51,987)		E230		非支配持分		△ 74,422		△ 74		-0.03%		△ 22,435		△ 22		-0.01%		△ 51,987		△ 51		231.72%		0

		#03Y439		439						E90000		非支配持分純利益		(74,422)		(22,435)		(51,987)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y440		440				四半期利益 シハンキリエキ						6,035,471		6,570,437		(534,966)		E240		四半期利益		6,035,471		6,035		2.63%		6,570,437		6,570		2.64%		△ 534,966		△ 534		-8.14%		0

		#03Y439		439						E89000		<当期利益>		6,035,471		6,570,437		(534,966)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y435		435				1株当たり当期利益 カブアトウキリエキ														1株当たり当期利益				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y436		436				　基本的一株当たり当期利益(円) キホンテキヒトカブアトウキリエキエン						12.33		13.19		(1)		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)				12.33		-				13.19		-

		#03Y437		437				　希薄化後1株当たり当期利益(円) キハクカアトカブアトウキリエキエン						12.30		13.15		-0.85		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)				12.30		-				13.15		-

		#03Y439		439								　親会社の所有者		6,109,893		6,592,872		(482,979)				0				0		0.00%				0		0.00%

		#03Y439		439						M26130		(単期)期中平均株		495,504,394		499,947,567		(4,443,173)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y439		439						M26140		(単期)調整後期中平均株		496,859,549		501,378,702		(4,519,153)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y441		441																		※百分比は売上高に対する割合 ヒャクブンヒウリアゲダカタイワリアイ																				0

		#03Y442		442

		#03Y440		440				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ						18,253,189		19,256,488		(1,003,299)		E240		研究開発費		18,253,189		18,253		-		19,256,488		19,256		-		△ 1,003,299		△ 1,003		-5.21%		0

		#03Y439		439						E25200		研究開発費		18,253,189		19,256,488		(1,003,299)				0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%		0

		#03Y442		442

		#03Y001		1				連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ														連結包括利益計算書 レンケツホウカツリエキケイサンショ		1606期3ヶ月						1506期3ヶ月						増減 ゾウゲン						0

		#03Y263		263																				(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		(千円) センエン		(百万円) ヒャクマンエン		(百分比) ヒャクブンヒ		0

								四半期利益 シハンキリエキ						6,035,471								四半期利益		6,035,471		6,035						0				6,035,471		6,035		-

										E89000		<当期利益>		6,035,471								0				0		0.00%				0		0.00%				0		0.00%

								その他の包括利益														その他の包括利益				0		0.00%				0		0.00%				0

																						0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられることのない項目： ソンエキフカコウモク														損益に振り替えられることのない項目：				0		0.00%				0		0.00%				0

								確定給付制度の再測定(税引後）						0								確定給付制度の再測定(税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C24000		確定給付数理計算差異(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C24000		確定給付数理計算差異(当期末)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										D12500		確定給付の数理差異		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								公正価値の純変動（税引後）  ゼイビゴ						0								公正価値の純変動（税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C21000		投資有価証券評価差額金(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C21000		投資有価証券評価差額金(当期末)		3,591,363								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										D12600		OCIからREへの振替		3,146								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後) タホウカツリエキタイモチブンゼイビゴ						0								持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C25000		持分会社におけるOCI持分(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C25000		持分会社におけるOCI持分(当期末)		(6,664)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられることのない項目合計 ソンエキフカコウモクゴウケイ						0								損益に振り替えられることのない項目合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

																										0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられる可能性のある項目： ソンエキフカカノウセイコウモク														損益に振り替えられる可能性のある項目：				0		0.00%				0		0.00%				0

								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後） ゼイビゴ						0								キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動（税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ(当期末)		(674,136)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								在外営業活動体の換算差額(税引後） ザイガイエイギョウカツドウタイゼイビゴ						0								在外営業活動体の換算差額(税引後）		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

										C23000		為替換算調整勘定(期首)		0								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C23000		為替換算調整勘定(当期末)		(11,375,189)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								損益に振り替えられる可能性のある項目合計 ソンエキフカカノウセイコウモクゴウケイ						0								損益に振り替えられる可能性のある項目合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								税引後その他の包括利益 ゼイヒゴタホウカツリエキ						0								税引後その他の包括利益		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								当期包括利益合計						0								当期包括利益合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								当期包括利益合計額の帰属														当期包括利益合計額の帰属						0.00%						0.00%

								　親会社の所有者						0								　親会社の所有者		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-

								　非支配持分						(198,753)								　非支配持分		△ 198,753		△ 198		0.00%				0		0.00%		△ 198,753		△ 198		-

										E90000		非支配持分純利益		(74,422)												0		0.00%				0		0.00%				0

										C50000		非支配持分  JC2070 NCI 為調		(124,331)								0				0		0.00%				0		0.00%				0

								当期包括利益合計						0								当期包括利益合計		0		0		0.00%				0		0.00%		0		0		-



&C&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&22&A&R&F&　ベース組替表　　



前期参考値(奈良部さんセグ別IFRS調整表より)

		

				FY14Q1								FY14Q2								FY14Q3								FY14Q4

				コード		略称		連結				コード		略称		連結				コード		略称		連結				コード		略称		連結

				A11100		現金,現金同等物		167,716,945				A11100		現金,現金同等物		169,476,403				A11100		現金,現金同等物		170,519,382				A11100		現金,現金同等物		177,496,239

				A11300		受取手形,売掛金		199,211,155				A11300		受取手形,売掛金		211,115,448				A11300		受取手形,売掛金		219,970,890				A11300		受取手形,売掛金		225,816,721

				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0				A11301		受取手形,売掛金（連結）		0

				A11302		受取手形,売掛金（一般）		199,211,155				A11302		受取手形,売掛金（一般）		211,115,448				A11302		受取手形,売掛金（一般）		219,970,890				A11302		受取手形,売掛金（一般）		225,816,721

				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		21,384,805				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		22,471,852				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		24,457,549				A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権		23,010,415

				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0				A11401		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（連結）		0

				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		21,384,805				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		22,471,852				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		24,457,549				A11402		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権（一般）		23,010,415

				A11500		営業債権-計（AR）		220,595,960				A11500		営業債権-計（AR）		233,587,300				A11500		営業債権-計（AR）		244,428,439				A11500		営業債権-計（AR）		248,827,136

				A11600		AR-貸引(△)		-5,588,502				A11600		AR-貸引(△)		-5,880,002				A11600		AR-貸引(△)		-6,551,921				A11600		AR-貸引(△)		-6,057,569

				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0				A11601		AR-貸引(△)（連結）		0

				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-5,588,502				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-5,880,002				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-6,551,921				A11602		AR-貸引(△)（一般）		-6,057,569

				A11700		営業・他債権-計		225,062,405				A11700		営業・他債権-計		239,039,401				A11700		営業・他債権-計		249,746,686				A11700		営業・他債権-計		252,962,575

				A11800		製品		114,696,703				A11800		製品		112,576,652				A11800		製品		119,884,967				A11800		製品		110,853,184

				A11900		商品		9,481,737				A11900		商品		9,948,657				A11900		商品		11,745,868				A11900		商品		10,033,885

				A12000		原材料		16,789,033				A12000		原材料		17,700,934				A12000		原材料		21,394,608				A12000		原材料		17,638,012

				A12100		仕掛品		10,091,143				A12100		仕掛品		10,037,272				A12100		仕掛品		11,429,673				A12100		仕掛品		10,316,672

				A12200		貯蔵品		3,131,360				A12200		貯蔵品		2,989,532				A12200		貯蔵品		2,836,292				A12200		貯蔵品		2,952,610

				A12300		たな卸未実現（製品）		-31,931,192				A12300		たな卸未実現（製品）		-29,933,628				A12300		たな卸未実現（製品）		-29,936,170				A12300		たな卸未実現（製品）		-28,552,066

				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0				A12400		たな卸未実現（商品）		0

				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,282,142				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,454,529				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,962,890				A12500		たな卸未実現（原材料）		-2,439,054

				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0				A12600		たな卸未実現（仕掛品）		0

				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0				A12700		たな卸未実現（貯蔵品）		0

				A12800		<たな卸資産合計>		119,976,642				A12800		<たな卸資産合計>		120,864,889				A12800		<たな卸資産合計>		134,392,348				A12800		<たな卸資産合計>		120,803,242

				A12900		前渡金･前払費用		11,073,450				A12900		前渡金･前払費用		10,663,554				A12900		前渡金･前払費用		11,678,736				A12900		前渡金･前払費用		10,594,197

				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0				A12901		前渡金･前払費用（連結）		0

				A12902		前渡金･前払費用（一般）		11,073,450				A12902		前渡金･前払費用（一般）		10,663,554				A12902		前渡金･前払費用（一般）		11,678,736				A12902		前渡金･前払費用（一般）		10,594,197

				A13000		貸付金(流動)		53,721				A13000		貸付金(流動)		112,204				A13000		貸付金(流動)		123,833				A13000		貸付金(流動)		124,435

				A13001		貸付金(流動)（連結）		0				A13001		貸付金(流動)（連結）		1				A13001		貸付金(流動)（連結）		0				A13001		貸付金(流動)（連結）		0

				A13002		貸付金(流動)（一般）		53,721				A13002		貸付金(流動)（一般）		112,203				A13002		貸付金(流動)（一般）		123,833				A13002		貸付金(流動)（一般）		124,435

				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0				A13100		貸引(貸付流)△		0

				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0				A13101		貸引(貸付流)△（連結）		0

				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0				A13102		貸引(貸付流)△（一般）		0

				A13200		貸付金(流動)-計		53,721				A13200		貸付金(流動)-計		112,204				A13200		貸付金(流動)-計		123,833				A13200		貸付金(流動)-計		124,435

				A13300		未収入金		9,989,272				A13300		未収入金		11,250,641				A13300		未収入金		11,805,437				A13300		未収入金		10,119,815

				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		0				A13301		未収入金（連結）		-0

				A13302		未収入金（一般）		9,989,272				A13302		未収入金（一般）		11,250,641				A13302		未収入金（一般）		11,805,437				A13302		未収入金（一般）		10,119,815

				A13600		未収利息		65,675				A13600		未収利息		81,462				A13600		未収利息		64,731				A13600		未収利息		73,193

				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0				A13601		未収利息（連結）		0

				A13602		未収利息（一般）		65,675				A13602		未収利息（一般）		81,462				A13602		未収利息（一般）		64,731				A13602		未収利息（一般）		73,193

				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0				A13700		未収配当金		0

				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0				A13701		未収配当金（連結）		0

				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0				A13702		未収配当金（一般）		0

				A13800		未収・還付法人所得税		2,047,503				A13800		未収・還付法人所得税		181,304				A13800		未収・還付法人所得税		223,482				A13800		未収・還付法人所得税		229,242

				A13810		[連税]未収還付法人所得税		-1				A13810		[連税]未収還付法人所得税		0				A13810		[連税]未収還付法人所得税		0				A13810		[連税]未収還付法人所得税		4,825

				A13900		仮払法人所得税		443,591				A13900		仮払法人所得税		548,005				A13900		仮払法人所得税		612,829				A13900		仮払法人所得税		325,315

				A14000		未収税金		2,003,004				A14000		未収税金		2,781,136				A14000		未収税金		2,677,177				A14000		未収税金		3,099,746

				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0				A14100		仮払税金		0

				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0				A14150		敷金保証金(流動)		0

				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		332,603				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		2,525				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		29,461				A14200		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(流動)		1,235,567

				A14250		その他の金融資産(流動)		555,386				A14250		その他の金融資産(流動)		70,903				A14250		その他の金融資産(流動)		227,032				A14250		その他の金融資産(流動)		355,676

				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0				A14251		他金融資産(流動)(連結)		0

				A14252		他金融資産(流動)(一般)		147,421				A14252		他金融資産(流動)(一般)		147,810				A14252		他金融資産(流動)(一般)		169,588				A14252		他金融資産(流動)(一般)		162,768

				A14300		その他資産(流動)		2,137,182				A14300		その他資産(流動)		3,131,722				A14300		その他資産(流動)		3,724,613				A14300		その他資産(流動)		2,737,151

				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0				A14301		その他資産(流動)（連結）		0

				A14302		その他資産(流動)（一般）		2,137,182				A14302		その他資産(流動)（一般）		3,131,722				A14302		その他資産(流動)（一般）		3,724,613				A14302		その他資産(流動)（一般）		2,737,151

				A14400		売却目的処分グループ資産		116,430				A14400		売却目的処分グループ資産		280,291				A14400		売却目的処分グループ資産		2,066,001				A14400		売却目的処分グループ資産		672,411

				A19000		<流動資産合計>		531,518,861				A19000		<流動資産合計>		547,152,337				A19000		<流動資産合計>		576,021,580				A19000		<流動資産合計>		570,640,621

				A21100		建物-取得		172,141,310				A21100		建物-取得		173,734,919				A21100		建物-取得		173,701,357				A21100		建物-取得		171,083,985

				A21200		建物-償却累計額(△)		-103,265,956				A21200		建物-償却累計額(△)		-104,066,428				A21200		建物-償却累計額(△)		-104,226,785				A21200		建物-償却累計額(△)		-102,449,438

				A21300		建物-減損累計額(△)		-5,710,879				A21300		建物-減損累計額(△)		-5,665,166				A21300		建物-減損累計額(△)		-6,111,536				A21300		建物-減損累計額(△)		-6,224,123

				A21400		建物-計		63,164,475				A21400		建物-計		64,003,325				A21400		建物-計		63,363,037				A21400		建物-計		62,410,424

				A21500		構築物-取得		16,267,633				A21500		構築物-取得		16,892,529				A21500		構築物-取得		17,344,956				A21500		構築物-取得		17,061,464

				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,250,325				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,416,224				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,567,594				A21600		構築物-償却累計額(△)		-10,318,381

				A21700		構築物-減損累計額(△)		-328,616				A21700		構築物-減損累計額(△)		-330,376				A21700		構築物-減損累計額(△)		-335,156				A21700		構築物-減損累計額(△)		-348,458

				A21800		構築物-計		5,688,691				A21800		構築物-計		6,145,929				A21800		構築物-計		6,442,206				A21800		構築物-計		6,394,625

				A21900		機械,装置-取得		224,567,689				A21900		機械,装置-取得		226,310,406				A21900		機械,装置-取得		236,731,799				A21900		機械,装置-取得		236,643,674

				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-197,142,402				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-198,247,956				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-200,612,425				A22000		機械,装置-償却累計額(△)		-200,376,160

				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,581,850				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,669,050				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-3,675,141				A22100		機械,装置-減損累計額(△)		-4,200,512

				A22200		機械装置-計		23,843,437				A22200		機械装置-計		24,393,400				A22200		機械装置-計		32,444,232				A22200		機械装置-計		32,067,001

				A22300		車両,運搬具-取得		2,836,106				A22300		車両,運搬具-取得		2,692,129				A22300		車両,運搬具-取得		2,748,014				A22300		車両,運搬具-取得		2,631,751

				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,976,083				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,996,395				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-2,070,019				A22400		車両,運搬具-償却累計額△		-1,970,886

				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,986				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,986				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,941				A22500		車両,運搬具-減損累計額△		-6,941

				A22600		車両運搬具-計		853,037				A22600		車両運搬具-計		688,748				A22600		車両運搬具-計		671,054				A22600		車両運搬具-計		653,925

				A22700		工具器具備品･金型-取得		153,133,414				A22700		工具器具備品･金型-取得		157,411,779				A22700		工具器具備品･金型-取得		162,363,586				A22700		工具器具備品･金型-取得		160,849,408

				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-125,348,860				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-127,825,695				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-131,500,055				A22800		工具器具備品･金型-償累△		-129,677,729

				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-335,411				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-326,311				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-330,003				A22900		工具器具備品･金型-減累△		-442,577

				A23000		工具器具備品･金型-計		27,449,144				A23000		工具器具備品･金型-計		29,259,773				A23000		工具器具備品･金型-計		30,533,527				A23000		工具器具備品･金型-計		30,729,102

				A23100		土地-取得		35,011,513				A23100		土地-取得		34,702,310				A23100		土地-取得		34,082,488				A23100		土地-取得		33,252,612

				A23200		土地-償却累計額(△)		-277				A23200		土地-償却累計額(△)		-278				A23200		土地-償却累計額(△)		-1,257				A23200		土地-償却累計額(△)		-4,227

				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,215,925				A23300		土地-減損累計額(△)		-991,711				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,117,148				A23300		土地-減損累計額(△)		-1,256,095

				A23400		土地-計		33,795,311				A23400		土地-計		33,710,321				A23400		土地-計		32,964,083				A23400		土地-計		31,992,290

				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		12,120,027				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		12,383,675				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		4,030,459				A23500		建設仮勘定(有形)-取得		4,236,859

				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-72,354				A23600		建設仮勘定(有形)-減累△		-82,981

				A23700		建設仮勘定(有形)-計		12,047,673				A23700		建設仮勘定(有形)-計		12,311,321				A23700		建設仮勘定(有形)-計		3,958,105				A23700		建設仮勘定(有形)-計		4,153,878

				A23800		賃貸用資産-取得		43,183,848				A23800		賃貸用資産-取得		44,467,943				A23800		賃貸用資産-取得		45,999,684				A23800		賃貸用資産-取得		43,957,095

				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,249,044				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,705,335				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-31,927,036				A23900		賃貸用資産-償却累計額(△		-30,648,160

				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-78,103				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-77,277				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-79,864				A24000		賃貸用資産-減損累計額(△		-68,896

				A24100		賃貸用資産-計		12,856,701				A24100		賃貸用資産-計		13,685,331				A24100		賃貸用資産-計		13,992,784				A24100		賃貸用資産-計		13,240,039

				A29000		<有形合計>		179,698,469				A29000		<有形合計>		184,198,149				A29000		<有形合計>		184,369,028				A29000		<有形合計>		181,641,285

				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0				A31100		投資不動産-取得		0

				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0				A31200		投資不動産-償却累計額(△		0

				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0				A31300		投資不動産-減損累計額(△		0

				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0				A39000		<投資不動産計>		0

				A41100		のれん-取得		102,106,464				A41100		のれん-取得		106,337,555				A41100		のれん-取得		111,123,702				A41100		のれん-取得		102,202,998

				A41200		のれん-償却累計額(△)		-24,184,752				A41200		のれん-償却累計額(△)		-24,430,467				A41200		のれん-償却累計額(△)		-25,657,582				A41200		のれん-償却累計額(△)		-21,815,464

				A41300		のれん-減損累計額(△)		-2,150,186				A41300		のれん-減損累計額(△)		-4,897,730				A41300		のれん-減損累計額(△)		-5,180,866				A41300		のれん-減損累計額(△)		-2,544,318

				A41400		のれん-計		75,771,526				A41400		のれん-計		77,009,358				A41400		のれん-計		80,285,254				A41400		のれん-計		77,843,217

				A41500		ソフトウェア-取得		59,582,022				A41500		ソフトウェア-取得		61,347,644				A41500		ソフトウェア-取得		65,558,764				A41500		ソフトウェア-取得		61,521,674

				A41600		ソフトウェア-償累(△		-40,602,426				A41600		ソフトウェア-償累(△		-42,045,634				A41600		ソフトウェア-償累(△		-46,062,234				A41600		ソフトウェア-償累(△		-41,650,732

				A41700		ソフトウェア-減累(△		-19,077				A41700		ソフトウェア-減累(△		-19,078				A41700		ソフトウェア-減累(△		-162,973				A41700		ソフトウェア-減累(△		-177,782

				A41800		ソフトウェア-計		18,960,519				A41800		ソフトウェア-計		19,282,932				A41800		ソフトウェア-計		19,333,557				A41800		ソフトウェア-計		19,693,160

				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0				A41900		開発資産(技術資産)取得		0

				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0				A42000		開発資産(技術資産)償累△		0

				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0				A42100		開発資産(技術資産)減累△		0

				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0				A42200		開発資産(技術資産)計		0

				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		29,575,050				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		31,473,596				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		35,575,250				A42300		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-取得		36,292,841

				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-13,850,241				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-15,847,489				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-18,504,513				A42400		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-償累(△)		-19,416,272

				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0				A42500		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-減累(△)		0

				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		15,724,809				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		15,626,107				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		17,070,737				A42600		ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ-計		16,876,569

				A42700		その他無形資産-取得		13,225,270				A42700		その他無形資産-取得		13,480,931				A42700		その他無形資産-取得		15,200,508				A42700		その他無形資産-取得		14,356,518

				A42800		その他無形資産-償累(△)		-5,653,607				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,058,043				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,787,750				A42800		その他無形資産-償累(△)		-6,586,500

				A42900		その他無形資産-減累(△)		-60,647				A42900		その他無形資産-減累(△)		-60,789				A42900		その他無形資産-減累(△)		-62,961				A42900		その他無形資産-減累(△)		-59,981

				A43000		その他無形資産-計		7,511,016				A43000		その他無形資産-計		7,362,099				A43000		その他無形資産-計		8,349,797				A43000		その他無形資産-計		7,710,037

				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		3,523,641				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		3,793,898				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		4,205,172				A43100		建設仮勘定(無形)-取得		4,009,572

				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0				A43200		建設仮勘定(無形)-減累(△		0

				A43300		建設仮勘定(無形)-計		3,523,641				A43300		建設仮勘定(無形)-計		3,793,898				A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,205,172				A43300		建設仮勘定(無形)-計		4,009,572

				A49000		<無形資産合計>		121,491,511				A49000		<無形資産合計>		123,074,394				A49000		<無形資産合計>		129,244,517				A49000		<無形資産合計>		126,132,555

				A51100		投資有価証券・出資		30,299,656				A51100		投資有価証券・出資		31,832,076				A51100		投資有価証券・出資		35,153,101				A51100		投資有価証券・出資		33,933,232

				A51200		子会社株式・出資		-4				A51200		子会社株式・出資		-5				A51200		子会社株式・出資		-5				A51200		子会社株式・出資		-5

				A51300		関連会社株式・出資		488,464				A51300		関連会社株式・出資		483,305				A51300		関連会社株式・出資		464,758				A51300		関連会社株式・出資		524,763

				A51400		貸付金(非流動)		96,913				A51400		貸付金(非流動)		93,470				A51400		貸付金(非流動)		97,550				A51400		貸付金(非流動)		74,184

				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0				A51401		貸付金(非流動)（連結）		0

				A51402		貸付金(非流動)（一般）		96,913				A51402		貸付金(非流動)（一般）		93,470				A51402		貸付金(非流動)（一般）		97,550				A51402		貸付金(非流動)（一般）		74,184

				A51500		貸引(非流動)(△)		-853,918				A51500		貸引(非流動)(△)		-865,342				A51500		貸引(非流動)(△)		-871,323				A51500		貸引(非流動)(△)		-853,704

				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0				A51501		貸引(非流動)(△)(連結)		0

				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-853,918				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-865,342				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-871,323				A51502		貸引(非流動)(△)(一般)		-853,704

				A51700		長期前払費用		3,923,708				A51700		長期前払費用		4,170,649				A51700		長期前払費用		4,356,625				A51700		長期前払費用		4,646,201

				A51800		前払年金費用		215,435				A51800		前払年金費用		218,890				A51800		前払年金費用		235,243				A51800		前払年金費用		205,405

				A51900		繰延税金資産		75,512,222				A51900		繰延税金資産		74,411,850				A51900		繰延税金資産		74,191,253				A51900		繰延税金資産		73,719,235

				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		0				A51910		[連税]繰延税金資産		-6,746,057

				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-2,975,690				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-3,474,798				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-4,304,049				A52000		繰延税金資産(評価差額)		-3,994,244

				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		47,246				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		-70,337				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		-193,233				A52100		繰延税金資産(CFﾍｯｼﾞ)		158,551

				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		2,995,908				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		3,091,032				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		3,020,565				A52200		繰延税金資産(DB数理計算)		1,144,713

				A52250		<繰延税金資産合計>		75,579,686				A52250		<繰延税金資産合計>		73,957,746				A52250		<繰延税金資産合計>		72,714,536				A52250		<繰延税金資産合計>		64,282,198

				A52300		敷金保証金(非流動)		7,454,789				A52300		敷金保証金(非流動)		7,477,831				A52300		敷金保証金(非流動)		6,987,677				A52300		敷金保証金(非流動)		7,163,312

				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		220,916				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		597,032				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		1,082,798				A52400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融資産(非流動		0

				A52450		その他の金融資産(非流動)		2,953,243				A52450		その他の金融資産(非流動)		2,893,092				A52450		その他の金融資産(非流動)		3,716,196				A52450		その他の金融資産(非流動)		3,676,089

				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0				A52451		他金融資産(非流動)(連結)		0

				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0				A52452		他金融資産(非流動)(一般)		0

				A52500		その他資産(非流動)		835,723				A52500		その他資産(非流動)		1,561,971				A52500		その他資産(非流動)		796,825				A52500		その他資産(非流動)		1,355,166

				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0				A52501		その他資産(非流動)(連結)		0

				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0				A52502		その他資産(非流動)(一般)		0

				A52550		長期固定化債権		798,291				A52550		長期固定化債権		845,044				A52550		長期固定化債権		858,280				A52550		長期固定化債権		816,951

				A52600		長期定期預金		10,543				A52600		長期定期預金		12,262				A52600		長期定期預金		11,621				A52600		長期定期預金		9,447

				A52700		<その他の非流動資産合計>		122,023,445				A52700		<その他の非流動資産合計>		123,278,021				A52700		<その他の非流動資産合計>		125,603,882				A52700		<その他の非流動資産合計>		115,833,239

				A59000		<非流動資産合計>		423,213,425				A59000		<非流動資産合計>		430,550,564				A59000		<非流動資産合計>		439,217,428				A59000		<非流動資産合計>		423,607,078

				A90000		<資産合計>		954,732,285				A90000		<資産合計>		977,702,901				A90000		<資産合計>		1,015,239,008				A90000		<資産合計>		994,247,699

				B11100		営業債務		84,941,997				B11100		営業債務		88,799,603				B11100		営業債務		97,698,664				B11100		営業債務		98,152,706

				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0				B11101		営業債務（連結）		0

				B11102		営業債務（一般）		84,941,997				B11102		営業債務（一般）		88,799,603				B11102		営業債務（一般）		97,698,664				B11102		営業債務（一般）		98,152,706

				B11200		設備関連債務		10,507,735				B11200		設備関連債務		10,270,396				B11200		設備関連債務		4,645,207				B11200		設備関連債務		5,128,343

				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0				B11201		設備関連債務（連結）		0

				B11202		設備関連債務（一般）		10,507,735				B11202		設備関連債務（一般）		10,270,396				B11202		設備関連債務（一般）		4,645,207				B11202		設備関連債務（一般）		5,128,343

				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		1,967,222				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,092,823				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,183,171				B11300		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動)		2,704,469

				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0				B11301		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（連		0

				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		1,967,222				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,092,823				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,183,171				B11302		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務(流動（一		2,704,469

				B11400		短期借入金		35,255,232				B11400		短期借入金		24,306,620				B11400		短期借入金		20,445,414				B11400		短期借入金		25,644,323

				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0				B11401		短期借入金（連結）		0

				B11402		短期借入金（一般）		35,255,232				B11402		短期借入金（一般）		24,306,620				B11402		短期借入金（一般）		20,445,414				B11402		短期借入金（一般）		25,644,323

				B11500		一年内長期借入金		22,002,422				B11500		一年内長期借入金		22,001,959				B11500		一年内長期借入金		27,001,432				B11500		一年内長期借入金		5,001,101

				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0				B11501		一年内長期借入金（連結）		0

				B11502		一年内長期借入金（一般）		22,002,422				B11502		一年内長期借入金（一般）		22,001,959				B11502		一年内長期借入金（一般）		27,001,432				B11502		一年内長期借入金（一般）		5,001,101

				B11600		社債(流動)		0				B11600		社債(流動)		0				B11600		社債(流動)		20,000,000				B11600		社債(流動)		20,000,000

				B11700		未払金		60,104,012				B11700		未払金		63,920,066				B11700		未払金		72,941,637				B11700		未払金		73,868,789

				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0				B11701		未払金（連結）		0

				B11702		未払金（一般）		60,104,012				B11702		未払金（一般）		63,920,066				B11702		未払金（一般）		72,941,637				B11702		未払金（一般）		73,868,789

				B11800		未払利息		187,942				B11800		未払利息		349,764				B11800		未払利息		226,235				B11800		未払利息		351,631

				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0				B11801		未払利息（連結）		0

				B11802		未払利息（一般）		187,942				B11802		未払利息（一般）		349,764				B11802		未払利息（一般）		226,235				B11802		未払利息（一般）		351,631

				B11900		未払配当金		158,956				B11900		未払配当金		65,146				B11900		未払配当金		166,867				B11900		未払配当金		63,287

				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0				B11901		未払配当金（連結）		0

				B11902		未払配当金（一般）		158,956				B11902		未払配当金（一般）		65,146				B11902		未払配当金（一般）		166,867				B11902		未払配当金（一般）		63,287

				B12000		未払法人所得税		6,999,195				B12000		未払法人所得税		10,092,872				B12000		未払法人所得税		13,130,687				B12000		未払法人所得税		2,330,063

				B12010		[連税]未払法人所得税		5,857				B12010		[連税]未払法人所得税		0				B12010		[連税]未払法人所得税		0				B12010		[連税]未払法人所得税		5,192,573

				B12100		未払税金		3,920,092				B12100		未払税金		4,915,478				B12100		未払税金		5,474,687				B12100		未払税金		5,269,039

				B12200		前受金		3,051,235				B12200		前受金		2,889,091				B12200		前受金		2,823,972				B12200		前受金		3,088,645

				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0				B12201		前受金（連結）		0

				B12202		前受金（一般）		3,051,235				B12202		前受金（一般）		2,889,091				B12202		前受金（一般）		2,823,972				B12202		前受金（一般）		3,088,645

				B12300		預り金		4,095,445				B12300		預り金		1,163,810				B12300		預り金		2,995,627				B12300		預り金		1,089,100

				B12400		有給休暇引当金		12,020,394				B12400		有給休暇引当金		19,354,478				B12400		有給休暇引当金		14,787,923				B12400		有給休暇引当金		21,126,121

				B12450		事業業績連動賞与引当金		-554,208				B12450		事業業績連動賞与引当金		-372,832				B12450		事業業績連動賞与引当金		-371,065				B12450		事業業績連動賞与引当金		-737,991

				B12500		製品保証引当金		1,435,289				B12500		製品保証引当金		1,616,940				B12500		製品保証引当金		1,515,701				B12500		製品保証引当金		1,770,313

				B12600		事業構造改善引当金		594,659				B12600		事業構造改善引当金		584,375				B12600		事業構造改善引当金		965,430				B12600		事業構造改善引当金		1,095,260

				B12700		その他引当金(流動)		2,306,078				B12700		その他引当金(流動)		2,892,460				B12700		その他引当金(流動)		2,936,408				B12700		その他引当金(流動)		2,512,324

				B12800		資産除去債務(流動)		260,489				B12800		資産除去債務(流動)		197,986				B12800		資産除去債務(流動)		225,845				B12800		資産除去債務(流動)		164,666

				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		154,630				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		955,247				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		2,625,844				B12900		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(流動)		1,020,075

				B12950		その他の金融負債(流動)		476,899				B12950		その他の金融負債(流動)		71,362				B12950		その他の金融負債(流動)		15,913				B12950		その他の金融負債(流動)		0

				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0				B12951		他金融負債(流動)(連結)		0

				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0				B12952		他金融負債(流動)(一般)		0

				B13000		その他負債(流動)		5,316,981				B13000		その他負債(流動)		6,597,377				B13000		その他負債(流動)		7,596,241				B13000		その他負債(流動)		7,054,623

				B13001		その他負債(流動)（連結）		-179,170				B13001		その他負債(流動)（連結）		0				B13001		その他負債(流動)（連結）		0				B13001		その他負債(流動)（連結）		0

				B13002		その他負債(流動)（一般）		5,496,151				B13002		その他負債(流動)（一般）		6,597,377				B13002		その他負債(流動)（一般）		7,596,241				B13002		その他負債(流動)（一般）		7,054,623

				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0				B13100		売却目的処分グループ負債		0

				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0				B13200		繰延収益/収入(流動)		0

				B19000		<流動負債合計>		255,208,553				B19000		<流動負債合計>		262,765,021				B19000		<流動負債合計>		300,031,838				B19000		<流動負債合計>		281,889,461

				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0				B19100		他流動負債（換算差異）		0

				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0				B19200		四捨五入差額調整		0

				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0				B19300		バランス調整勘定		0

				B21100		社債(非流動)		70,000,000				B21100		社債(非流動)		70,000,000				B21100		社債(非流動)		50,000,000				B21100		社債(非流動)		50,000,000

				B21200		長期借入金		61,995,885				B21200		長期借入金		62,238,029				B21200		長期借入金		57,571,062				B21200		長期借入金		58,696,355

				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0				B21201		長期借入金（連結）		0

				B21202		長期借入金（一般）		61,995,885				B21202		長期借入金（一般）		62,238,029				B21202		長期借入金（一般）		57,571,062				B21202		長期借入金（一般）		58,696,355

				B21300		退職給付引当金		64,785,517				B21300		退職給付引当金		65,420,235				B21300		退職給付引当金		66,798,917				B21300		退職給付引当金		62,039,020

				B21400		従業員給付引当金(非流動)		137,558				B21400		従業員給付引当金(非流動)		122,408				B21400		従業員給付引当金(非流動)		125,615				B21400		従業員給付引当金(非流動)		139,198

				B21500		その他引当金(非流動)		146,885				B21500		その他引当金(非流動)		142,064				B21500		その他引当金(非流動)		149,471				B21500		その他引当金(非流動)		159,381

				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,330,094				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,393,948				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,252,125				B21700		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		3,540,054

				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0				B21701		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（連		0

				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,330,094				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,393,948				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		4,252,125				B21702		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動（一		3,540,054

				B21800		資産除去債務(非流動)		1,013,084				B21800		資産除去債務(非流動)		1,001,261				B21800		資産除去債務(非流動)		976,604				B21800		資産除去債務(非流動)		976,569

				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0				B21900		持分法適用に伴う負債		0

				B22000		繰延税金負債		2,643,566				B22000		繰延税金負債		2,578,736				B22000		繰延税金負債		2,641,561				B22000		繰延税金負債		2,944,317

				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0				B22010		[連税]繰延税金負債		0

				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0				B22100		繰延税金負債(評価差額)		0

				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0				B22200		繰延税金負債(CFﾍｯｼﾞ)		0

				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0				B22300		繰延税金負債(DB数理計算)		0

				B22350		<繰延税金負債合計>		2,643,566				B22350		<繰延税金負債合計>		2,578,736				B22350		<繰延税金負債合計>		2,641,561				B22350		<繰延税金負債合計>		2,944,317

				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		374,910				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		385,212				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		434,769				B22400		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ金融負債(非流動		539,478

				B22450		その他の金融負債(非流動)		353,671				B22450		その他の金融負債(非流動)		341,936				B22450		その他の金融負債(非流動)		334,974				B22450		その他の金融負債(非流動)		323,769

				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0				B22451		他金融負債(非流動)(連結)		0

				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		353,671				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		341,936				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		334,974				B22452		他金融負債(非流動)(一般)		323,769

				B22500		その他負債(非流動)		2,916,734				B22500		その他負債(非流動)		3,018,606				B22500		その他負債(非流動)		3,347,274				B22500		その他負債(非流動)		3,504,925

				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0				B22501		その他負債(非流動)(連結)		0

				B22502		その他負債(非流動)(一般)		2,916,734				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,018,606				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,347,274				B22502		その他負債(非流動)(一般)		3,504,925

				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0				B22700		繰延収益/収入(非流動)		0

				B29000		<非流動負債合計>		208,697,904				B29000		<非流動負債合計>		209,642,434				B29000		<非流動負債合計>		186,632,372				B29000		<非流動負債合計>		182,863,067

				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0				B81000		修正仕訳振替勘定		0

				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0				B82000		仕訳変換バランス勘定		0

				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0				B83000		セグメント調整勘定		0

				B90000		<負債合計>		463,906,457				B90000		<負債合計>		472,407,456				B90000		<負債合計>		486,664,210				B90000		<負債合計>		464,752,527

				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344				C11000		資本金		37,519,344

				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,421,651				C12000		資本剰余金		203,395,115

				C13000		利益剰余金		245,270,540				C13000		利益剰余金		235,351,916				C13000		利益剰余金		240,949,709				C13000		利益剰余金		251,314,477

				C14000		自己株式(△)		-21,507,102				C14000		自己株式(△)		-8,318,781				C14000		自己株式(△)		-10,751,888				C14000		自己株式(△)		-10,727,624

				C21000		投資有価証券評価差額金		5,373,828				C21000		投資有価証券評価差額金		6,275,226				C21000		投資有価証券評価差額金		7,772,763				C21000		投資有価証券評価差額金		8,207,453

				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		-85,403				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		127,136				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		349,311				C22000		キャッシュ･フロー･ヘッジ		-324,860

				C23000		為替換算調整勘定		19,182,980				C23000		為替換算調整勘定		29,837,607				C23000		為替換算調整勘定		47,864,876				C23000		為替換算調整勘定		38,022,147

				C24000		確定給付数理計算差異		0				C24000		確定給付数理計算差異		-587,420				C24000		確定給付数理計算差異		-587,420				C24000		確定給付数理計算差異		0

				C25000		持分会社におけるOCI持分		-5,273				C25000		持分会社におけるOCI持分		-5,473				C25000		持分会社におけるOCI持分		-2,176				C25000		持分会社におけるOCI持分		847

				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0				C27000		土地再評価差額金		0

				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0				C28000		評価差額		0

				C30000		新株予約権		924,990				C30000		新株予約権		942,019				C30000		新株予約権		993,107				C30000		新株予約権		1,016,531

				C39000		<その他の資本の構成要素>		25,391,122				C39000		<その他の資本の構成要素>		36,589,095				C39000		<その他の資本の構成要素>		56,390,461				C39000		<その他の資本の構成要素>		46,922,119

				C40000		<当社株主に帰属する持分>		490,095,555				C40000		<当社株主に帰属する持分>		504,563,224				C40000		<当社株主に帰属する持分>		527,529,277				C40000		<当社株主に帰属する持分>		528,423,430

				C50000		非支配持分		730,279				C50000		非支配持分		732,227				C50000		非支配持分		1,045,525				C50000		非支配持分		1,071,755

				C90000		<資本合計>		490,825,834				C90000		<資本合計>		505,295,451				C90000		<資本合計>		528,574,802				C90000		<資本合計>		529,495,185

				C99000		<負債,資本合計>		954,732,291				C99000		<負債,資本合計>		977,702,907				C99000		<負債,資本合計>		1,015,239,012				C99000		<負債,資本合計>		994,247,713

				D11100		利益剰余金期首残高		239,453,086				D11100		利益剰余金期首残高		245,270,543				D11100		利益剰余金期首残高		235,351,917				D11100		利益剰余金期首残高		240,366,984

				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0				D11200		利益剰余金期首調整		0

				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0				D11300		自発的な会計方針の変更		0

				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0				D11400		過去の誤謬の訂正		0

				D11500		当期純利益-S/S		9,363,810				D11500		当期純利益-S/S		10,047,885				D11500		当期純利益-S/S		10,446,141				D11500		当期純利益-S/S		12,152,190

				D11600		合併売却等による増減高		1,773,345				D11600		合併売却等による増減高		0				D11600		合併売却等による増減高		0				D11600		合併売却等による増減高		0

				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0				D11700		増資/減資による増減高		0

				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0				D11800		資本組入による減少高		0

				D11900		配当金による減少高		3,862,077				D11900		配当金による減少高		0				D11900		配当金による減少高		5,039,943				D11900		配当金による減少高		0

				D12000		自己株処分差損による減少		19,031				D12000		自己株処分差損による減少		-4,692				D12000		自己株処分差損による減少		0				D12000		自己株処分差損による減少		-1,185

				D12100		自己株消却による減少高		0				D12100		自己株消却による減少高		20,765,200				D12100		自己株消却による減少高		0				D12100		自己株消却による減少高		0

				D12200		その他の振替高		-8,701,590				D12200		その他の振替高		0				D12200		その他の振替高		0				D12200		その他の振替高		0

				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0				D12300		土地再評価差額取崩		0

				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0				D12400		セグメント損益調整勘定		0

				E11100		売上高		226,634,158				E11100		売上高		247,819,434				E11100		売上高		253,586,033				E11100		売上高		274,718,479

				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0				E11101		売上高（連結）		0

				E11102		売上高（一般）		226,634,158				E11102		売上高（一般）		247,819,434				E11102		売上高（一般）		253,586,033				E11102		売上高（一般）		274,718,479

				E11200		製品製造原価		78,409,598				E11200		製品製造原価		81,880,258				E11200		製品製造原価		84,928,538				E11200		製品製造原価		93,438,266

				E11300		商品仕入高		40,012,060				E11300		商品仕入高		41,300,631				E11300		商品仕入高		42,780,919				E11300		商品仕入高		44,729,936

				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0				E11301		商品仕入高（連結）		0

				E11302		商品仕入高（一般）		40,012,060				E11302		商品仕入高（一般）		41,300,631				E11302		商品仕入高（一般）		42,780,919				E11302		商品仕入高（一般）		44,729,936

				E11400		期首期末製商品たな卸差等		-4,671,560				E11400		期首期末製商品たな卸差等		4,309,487				E11400		期首期末製商品たな卸差等		1,212,419				E11400		期首期末製商品たな卸差等		4,754,028

				E11500		<製品商品売上原価計>		113,750,098				E11500		<製品商品売上原価計>		127,490,376				E11500		<製品商品売上原価計>		128,921,876				E11500		<製品商品売上原価計>		142,922,230

				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0				E11600		サービス原価		0

				E11700		<売上原価計>		113,750,098				E11700		<売上原価計>		127,490,376				E11700		<売上原価計>		128,921,876				E11700		<売上原価計>		142,922,230

				E19000		<売上総利益>		112,884,060				E19000		<売上総利益>		120,329,058				E19000		<売上総利益>		124,664,157				E19000		<売上総利益>		131,796,249

				E22100		販売諸費		3,302,495				E22100		販売諸費		3,753,625				E22100		販売諸費		3,435,581				E22100		販売諸費		4,393,177

				E22101		販売諸費（連結）		77,309				E22101		販売諸費（連結）		316,390				E22101		販売諸費（連結）		105,807				E22101		販売諸費（連結）		261,580

				E22102		販売諸費（一般）		3,225,186				E22102		販売諸費（一般）		3,437,235				E22102		販売諸費（一般）		3,329,774				E22102		販売諸費（一般）		4,131,597

				E22200		広告宣伝費		2,436,164				E22200		広告宣伝費		2,911,848				E22200		広告宣伝費		2,619,283				E22200		広告宣伝費		2,875,763

				E22201		広告宣伝費（連結）		88,599				E22201		広告宣伝費（連結）		176,973				E22201		広告宣伝費（連結）		154,034				E22201		広告宣伝費（連結）		213,186

				E22202		広告宣伝費（一般）		2,347,565				E22202		広告宣伝費（一般）		2,734,875				E22202		広告宣伝費（一般）		2,465,249				E22202		広告宣伝費（一般）		2,662,577

				E22300		物流費		5,725,182				E22300		物流費		5,836,266				E22300		物流費		6,488,793				E22300		物流費		6,471,790

				E22301		物流費（連結）		-4,718				E22301		物流費（連結）		4,718				E22301		物流費（連結）		650				E22301		物流費（連結）		-34

				E22302		物流費（一般）		5,729,900				E22302		物流費（一般）		5,831,548				E22302		物流費（一般）		6,488,143				E22302		物流費（一般）		6,471,824

				E22900		<販売変動費計>		11,463,841				E22900		<販売変動費計>		12,501,739				E22900		<販売変動費計>		12,543,657				E22900		<販売変動費計>		13,740,730

				E23100		給与その他労務費(SGA)		39,584,615				E23100		給与その他労務費(SGA)		39,252,784				E23100		給与その他労務費(SGA)		48,373,662				E23100		給与その他労務費(SGA)		42,330,098

				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		2,987,415				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		3,034,722				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		-2,442,475				E23200		従業員給付引当繰入(SGA)		3,397,720

				E23300		退職給付費用(SGA)		1,768,318				E23300		退職給付費用(SGA)		1,498,860				E23300		退職給付費用(SGA)		1,873,488				E23300		退職給付費用(SGA)		1,382,723

				E23400		業務委託労務費(SGA)		804,656				E23400		業務委託労務費(SGA)		844,347				E23400		業務委託労務費(SGA)		955,059				E23400		業務委託労務費(SGA)		882,660

				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0				E23401		業務委託労務費(SGA（連結		0

				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		804,656				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		844,347				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		955,059				E23402		業務委託労務費(SGA（一般		882,660

				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0				E23500		業績連動賞引繰入(SGA)		0

				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0				E23600		有給休暇引当金繰入(SGA)		0

				E23900		<労務費(SGA)計>		45,145,004				E23900		<労務費(SGA)計>		44,630,713				E23900		<労務費(SGA)計>		48,759,734				E23900		<労務費(SGA)計>		47,993,201

				E24100		旅費交通費(SGA)		3,259,754				E24100		旅費交通費(SGA)		3,228,924				E24100		旅費交通費(SGA)		3,649,653				E24100		旅費交通費(SGA)		3,356,568

				E24200		租税公課(SGA)		1,121,167				E24200		租税公課(SGA)		1,054,804				E24200		租税公課(SGA)		1,049,661				E24200		租税公課(SGA)		221,245

				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		0				E24210		[連税]租税公課(SGA)		899,842

				E24300		減価償却費(SGA)		2,780,393				E24300		減価償却費(SGA)		2,801,222				E24300		減価償却費(SGA)		3,102,878				E24300		減価償却費(SGA)		3,018,530

				E24400		償却費(SGA)		2,577,826				E24400		償却費(SGA)		2,664,051				E24400		償却費(SGA)		3,003,068				E24400		償却費(SGA)		2,995,946

				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0				E24500		電力水道光熱費(SGA)		0

				E24700		修繕費(SGA)		688,765				E24700		修繕費(SGA)		791,453				E24700		修繕費(SGA)		682,802				E24700		修繕費(SGA)		545,729

				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-75				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-1,161				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-556				E24701		修繕費(SGA)（連結）		-758

				E24702		修繕費(SGA)（一般）		688,840				E24702		修繕費(SGA)（一般）		792,614				E24702		修繕費(SGA)（一般）		683,358				E24702		修繕費(SGA)（一般）		546,487

				E24800		賃借料(SGA)		4,176,073				E24800		賃借料(SGA)		4,318,193				E24800		賃借料(SGA)		4,382,969				E24800		賃借料(SGA)		4,441,450

				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-358				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-370				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-4,634				E24801		賃借料(SGA)（連結）		-1,812

				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,176,431				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,318,563				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,387,603				E24802		賃借料(SGA)（一般）		4,443,262

				E24900		支手,業務委託(SGA)		2,967,843				E24900		支手,業務委託(SGA)		3,377,233				E24900		支手,業務委託(SGA)		3,395,786				E24900		支手,業務委託(SGA)		4,040,815

				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-465,994				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-152,356				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-266,575				E24901		支手,業務委託(SGA（連結		-45,240

				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,433,837				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,529,589				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		3,662,361				E24902		支手,業務委託(SGA（一般		4,086,055

				E25000		貸引繰戻(SGA)		183,880				E25000		貸引繰戻(SGA)		433,124				E25000		貸引繰戻(SGA)		522,288				E25000		貸引繰戻(SGA)		293,960

				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0				E25001		貸引繰戻(SGA)（連結）		0

				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		183,880				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		433,124				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		522,288				E25002		貸引繰戻(SGA)（一般）		293,960

				E25100		製品保証関連費用		10,473				E25100		製品保証関連費用		-22,705				E25100		製品保証関連費用		8,834				E25100		製品保証関連費用		-26,867

				E25200		研究開発費		18,148,532				E25200		研究開発費		18,236,281				E25200		研究開発費		18,724,826				E25200		研究開発費		19,185,872

				E25300		間接材料費(SGA)		86,645				E25300		間接材料費(SGA)		64,428				E25300		間接材料費(SGA)		101,343				E25300		間接材料費(SGA)		81,721

				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		-190				E25301		間接材料費(SGA)（連結）		0

				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		86,645				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		64,428				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		101,533				E25302		間接材料費(SGA)（一般）		81,721

				E25400		その他経費(SGA)		6,995,678				E25400		その他経費(SGA)		6,891,777				E25400		その他経費(SGA)		6,792,609				E25400		その他経費(SGA)		7,604,840

				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0				E25401		その他経費(SGA)（連結）		0

				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,995,678				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,891,777				E25402		その他経費(SGA)（一般）		6,792,609				E25402		その他経費(SGA)（一般）		7,604,840

				E25900		<経費(SGA)計>		42,997,030				E25900		<経費(SGA)計>		43,838,785				E25900		<経費(SGA)計>		45,416,717				E25900		<経費(SGA)計>		46,659,650

				E26100		受入・払出(SGA)		-1,140,452				E26100		受入・払出(SGA)		-1,104,385				E26100		受入・払出(SGA)		-1,262,206				E26100		受入・払出(SGA)		-1,050,983

				E26900		<販売費,一般管理費計>		98,465,422				E26900		<販売費,一般管理費計>		99,866,851				E26900		<販売費,一般管理費計>		105,457,902				E26900		<販売費,一般管理費計>		107,342,598

				E29999		<事業貢献利益>		14,418,638				E29999		<事業貢献利益>		20,462,207				E29999		<事業貢献利益>		19,206,255				E29999		<事業貢献利益>		24,453,651

				E31100		固定資産賃貸料収入		28,053				E31100		固定資産賃貸料収入		27,377				E31100		固定資産賃貸料収入		28,177				E31100		固定資産賃貸料収入		31,124

				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0				E31101		固定資産賃貸料収入（連結		0

				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		28,053				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		27,377				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		28,177				E31102		固定資産賃貸料収入（一般		31,124

				E31200		受取手数料		5,453				E31200		受取手数料		-1,188				E31200		受取手数料		4,856				E31200		受取手数料		-1,167

				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0				E31201		受取手数料（連結）		0

				E31202		受取手数料（一般）		5,453				E31202		受取手数料（一般）		-1,188				E31202		受取手数料（一般）		4,856				E31202		受取手数料（一般）		-1,167

				E31300		特許権実施料収入		58,689				E31300		特許権実施料収入		14,053				E31300		特許権実施料収入		8,089				E31300		特許権実施料収入		9,511

				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0				E31301		特許権実施料収入（連結）		0

				E31302		特許権実施料収入（一般）		58,689				E31302		特許権実施料収入（一般）		14,053				E31302		特許権実施料収入（一般）		8,089				E31302		特許権実施料収入（一般）		9,511

				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0				E31400		負ののれん収益		0

				E31500		有形売却益		1,507,201				E31500		有形売却益		41,891				E31500		有形売却益		185,581				E31500		有形売却益		2,070,405

				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0				E31600		無形資産売却益		0

				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0				E31700		有形減損戻入益		0

				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0				E31800		投資不動産減損戻入益		0

				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0				E31900		無形資産減損戻入益		0

				E32000		貸引戻入益 (他収益)		39,434				E32000		貸引戻入益 (他収益)		5,795				E32000		貸引戻入益 (他収益)		11,764				E32000		貸引戻入益 (他収益)		-9,213

				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0				E32100		子会社株式・出資売却益		0

				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0				E32200		関連会社株式・出資売却益		0

				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0				E32300		グループ業務委託料収入		0

				E32400		その他収益		635,568				E32400		その他収益		1,216,966				E32400		その他収益		509,852				E32400		その他収益		773,389

				E32401		その他収益（連結）		44,478				E32401		その他収益（連結）		665,384				E32401		その他収益（連結）		467,291				E32401		その他収益（連結）		1,562,071

				E32402		その他収益（一般）		591,090				E32402		その他収益（一般）		551,582				E32402		その他収益（一般）		42,561				E32402		その他収益（一般）		-788,682

				E32500		<その他の収益計>		2,274,398				E32500		<その他の収益計>		1,304,894				E32500		<その他の収益計>		748,319				E32500		<その他の収益計>		2,874,049

				E41100		貸引繰入 (他費用)		0				E41100		貸引繰入 (他費用)		7,164				E41100		貸引繰入 (他費用)		15,497				E41100		貸引繰入 (他費用)		25,917

				E41200		賃貸資産償却費		16,142				E41200		賃貸資産償却費		9,410				E41200		賃貸資産償却費		9,100				E41200		賃貸資産償却費		6,238

				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		11,433				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		12,566				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		11,666				E41300		賃貸資産費用(償却費以外)		14,299

				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0				E41400		投資不動産償却費		0

				E41500		有形売却損		8,281				E41500		有形売却損		12,996				E41500		有形売却損		12,544				E41500		有形売却損		675,184

				E41600		有形除却損		158,110				E41600		有形除却損		426,631				E41600		有形除却損		238,961				E41600		有形除却損		1,119,919

				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0				E41700		無形資産売却損		0

				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0				E41800		無形資産除却損		0

				E41900		有形減損		9,039				E41900		有形減損		795,797				E41900		有形減損		581,275				E41900		有形減損		1,058,424

				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0				E42000		投資不動産減損		0

				E42100		無形資産(のれん除く)減損		0				E42100		無形資産(のれん除く)減損		1,276,028				E42100		無形資産(のれん除く)減損		144,070				E42100		無形資産(のれん除く)減損		44,755

				E42200		のれん減損		0				E42200		のれん減損		1,275,923				E42200		のれん減損		0				E42200		のれん減損		0

				E42300		子会社株式・出資売却損		0				E42300		子会社株式・出資売却損		0				E42300		子会社株式・出資売却損		67,100				E42300		子会社株式・出資売却損		949,147

				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0				E42400		子会社株式・出資減損損失		0

				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0				E42500		関連会社株式・出資売却損		0

				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0				E42600		関連会社株・出資減損損失		0

				E42700		その他費用		2,105,761				E42700		その他費用		1,510,117				E42700		その他費用		2,622,030				E42700		その他費用		4,748,314

				E42701		その他費用（連結）		67,012				E42701		その他費用（連結）		45,333				E42701		その他費用（連結）		150,968				E42701		その他費用（連結）		7,522

				E42702		その他費用（一般）		2,038,749				E42702		その他費用（一般）		1,464,784				E42702		その他費用（一般）		2,471,062				E42702		その他費用（一般）		4,740,792

				E42800		<その他の費用計>		2,308,766				E42800		<その他の費用計>		5,326,633				E42800		<その他の費用計>		3,702,243				E42800		<その他の費用計>		8,642,196

				E49000		<営業利益>		14,384,270				E49000		<営業利益>		16,440,468				E49000		<営業利益>		16,252,331				E49000		<営業利益>		18,685,504

				E51100		受取利息		460,088				E51100		受取利息		326,138				E51100		受取利息		436,144				E51100		受取利息		466,744

				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0				E51101		受取利息（連結）		0

				E51102		受取利息（一般）		460,088				E51102		受取利息（一般）		326,138				E51102		受取利息（一般）		436,144				E51102		受取利息（一般）		466,744

				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0				E51103		受取利息（RBS(CMS)）		0

				E51200		受取配当金		285,977				E51200		受取配当金		309,527				E51200		受取配当金		233,647				E51200		受取配当金		15,728

				E51201		受取配当金（連結）		1				E51201		受取配当金（連結）		0				E51201		受取配当金（連結）		0				E51201		受取配当金（連結）		0

				E51202		受取配当金（一般）		285,976				E51202		受取配当金（一般）		309,527				E51202		受取配当金（一般）		233,647				E51202		受取配当金（一般）		15,728

				E51300		為替差益		0				E51300		為替差益		849,245				E51300		為替差益		763,244				E51300		為替差益		0

				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0				E51400		有価証券売却益		0

				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0				E51500		有価証券評価益		0

				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0				E51600		その他資産評価売却益		0

				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0				E51700		減損戻入益(貸付金)		0

				E59000		<金融収益計>		746,065				E59000		<金融収益計>		1,484,910				E59000		<金融収益計>		1,433,035				E59000		<金融収益計>		482,472

				E61100		支払利息		421,580				E61100		支払利息		475,235				E61100		支払利息		580,032				E61100		支払利息		299,766

				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0				E61101		支払利息（連結）		0

				E61102		支払利息（一般）		356,982				E61102		支払利息（一般）		410,554				E61102		支払利息（一般）		533,596				E61102		支払利息（一般）		269,385

				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		64,598				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		64,681				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		46,436				E61103		支払利息（RBS(CMS)）		30,381

				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		129,950				E61200		社債利息		177,718

				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		33,102				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		16,978				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		25,470				E61300		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務利息		-21,040

				E61400		為替差損		78,988				E61400		為替差損		0				E61400		為替差損		0				E61400		為替差損		1,983,284

				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0				E61800		その他資産評価売却損		0

				E69000		<金融費用計>		663,620				E69000		<金融費用計>		622,163				E69000		<金融費用計>		735,452				E69000		<金融費用計>		2,439,728

				E79000		<金融損益>		82,445				E79000		<金融損益>		862,747				E79000		<金融損益>		697,583				E79000		<金融損益>		-1,957,256

				E81100		持分法投資損益		1,699				E81100		持分法投資損益		-4,959				E81100		持分法投資損益		-21,845				E81100		持分法投資損益		60,582

				E81900		<税金等調整前当期純利益>		14,468,414				E81900		<税金等調整前当期純利益>		17,298,256				E81900		<税金等調整前当期純利益>		16,928,069				E81900		<税金等調整前当期純利益>		16,788,830

				E82100		当期税金費用(当年度)		6,978,508				E82100		当期税金費用(当年度)		5,672,596				E82100		当期税金費用(当年度)		5,740,654				E82100		当期税金費用(当年度)		-8,213,058

				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		0				E82110		[連税]当期税金費用(当年)		4,286,779

				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0				E82200		当期税金費用(過年度)		0

				E82300		繰延税金費用		-1,851,358				E82300		繰延税金費用		1,582,881				E82300		繰延税金費用		706,676				E82300		繰延税金費用		2,012,341

				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		0				E82310		[連税]繰延税金費用		7,585,227

				E82900		<税金費用>		5,127,150				E82900		<税金費用>		7,255,477				E82900		<税金費用>		6,447,330				E82900		<税金費用>		5,671,289

				E83900		<継続事業にかかる純利益>		3,760,762				E83900		<継続事業にかかる純利益>		968,004				E83900		<継続事業にかかる純利益>		3,142,090				E83900		<継続事業にかかる純利益>		1,432,530

				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0				E84100		非継続事業純損益(税後)		0

				E89000		<当期利益>		9,341,263				E89000		<当期利益>		10,042,779				E89000		<当期利益>		10,480,739				E89000		<当期利益>		11,117,541

				E90000		非支配持分純利益		-20,713				E90000		非支配持分純利益		-5,106				E90000		非支配持分純利益		32,938				E90000		非支配持分純利益		28,203

				E95100		投資有価証券売却損益		2,028				E95100		投資有価証券売却損益		0				E95100		投資有価証券売却損益		200				E95100		投資有価証券売却損益		1,062,852

				E95300		投資有価証券減損損失		194				E95300		投資有価証券減損損失		0				E95300		投資有価証券減損損失		1,860				E95300		投資有価証券減損損失		0

				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0				E95500		投有に係る当期税金		0

				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0				E95700		投有に係る繰延税金		0

				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0				E95900		RE振替(投資有価証券)		0

				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0				F20100		売上原価-償却費		0

				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0				F20200		売上原価-たな卸未実現		0

				F21100		原材料仕入高		42,576,928				F21100		原材料仕入高		47,206,293				F21100		原材料仕入高		51,814,362				F21100		原材料仕入高		51,682,947

				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0				F21101		原材料仕入高（連結）		0

				F21102		原材料仕入高（一般）		42,576,928				F21102		原材料仕入高（一般）		47,206,293				F21102		原材料仕入高（一般）		51,814,362				F21102		原材料仕入高（一般）		51,682,947

				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0				F21200		外注加工仕入高		0

				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0				F21201		外注加工仕入高（連結）		0

				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0				F21202		外注加工仕入高（一般）		0

				F21300		原材料有償支給高△		-2,625,679				F21300		原材料有償支給高△		-2,882,018				F21300		原材料有償支給高△		-2,758,393				F21300		原材料有償支給高△		-2,973,023

				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0				F21301		原材料有償支給高△（連結		0

				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,625,679				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,882,018				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,758,393				F21302		原材料有償支給高△（一般		-2,973,023

				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		558,949				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		-1,123,047				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		-3,531,530				F21400		期首･期末原材料棚卸差等		3,301,862

				F21900		<材料費計>		40,510,198				F21900		<材料費計>		43,201,228				F21900		<材料費計>		45,524,439				F21900		<材料費計>		52,011,786

				F23100		給与その他労務費(MC)		21,473,038				F23100		給与その他労務費(MC)		21,492,294				F23100		給与その他労務費(MC)		26,397,992				F23100		給与その他労務費(MC)		23,325,616

				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,612,795				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,641,703				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		-1,263,210				F23200		従業員給付引当繰入額(MC)		1,348,980

				F23300		退職給付費用(MC)		598,025				F23300		退職給付費用(MC)		624,885				F23300		退職給付費用(MC)		583,448				F23300		退職給付費用(MC)		586,734

				F23400		業務委託労務費(MC)		452,681				F23400		業務委託労務費(MC)		460,214				F23400		業務委託労務費(MC)		445,943				F23400		業務委託労務費(MC)		426,378

				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0				F23401		業務委託労務費(MC)（連結		0

				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		452,681				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		460,214				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		445,943				F23402		業務委託労務費(MC)（一般		426,378

				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0				F23500		事業業績連動賞引繰入(MC)		0

				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0				F23600		有給休暇引当金繰入(MC)		0

				F23900		<労務費(MC)計>		24,136,539				F23900		<労務費(MC)計>		24,219,096				F23900		<労務費(MC)計>		26,164,173				F23900		<労務費(MC)計>		25,687,708

				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0				F24100		旅費交通費(MC)		0

				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0				F24200		租税公課(MC)		0

				F24300		減価償却費(MC)		5,595,157				F24300		減価償却費(MC)		5,641,323				F24300		減価償却費(MC)		5,916,422				F24300		減価償却費(MC)		6,164,747

				F24400		償却費(MC)		186,606				F24400		償却費(MC)		193,787				F24400		償却費(MC)		195,073				F24400		償却費(MC)		202,783

				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0				F24500		電力水道光熱費(MC)		0

				F24600		物流費(MC)		786,146				F24600		物流費(MC)		771,899				F24600		物流費(MC)		808,357				F24600		物流費(MC)		808,801

				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0				F24601		物流費(MC)（連結）		0

				F24602		物流費(MC)（一般）		786,146				F24602		物流費(MC)（一般）		771,899				F24602		物流費(MC)（一般）		808,357				F24602		物流費(MC)（一般）		808,801

				F24700		修繕費(MC)		401,449				F24700		修繕費(MC)		509,147				F24700		修繕費(MC)		457,047				F24700		修繕費(MC)		493,344

				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0				F24701		修繕費(MC)（連結）		0

				F24702		修繕費(MC)（一般）		401,449				F24702		修繕費(MC)（一般）		509,147				F24702		修繕費(MC)（一般）		457,047				F24702		修繕費(MC)（一般）		493,344

				F24800		賃借料(MC)		713,591				F24800		賃借料(MC)		729,958				F24800		賃借料(MC)		719,106				F24800		賃借料(MC)		749,145

				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0				F24801		賃借料(MC)（連結）		0

				F24802		賃借料(MC)（一般）		713,591				F24802		賃借料(MC)（一般）		729,958				F24802		賃借料(MC)（一般）		719,106				F24802		賃借料(MC)（一般）		749,145

				F24900		支手,業務委託(MC		1,047,665				F24900		支手,業務委託(MC		939,766				F24900		支手,業務委託(MC		1,062,640				F24900		支手,業務委託(MC		1,043,518

				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0				F24901		支手,業務委託(MC（連結		0

				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,047,665				F24902		支手,業務委託(MC（一般		939,766				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,062,640				F24902		支手,業務委託(MC（一般		1,043,518

				F25300		間接材料費(MC)		1,138,479				F25300		間接材料費(MC)		1,150,752				F25300		間接材料費(MC)		1,224,474				F25300		間接材料費(MC)		1,645,897

				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0				F25301		間接材料費(MC)（連結）		0

				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,138,479				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,150,752				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,224,474				F25302		間接材料費(MC)（一般）		1,645,897

				F25400		その他経費(MC)		4,969,533				F25400		その他経費(MC)		5,073,601				F25400		その他経費(MC)		4,784,579				F25400		その他経費(MC)		4,418,216

				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0				F25401		その他経費(MC)（連結）		0

				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,969,533				F25402		その他経費(MC)（一般）		5,073,601				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,784,579				F25402		その他経費(MC)（一般）		4,418,216

				F25900		<経費(MC)計>		14,838,626				F25900		<経費(MC)計>		15,010,233				F25900		<経費(MC)計>		15,167,698				F25900		<経費(MC)計>		15,526,451

				F26100		受入・払出(MC)		68,414				F26100		受入・払出(MC)		6,949				F26100		受入・払出(MC)		288,954				F26100		受入・払出(MC)		278,549

				F26900		<製造費用計>		79,553,778				F26900		<製造費用計>		82,437,506				F26900		<製造費用計>		87,145,264				F26900		<製造費用計>		93,504,494

				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-832,306				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-134,968				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		-1,442,569				F27100		期首･期末仕掛品棚卸差等		378,966

				F27200		半製品有償支給高(△)		-311,874				F27200		半製品有償支給高(△)		-422,280				F27200		半製品有償支給高(△)		-774,157				F27200		半製品有償支給高(△)		-445,195

				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0				F27201		半製品有償支給高(連結)		0

				F27202		半製品有償支給高(一般)		-311,874				F27202		半製品有償支給高(一般)		-422,280				F27202		半製品有償支給高(一般)		-774,157				F27202		半製品有償支給高(一般)		-445,195

				F27900		<製品製造原価計>		78,409,598				F27900		<製品製造原価計>		81,880,258				F27900		<製品製造原価計>		84,928,538				F27900		<製品製造原価計>		93,438,266

				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0				G23100		給与その他労務費(COS)		0

				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0				G23200		従業員給付引当繰入(COS)		0

				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0				G23300		退職給付費用(COS)		0

				G23400		業務委託労務費(COS		225,165				G23400		業務委託労務費(COS		191,640				G23400		業務委託労務費(COS		192,456				G23400		業務委託労務費(COS		177,627

				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0				G23401		業務委託労務費(COS（連結		0

				G23402		業務委託労務費(COS（一般		225,165				G23402		業務委託労務費(COS（一般		191,640				G23402		業務委託労務費(COS（一般		192,456				G23402		業務委託労務費(COS（一般		177,627

				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0				G23500		事業業績連動賞引繰入(COS		0

				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0				G23600		有給休暇引当金繰入(COS)		0

				G23900		<労務費(COS)計>		225,165				G23900		<労務費(COS)計>		191,640				G23900		<労務費(COS)計>		192,456				G23900		<労務費(COS)計>		177,627

				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0				G24100		旅費交通費(COS)		0

				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0				G24200		租税公課(COS)		0

				G24300		減価償却費(COS)		-63,227				G24300		減価償却費(COS)		-65,465				G24300		減価償却費(COS)		-76,223				G24300		減価償却費(COS)		-63,183

				G24400		償却費(COS)		63,227				G24400		償却費(COS)		65,465				G24400		償却費(COS)		76,223				G24400		償却費(COS)		63,183

				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0				G24500		電力水道光熱費(COS)		0

				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0				G24600		物流費(COS)		0

				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0				G24601		物流費(COS)（連結）		0

				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0				G24602		物流費(COS)（一般）		0

				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0				G24700		修繕費(COS)		0

				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0				G24701		修繕費(COS)（連結）		0

				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0				G24702		修繕費(COS)（一般）		0

				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0				G24800		賃借料(COS)		0

				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0				G24801		賃借料(COS)（連結）		0

				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0				G24802		賃借料(COS)（一般）		0

				G24900		支手,業務委託(COS)		-225,165				G24900		支手,業務委託(COS)		-191,640				G24900		支手,業務委託(COS)		-192,456				G24900		支手,業務委託(COS)		-177,627

				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0				G24901		支手,業務委託(COS)（連結		0

				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-225,165				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-191,640				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-192,456				G24902		支手,業務委託(COS)（一般		-177,627

				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0				G25300		間接材料費(COS)		0

				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0				G25301		間接材料費(COS)（連結）		0

				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0				G25302		間接材料費(COS)（一般）		0

				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0				G25400		その他経費(COS)		0

				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0				G25401		その他経費(COS)（連結）		0

				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0				G25402		その他経費(COS)（一般）		0

				G25900		<経費(COS)計>		-225,165				G25900		<経費(COS)計>		-191,640				G25900		<経費(COS)計>		-192,456				G25900		<経費(COS)計>		-177,627

				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0				G26100		受入・払出(COS)		0

				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0				G26900		<サービス原価計>		0

				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,729,572				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,391,441				H23100		給与その他労務費(R&D)		8,644,199				H23100		給与その他労務費(R&D)		5,375,762

				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		0				H23200		従業員給付引当繰入(R&D)		-20,031

				H23300		退職給付費用(R&D)		476,727				H23300		退職給付費用(R&D)		508,680				H23300		退職給付費用(R&D)		526,781				H23300		退職給付費用(R&D)		520,038

				H23400		業務委託労務費(R&D		1,045,698				H23400		業務委託労務費(R&D		1,004,604				H23400		業務委託労務費(R&D		1,016,345				H23400		業務委託労務費(R&D		1,028,586

				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0				H23401		業務委託労務費(R&D（連結		0

				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,045,698				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,004,604				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,016,345				H23402		業務委託労務費(R&D（一般		1,028,586

				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,420,724				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,692,140				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		-1,682,537				H23500		事業業績連動賞引繰入(R&D		1,696,842

				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0				H23600		有給休暇引当金繰入(R&D)		0

				H23900		<労務費(R&D)計>		8,672,721				H23900		<労務費(R&D)計>		8,596,865				H23900		<労務費(R&D)計>		8,504,788				H23900		<労務費(R&D)計>		8,601,197

				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0				H24100		旅費交通費(R&D)		0

				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0				H24200		租税公課(R&D)		0

				H24300		減価償却費(R&D)		824,870				H24300		減価償却費(R&D)		961,128				H24300		減価償却費(R&D)		998,572				H24300		減価償却費(R&D)		973,608

				H24400		償却費(R&D)		84,861				H24400		償却費(R&D)		107,738				H24400		償却費(R&D)		133,740				H24400		償却費(R&D)		129,570

				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0				H24500		電力水道光熱費(R&D)		0

				H24600		物流費(R&D)		33,967				H24600		物流費(R&D)		34,148				H24600		物流費(R&D)		34,771				H24600		物流費(R&D)		44,477

				H24601		物流費(R&D)（連結）		14,710				H24601		物流費(R&D)（連結）		12,511				H24601		物流費(R&D)（連結）		15,389				H24601		物流費(R&D)（連結）		21,467

				H24602		物流費(R&D)（一般）		19,257				H24602		物流費(R&D)（一般）		21,637				H24602		物流費(R&D)（一般）		19,382				H24602		物流費(R&D)（一般）		23,010

				H24700		修繕費(R&D)		230,701				H24700		修繕費(R&D)		279,532				H24700		修繕費(R&D)		169,217				H24700		修繕費(R&D)		248,365

				H24701		修繕費(R&D)（連結）		38,602				H24701		修繕費(R&D)（連結）		32,405				H24701		修繕費(R&D)（連結）		37,597				H24701		修繕費(R&D)（連結）		61,942

				H24702		修繕費(R&D)（一般）		192,099				H24702		修繕費(R&D)（一般）		247,127				H24702		修繕費(R&D)（一般）		131,620				H24702		修繕費(R&D)（一般）		186,423

				H24800		賃借料(R&D)		108,467				H24800		賃借料(R&D)		103,175				H24800		賃借料(R&D)		102,024				H24800		賃借料(R&D)		113,195

				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,681				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,296				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,379				H24801		賃借料(R&D)（連結）		8,635

				H24802		賃借料(R&D)（一般）		99,786				H24802		賃借料(R&D)（一般）		94,879				H24802		賃借料(R&D)（一般）		93,645				H24802		賃借料(R&D)（一般）		104,560

				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,408,211				H24900		支手,業務委託(R&D)		4,935,366				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,886,761				H24900		支手,業務委託(R&D)		5,620,154

				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,355,076				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,313,916				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,465,544				H24901		支手,業務委託(R&D)（連結		1,467,264

				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,053,135				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		3,621,450				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,421,217				H24902		支手,業務委託(R&D)（一般		4,152,890

				H25300		間接材料費(R&D)		1,632,198				H25300		間接材料費(R&D)		2,153,099				H25300		間接材料費(R&D)		1,795,622				H25300		間接材料費(R&D)		2,324,523

				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		102,885				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		147,284				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		150,987				H25301		間接材料費(R&D)（連結）		191,397

				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		1,529,313				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		2,005,815				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		1,644,635				H25302		間接材料費(R&D)（一般）		2,133,126

				H25400		その他経費(R&D)		1,152,537				H25400		その他経費(R&D)		1,065,229				H25400		その他経費(R&D)		1,099,331				H25400		その他経費(R&D)		1,130,783

				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0				H25401		その他経費(R&D)（連結）		0

				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,152,537				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,065,229				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,099,331				H25402		その他経費(R&D)（一般）		1,130,783

				H25900		<経費(R&D)計>		9,475,812				H25900		<経費(R&D)計>		9,639,416				H25900		<経費(R&D)計>		10,220,038				H25900		<経費(R&D)計>		10,584,675

				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0				H26100		受入・払出(R&D)		0

				H26900		<研究開発費計>		18,148,532				H26900		<研究開発費計>		18,236,281				H26900		<研究開発費計>		18,724,826				H26900		<研究開発費計>		19,185,872





開示(廃止)

		

				決算短信 ケッサンタンシン

				（１）連結経営成績（累計）

						売上高				営業利益				税引前利益				四半期利益				親会社の
所有者に帰属する
四半期利益				四半期包括利益
合計額

						百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％		百万円		％

				28年3月期第2四半期		229,131		(780.00)		8,911		(1,110.00)		8,528		(1,800.00)		6,267		(460.00)		6,386		(310.00)		(24,245)		(25,300.00)

				27年3月期第2四半期		248,643				10,022				10,395				6,570				6,592				15,850

				26年3月期第2四半期

				数式 スウシキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		E100		E100		E160		E160		E200		E200		E240		E240		E220		E220		H800		H800

				勘定科目 カンジョウカモク		売上高		売上高		営業利益		営業利益		税引前四半期利益		税引前四半期利益		四半期利益		四半期利益		　親会社の所有者		　親会社の所有者		当期包括利益合計		当期包括利益合計

				累計単期 ルイケイタンキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				当期前期 トウキゼンキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0

						基本的１株当たり
四半期利益		希薄化後１株当たり
四半期利益

						円 銭		円 銭

				28年3月期第2四半期		12.89		12.85

				27年3月期第2四半期		13.19		13.15

				（２）連結財政状態

						資産合計		資本合計		親会社の所有者に
帰属する持分		親会社所有者
帰属持分比率

						百万円		百万円		百万円		％

				28年３月期第１四半期		940,749		486,468		483,013		51.3

				27年３月期

				数式 スウシキ		0		0		0		0

				勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		A800		C800		C170		C170

				勘定科目 カンジョウカモク		　資産合計		　資本合計		　親会社の所有者に帰属する持分合計		　親会社の所有者に帰属する持分合計

				累計単期 ルイケイタンキ		0		0		0		0

				当期前期 トウキゼンキ		0		0		0		0

				四半期報 シハンキホウ

				１【主要な経営指標等の推移】

				回次				第111期
第２四半期
連結累計期間		第112期
第２四半期
連結累計期間		第111期				1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ

				会計期間				自　2014年４月１日
至　2014年９月30日		自　2015年４月１日
至　2015年９月30日		自　2014年４月１日
至　2015年３月31日				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高（注３）		（百万円）		248,643		229,131		1,002,758				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				248,643		229,131						0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				税引前四半期利益又は税引前利益		（百万円）		10,395		8,528		65,491				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）利益		（百万円）		6,592		6,386		40,934				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				6,592		6,109						0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）包括利益		（百万円）		16,018		(23,868)		59,232				0		H210		　親会社の所有者		0		0		0		H210		　親会社の所有者		0		0

				親会社の所有者に帰属する持分		（百万円）		514,285		483,013		528,432				0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				資産合計		（百万円）		976,370		940,749		994,256				0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0

				基本的１株当たり四半期（当期）利益		（円）		13.19		12.89		81.01				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

				（第２四半期連結会計期間）				13.19		12.33						0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

				希薄化後１株当たり四半期（当期）利益		（円）		13.15		12.85		80.79				0		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)		0		0		0		K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)		0		0

				親会社所有者帰属持分比率		（％）		52.70%		51.30%		53.1				0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				営業活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						101,989

				投資活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						△54,014

				財務活動によるキャッシュ・フロー		（百万円）						△62,128

				現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高		（百万円）		99937		81969		177,496				0		A110		　現金および現金同等物		0		0		0		A110		　現金および現金同等物		0		0

				(累計) ルイケイ

						当第２四半期
連結累計期間		前第２四半期
 連結累計期間		増減								当第２四半期
連結累計期間		前第２四半期
 連結累計期間		増減

						（自2015.４.１		（自2014.４.１										（自2015.４.１		（自2014.４.１

						至2015.９.30）		至2014.９.30）										至2015.９.30）		至2014.９.30）								1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ										3行目 ギョウメ										4行目 ギョウメ

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高		2,291		2,486		(195)		-780.0				売上高		229,131		248,643		(19,511)		-780.0				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				売上総利益		1,142		1,197		(54)		-450.0				売上総利益		114,295		119,735		(5,440)		-450.0				0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0

				営業利益		89		100		(11)		-1,110.0				営業利益		8,911		10,022		(1,110)		-1,110.0				0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0

				税引前四半期利益		85		103		(18)		-1,800.0				税引前四半期利益		8,528		10,395		(1,867)		-1,800.0				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		63		65		(2)		-310.0				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		6,386		6,592		(206)		-310.0				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

						円		円		円		％						円		円		円		％								0		0		0						0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

				基本的１株当たり四半期利益		12.89		13.19		-0.3		-2.3				基本的１株当たり四半期利益		12.89		13.19		-0.3		-2.3				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				設備投資額												設備投資額

				減価償却費及び償却費												減価償却費及び償却費

				研究開発費												研究開発費												0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				フリー・キャッシュ・フロー												フリー・キャッシュ・フロー

						人		人		人		％						人		人		人		％

				連結従業員数												連結従業員数

				為替レート		円		円		円		％				為替レート		円		円		円		％

				USドル												USドル

				ユーロ												ユーロ

				(会計) カイケイ												1行目 ギョウメ												1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ		3行目 ギョウメ

						当第２四半期
連結会計期間		前第２四半期
 連結会計期間		増減								当第２四半期
連結会計期間		前第２四半期
 連結会計期間		増減

						（自2015.４.１		（自2014.４.１										（自2015.４.１		（自2014.４.１

						至2015.９.30）		至2014.９.30）										至2015.９.30）		至2014.９.30）								1行目 ギョウメ										2行目 ギョウメ										3行目 ギョウメ										4行目 ギョウメ

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％				数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				売上高		2,291		2,486		(195)		-7.8				売上高		229,131		248,643		(19,511)		-7.8				0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0		0		E100		売上高		0		0

				売上総利益		1,142		1,197		(54)		-4.5				売上総利益		114,295		119,735		(5,440)		-4.5				0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0		0		E120		売上総利益		0		0

				営業利益		87		100		(12)		-12.5				営業利益		8,772		10,022		(1,249)		-12.5				0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0		0		E160		営業利益		0		0

				税引前四半期利益		83		103		(20)		-19.3				税引前四半期利益		8,389		10,395		(2,006)		-19.3				0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0		0		E200		税引前四半期利益		0		0

				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		61		65		(4)		-7.3				親会社の所有者に帰属する
四半期利益		6,109		6,592		(482)		-7.3				0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0		0		E220		　親会社の所有者		0		0

						円		円		円		％						円		円		円		％

				基本的１株当たり四半期利益		12.33		13.19		-0.86		-6.5				基本的１株当たり四半期利益		12.33		13.19		-0.86		-6.5				0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0		0		K100		　基本的一株当たり当期利益(円)		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				設備投資額												設備投資額

				減価償却費及び償却費												減価償却費及び償却費

				研究開発費												研究開発費												0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0

						億円		億円		億円		％						百万円		百万円		百万円		％

				フリー・キャッシュ・フロー												フリー・キャッシュ・フロー

						人		人		人		％						人		人		人		％

				連結従業員数												連結従業員数

				為替レート		円		円		円		％				為替レート		円		円		円		％

				USドル												USドル

				ユーロ												ユーロ

						当第２四半期
連結会計期間末		前連結
会計年度末		増減								当第２四半期
連結会計期間末		前連結
会計年度末		増減						数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ		数式 スウシキ		勘定ｺｰﾄﾞ カンジョウ		勘定科目 カンジョウカモク		累計単期 ルイケイタンキ		当期前期 トウキゼンキ

				資産合計　　　　　　　　　　　　（億円）		9,407		9,763		(356)						資産合計　　　　　　　　　　　　（百万円）		940,749		976,370		(35,621)						0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0		0		A800		　資産合計		0		0

				資本合計　　　　　　　　　　　　（億円）		4,864		5,149		(285)						資本合計　　　　　　　　　　　　（百万円）		486,468		514,981		(28,513)						0		C800		　資本合計		0		0		0		C800		　資本合計		0		0		0		C800		　資本合計		0		0

				親会社の所有者に帰属する持分合計（億円）		4,830		5,142		(312)						親会社の所有者に帰属する持分合計（百万円）		483,013		514,285		(31,271)						0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0

				親会社所有者帰属持分比率　　　　　（％）		51.3		52.7		-1.4						親会社所有者帰属持分比率　　　　　（％）		51.3		52.7		-1.4						0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0		0		C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計		0		0





基礎データ

		

		◆経営/財政指標(累計） ケイエイザイセイシヒョウ												1603期 キ

						親会社所有者帰属持分比率 オヤガイシャショユウシャキゾクモチブンヒリツ		=D/B						51.34%

						D/Eレシオ		=C/D						0.384

						ネットD/Eレシオ		=(C-A)/D						0.215

						ROE		=F/((D+E)/2)						1.28%

				A		　現金および現金同等物		81,969,110

				B		　資産合計		940,749,033

				C		　有利子負債 ユウリシフサイ		185,640,718

				D		　親会社の所有者に帰属する持分合計期末		483,013,070

				E		　親会社の所有者に帰属する持分合計期首		514,285,022

				F		　親会社の所有者に帰属する当期利益		6,386,716





勘定科目マスタ

		

				PL

				E100		売上高

				E110		売上原価

				E120		売上総利益

				E130		その他の収益

				E140		販売費及び一般管理費

				E150		その他の費用

				E160		営業利益

				E170		金融収益

				E180		金融費用

				E190		持分法による投資利益（△は損失）

				E200		税引前四半期利益

				E210		法人所得税費用

				E220		　親会社の所有者

				E230		非支配持分

				E240		四半期利益

				FP

				A110		　現金および現金同等物

				A120		　営業債権及びその他の債権

				A130		　棚卸資産

				A140		　未収法人所得税

				A150		　その他の金融資産

				A160		　その他の流動資産

				A170		　売却目的で保有する資産

				A100		　流動資産合計

				A210		　有形固定資産

				A220		のれん及び無形資産

				A230		　投資不動産

				A240		　持分法で会計処理される投資

				A250		　その他の金融資産

				A260		　繰延税金資産

				A270		　その他の非流動資産

				A200		　非流動資産合計

				A800		　資産合計

				B110		　営業債務及びその他の債務

				B120		　社債及び借入金

				B130		　未払法人所得税

				B140		　引当金

				B150		　その他の金融負債

				B160		　その他の流動負債

				B170		　売却目的で保有する資産に直接関連する負債

				B100		　流動負債合計

				B210		　社債及び借入金

				B220		　退職給付に係る負債

				B230		　引当金

				B240		　その他の金融負債

				B250		　繰延税金負債

				B260		　その他の非流動負債

				B200		　非流動負債合計

				B800		　負債合計

				C110		　資本金

				C120		　資本剰余金

				C130		　利益剰余金

				C140		　自己株式

				C150		　新株予約権

				C160		　その他の資本の構成要素

				C170		　親会社の所有者に帰属する持分合計

				C180		　非支配持分

				C800		　資本合計

				G900		　負債および資本合計

				H110		確定給付制度の再測定(税引後）

				H1２０		公正価値の純変動（税引後）

				H130		持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後)

				H140		キャッシュ・フロー・ヘッジ（税引後）

				H150		在外営業活動体の換算差額(税引後）

				H200		税引後その他の包括利益

				H800		当期包括利益合計

				H210		　親会社の所有者

				H220		　非支配持分

				K100		　基本的一株当たり当期利益(円)

				K200		　希薄化後1株当たり当期利益(円)
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2016年度業績見通し 前回予想からの変化 

売上高 営業利益 当期利益 織込みリスクなど 

前回予想 
(5/12) 

1兆600億円 
(+3%増収) 

660億円 
(+10%増益) 

440億円 
(+37%増益) 為替前提： ドル=105円、ユーロ=120円 

（－）為替影響 △200億円 △60億円 
・対ユーロ前提を5円円高に見直す 
・ドル、ユーロ以外の為替影響増大 
➔情報機器事業の業績見通しに織り込む 

（－）事業要因 △100億円 △50億円 

・機能材料：TACフィルム市場構造の変化速度読み違え 
・産業光学：スマホ関連市況、設備投資停滞、熊本地震の 
      影響等 
➔産業用材料機器事業の業績見通しに織り込む 

合計 △300億円 △110億円 △80億円 

今回予想 
(7/28) 

1兆300億円 
(前年並み) 

550億円 
( -8%減益) 

360億円 
(+13%増益) 為替前提： ドル=105円、ユーロ=115円 
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情報機器 8,100 8,300 8,322
　　オフィスサービス 5,750 5,850 6,076
　　商業・産業印刷 2,350 2,450 2,246
ヘルスケア 1,000 1,000 899
産業用材料・機器 1,150 1,250 1,060
　　産業用光学システム 580 630 525
　　機能材料 570 620 535
コーポレート他 50 50 37 -
グループ全体 10,300 10,600 10,317

情報機器 620 7.7% 680 8.2% 702 8.4% -12%
　　オフィスサービス 445 7.7% - - 542 8.9% -18%
　　商業・産業印刷 175 7.4% - - 160 7.1% 9%
ヘルスケア 50 5.0% 50 5.0% 39 4.3% 28%
産業用材料・機器 170 14.8% 220 17.6% 170 16.1% 0%
コーポレート他 △290 △290 △ 311 -
グループ全体 550 5.3% 660 6.2% 601 5.8% -8%

売上高 16年度 15年度
今回予想(7/28) 実績 YoY

16年度
前回予想(5/12)

11%

7%

-3%
-5%
5%

営業利益（右側：営業利益率）
16年度 15年度

今回予想(7/28) 実績 YoY
16年度

前回予想(5/12)

0%

8%
10%
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【億円】 


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																		[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								前回予想 ゼンカイ ヨソウ																										※Forecast　                                            (Announced onOctober 31.2013)								4Q

								通期 ツウキ				通期 ツウキ				YoY				13.10.31公表 コウヒョウ																		Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				9,300														Net sales				943.8				813.1				16%				930.0				0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3,756				3,756				0%																		Gross income				375.6				375.6				0.0				0.0				0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				39.8%				46.2%																						Gross income ratio				39.8%				46.2%								0.0%				ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				580														Operating income				58.1				40.7				43%				58.0				0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%								6.2%														Operating income ratio				6.2%				5.0%								6.2%				0.0%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				-5%				-														Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%								0.0				0.0

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				34%				-														Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%								0.0				0.0

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%																						   (b)/(a)				7.2%				6.2%												ERROR:#DIV/0!

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ				235				338				-31%				-																		23.5				33.8				-31%				-				0.0				0.0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				180														Net income				21.9				15.1				45%				18.0				0.0				0.0

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%								1.9%														Net income ratio				2.3%				1.9%								1.9%				0.0%

				E P S （円） エン				41.38				28.52								-														EPS  [Yen]				41.4				28.5												0.00				0.00

				R O E（%）				4.6				3.4								-														ROE [%]				4.6				3.4



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				384				340																						CAPEX				38.4				49.2								0.0				0.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				460				492																						Depreciation				46.0				72.5								0.0				0.0

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				715				725																						R&D expenses				71.5				29.6								0.0				0.0

				FCF（営業CF-投資CF） エイギョウ トウシ				30				296																						FCF				3.0				37.4								0.0				0.0

				＜参考＞営業CF-設備投資CF サンコウ エイギョウ セツビ トウシ				255				374																						CF from operating activities+CAPEX*				25.5				ERROR:#REF!								0.0				0.0

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				98.00														FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				98.00				0.00				0.00

				euro				134.37				107.14				27.23				128.00														euro				134.37				107.14				27.23				128.00				0.00				0.00



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ				-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ				-22												-4 

				連結子会社株式の追加取得による支出				-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出				(103)												-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				(100)												-7 

				出資金の払込による支出				-

								-225												-42 

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574





ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																										[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								13年度 ネンド				12年度 ネンド				[億円] オクエン										12M				12M								4Q				4Q

																YoY				4Q				4Q				YoY										Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2013				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				2,609				2,353				11%						Net sales(a)				943.8				813.1				16%				260.9				235.3				11%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				4,515				3,756				20%				1,237				1,058				17%						Gross income				451.5				375.6				20%				123.7				105.8				17%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%										Gross income ratio				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				192				136				42%						Operating income				58.1				40.7				43%				19.2				13.6				42%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-						Operating income ratio				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				△ 5				22				28				△ 6						Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%				2.2				2.8				-21%

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				170				215				164				31%						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%				21.5				16.4				31%

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-						   (b)/(a)				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				546				389				40%				179				128				40%						Ordinary income				54.6				38.9				40%				17.9				12.8				40%

				税引前当期純利益				235				338				-31%				96				109				-12%						Pre-tax Profit				23.5				33.8				-31%				9.6				10.9				-12%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				111				48				130%						Net income				21.9				15.1				45%				11.1				4.8				130%

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-						Net income ratio				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-

				ＥＰＳ（円） エン				41.38				28.52								21.16				9.07										EPS  [Yen]				41.38				28.52								21.16				9.07



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				474				384								161				135										CAPEX				47.4				38.4								16.1				13.5

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				474				460								122				127										Depreciation				47.4				46.0								12.2				12.7

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				712				715								187				181										R&D expenses				71.2				71.5								18.7				18.1

				FCF				342				30								104				168										FCF				34.2				3.0								10.4				16.8

				投融資 トウユウシ				61				225								28				42										Investment and loan				6.1				22.5								2.8				4.2

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35						FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35

				euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75						euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出				89,945												28,049

				有形固定資産の取得による支出				(36,487)												(10,311)

				有形固定資産の売却による収入				2,355												711

				無形固定資産の取得による支出				(8,654)												(2,791)

								47,159												15,658

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出				47,371,120								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				12,244,883

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				(47,403,316)								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				(31,320,452)				-16082864

								47,403,316																16082864





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績

				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





																																																																																[Billions of yen]

																																																																																*Announced on January 31,2013 

				売上高 ウリアゲ ダカ				13年度 ネンド						12年度 ネンド										前回予想 ゼンカイ ヨソウ						13年度 ネンド						12年度 ネンド						[億円］ オクエン																Net Sales				Full year																 Forecast						4Q

								通期 ツウキ						通期 ツウキ						YoY				13.10.31公表 コウヒョウ						4Q						4Q						YoY																				Mar 2013						Mar 2012						YoY				Mar 2013						Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				7,298						5,816						25%				7,200						2,036						1,765						15%																Business Technologies				729.8						581.6						25%				720.0						203.6						176.5						15%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				1,161						1,468						-21%				1,170						258						324						-20%																Industrial Business				116.1						146.8						-21%				117.0						25.8						32.4						-20%

				ヘルスケア				824						728						13%				800						272						227						20%																Healthcare				82.4						72.8						-0%				80.0						27.2						22.7						20%

				その他 タ				154						119						-				130						43						38						-																Others				15.4						11.9						-				13.0						4.3						3.8						-

				グループ計 ケイ				9,438						8,131						16%				9,300						2,609						2,353						11%																Group total				943.8						813.1						16%				930.0						260.9						235.3						11%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ																																																						Operating income																										Full year

																																																																																				Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				639		8.8%				317		5.4%				102%				630		8.8%				204		10.0%				133		7.5%				54%																Business Technologies				63.9		8.8%				31.7		5.4%				102%				63.0		8.8%				20.4		10.0%				13.3		7.5%				54%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				152		13.1%				237		16.1%				-36%				150		12.8%				28		10.8%				21		6.6%				30%																Industrial Business				15.2		13.1%				23.7		11.3%				-36%				15.0		12.8%				2.8		10.8%				2.1		6.6%				30%

				ヘルスケア				45		5.5%				33		4.6%				34%				60		7.5%				22		7.9%				22		9.6%				-1%																Healthcare				4.5		5.5%				3.3		4.6%				34%				6.0		7.5%				2.2		7.9%				2.2		9.6%				-1%

				コーポレート・消去 ショウキョ				△ 254		-				△ 180		-				-				△ 260		-				△ 61		-				△ 40		-				-																Others				-25.4		-				-18.0		-				-				-26.0		-				-6.1		-				-4.0		-				-

				グループ計 ケイ				581		6.2%				407		5.0%				43%				580		6.2%				192		7.4%				136		5.8%				42%																Group total				58.1		6.2%				40.7		5.0%				43%				58.0		6.2%				19.2		7.4%				13.6		5.8%				42%











																								u





































セグメント別業績公表値

				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

																																																														[\ billions]





																																				[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Revenue				Earnings Forecast  Forecast						Previous Earnings Forecast						Results

										今回予想(7/28) コンカイ ヨソウ						前回予想(5/12) ゼンカイ ヨソウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						8,100						8,300						8,322						-3%						8,000						Business Technologies				810.0						830.0						832.2						-3%

				　　オフィスサービス						5,750						5,850						6,076						-5%						6,000						　　Office Services				575.0						585.0						607.6						-5%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						2,350						2,450						2,246						5%						2,000						　　Commercial/Industrial print				235.0						245.0						224.6						5%

				ヘルスケア						1,000						1,000						899						11%						900						Healthcare				100.0						100.0						89.9						11%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						1,150						1,250						1,060						8%						1,100						Industrial Business				115.0						125.0						106.0						8%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク						580						630						525						10%						610						　　Industrial Optical Systems				58.0						63.0						52.5						10%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ						570						620						535						7%						490						　　Performance Materials				57.0						62.0						53.5						7%

				コーポレート他 ホカ						50						50						37								-										Others				5.0						5.0						3.7						-

				グループ全体 ゼンタイ						10,300						10,600						10,317						-0%						10,000						Group Overall				1,030.0						1,060.0						1,031.7						-0%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Operating Profit				Forecast						Forecast						Results

										今回予想(7/28) コンカイ ヨソウ						前回予想(5/12) ゼンカイ ヨソウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						620		7.7%				680		8.2%				702		8.4%						-12%				720		9.0%				Business Technologies				62.0		7.7%				68.0		8.2%				70.2		8.4%				-12%

				　　オフィスサービス						445		7.7%				-		-				542		8.9%						-18%										　　Office Services				44.5		7.7%				-		-				54.2		8.9%				-18%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						175		7.4%				-		-				160		7.1%						9%										　　Commercial/Industrial print				17.5		7.4%				-		-				16.0		7.1%				9%

				ヘルスケア						50		5.0%				50		5.0%				39		4.3%						28%				70		7.8%				Healthcare				5.0		5.0%				5.0		5.0%				3.9		4.3%				28%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						170		14.8%				220		17.6%				170		16.1%						-0%				120		10.9%				Industrial Business				17.0		14.8%				22.0		17.6%				17.0		16.1%				-0%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ								-				△ 290		-				△ 311		-						ERROR:#VALUE!				△ 290		-				Eliminations and Corporate				0.0		0.0%				-29.0		-2900.0%

				コーポレート他 ホカ						△290						△290						△ 311								-										Others				-29.0						-29.0						-31.1						-

				グループ全体 ゼンタイ						550		5.3%				660		6.2%				601		5.8%						-8%				620		6.2%				Group Overall				55.0		5.3%				66.0		6.2%				60.1		5.8%				-8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						36.0%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						10.9%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						7.8%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						6.2%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン						11年度
1Q ネンド						11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド												12年度
1Q ネンド																																				100

				情報機器 ジョウホウ キキ						134,069						134,069						130,349												130,349

				ＡＬ＋ＯＰ						33,037						33,037						39,709												39,709

				ＭＧ						15,505						15,505						15,807												15,807

				他 ホカ						3,595						3,595						3,508												3,508

				グループ計 ケイ						186,206						186,206						189,373												189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ						3,629						3,629						3,038												3,038

				ＡＬ＋ＯＰ						3,609						3,609						8,063												8,063

				ＭＧ						(510)						(510)						(158)												(158)

				他 ホカ						(3,456)						(3,456)						(4,604)												(4,604)

				グループ計 ケイ						3,271						3,271						6,340												6,340









ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績 FY16_1Q

				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







																										[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ				16年度 ネンド						15年度 ネンド										14年度 ネンド						Revenue						1Q						1Q

								1Q						1Q				YoY						予想 ヨソウ												Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				1,863						2,018				-8%						8,000						Business Technologies						186.3						201.8						-8%

				　　オフィスサービス				1,362						1,485				-8%						6,000						　　Office Services						136.2						148.5						-8%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				501						533				-6%						2,000						　　Commercial/Industrial print						50.1						53.3						-6%

				ヘルスケア				185						179				3%						900						Healthcare						18.5						17.9						3%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				217						282				-23%						1,100						Industrial Business						21.7						28.2						-23%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				123						131				-7%						610						　　Industrial Optical Systems						12.3						13.1						-7%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ				95						151				-37%						490						　　Performance Materials						9.5						15.1						-37%

				その他 タ				26						8						-										Others						2.6						0.8						-

				調整（消去等） チョウセイ ショウキョ トウ				0						△ 0						-										Adjustment						0.0						-0.0						-

				グループ全体 ゼンタイ				2,291						2,486				-8%						10,000						Group Overall						229.1						248.6						-8%



				営業利益                                                                                                                                                                                                        （右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ				16年度 ネンド						15年度 ネンド										14年度 ネンド						Operating Profit 						1Q						1Q

								1Q						1Q				YoY						予想 ヨソウ												Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				133		7.2%				133		6.6%				1%				720		9.0%				Business Technologies						13.3		7.2%				13.3		6.6%				1%

				　　オフィスサービス				107		7.9%				110		7.4%				-3%										　　Office Services						10.7		7.9%				11.0		7.4%				-3%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				26		5.3%				23		4.3%				15%										　　Commercial/Industrial print						2.6		5.3%				2.3		4.3%				15%

				ヘルスケア				2		1.0%				1		0.7%				53%				70		7.8%				Healthcare						0.2		1.0%				0.1		0.7%				53%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				23		10.7%				59		20.8%				-60%				120		10.9%				Industrial Business						2.3		10.7%				5.9		20.8%				-60%

				その他 タ				△ 10		-				2		-				-										Others						-1.0		-				0.2		-				-

				調整（消去等） チョウセイ ショウキョ トウ				△ 59		-				△ 95		-				-										Adjustment						-5.9		-				-9.5		-				-

				グループ全体 ゼンタイ				89		3.9%				100		4.0%				-11%				620		6.2%				Group Overall						8.9		3.9%				10.0		4.0%				-11%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																				ERROR:#REF!						Operating income ratio						0.0%						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン																				12年度
1Q ネンド																																100

				情報機器 ジョウホウ キキ																				130,349

				ＡＬ＋ＯＰ																				39,709

				ＭＧ																				15,807

				他 ホカ																				3,508

				グループ計 ケイ																				189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ																				3,038

				ＡＬ＋ＯＰ																				8,063

				ＭＧ																				(158)

				他 ホカ																				(4,604)

				グループ計 ケイ																				6,340

																																				10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10



																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10







																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10



																																		ERROR:#DIV/0!		10						10

																																		ERROR:#DIV/0!		10						10





セグメント別業績公表値 (2)

				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

																																																								[\ billions]





																																				[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Revenue				Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						8,050						8,300						8,322						-3%						8,000						Business Technologies				805.0						832.2						-3%

				　　オフィスサービス						5,700						5,850						6,076						-6%						6,000						　　Office Services				570.0						607.6						-6%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						2,350						2,450						2,246						5%						2,000						　　Commercial/Industrial print				235.0						224.6						5%

				ヘルスケア						1,000						1,000						899						11%						900						Healthcare				100.0						89.9						11%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						1,150						1,250						1,060						8%						1,100						Industrial Business				115.0						106.0						8%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク						580						630						525						10%						610						　　Industrial Optical Systems				58.0						52.5						10%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ						570						620						535						7%						490						　　Performance Materials				57.0						53.5						7%

				コーポレート他 ホカ						50						50						37								-										Others				5.0						3.7						-

				グループ全体 ゼンタイ						10,250						10,600						10,317						-1%						10,000						Group Overall				1,025.0						1,031.7						-1%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ						16年度 ネンド						16年度 ネンド						15年度 ネンド												14年度 ネンド						Operating profit				Forecast						Results

										業績見通し ギョウセキ ミトオ						前回公表 ゼンカイ コウヒョウ						実績 ジッセキ						YoY						予想 ヨソウ										Mar 2017						Mar 2016						YOY

				情報機器 ジョウホウ キキ						620		7.7%				680		8.2%				702		8.4%						-12%				720		9.0%				Business Technologies				62.0		7.7%				70.2		8.4%				-12%

				　　オフィスサービス						445		7.8%				-		-				513		8.4%						-13%										　　Office Services						7.8%						8.4%				ERROR:#DIV/0!

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ						175		7.4%				-		-				189		8.4%						-7%										　　Commercial/Industrial print						7.4%						8.4%				ERROR:#DIV/0!

				ヘルスケア						50		5.0%				50		5.0%				39		4.3%						28%				70		7.8%				Healthcare				5.0		5.0%				3.9		4.3%				28%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ						170		14.8%				220		17.6%				170		16.1%						-0%				120		10.9%				Industrial Business				17.0		14.8%				17.0		16.1%				-0%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ								-				△ 290		-				△ 311		-						ERROR:#VALUE!				△ 290		-				Eliminations and Corporate				0.0		0.0%

				コーポレート他 ホカ						△290						△290						△ 311								-										Others				ERROR:#VALUE!						-31.1						-

				グループ全体 ゼンタイ						550		5.4%				660		6.2%				601		5.8%						-8%				620		6.2%				Group Overall				55.0		5.4%				60.1		5.8%				-8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						36.0%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						10.9%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						7.8%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ						0.0%						6.2%						ERROR:#REF!												ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン						11年度
1Q ネンド						11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド												12年度
1Q ネンド																														100

				情報機器 ジョウホウ キキ						134,069						134,069						130,349												130,349

				ＡＬ＋ＯＰ						33,037						33,037						39,709												39,709

				ＭＧ						15,505						15,505						15,807												15,807

				他 ホカ						3,595						3,595						3,508												3,508

				グループ計 ケイ						186,206						186,206						189,373												189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ						3,629						3,629						3,038												3,038

				ＡＬ＋ＯＰ						3,609						3,609						8,063												8,063

				ＭＧ						(510)						(510)						(158)												(158)

				他 ホカ						(3,456)						(3,456)						(4,604)												(4,604)

				グループ計 ケイ						3,271						3,271						6,340												6,340
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主な通貨の為替レートと収益影響度 

15年度 
1Q実績 

16年度 
1Q実績 

対前年影響額 15年度 
実績 

16年度 
(2Q～) 

対前年影響額 為替感応度*2 

(売上高|営業利益) (売上高|営業利益) (売上高|営業利益) 

121.36 108.14 △96億円| △0億円0    120.14 105.00 △420億円|     0億円      30億円|0億円 

134.16 122.02 △51億円|△22億円 132.58 115.00 △270億円|△140億円   17億円|8億円 

-  - △94億円|△25億円 - - △440億円|△210億円  027億円|12億円 

19.56 16.53 △18億円| △2億円 18.85 15.30 △90億円|△5億円0  24億円|2億円 

94.36 80.57 △15億円| △3億円 88.44 75.80 △50億円|△10億円    4億円|1億円 

- - △15億円| △3億円 △50億円|△20億円 - 

 売上高:  △238億円 
 営業利益: △32億円 

 売上高:  △1,050億円 
 営業利益:  △250億円 

*1欧州通貨：ユーロ以外の欧州通貨も含む 
*2為替感応度：1円変動時の影響額（年間） 

ユーロ 

人民元 

米ドル 

豪ドル 

対前年影響額 
合計 

（為替レート：円） 

欧州通貨*1 

その他通貨 
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【億円】 
16年度 15年度

1Q 1Q YoY
売上高 2,291 2,486 -8%

売上総利益 1,143 1,197 -5%

（売上総利益率） 49.9% 48.2% -

営業利益 89 100 -11%

（営業利益率） 3.9% 4.0% -

税引前利益 85 104 -18%

（税引前利益率） 3.7% 4.2% -

親会社の所有者に帰属する当期利益 64 66 -3%

（親会社の所有者に帰属する当期利益率） 2.8% 2.7% -

ＥＰＳ（円） 12.89 13.19

設備投資額 79 78
減価償却費及び償却費 127 125
研究開発費 183 193
FCF △ 252 △ 211
投融資 323 90

為替レート    [円]  USD 108.14 121.36 △ 13.22
euro 122.02 134.16 △ 12.14


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2015年度四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク







								16年度 ネンド				15年度 ネンド								14年度 ネンド																1Q				1Q												4Q

								1Q				1Q				YoY				予想 ヨソウ																Mar 2017				Mar 2016				YoY								Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%																Revenue				229.1				248.6				-8%								0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%																Gross Profit				114.3				119.7				-5%								0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-																Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-								ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%																Operating Profit				8.9				10.0				-11%								0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-																Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-								0.0%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				85				104				-18%																Profit before tax				8.5				10.4				-18%								0.0				0.0

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-																Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-								0.0%

				親会社の所有者に帰属する当期利益				64				66				-3%																Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%								0.0				0.0

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率）				2.8%				2.7%				-																Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-								0.0%

				F C F				△ 252				△ 211																				FCF				-25.2				-21.1



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22																FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				△ 13.22								0.00				0.00

				euro				122.02				134.16				△ 12.14																euro				122.02				134.16				△ 12.14
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2015年度 四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク



																										Pretax margin ratio



								16年度 ネンド				15年度 ネンド																		1Q				1Q

								1Q				1Q				YoY														Mar 2017				Mar 2016				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%										Revenue				229.1				248.6				-8%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%										Gross Profit				114.3				119.7				-5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-										Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%										Operating Profit				8.9				10.0				-11%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-										Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-

				税引前利益 リエキ				85				104				-18%										Profit before tax				8.5				10.4				-18%

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-										Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				64				66				-3%										Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				2.8%				2.7%				-										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-

				ＥＰＳ（円） エン				12.89				13.19														EPS  [Yen]				12.89				13.19



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				79				78														CAPEX				7.9				7.8

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				127				125														Depreciation and Amortization Expenses				12.7				12.5

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				183				193														R&D expenses				18.3				19.3

				FCF				△ 252				△ 211														FCF				-25.2				-21.1

				投融資 トウユウシ				323				90														Investment and lending				32.3				9.0



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22										FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				-13.22

				euro				122.02				134.16				△ 12.14										euro				122.02				134.16				-12.14





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出																										10				10				100%

				有形固定資産の取得による支出																										10				10				1

				有形固定資産の売却による収入																										1				1				ERROR:#VALUE!

				無形固定資産の取得による支出																										10				10				1

																														1				1				ERROR:#VALUE!

																														10				10				1

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出		

HJS: HJS:
CF計算書より算出				50,892,660								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														1				1				ERROR:#VALUE!

				資本的支出<設備投資>				(46,100,116)								資本的支出<設備投資>														10				10				1

																														1				1				ERROR:#VALUE!
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																												Ver.6 201607211830 セグメント別 PLBS 要約表.xlsx

						FY2016  1stQ  セグメント別 P/L・F/P 要約表　3カ月（4-6月）



				※開示用組替前 カイジ ヨウ クミカエ マエ																								（単位：千円）				COセグメント内訳 ウチワケ

								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO				CO		BDH		CRD

		E11100		売上高 ウリアゲ ダカ				229,131,904		(5,008,380)		183,650,314		9,549,792		7,100,631		6,518,627		18,646,997		3,470,133		10,752		1,759,894		3,433,144				3,433,144

						セグメント間売上控除 コウジョ		0		4,100,800		(484,649)		(91,801)		(606,508)		(755,751)		(195,165)		(307,254)		0		0		(1,659,672)				(1,659,672)

		E11102		外部顧客に対する売上高 ガイブ コキャク タイ ウリアゲ ダカ				229,131,904		(907,580)		183,165,665		9,457,991		6,494,123		5,762,876		18,451,832		3,162,879		10,752		1,759,894		1,773,472				1,773,472

		E11700		売上原価				114,836,701		(4,341,367)		90,607,302		5,332,798		2,180,727		5,123,334		10,991,581		1,496,292		7,675		908,561		2,529,798				2,529,798

		E19000		  売上総利益				114,295,203		(667,013)		93,043,012		4,216,994		4,919,904		1,395,293		7,655,416		1,973,841		3,077		851,333		903,346				903,346

						（率） リツ		49.9%				50.7%		44.2%		69.3%		21.4%		41.1%		56.9%		28.6%		48.4%		26.3%				26.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E26900		販売費及び一般管理費				105,221,216		(247,861)		80,442,453		2,427,447		3,396,554		1,257,121		7,453,933		1,365,599		789,877		2,025,758		6,310,335				6,310,335

		E29999		  事業貢献利益 ジギョウ コウケン				9,073,987		(419,152)		12,600,559		1,789,547		1,523,350		138,172		201,483		608,242		(786,800)		(1,174,425)		(5,406,989)				(5,406,989)

						（率） リツ		4.0%				6.9%		18.7%		21.5%		2.1%		1.1%		17.5%		-7317.7%		-66.7%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E32500		その他の収益				1,319,424		(19,151)		546,731		73,937		2,685		208,372		37,296		30,385		29,228		304,806		105,135				105,135

		E42800		その他の費用				1,481,816		(5,926)		429,709		27,171		777		37,035		45,700		10,775		589,948		242,332		104,295				104,295

		E49000		  営業利益				8,911,595		(432,377)		12,717,581		1,836,313		1,525,258		309,509		193,079		627,852		(1,347,520)		(1,111,951)		(5,406,149)				(5,406,149)

						（率） リツ		3.9%				6.9%		19.2%		21.5%		4.7%		1.0%		18.1%		-12532.7%		-63.2%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E59000		金融収益				723,462		(260,105)		1,208,766		30,880		35,828		73,749		21,293		5,102		0		25,868		(417,919)				(417,919)

		E69000		金融費用				1,038,693		(271,744)		562,966		1,505		83,066		36,824		117,665		1,163		30,159		11,714		465,375				465,375

						（支払利息） シハラ リソク		566,245		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		365,911				365,911		0		0

		E61100				　　支払利息 シハライ リソク		466,745		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		266,411				266,411

		E61200				　　社債利息 シャサイ リソク		99,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99,500				99,500

		E61300				（Finance リース債務利息） サイム リソク		81,515		0		81,515		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						（その他 支払利息以外） タ シハラ リソク イガイ		390,933		(11,637)		183,751		1,235		29,520		21,058		66,501		1,041		0		0		99,464		0		99,464		0		0

		E81100		持分法投資損益				(68,145)		0		(73,541)		(6,783)		0		0		12,179		0		0		0		0				0

		E81900		  税金等調整前当期利益				8,528,219		(420,738)		13,289,840		1,858,905		1,478,020		346,434		108,886		631,791		(1,377,679)		(1,097,797)		(6,289,443)				(6,289,443)

		E82900		税金費用				2,260,716		(129,927)		4,067,040		551,585		324,075		74,183		(4,376)		178,623		(438,375)		(101,398)		(2,260,714)				(2,260,714)

						（率）		26.5%				30.6%		29.7%		21.9%		21.4%		-4.0%		28.3%		31.8%		9.2%		35.9%				35.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						 (税金費用)		2,481,006		(26,284)		3,848,425		546,100		407,627		65,532		(23,271)		195,502		(442,248)		(26,234)		(2,090,377)				(2,090,377)		0		0

						 (繰延税金費用) クリノベ		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)		0		0

		E82300				繰延税金費用		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)

		E82310				[連税]繰延税金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E83900		継続事業にかかる純利益 ケイゾク ジギョウ ジュンリエキ				6,267,503		(1,287,210)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

		E84100		非継続事業純損益(税後) ヒ ケイゾク ジギョウ ジュンソンエキ ゼイ ゴ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E89000		  当期利益 トウキ リエキ				6,267,503		(290,811)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

						（率） リツ		2.7%				5.0%		13.7%		16.3%		4.2%		0.6%		13.1%		-8736.1%		-56.6%		-117.3%				-117.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				親会社の所有者純利益 オヤ カイシャ ショユウシャ ジュン リエキ				6,386,716		(290,811)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

		E90000		非支配持分純利益				(119,213)		0		(17,930)		0		0		0		2,234		0		0		(103,517)		0				0

				(参考) サンコウ

		H26900		研究開発費計				18,253,189		(22,008)		10,151,306		1,372,053		787,678		510,870		1,251,201		716,676		608,028		147,645		2,729,740				2,729,740



		D11100		利益剰余金期首残高				258,562,731		12,756,595		212,229,980		60,222,053		9,917,348		19,538,433		3,546,069		7,359,352		(30,963,086)		0		(36,044,013)

		D11900				配当金 ハイトウキン		(7,432,131)		(2)		(11,421,859)		(2,919,000)		(442,335)		(265,298)		(920,685)		(471,000)		0		0		9,008,048

		D11500				当社株主に帰属する当期利益 トウシャ カブヌシ キゾク		6,386,716		(1,183,693)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

						その他の増減 タ ゾウゲン		(8,565)		892,882		3,047		(17,909,699)		0		0		0		0		17,909,699		0		(11,612)

				利益剰余金期末残高 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)



								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO

		A11100		現金及び現金同等物 オヨ				81,969,110		3,541,672		29,431,966		19,376		2,654,427		2,967,918		3,415,681		30,945		1,158		160,489		39,745,478

		A11300		受取手形、売掛金				194,288,956		(5,246,511)		148,400,092		9,874,396		5,457,603		7,302,885		22,193,969		1,538,012		0		1,362,499		3,406,011

		A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権				21,001,380		0		21,001,380		0		0		0		0		0		0		0		0

		A12800		棚卸資産				120,954,565		(40,946)		79,898,641		9,426,522		3,715,926		5,095,079		16,110,799		3,997,401		148,236		1,919,579		683,328

				その他流動資産				33,180,927		(246,162,092)		44,376,727		33,949,774		8,453,227		4,533,224		6,094,949		6,641,312		33,604		281,533		174,978,669

		A19000		流動資産計				451,394,938		(247,907,877)		323,108,806		53,270,068		20,281,183		19,899,106		47,815,398		12,207,670		182,998		3,724,100		218,813,486

		A29000		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				183,605,833		1,983,378		69,815,031		16,249,145		1,117,355		6,610,988		7,678,148		3,108,952		7,828,226		2,203,837		67,010,773

		A39000		投資不動産				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		A41400		のれん				126,162,050		0		81,144,797		0		21,249,108		3,063,449		6,374,603		61,084		0		14,269,009		0

		A49000		無形資産				62,907,893		(2,939)		34,534,974		97,596		8,140,706		3,069,226		7,776,356		66,115		142,746		6,382,162		2,700,951

		A51100		投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン				20,999,498		0		3,777,577		1,454		0		0		192,157		25,480		0		0		17,002,830

		A52250		繰延税金資産 クリノベ ゼイキン シサン				56,311,450		(1,125,191)		34,433,608		239,767		(948,496)		682,592		2,592,061		93,764		142,222		0		20,201,123

				その他非流動資産 ヒ				39,367,371		(124,364,125)		25,807,369		1,159,470		55,641		148,384		1,099,683		429,789		325,009		458		134,705,693

		A59000		非流動資産計				489,354,095		(123,508,877)		249,513,356		17,747,432		29,614,314		13,574,639		25,713,008		3,785,184		8,438,203		22,855,466		241,621,370

		A90000		資産合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

		B11100		営業債務				86,916,751		(3,417,784)		58,712,665		3,900,371		2,055,311		3,375,642		13,976,340		3,245,445		76,034		722,030		4,270,697

				有利子負債 ユウ リシ フサイ				185,640,718		(225,393,002)		80,848,341		619,186		36,235,288		11,713,644		27,268,080		114,390		19,887,790		1,291,005		233,055,996

		B11400				短期借入金		25,629,514		(219,609,912)		69,455,557		38,463		36,235,069		11,713,644		27,145,534		114,390		19,887,790		285,975		80,648,979

		B11500				一年内長期借入金		4,244,777		(28,102)		271,066		0		0		0		1,314		0		0		201,898		4,000,499

		B11600				社債(流動)		20,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20,000,000

		B21100				社債(非流動)		30,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000,000

		B21200				長期借入金		98,934,530		(4,463,983)		5,180,750		0		0		0		111,123		0		0		803,132		98,106,640

		B11300				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(流動		2,593,881		0		2,142,328		312,748		219		0		2,022		0		0		0		136,564

		B21700				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		0		3,798,640		267,975		0		0		8,087		0		0		0		163,314

		B12600		事業構造改善引当金				1,688,289		0		1,688,289		0		0		0		0		0		0		0		0

		B21300		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン				67,489,454		0		39,066,021		2,795,821		1,353,354		2,627,827		4,679,435		1,283,032		832,608		0		14,851,356

		B22350		繰延税金負債				4,335,835		0		1,911,503		0		571,443		0		0		0		0		1,852,889		0

				その他負債				108,209,822		(40,735,231)		96,533,843		11,536,944		4,522,129		(4,015,212)		8,727,388		3,457,986		(1,325,242)		22,695,153		6,812,064

		B90000		負債合計				454,280,869		(269,546,017)		278,760,662		18,852,322		44,737,525		13,701,901		54,651,243		8,100,853		19,471,190		26,561,077		258,990,113

		C11000		資本金				37,519,344		(99,389,950)		65,308,835		11,469,700		464,770		531,364		17,852,695		619,884		3,142,702		0		37,519,344

		C12000		資本剰余金 ジョウヨキン				203,397,933		0		(742,981)		0		0		0		0		0		0		0		204,140,914

		C13000		利益剰余金 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)

		C14000		自己株式				(9,313,670)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(9,313,670)

		C39000		その他の資本の構成要素				(7,054,014)		2,566,741		(4,991,694)		(5,196)		(6,169,358)		(304,906)		(1,786,096)		(69,403)		0		(1,853,770)		5,559,668

		C21000				投資有価証券評価差額金		3,591,363		0		1,319,493		0		0		0		32,596		10,920		0		0		2,228,354

		C22000				キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		0		1,344,085		0		0		0		0		0		0		0		(2,018,221)

		C23000				為替換算調整勘定		(9,964,577)		712,971		(7,655,232)		0		(6,169,358)		(304,906)		(1,817,264)		(80,323)		0		(1,853,770)		5,349,535

		C24000				退給調整累計額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C25000				持分会社におけるOCI持分		(6,664)		0		(40)		(5,196)		0		0		(1,428)		0		0		0		0

		C27000				土地再評価差額金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C30000				新株予約権		954,726		0		0		0		0		0		0		0		0		0		954,726

		C40000		当社株主に帰属する持分 トウシャ カブヌシ キゾク モチブン				483,013,070		(84,357,427)		269,626,058		52,165,178		4,924,370		19,771,844		18,803,011		7,892,001		(10,849,989)		(2,746,652)		207,784,676

		C50000		非支配持分				3,455,094		0		615,801		0		0		0		74,152		0		0		2,765,141		0

		C89999		グループ内株主持分 ナイ カブヌシ モチブン				0		(17,513,310)		23,619,641		0		233,602		0		0		0		0		0		(6,339,933)

		C90000		資本合計 シホン ゴウケイ				486,468,164		(101,870,737)		293,861,500		52,165,178		5,157,972		19,771,844		18,877,163		7,892,001		(10,849,989)		18,489		201,444,743

		C99000		負債,資本合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

				注) チュウ		グループ内株主持分： ナイ カブヌシ モチブン		他の事業会社グループから投資を受けている場合に資本消去にともない生ずるもの。 少数株主持分と同質のものであるが、利益配分は行っていない。 タ ジギョウ カイシャ トウシ ウ バアイ シホン ショウキョ ショウ ショウスウ カブヌシ モチブン ドウシツ リエキ ハイブン オコナ

						統合時の時価評価： トウゴウ ジ ジカ ヒョウカ		退職給付債務、土地の時価評価、為替換算調整及び連結調整勘定は各社に割り付けている。それによる貸借バランスの調整は利益剰余金による。 タイショク キュウフ サイム トチ ジカ ヒョウカ オヨ レンケツ チョウセイ カンジョウ カクシャ ワ ツ タイシャク チョウセイ リエキ ジョウヨキン
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績予想FY16

				2016年度 全社業績予想 ネンド ゼンシャ ギョウセキ ヨソウ





																																																								[Billions of yen]												[Billions of yen]

								16年度 ネンド				16年度 ネンド				15年度 ネンド		11年度 ネンド								12年度 ネンド				11年度 ネンド				[億円] オクエン										Earnings Forecast				Previous Earnings Forecast				Results								3Q				3Q

								業績見通し  ギョウセキ ミトオ				前回公表  ゼンカイ コウヒョウ				実績  ジッセキ						YoY 				4Q				4Q				YoY										Mar 2017				Mar 2017				Mar 2016				YoY				Mar 2013				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				10,250				10,600				10,317		7,679				-1%				2,353				2,075				278						Revenue				1,025.0				1,060.0				1,031.7				-1%				235.3				207.5				27.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ												3,756		3,553				203				1,058				953				105						Gross income				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				355.3				ERROR:#REF!				105.8				95.3				10.5

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				0.0%				0.0%				36.4%		46.3%								45.0%				45.9%										Gross income ratio				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				34.4%								45.0%				45.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ				550				660				601		403				-8%				136				171				△ 35						Operating Profit				55.0				66.0				60.1				-8%				13.6				17.1				-3.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.4%				6.2%				5.8%		5.3%								5.8%				8.2%										Operating margin ratio				5.4%				6.2%				5.8%								5.8%				8.2%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク												99		88				11				28				22				6						Goodwill amortization				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				8.8				ERROR:#REF!				2.8				2.2				0.6

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ												699		492				208				164				193				△ 29						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				49.2				ERROR:#REF!				16.4				19.3				-2.9

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				0.0%				0.0%				6.8%		6.4%								7.0%				9.3%										   (b)/(a)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				4.8%								7.0%				9.3%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				535				645				580		348				-8%				128				159				△ 31						Profit before tax				53.5				64.5				58.0				-8%				12.8				15.9				-3.1

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				360				440				320		204				13%				48				150				△ 102						Profit attributable to owners of the company				36.0				44.0				32.0				13%				4.8				15.0				(10.2)

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				3.5%				4.2%				3.1%		2.7%								2.0%				7.2%										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				3.5%				4.2%				3.1%								2.0%				7.2%

				EPS（円） エン				72.60				88.80				64.39		38.52												28.33				△ 28.33						EPS  [Yen]				72.60				88.80				64.39								0.00				28.33				△ 28.33

				ROE*（%）				7.2%				8.7%				6.5%		38.52												28.33				△ 28.33						ROE*（%）				7.2%				8.7%				6.5%								0.00				28.33				△ 28.33



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				500				500				526		340								135				117										CAPEX				50.0				50.0				52.6								13.5				11.7

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				500				500				513		492								127				132										Depreciation and Amortization Expenses				50.0				50.0				51.3								12.7				13.2

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				780				780				763		725								181				170										R&D expenses				78.0				78.0				76.3								18.1				17.0

				FCF（16年度予想は投融資を含めない） ネンド ヨソウ トウユウシ フク				390				500				△ 515		296								168				119										FCF				39.0				50.0				△ 51.5								16.8				11.9

				*投融資(16年度の計画） トウユウシ ネンド ケイカク				500				500				682		374								210				123										Investment and loan				50.0				50.0				68.2								21.0				12.3

																																								*Purchase of tangible/intangible assets

																		79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				105.00				105.00				120.14		79.07								92.42				79.28				13.14						FOREX    [Yen]  USD				105.00				105.00				120.14								92.42				79.28				13.14

				euro				115.00				120.00				132.58		108.96								122.04				103.99				18.05						euro				115.00				120.00				132.58								122.04				103.99				18.05



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ												-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ												-22								CF計算書より ケイサンショ		-4 																																												投融資 トウユウシ

				連結子会社株式の追加取得による支出												-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出												(103)										-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出												(100)										-7 

				出資金の払込による支出												-

								0				0				-225										-42 





				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553				384.44553				384.44553						Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574













































IFRS PL FY14 1Q-4Q

				2014年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																																10

								14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度  ネンド																1Q				2Q				3Q				4Q				TTL

								1Q				2Q				上期 カミキ				3Q				4Q				下期 シモキ				TTL																Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,266				2,478				4,745				2,536				2,747				5,283				10,028												Revenue				226.6				247.8		0.0		253.6		0.0		274.7		0.0		1,002.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,129				1,203				2,332				1,247				1,318				2,565				4,897												Gross profit				112.9				120.3		0.0		124.7		0.0		131.8		0.0		489.7

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.8%				48.6%				49.2%				49.2%				48.0%				48.5%				48.8%												Gross margin ratio				49.8%				48.6%				49.2%				48.0%				48.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				144				164				308				163				187				349				658												Operating profit				14.4				16.4				16.3				18.7				65.8

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.3%				6.6%				6.5%				6.4%				6.8%				6.6%				6.6%												Operating margin ratio				6.3%				6.6%				6.4%				6.8%				6.6%

				税引前利益 リエキ				145				173				318				169				168				337				655												Profit before tax				14.5				17.3				16.9				16.8				65.5

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				6.4%				7.0%				6.7%				6.7%				6.1%				6.4%				6.5%												Pretax margin ratio				6.4%				7.0%				6.7%				6.1%				6.5%

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ				94				100				194				104				111				215				409												Profit attributable to owners of the company				9.4				10.0				10.4				11.1				40.9

				（親会社の所有者に帰属する四半期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ リツ				4.1%				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%				4.1%												Margin of profit attributable to owners of the company ratio				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%

				ＥＰＳ（円） エン				13.19				18.34				13.19				13.19				18.34				13.19				13.19												EPS  [Yen]				13.19				ERROR:#REF!				13.19				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				78				142				78				78				142				78				78												CAPEX				7.8				ERROR:#REF!				7.8				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				125				112				125				125				112				125				125												Depreciation and Amortization Expenses				12.5				ERROR:#REF!				12.5				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				193				181				193				193				181				193				193												R&D expenses				19.3				ERROR:#REF!				19.3				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				FCF				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211												FCF				-21.1				ERROR:#REF!				-21.1				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				投融資 トウユウシ				90				72				90				90				72				90				90												Investment and lending				9.0				ERROR:#REF!				9.0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				121.36				102.16				121.36				121.36				102.16				121.36				121.36												FOREX    [Yen]  USD				121.36				ERROR:#REF!				121.36				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				euro				134.16				140.07				134.16				134.16				140.07				134.16				134.16												euro				134.16				ERROR:#REF!				134.16				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				102.16				103.92				103.04				114.54				119.09								109.93

				euro				140.07				137.76				138.92				143.07				134.18								138.77
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前年同期比較 
 (FY16/1Q vs. FY15/1Q) 情報機器 ヘルスケア

産業用
材料・機器

合計

為替影響 △ 27 △ 4 △ 1 △ 32

価格変動 △ 8 △ 1 △ 11 △ 20

数量増減他 65 12 △ 16 75

コストダウン 1 1 △ 3 △ 1

経費増減 △ 36 △ 8 △ 1 △ 57

その他　収益費用 6 1 △ 4 24

増減額（YoY） 1 1 △ 35 △ 11

[営業利益]

[要因]

【億円】 


☆連結業績_1Q

				★連結業績（YoY） レンケツ ギョウセキ





																[億円] オクエン																		[Billions of yen]

								12年度
1Q				11年度
1Q				YoY										1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY				10

				売上高 ウリアゲ ダカ				0				1,894				△ 1,894						Net sales				0.0				189.4				-189.4

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				0				863				△ 863						Gross income				0.0				86.3				-86.3

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				45.6%				-						Gross income ratio				ERROR:#DIV/0!				45.6%				-

				営業利益 エイギョウ リエキ				0				63				△ 63						Operating income				0.0				6.3				-6.3

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-						Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				0				48				△ 48						Ordinary income				0.0				4.8				-4.8

				税前利益 ゼイ マエ リエキ				0				40				△ 40						Net income before taxes				0.0				4.0				-4.0

				当期純利益 トウ キ ジュンリエキ				0				2				△ 2						Net income				0.0				0.2				-0.2

				（当期純利益率） トウ キ ジュン リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				0.1%				-						Net income ratio				ERROR:#DIV/0!				0.1%				-



				EPS  [円] エン								△ 0.21				-						EPS  [Yen]				0.00				-0.02				-



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				0				49				△ 49						CAPEX				0.0				4.9				-4.9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				0				117				△ 117						Depreciation				0.0				11.7				-11.7

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				0				176				△ 176						R&D expenses				0.0				17.6				-17.6

				FCF				6				6				0						FCF				0.6				0.6				0.0

				為替レート    [円]  USD カワセ エン								81.74				△ 81.74						Foreign exchange rate    [Yen]  USD				0.00				8.17				-81.74

				Euro								117.40				△ 117.40						Euro				0.00				11.74				-117.40





				(百万円 ) ヒャクマンエン								11年度
1Q

				売上高 ウリアゲ ダカ								189,373				100

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								86,269

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ								6,340

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ								4,787

				税前利益 ゼイ マエ リエキ								3,983

				当四半期純利益 トウ シ ハン キ ジュンリエキ								155

				（当四半期純利益率） トウ シ ハンキ ジュン リエキ リツ



				EPS  [円] エン



				設備投資額 (千円) セツビ トウシ ガク センエン								4,897,705				100,000						※設備投資額＝-（資本的支出の合計） セツビ トウシ ガク シホンテキ シシュツ ゴウケイ

				減価償却費 (千円) ゲンカ ショウキャク ヒ								11,686,113

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ								17,617

				FCF　（百万円） ヒャクマンエン

				　営業におけるCF エイギョウ

				　投資活動におけるCF トウシ カツドウ

































































































































☆セグメント別_売営_1Q

				★セグメント別　売上高/営業利益　（YoY） ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ







																[億円] オクエン																				[Billions of yen]

								12年度
1Q				11年度
1Q				YoY												1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY				10

				情報機器 ジョウホウ キキ				0				1,341				△ 1,341								Business Technologies				0.0				134.1				-134.1

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				0				311				△ 311								Optics				0.0				31.1				-31.1

				ヘルスケア				0				155				△ 155								Healthcare				0.0				15.5				-15.5

				その他事業 タ ジギョウ				0				40				△ 40								Other businesses				0.0				4.0				-4.0

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				47				△ 47								Corporate and eliminations				0.0				4.7				-4.7

				グループ計 ケイ				0				1,894				△ 1,894								Group total				0.0				189.4				-189.4



								11年度
1Q				11年度
1Q				YoY												1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				0				36				△ 36								Business Technologies				0.0				3.6				-3.6

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				2.7%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				2.7%				-

				オプト				0				34				△ 34								Optics				0.0				3.4				-3.4

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				10.9%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				10.9%				-

				ヘルスケア				0				△ 5				5								Healthcare				0.0				-0.5				0.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				-3.3%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				-3.3%				-

				その他事業 タ ジギョウ				0				5				△ 5								Other businesses				0.0				0.5				-0.5

				HD他 ホカ				0				△ 7				7								Corporate and eliminations				0.0				-0.7				0.7

				グループ計 ケイ				0				63				△ 63								Group total				0.0				6.3				-6.3

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-





				売上高 ウリアゲ ダカ				12年度1Q				11年度1Q

				情報機器 ジョウホウ キキ								134,069				100

				オプト								31,141

				ヘルスケア								15,506

				  SE								1,947

				  HIJ								2,003

				その他事業 タ ジギョウ

e05853: e05853:
SE+HIJ								3,950

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC								4,707

				グループ計 ケイ								189,373

				検算 ケンザン				0				189,373

				検算 ケンザン				0				0



				営業利益 エイギョウ リエキ				12年度1Q				11年度1Q

				情報機器 ジョウホウ キキ								3,629

				オプト								3,403

				ヘルスケア								(510)

				  SE								232

				  HIJ								239

				その他事業 タ ジギョウ								471

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
SE+HIJ		

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
HD+BE+TC								(654)

				グループ計 ケイ								6,340

				検算 ケンザン				0				6,340

				検算 ケンザン				0				0







☆業績予想

				★11年度業績予想 ネンド ギョウセキ ヨソウ







																[億円] オクエン																		[Billions of yen]



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY										Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				8,100				7,780				320						Net sales				810.0				778.0				32.0

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ				420				400				20						Operating income				42.0				40.0				2.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.2%				5.1%				-						Operating income ratio				5.2%				5.1%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				390				332				58						Ordinary income				39.0				33.2				5.8

				税前利益 ゼイ マエ リエキ				355				281				74						Net income before taxes				35.5				28.1				7.4

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				200				259				△ 59						Net income				20.0				25.9				-5.9

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.5%				3.3%				-						Net income ratio				2.5%				3.3%				-



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				-				430				-						CAPEX				-				43.0				-

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-				551				-						Depreciation				-				55.1				-

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				-				1				-						R&D expenses				-				0.1				-

				FCF				-				232				-						FCF				-				23.2				-

				為替レート[円]  USD カワセ エン				80.00				85.71										Foreign exchange rate [P/L] [Yen]  USD				80.00				85.71

				Euro				115.00				113.11										Euro				115.00				113.11

										※2Q以降の想定レート











								10年度　予想 ネンド ヨソウ

								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド

				売上高 ウリアゲ ダカ								777,953				100

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								354,580

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ								40,022

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ								4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ								33,156

				税前利益 ゼイ マエ リエキ								28,111

				当四半期純利益 トウ シ ハン キ ジュンリエキ								25,897

				（当四半期純利益率） トウ シ ハンキ ジュン リエキ リツ



				EPS  [円] エン



				設備投資額 (千円) セツビ トウシ ガク センエン								42,982,510				100,000

				減価償却費 (千円) ゲンカ ショウキャク ヒ								55,129,505

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ								72,618

				FCF





★予想seg

				★10年度業績予想　セグメント別 ネンド ギョウセキ ヨソウ ベツ







																[億円] オクエン



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY												Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				5,660				5,396				264								Business Technologies				566.0				539.6				26.4

				オプト				1,350				1,298				52								Optics				135.0				129.8				5.2

				ヘルスケア				850				850				0								Healthcare				85.0				85.0				0.0

				その他事業 タ ジギョウ				170				157				13								Other businesses				17.0				15.7				1.3

				HD他 ホカ				70				78				△ 8								Corporate and eliminations				7.0				7.8				-0.8

				グループ計 ケイ				8,100				7,780				320								Group total				810.0				778.0				32.0



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY												Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				380				375				5								Business Technologies				38.0				37.5				0.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.7%				6.9%				-								Operating income ratio				6.7%				6.9%				-

				オプト				165				128				37								Optics				16.5				12.8				3.7

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				12.2%				9.9%				-								Operating income ratio				12.2%				9.9%				-

				ヘルスケア				20				2				18								Medical & Graphic				2.0				0.2				1.8

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				2.4%				0.2%				-								Operating income ratio				2.4%				0.2%				-

				その他事業 タ ジギョウ				25				22				3								Other businesses				2.5				2.2				0.3

				HD他 ホカ				△ 170				△ 127				△ 43								Corporate and eliminations				-17.0				-12.7				-4.3

				グループ計 ケイ				420				400				20								Group total				42.0				40.0				2.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.2%				5.1%				-								Operating income ratio				5.2%				5.1%				-

				売上高 ウリアゲ ダカ				10年度				09年度

				情報機器 ジョウホウ キキ								539,639				100

				オプト								129,836

				ヘルスケア								84,990

				  SE								8,092

				  HIJ								7,590

				その他事業 タ ジギョウ

e05853: e05853:
SE+HIJ				0				15,682

				　HD								4,326

				　BE								2,339

				　TC								1,141

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				7,806

				グループ計 ケイ								777,953

				検算 ケンザン				0				777,953

				検算 ケンザン				0				0



				営業利益 エイギョウ リエキ				10年度				09年度

				情報機器 ジョウホウ キキ								37,457

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				オプト								12,814

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				ヘルスケア								172

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				  SE								1,093

				  HIJ								1,146

				その他事業 タ ジギョウ				0				2,239

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				△ 12,660

				グループ計 ケイ								40,022

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				検算 ケンザン				0				40,022

				検算 ケンザン				0				0











★graph_製品販売状況

		BT

																		180								180

								1Q		2Q		3Q		4Q

		A3 Office color MFP

				12年度 ネンド		Mar 2012		100		117		117		139

				13年度 ネンド		Mar 2013		100		118		106		132

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		131		118		137

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		104		100		129

				16年度 ネンド		Mar 2017		104		0		0		0

		台数入力 ダイスウ ニュウリョク

		→		12年度 ネンド		Mar 2013		56,647		66,200		66,287		78,681

				13年度 ネンド		Mar 2014		64,460		76,130		68,387		85,004

				14年度 ネンド		Mar 2015		67,131		88,270		79,524		92,067

				15年度 ネンド		Mar 2016		78,160		81,126		78,202		100,767

				16年度 ネンド		Mar 2017		81,226

				Q		YOY		4%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







																		x 

																		300

		A3 Office mono MFP						1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		08年度 ネンド		Mar09		213		236		204		179

		金額入力 キンガク ニュウリョク		12年度 ネンド		Mar 2012

		（億円） オクエン		13年度 ネンド		Mar 2013

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		117		100		114

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		106		94		103

				16年度 ネンド		Mar 2017		89		0		0		0

		台数入力 ダイスウ ニュウリョク				Mar09		21.3		23.6		20.4		17.9

		→		12年度 ネンド		Mar 2012		87130.0		89235		65,626		79,102

				13年度 ネンド		Mar 2013		79,119		81,785		71,461		86,492

				14年度 ネンド		Mar 2015		69,555		81,346		69,354		79,009

				15年度 ネンド		Mar 2016		79,352		84,009		74,514		81,629

				16年度 ネンド		Mar 2017		71,017

				Q		YoY		-11%		-100%		-100%		-100%

						QoQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





						2171		2091

																		180								180

		color　PP 						1Q		2Q		3Q		4Q



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013		100.0		121.6		116.3		156.0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		126		128		175

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		131		124		168

				16年度 ネンド		Mar 2017		101		0		0		0

				12年度 ネンド		Mar 2012		1888.0		2184.0		2063.0		3053.0

				13年度 ネンド		Mar 2013		1,988		2,417		2,313		3,101

				14年度 ネンド		Mar 2015		2,144		2,699		2,736		3,752

				15年度 ネンド		Mar 2016		2,160		2,831		2,682		3,636

				16年度 ネンド		Mar 2017		2,180

				Q		YOY		1%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



		※経理：1012サブセグメント-送付用.XLS ケイリ

				外部顧客に対する売り ガイブ コキャク タイ ウ





		mono　PP 						1Q		2Q		3Q		4Q



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		120		108		131

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		139		99		144

				16年度 ネンド		Mar 2017		98		0		0		0



				12年度 ネンド		Mar 2012		1355.0		1675.0		1285.0		1551.0

				13年度 ネンド		Mar 2013		1,177		1,739		1,479		1,839

				14年度 ネンド		Mar 2015		1,250		1,494		1,350		1,636

				15年度 ネンド		Mar 2016		1,125		1,563		1,117		1,624

				16年度 ネンド		Mar 2017		1,107

				Q		YOY		-2%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



		※経理：1012サブセグメント-送付用.XLS ケイリ

				外部顧客に対する売り ガイブ コキャク タイ ウ



																		150

		A3 OF TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		110		109		108



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013										0

				14年度 ネンド		Mar 2014		100		101		106		113		420

				15年度 ネンド		Mar 2015		0		0		0		0

																ERROR:#DIV/0!

				08年度 ネンド		Mar09		41778		46045		45455		45230

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン		12年度 ネンド		Mar 2012

		→		13年度 ネンド		Mar 2013		76148		73733		76,919		80,838

				14年度 ネンド		Mar 2014		78,368		78,929		83,421		88,722

				15年度 ネンド		Mar 2015

				Q		YOY		-100%		-100%		-100%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ

																		150

		OF TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013										0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		124		109		125		458

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		105		97		116

				16年度 ネンド		Mar 2017		97		0		0		0

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン

		→

				14年度 ネンド		Mar 2015		136,686		169,616		148,878		171,076		626,256

				15年度 ネンド		Mar 2016		157,512		165,135		152,716		182,396		657,759

				16年度 ネンド		Mar 2017		152,243

				Q		YOY		-3%		-100%		-100%		-100%		5%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ







																		150

		PP TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		110		109		108





																0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		124		120		159		503

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		134		116		160

				16年度 ネンド		Mar 2017		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!

				08年度 ネンド		Mar09		41778		46045		45455		45230

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン						13,806		14,440		15,067		14,815

		→						238		241		270		283

				14年度 ネンド		Mar 2015		3,394		4,193		4,086		5,388		17,061

				15年度 ネンド		Mar 2016		3,285		4,394		3,799		5,260		16,738

				16年度 ネンド		Mar 2017		3,287

				Q		YOY		0%		-100%		-100%		-100%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ













Mar 2016	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	103.79555730695317	100.05399194982587	128.92382017354188	Mar 2017	









1Q	2Q	3Q	4Q	103.92298854398297	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	103.79555730695317	100.05399194982587	128.92382017354188	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	103.92298854398297	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	105.86878717612663	93.903115233390466	102.86949289242867	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	89.496168968646032	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	131.0462962962963	124.16666666666667	168.35185185185185	16年度	

1Q	2Q	3Q	4Q	100.92592592592592	0	0	0	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	18.7	19.7	20.7	22.2	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	20.9	21	20.8	19	



Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	59.4	57.7	61.2	61	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	61.1	62.8	56.8	52	





0	

0	





Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar 2016	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	105.86878717612663	93.903115233390466	102.86949289242867	Mar 2017	









1Q	2Q	3Q	4Q	89.496168968646032	0	0	0	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	59.4	57.7	61.2	61	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	61.1	62.8	56.8	52	



15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	138.93333333333334	99.288888888888891	144.35555555555555	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	98.4	0	0	0	





Mar 2015	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	138.93333333333334	99.288888888888891	144.35555555555555	Mar 2016	



1Q	2Q	3Q	4Q	98.4	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	104.84001833513426	96.955275731722963	115.79805449496483	16年度	[値]

1Q	2Q	3Q	4Q	96.654980769694717	0	0	0	


Mar 2016	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	104.84001833513426	96.955275731722963	115.79805449496483	Mar 2017	
1Q	2Q	3Q	4Q	96.654980769694717	0	0	0	


15年度	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	133.74733637747337	115.64687975646879	160.13394216133941	16年度	
1Q	2Q	3Q	4Q	100.06088280060882	0	0	0	


Mar 2015	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	133.74733637747337	115.64687975646879	160.13394216133941	Mar 2016	
1Q	2Q	3Q	4Q	100.06088280060882	0	0	0	


Mar08	


1Q	2Q	3Q	4Q	18.7	19.7	20.7	22.2	Mar09	




1Q	2Q	3Q	4Q	20.9	21	20.8	19	

Mar08	




1Q	2Q	3Q	4Q	13.9	14.6	16	15.9	Mar09	




1Q	2Q	3Q	4Q	16.2	17.8	17.8	18.5	

Mar 2016	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	131.0462962962963	124.16666666666667	168.35185185185185	Mar 2017	

1Q	2Q	3Q	4Q	100.92592592592592	0	0	0	



0	
0	


Mar09	
1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	
1Q	2Q	3Q	4Q	


Mar09	
100	110.21350950260903	108.80128297189908	108.26272200679783	1Q	2Q	3Q	4Q	
1Q	2Q	3Q	4Q	



1Q	2Q	3Q	4Q	Mar 2012	
1Q	2Q	3Q	4Q	




★営利分析

						★営業利益増減分析 エイギョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ







																						[億円] オクエン

																																												[Billions of yen]

		12M								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Helthcare				Industrial Business		Total				10

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ																293						Forex impact				0.0						0.0				0.0		29.3								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						価格変動 カカク ヘンドウ																△ 111						Prince change				0.0						0.0				0.0		-11.1

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ																109						Sales volume change, and other, net				0.0						0.0				0.0		10.9

						コストダウン																130						Cost up/down				0.0						0.0				0.0		13.0

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン																△ 247						SG&A change, net				0.0						0.0				0.0		-24.7

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				322				12		0		△ 85		0		175						Change, YoY				32.2						1.2				-8.5		17.5



		1Q								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Healthcare				Industrial Business		Total				10

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ				△ 27				△ 4				△ 1				△ 32						Forex impact				-2.7						-0.4				-0.1		-3.2

						価格変動 カカク ヘンドウ				△ 8				△ 1				△ 11				△ 20						Price change				-0.8						-0.1				-1.1		-2.0

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ				65				12				△ 16				75						Sales volume change, and other, net				6.5						1.2				-1.6		7.5

						コストダウン				1				1				△ 3				△ 1						Cost up/down				0.1						0.1				-0.3		-0.1

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン				△ 36				△ 8				△ 1				△ 57						SG&A change, net				-3.6						-0.8				-0.1		-5.7

						その他　収益費用 タ シュウエキ ヒヨウ				6				1				△ 4				24						Other income and expense  				0.6						0.1				-0.4		2.4

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				1				1				△ 35				△ 11						Change, YoY				0.1						0.1				-3.5		-1.1



		4Q								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Healthcare				Industrial Business		Total

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ				△ 32				△ 3				△ 0				△ 35						Forex impact				-3.2						-0.3				-0.0		-3.5

						価格変動 カカク ヘンドウ				△ 18				△ 1				△ 9				△ 28						Price change				-1.8						-0.1				-0.9		-2.8

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ				23

HJS: 為替予約分10億を加算				14				13				55						Sales volume change, and other, net				2.3						1.4				1.3		5.5

						コストダウン				△ 1				5				7				11						Cost up/down				-0.1						0.5				0.7		1.1

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン				△ 13				△ 11				△ 7				△ 34						SG&A change, net				-1.3						-1.1				-0.7		-3.4

						その他　収益費用 タ シュウエキ ヒヨウ				8				6				7				29						Other income and expense  				0.8						0.6				0.7		2.9

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				△ 33				10				11				△ 2						Change, YoY				-3.3						1.0				1.1		-0.2



																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10





コメントまとめ資料(3months)

				営業利益増減（1Q)　補足 エイギョウ リエキ ゾウゲン ホソク																						3ヵ月 ゲツ				2016.7.22.

																						（単位：億円） タンイ オクエン

				営業利益				増減 ゾウゲン		　増減要因 ゾウゲン ヨウイン																事業貢献利益 ジギョウ コウケン				増減 ゾウゲン				粗利 アラリ				販管 ハンカン				貢献 コウケン

				16Q1		15Q1				為替 カワセ		為替予約益		数量差 スウリョウ サ		価格差 カカクサ		コスト		販管費 ハンカンヒ		その他 タ		　		16Q1		15Q1						うち				うち				うち

				３ヵ月		３ヵ月						売上処理		 他		(売価） バイカ		（生産） セイサン				収益費用 シュウエキ ヒヨウ				３ヵ月		３ヵ月						新規 シンキ				新規 シンキ				新規 シンキ

		BT		127		125		2		△ 24		13		48		△ 7		1		△35		6				126		130		△ 4				24				△19				5

		PM		18		50		△ 32		1		-		△23		△ 10		△ 2		2		0				18		50		△ 32

		SE		15		20		△ 5		△ 3		-		10		△ 0		△ 1		△11		0				15		20		△ 5				4				△8				△4

		OP		3		2		1		0		-		△3		△ 1		0		1		2				1		2		△ 1

		HC		2		1		1		△ 4		-		12		△ 1		1		△8		1				2		2		△ 0				4				△9				△5

		IJ		6		7		△ 1		△ 2		-		4		△ 1		△ 1		△1		0				6		7		△ 1				-				-				-

		OL		△13		△14		0		△ 0		-		△0		-		-		6		△ 6		　　　		△8		△14		6

		BDH_NB		△11		-		△ 11		-		-		9		-		-		△20		1		　　　		△12		-		△ 12

		CO他 ホカ		△54		△85		31		1		-		3		-		-		7		20				△54		△65		11

		(連調) レン チョウ		△4		△7		3		△ 1		-		3		-		-		0		△ 0				△4		△7		3

		連結 計 レンケツ ケイ		89		100		△ 11		△ 32		13		63		△ 20		△ 1		△57		24				91		126		△ 35				32				△36				△5

												75																						色文字は、「新規連結」会社の影響（内数）。 イロ モジ シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ ウチ スウ

				要因 ヨウイン		増減額 ゾウゲン ガク				増減内容 ゾウゲン ナイヨウ



		ＢＴ		為替 カワセ		△ 24





				価格差 カカクサ		△ 7				参）算出方法：主要販社ハード平均単価増減影響額で代用。　平均単価；A3,A4,PPのBW,Color別平均 サン サンシュツ ホウホウ シュヨウ ハンシャ ヘイキン タンカ ゾウゲン エイキョウガク ダイヨウ ヘイキン タンカ ベツ ヘイキン





				数量差他 スウリョウ サ ホカ		48				　売上物量増（数量差他）+64億　 vs 　　粗利（数量差他）+49億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

												新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　+19億（売上+46億） シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ ウリアゲ オク

								計 ケイ

						13		61		BT外貨EUR建売上の為替予約による益+13(数量差に含める） ガイカ ダテ ウリアゲ カワセ ヨヤク エキ スウリョウ サ フク



				コスト		1				生産本部損益　生産減もあり変動コスト改善小幅、操業度悪化。固定費削減。（予算比でも+4) セイサン ホンブ ソンエキ セイサン ゲン ヘンドウ カイゼン コハバ ソウギョウ ド アッカ コテイ ヒ サクゲン ヨサン ヒ

												 （変動費CD益6億、操業度悪化△4、固定費要因発生ﾍﾞｰｽ1(益)）。 コテイ ヒ ヨウイン ハッセイ エキ



				販管費 ハンカンヒ		△ 35				新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　△15億 シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ サンカク

										研究費抑制による費用減　+4 ケンキュウ ヒ ヨクセイ ヒヨウ ゲン



				その他収支 タ シュウシ		6



		PM		為替 カワセ		1

										TAC価格下落 カカク ゲラク				￥/ ㎡				「価格維持」から「価格対応によるシェア奪回」へ カカク イジ カカク タイオウ ダッカイ

				価格差 カカクサ		△ 10																																																								FY13								FY14								FY15								FY16

																																																														1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

																																																														226		218		212		207		207		205		202		198		199		192		189		183		179

																																																																												下落率 ゲラクリツ		-4%		-6%		-6%		-7%		-10%

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 23				売上物量減（数量差他）△46億に対する粗利減△23億 ウリアゲ ブツリョウ ゲン オク ゲン

										15Q1:71M㎡ → 16Q1:49M㎡(予算58M㎡）。　顧客の不振＆KMシェア低下 ヨサン コキャク フシン テイカ

										（特殊要因：独メルク社特許ライセンス収入前年１Q2.7億 臨時収入） トクシュ ヨウイン ドク シャ トッキョ シュウニュウ ゼンネン オク リンジ シュウニュウ

				コスト		△ 2				操業度低下による損益悪化。固定費は削減＆繰り延べにより回復施策織り込み。 ソウギョウ ド テイカ ソンエキ アッカ コテイ ヒ サクゲン ク ノ カイフク セ サク オ コ



				販管費 ハンカンヒ		2				研究費減△1.7（組織再編（CRDへ異動）による）。その他運送費減、費用抑制 ソシキ サイヘン イドウ ホカ ウンソウヒ ゲン ヒヨウ ヨクセイ



				その他収支 タ シュウシ		0

														　　　　



		SE		為替 カワセ		△ 3



				価格差 カカクサ		△ 0



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		10				売上物量増（数量差他）+16億 vs 　粗利（数量差他）+10億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

										  相対的に利益率の低いSISD(68.5%)で売上減△6.6億、高いSRUS(77%)が ソウタイテキ リエキ リツ ヒク ウリアゲ ゲン オク タカ

										　売上増（純増）+15億による構成MIXもあり、粗利率も3％UP（為替悪化含む）。 コウセイ アラリ リツ カワセ アッカ フク





				コスト		△ 1				操業度悪化、固定費増加など ソウギョウ ド アッカ コテイ ヒ ゾウカ



				販管費 ハンカンヒ		△ 11				新規連結会社影響　SRUS△6億　＋　PPA無形償却（HIUS）△2.5



				その他収支 タ シュウシ		0













		OP		為替 カワセ		0



				価格差 カカクサ		△ 1				I&P △0.4(LM△0.3)



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 3				売上物量減（数量差他）△7億に対する粗利減△3億(DSC&CAM、LM、IAで減） ウリアゲ ブツリョウ ゲン オク ゲン ゲン



				コスト		0



				販管費 ハンカンヒ		1				費用減 ヒヨウ ゲン





				その他収支 タ シュウシ		2				中国S社ﾛｲﾔﾘﾃｨ前手繰り1.7（半期毎入金ﾍﾞｰｽ→金額確定時点での四半期未収計上に変更） チュウゴク シャ マエ タグ ハンキ ゴト ニュウキン キンガク カクテイ ジテン シハンキ ヘンコウ





		HC		為替 カワセ		△ 4



				価格差 カカクサ		△ 1				DR△1



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		12				売上物量増（数量差他）+21億　 vs 　粗利（数量差他）+12億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

												新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　+8億（売上+17億） シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ ウリアゲ オク



				コスト		1				変動費CD0.9、固定費減0.4等 ヘンドウ ヒ コテイ ヒ ゲン トウ



				販管費 ハンカンヒ		△ 8				その他経費 増　 タ ケイヒ ゾウ				△8

										　　　　		新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　△7億

												参）　MSH償却費増加△0.7（3.0→3.1（前年rate換算=3.6）　ﾌｨﾙﾑ拡販用Imagerの償却費増 サン ショウキャク ヒ ゾウカ ゼンネン カンザン カクハンヨウ ショウキャク ヒ ゾウ



				その他収支 タ シュウシ		1





		IJ		為替 カワセ		△ 2



				価格差 カカクサ		△ 1				コンポ△1



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		4				売上物量増（数量差他）+7億　 vs 　粗利（数量差他）+4億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク



				コスト		△ 1				固定費△0.4、他 コテイ ヒ ホカ



				販管費 ハンカンヒ		△ 1				研究費△2（前年CO負担→当期IJ負担へ△1.6） ケンキュウ ヒ ゼンネン フタン トウキ フタン





				その他収支 タ シュウシ		0





		OL		為替 カワセ		△ 0



				価格差 カカクサ		-														OLED非生産費用



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 0



				コスト		-



				販管費 ハンカンヒ		6				OLED”非生産”費用　研究費→その他費用へ ケンキュウ ヒ タ ヒヨウ

										費用繰延0.9（開発テスト延期等） ヒヨウ クリノベ カイハツ エンキ トウ



				その他収支 タ シュウシ		△ 6				OLED”非生産”費用　研究費→その他費用へ ケンキュウ ヒ タ ヒヨウ





		BDH-new buz																																																												　PPA償却含めて少し黒字 ショウキャク フク スコ クロジ												(PPA)				参）SISD サン				除為替 ノゾ カワセ				除為替 ノゾ カワセ				EUR

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		9				HMX個社8.5 コシャ																																		連調含 レン チョウ フクミ		Mobotix		見守り ミマモ		計 ケイ		Mobotix		PPA		取得 シュトク								Viztek		PPA		計 ケイ				SRUS		HIUS		計 ケイ				16Q1		16Q1		15Q1		増減 ゾウゲン

																																												売上 ウリアゲ		17.6				17.6		17.6										売上 ウリアゲ		17.1				17.1		売上 ウリアゲ		15.0		-0.1		14.9		売上 ウリアゲ		19.5		21.5		28.0		-6.6				15.99		20.879

																																												粗利 アラリ		8.5				8.5		8.5										粗利 アラリ		7.5				7.5		粗利 アラリ		11.7		-0.1		11.6		粗利 アラリ		13.4		14.7		21.3		-6.6				10.957		15.896

				販管費 ハンカンヒ		△20				HMX個社11.4、PPA無形償却1.9、取得関連費用5.2 コシャ ムケイ ショウキャク シュトク カンレン ヒヨウ																																		販管 ハンカン		17.7		2.6		20.3		11.4		1.9		4.4						販管 ハンカン		6.7		0.6		7.3		販管 ハンカン		5.8		2.5		8.3		販管 ハンカン		7.5		6.5		5.4		1.0				4.818		4.044

										見守りｼｽﾃﾑ2.6(KMI1.8、KMJ0.7) ミマモ																																		貢献利益 コウケン リエキ		-9.2		-2.6		-11.7		-2.9		-1.9		-4.4						貢献利益 コウケン リエキ		0.8		-0.6		0.2		貢献利益 コウケン リエキ		5.9		-2.6		3.3		貢献利益 コウケン リエキ		7.5		8.2		15.9		-7.7				6.139		11.852

				その他収支 タ シュウシ		1																																						営業利益 エイギョウ リエキ		-8.6		-2.6		-11.1		-2.3		-1.9		-4.4						営業利益 エイギョウ リエキ		0.8		-0.6		0.2		営業利益 エイギョウ リエキ		5.9		-2.6		3.3		営業利益 エイギョウ リエキ		7.5		8.3		15.9		-7.6				6.161		11.847



		CO		為替 カワセ		1

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		3				内部取引消去仕訳見直しによる販管費への振替  2 ナイブ トリヒキ ショウキョ シワケ ミナオ ハンカンヒ フリカエ



				販管費 ハンカンヒ		7				費用削減(上記仕訳見直しによる費用増分△2を含む） ヒヨウ サクゲン ジョウキ シワケ ミナオ ヒヨウ ゾウ ブン フク



				その他収支 タ シュウシ		20				前年　早期退職加算金20計上、による。 ゼンネン ソウキ タイショク カサンキン ケイジョウ



		(連調) レン チョウ		為替 カワセ		△ 1				（各部門試算値と経理一括計算値との誤差補正） カクブモン シサンチ ケイリ イッカツ ケイサンチ ゴサ ホセイ

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		3				固定資産償却費IFRS調整 原価分2(16Q1: 2.6、15Q1: 5.0）) コテイ シサン ショウキャク ヒ チョウセイ ゲンカ



				販管費 ハンカンヒ		0				固定資産償却費IFRS調整　販管分1(16Q1: 1.7、15Q1: 2.4）)、他 コテイ シサン ショウキャク ヒ チョウセイ ハンカン ブン ホカ





										IFRS償却費調整 ショウキャク ヒ チョウセイ														HCN　セグ間(FY15) カン

														1Q		2Q		3Q		4Q						1Q		2Q		3Q		4Q

								FY15		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				-4.98		-4.11		-4.09		-1.68				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1.97		2.25		1.98		1.82

										事業貢献利益 ジギョウ コウケン リエキ				-7.42		-7.40		-6.09		-4.76				販管費 ハンカンヒ		1.83		1.94		1.53		1.39

										営業利益 エイギョウ リエキ				-7.58		-7.55		-6.19		-5.02



								FY15		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				-2.62										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1.89

										事業貢献利益 ジギョウ コウケン リエキ				-4.32										販管費 ハンカンヒ		1.77

										営業利益 エイギョウ リエキ				-4.32







										売上 ウリアゲ















































































































































&P/&N	&F&A




★販管費等

				★販管費・営業外損益・特別損益 ハンカンヒ エイギョウガイ ソンエキ トクベツ ソンエキ





																[億円] オクエン																								[Billions of yen]

				販売管理費 ハンバイ カンリヒ				16年度
1Q				15年度 
1Q ネンド				YoY										SG&A:						1Q            Mar 2017                                                                                                                                                                                                           				1Q           Mar 2016				YoY

				販売変動費 ハンバイ ヘンドウ ヒ				121				124				△ 2										Selling expenses - variable						12.1				12.4				-0.2										10

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				183				193				△ 10										R&D expenses						18.3				19.3				-1.0

				人件費 ジンケンヒ				483				490				△ 7										Personnel expenses						48.3				49.0				-0.7

				その他 タ				204				204				1										Other						20.4				20.4				0.1

				販売管理費　計 ハンバイ カンリヒ ケイ				1,052				1,071				△ 19										SG&A total						105.2				107.1				-1.9

				*為替影響額： カワセ エイキョウガク				△76億円（実質増減 +57億円） オクエン ジッシツ ゾウゲン オクエン																		* Forex impact: 						 △\7.6 bn. (Actual: \5.7bn.)

				その他の収益 タ シュウエキ																						Other income:

				有形固定資産売却益 ユウケイ コテイ シサン バイキャク エキ				1				2				△ 1										Gain on sales of property, plant and equipment						0.1				0.2				-0.1

				その他収益 タ シュウエキ				13				6				7										Other income						1.3				0.6				0.7

				その他の収益　計 タ シュウエキ ケイ				13				7				6										Other income total						1.3				0.7				0.6

				その他の費用 タ ヒヨウ																						Other expenses

				有形固定資産除売却損 ユウケイ コテイ シサン ノゾ バイ キャク ソン				△ 1				△ 1				1										Loss on sales of property, plant and equipment 						-0.1				-0.1				0.1

				退職特別加算金 タイショク カサンキン				-				△ 20				20										Special extra retirement payments						-				-2.0				2.0

				その他費用 タ ヒヨウ				△ 2				△ 4				3										Other expenses						-0.2				-0.4				0.3

				その他の費用　計 タ ヒヨウ ケイ				△ 2				△ 26				24										Other expenses total						-0.2				-2.6				2.4

				金融収支 キンユウ シュウシ																						Finance income/loss:

				受取利息・受取配当金-支払利息 ウケトリ リソク ウケトリ ハイトウキン シハライ リソク				0				1				△ 1										Interest income/Dividends received/Interest expense						0.0				0.1				-0.1

				為替差損益 カワセ サ ソンエキ				△ 3				3				△ 6										Foreign exchange gain/loss (net)　						-0.3				0.3				-0.6

				その他 タ				△ 0				△ 1				0										Other						-0.0				-0.1				0.0

				金融収支　計 キンユウ シュウシ ケイ				△ 3				4				△ 7										Finance income/loss, net						-0.3				0.4				-0.7



																		0														10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																		0														10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!











































★BS主要指標 

				★BS　主要指標 シュヨウ シヒョウ



																								自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ										有利子負債残高・D/Eレシオ ユウ リシ フサイ ザンダカ										棚卸資産・回転日数 タナオロシ シサン カイテン ニッスウ





						FY10		FY11		FY12		FY13		FY14		FY15		FY16

		日本語用 ニホンゴ ヨウ				年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン

						11年3月 ネン ガツ		12年3月 ネン ガツ		13年3月 ネン ガツ		14年3月 ネン ガツ		15年3月 ネン ガツ		16年3月 ネン ガツ		16年6月 ネン ガツ

		有利子負債 ユウ リシ フサイ				1,926		2,279		2,304		2,024		1,656		1,683		1,856

		D/Eレシオ				0.45		0.53		0.49		0.41		0.31		0.33		0.38

		ネットD/レシオ								0.03		0.03		(0.02)		0.21		0.13

		棚卸資産 タナオロシ シサン				1,002		1,051		1,135		1,152		1,208		1,214		1,210

		回転月 カイテン ヅキ

e05853: e05853:
=棚卸資産/(売上高/３カ月日数)				2.67		2.81		2.60		2.52		2.54		2.58		3.16						 

		自己資本 ジコ シホン				4,276		4,337		4,717		4,985		5,360		5,143		4,829

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				50.6		48.1		48.9		50.3		53.5		52.7		51.3

		D/Eレシオ=有利子負債/（株主資本合計+評価・換算差額合計） ユウ リシ フサイ カブヌシ シホン ゴウケイ ヒョウカ カンザン サガク ゴウケイ

		自己資本比率＝（株主資本合計+評価・換算差額合計）/資産合計 ジコ シホン ヒリツ カブヌシ シホン ゴウケイ ヒョウカ カンザン サガク ゴウケイ シサン ゴウケイ

		資産合計(総資産） シサン ゴウケイ ソウシサン				8,455		9,021		9,643		9,917		10,018		9,764		9,406

		回転日数計算用ベース日数 カイテン ニッスウ ケイサンヨウ ニッスウ				365		366		365		365		365

		売上 ウリアゲ				7,780		7,679		8,131		9,438





		英語用 エイゴ ヨウ



						Mar 2011		Mar 2012		Mar 2013		Mar 2014		Mar 2015		Mar 2016		Jun 2017

				Interest-bearing debts		192.6		227.9		230.4		202.4		165.6		168.3		185.6

				Debt-to-equity ratio		0.45		0.53		0.49		0.41		0.31		0.33		0.38																						230435

						0.00		0.00		0.03		0.03		(0.02)		0.21		0.13

				Inventories		100.2		105.1		113.5		115.2		120.8		121.4		121.0																						214556

				Turnover (months)		2.67		2.81		2.60		2.52		2.54		2.58		3.16																						158.79		0.03

		割り算 ワ ザン		Shareholders' equity		427.6		433.7		471.7		498.5		536.0		514.3		482.9

		10		Equity ratio		50.6		48.1		48.9		50.3		53.5		52.7		51.3



		Total assets				845.5		902.1		964.3		991.7		1001.8		976.4		940.6















































































自己資本	

13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	4717.3448181575004	4985.4294943579998	5360	5143	4829	自己資本比率	

12年3月	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	48.917671913740378	50.27151243016764	53.503645619925919	52.674	654736918789	51.339570486923236	









有利子負債	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	2304	2024	1656	1682.78	1856	D/Eレシオ	[値]
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	0.48841034285466878	0.40598307573912268	0.30895522388059704	0.32719813338518372	0.38434458480016565	ネットD/レシオ	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	0.03	0.03	-0.02	0.21	0.13	



棚卸資産	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	1135	1152	1208	1213.6199999999999	1210	回転月	




13年3月	14年3月	2.6	2.52	2.54	2.58	3.16	




資産合計(総資産）	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	9643.4368881574992	9917.0071743580011	10018.008937327104	9763.7089899999992	9406	


Shareholders' equity	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	471.73448181575003	498.54294943579998	536	514.29999999999995	482.9	Equity ratio	
12年3月	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	48.917671913740378	50.27151243016764	53.503645619925919	52.674654736918789	51.339570486923236	




Interest-bearing debts	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	230.4	202.4	165.6	168.27799999999999	185.6	Debt-to-equity ratio	[値]

Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	0.48841034285466878	0.40598307573912268	0.30895522388059704	0.32719813338518372	0.38434458480016565	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	0.03	0.03	-0.02	0.21	0.13	




Inventories	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	113.5	115.2	120.8	121.36199999999999	121	Turnover (months)	




Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	2.6	2.52	2.54	2.58	3.16	




Total assets	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	964.34368881574994	991.70071743580013	1001.8008937327104	976.37089899999989	940.6	




☆設備投資・減価償却費見通し

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						設備投資 セツビ トウシ		384						474						461						526						500

						減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				460						438						479						513						500













						10		FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						Capital expenditures		38.4						47.4						46.1						52.6						50.0

						Depreciation and amortization				46.0						43.8						47.9						51.3						50.0







設備投資	[値]

384	474	461	526	500	減価償却費及び償却費	
460	438	479	513	500	



Capital expenditures	
38.4	47.4	46.1	52.6	50	Depreciation and amortization	
46	43.8	47.9	51.3	50	





☆CF

								日本会計基準 ニホン カイケイ キジュン						IFRS						IFRS						IFRS						IFRS

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						営業キャッシュフロー エイギョウ		665						901						1,020						592						1,000

						投資キャッシュフロー トウシ				634						541						540						1,108						500

						フリーキャッシュフロー				30						359						480						(515)						500









								IFRS						IFRS

								FY2014 Q1		FY2014 Q1				FY2015 Q1		FY2015 Q1

						営業キャッシュフロー エイギョウ		69						-117

						投資キャッシュフロー トウシ				-134						-29

						フリーキャッシュフロー				-65						-145

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

				10		Net cash flows from operating activities		66.5						90.1						102.0						59.2						100.0

						Net cash flows from investing activities				63.4						54.1						54.0						110.8						50.0

						FCF				3.0						35.9						48.0						-51.5						50.0



営業キャッシュフロー	

665	901	1020	592	1000	投資キャッシュフロー	

634	541	540	1108	500	フリーキャッシュフロー	

30	359	480	-515	500	











Net cash flows from operating activities	

66.5	90.1	102	59.2	100	Net cash flows from investing activities	

63.4	54.1	54	110.8	50	FCF	

3	35.9	48	-51.5	50	







ROE他

						自社株消却済み ジシャ ショウキャク ズ

										FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016

						ROE (%)				3.4%		6.1%		8.6%		6.5%		8.7%

						配当 ハイトウ				15		17.5		20		30		30

						配当性向（%) ハイトウ セイコウ				53%		33%		25%		47%		34%

						自社株買い ジシャ カブ ガ						158		142		100

						自社株消却 ジシャ カブ ショウキャク								208		111

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ						88%		59%		78%

						ROE (%)

						Dividends (per share)



						Dividend payout ratio（%)

						Treasury share cancellation



						Total return ratio(%)

								FY13		FY14

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ		114%		59%

																				40,934		463,071		481,510

				収益性 シュウエキセイ		0.41														0.0866722349		472,291

				効率性 コウリツセイ		1.01														0.0610367852

				健全性 ケンゼンセイ		0.2093026683		2.09

						0.0866722349		0.865469

						16.5





ROE (%)	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	8.6999999999999994E-2	





配当	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	配当性向（%)	







[値]



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.33800000000000002	









ROE (%)	







[値]



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	8.6999999999999994E-2	





自社株買い	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	158	142	100	自社株消却	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	208	111	総還元性向 (%)	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.88	0.59268292682926826	0.78	







Dividends (per share)	

	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	Dividend payout ratio（%)	







[値]



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.33800000000000002	









自社株買い	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	158	142	100	自社株消却	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	208	111	総還元性向 (%)	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.88	0.59268292682926826	0.78	









ROE他 (2)

						自社株消却済み ジシャ ショウキャク ズ

								FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016

						ROE (%)		4.7%		3.4%		6.1%		8.6%		6.5%

						Dividends (per share)

		15		15		17.5		20		30		30

						Dividend payout ratio（%)		39%		53%		33%		25%		47%		34%

						Repurchase of shares						15.8		14.2		10.0

						Treasury share cancellation

								20.8		11.1

						Total return ratio (%)		39%				88%		59%		78%

						ROE (%)

						Dividends (per share)



						Dividend payout ratio（%)

						Treasury share cancellation



						Total return ratio (%)

								FY13		FY14

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ		114%		59%





ROE (%)	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	4.7E-2	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	





Dividends (per share)	

	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	Dividend payout ratio（%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.33800000000000002	









ROE (%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	4.7E-2	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	





Repurchase of shares	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15.8	14.2	10	Treasury share cancellation	

	





FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	20.8	11.1	Total return ratio (%)	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.88	0.59268292682926826	0.78	









Dividends (per share)	

	



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15	15	17.5	20	30	Dividend payout ratio（%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	









Treasury share cancellation	

	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	20.8	11.1	Repurchase of shares	







FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15.8	14.2	10	Total return ratio (%)	[値]

FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.88	0.59268292682926826	0.78	



Repurchase of shares	
FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15.8	14.2	10	Treasury share cancellation	

	

FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	20.8	11.1	Total return ratio (%)	
FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.88	0.59268292682926826	0.78	
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販売管理費・その他の収益・費用及び金融収支明細 
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【億円】 販売管理費
16年度

1Q
15年度

1Q
YoY

販売変動費 121 124 △ 2
研究開発費 183 193 △ 10
人件費 483 490 △ 7
その他 266 265 1

販売管理費　計 1,052 1,071 △ 19
*為替影響額：

その他の収益
有形固定資産売却益 1 2 △ 1
その他収益 13 6 7

その他の収益　計 13 7 6
その他の費用

有形固定資産除売却損 1 3 △ 2
退職特別加算金 - 20 △ 20
その他費用 14 10 4

その他の費用　計 15 33 △ 18
金融収支

受取利息・受取配当金-支払利息 0 1 △ 1
為替差損益 △ 3 3 △ 6
その他 △ 0 △ 1 0

金融収支　計 △ 3 4 △ 7

△76億円（実質増減 +57億円）


☆連結業績_1Q

				★連結業績（YoY） レンケツ ギョウセキ





																[億円] オクエン																		[Billions of yen]

								12年度
1Q				11年度
1Q				YoY										1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY				10

				売上高 ウリアゲ ダカ				0				1,894				△ 1,894						Net sales				0.0				189.4				-189.4

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				0				863				△ 863						Gross income				0.0				86.3				-86.3

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				45.6%				-						Gross income ratio				ERROR:#DIV/0!				45.6%				-

				営業利益 エイギョウ リエキ				0				63				△ 63						Operating income				0.0				6.3				-6.3

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-						Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				0				48				△ 48						Ordinary income				0.0				4.8				-4.8

				税前利益 ゼイ マエ リエキ				0				40				△ 40						Net income before taxes				0.0				4.0				-4.0

				当期純利益 トウ キ ジュンリエキ				0				2				△ 2						Net income				0.0				0.2				-0.2

				（当期純利益率） トウ キ ジュン リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				0.1%				-						Net income ratio				ERROR:#DIV/0!				0.1%				-



				EPS  [円] エン								△ 0.21				-						EPS  [Yen]				0.00				-0.02				-



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				0				49				△ 49						CAPEX				0.0				4.9				-4.9

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				0				117				△ 117						Depreciation				0.0				11.7				-11.7

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				0				176				△ 176						R&D expenses				0.0				17.6				-17.6

				FCF				6				6				0						FCF				0.6				0.6				0.0

				為替レート    [円]  USD カワセ エン								81.74				△ 81.74						Foreign exchange rate    [Yen]  USD				0.00				8.17				-81.74

				Euro								117.40				△ 117.40						Euro				0.00				11.74				-117.40





				(百万円 ) ヒャクマンエン								11年度
1Q

				売上高 ウリアゲ ダカ								189,373				100

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								86,269

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ								6,340

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ								4,787

				税前利益 ゼイ マエ リエキ								3,983

				当四半期純利益 トウ シ ハン キ ジュンリエキ								155

				（当四半期純利益率） トウ シ ハンキ ジュン リエキ リツ



				EPS  [円] エン



				設備投資額 (千円) セツビ トウシ ガク センエン								4,897,705				100,000						※設備投資額＝-（資本的支出の合計） セツビ トウシ ガク シホンテキ シシュツ ゴウケイ

				減価償却費 (千円) ゲンカ ショウキャク ヒ								11,686,113

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ								17,617

				FCF　（百万円） ヒャクマンエン

				　営業におけるCF エイギョウ

				　投資活動におけるCF トウシ カツドウ

































































































































☆セグメント別_売営_1Q

				★セグメント別　売上高/営業利益　（YoY） ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ







																[億円] オクエン																				[Billions of yen]

								12年度
1Q				11年度
1Q				YoY												1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY				10

				情報機器 ジョウホウ キキ				0				1,341				△ 1,341								Business Technologies				0.0				134.1				-134.1

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				0				311				△ 311								Optics				0.0				31.1				-31.1

				ヘルスケア				0				155				△ 155								Healthcare				0.0				15.5				-15.5

				その他事業 タ ジギョウ				0				40				△ 40								Other businesses				0.0				4.0				-4.0

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				47				△ 47								Corporate and eliminations				0.0				4.7				-4.7

				グループ計 ケイ				0				1,894				△ 1,894								Group total				0.0				189.4				-189.4



								11年度
1Q				11年度
1Q				YoY												1Q
Mar13				1Q
Mar12				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				0				36				△ 36								Business Technologies				0.0				3.6				-3.6

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				2.7%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				2.7%				-

				オプト				0				34				△ 34								Optics				0.0				3.4				-3.4

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				10.9%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				10.9%				-

				ヘルスケア				0				△ 5				5								Healthcare				0.0				-0.5				0.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				-3.3%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				-3.3%				-

				その他事業 タ ジギョウ				0				5				△ 5								Other businesses				0.0				0.5				-0.5

				HD他 ホカ				0				△ 7				7								Corporate and eliminations				0.0				-0.7				0.7

				グループ計 ケイ				0				63				△ 63								Group total				0.0				6.3				-6.3

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-								Operating income ratio				ERROR:#DIV/0!				3.3%				-





				売上高 ウリアゲ ダカ				12年度1Q				11年度1Q

				情報機器 ジョウホウ キキ								134,069				100

				オプト								31,141

				ヘルスケア								15,506

				  SE								1,947

				  HIJ								2,003

				その他事業 タ ジギョウ

e05853: e05853:
SE+HIJ								3,950

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC								4,707

				グループ計 ケイ								189,373

				検算 ケンザン				0				189,373

				検算 ケンザン				0				0



				営業利益 エイギョウ リエキ				12年度1Q				11年度1Q

				情報機器 ジョウホウ キキ								3,629

				オプト								3,403

				ヘルスケア								(510)

				  SE								232

				  HIJ								239

				その他事業 タ ジギョウ								471

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
SE+HIJ		

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
HD+BE+TC								(654)

				グループ計 ケイ								6,340

				検算 ケンザン				0				6,340

				検算 ケンザン				0				0







☆業績予想

				★11年度業績予想 ネンド ギョウセキ ヨソウ







																[億円] オクエン																		[Billions of yen]



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY										Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				8,100				7,780				320						Net sales				810.0				778.0				32.0

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ				420				400				20						Operating income				42.0				40.0				2.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.2%				5.1%				-						Operating income ratio				5.2%				5.1%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				390				332				58						Ordinary income				39.0				33.2				5.8

				税前利益 ゼイ マエ リエキ				355				281				74						Net income before taxes				35.5				28.1				7.4

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				200				259				△ 59						Net income				20.0				25.9				-5.9

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.5%				3.3%				-						Net income ratio				2.5%				3.3%				-



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				-				430				-						CAPEX				-				43.0				-

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-				551				-						Depreciation				-				55.1				-

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				-				1				-						R&D expenses				-				0.1				-

				FCF				-				232				-						FCF				-				23.2				-

				為替レート[円]  USD カワセ エン				80.00				85.71										Foreign exchange rate [P/L] [Yen]  USD				80.00				85.71

				Euro				115.00				113.11										Euro				115.00				113.11

										※2Q以降の想定レート











								10年度　予想 ネンド ヨソウ

								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド

				売上高 ウリアゲ ダカ								777,953				100

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								354,580

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ

				営業利益（△損失） エイギョウ リエキ ソンシツ								40,022

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ								4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ								33,156

				税前利益 ゼイ マエ リエキ								28,111

				当四半期純利益 トウ シ ハン キ ジュンリエキ								25,897

				（当四半期純利益率） トウ シ ハンキ ジュン リエキ リツ



				EPS  [円] エン



				設備投資額 (千円) セツビ トウシ ガク センエン								42,982,510				100,000

				減価償却費 (千円) ゲンカ ショウキャク ヒ								55,129,505

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ								72,618

				FCF





★予想seg

				★10年度業績予想　セグメント別 ネンド ギョウセキ ヨソウ ベツ







																[億円] オクエン



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY												Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				5,660				5,396				264								Business Technologies				566.0				539.6				26.4

				オプト				1,350				1,298				52								Optics				135.0				129.8				5.2

				ヘルスケア				850				850				0								Healthcare				85.0				85.0				0.0

				その他事業 タ ジギョウ				170				157				13								Other businesses				17.0				15.7				1.3

				HD他 ホカ				70				78				△ 8								Corporate and eliminations				7.0				7.8				-0.8

				グループ計 ケイ				8,100				7,780				320								Group total				810.0				778.0				32.0



								11年度・予想 ネンド ヨソウ				10年度 ネンド				YoY												Mar 2012
(Forcast)				Mar 2011
(Result)				YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				380				375				5								Business Technologies				38.0				37.5				0.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.7%				6.9%				-								Operating income ratio				6.7%				6.9%				-

				オプト				165				128				37								Optics				16.5				12.8				3.7

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				12.2%				9.9%				-								Operating income ratio				12.2%				9.9%				-

				ヘルスケア				20				2				18								Medical & Graphic				2.0				0.2				1.8

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				2.4%				0.2%				-								Operating income ratio				2.4%				0.2%				-

				その他事業 タ ジギョウ				25				22				3								Other businesses				2.5				2.2				0.3

				HD他 ホカ				△ 170				△ 127				△ 43								Corporate and eliminations				-17.0				-12.7				-4.3

				グループ計 ケイ				420				400				20								Group total				42.0				40.0				2.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.2%				5.1%				-								Operating income ratio				5.2%				5.1%				-

				売上高 ウリアゲ ダカ				10年度				09年度

				情報機器 ジョウホウ キキ								539,639				100

				オプト								129,836

				ヘルスケア								84,990

				  SE								8,092

				  HIJ								7,590

				その他事業 タ ジギョウ

e05853: e05853:
SE+HIJ				0				15,682

				　HD								4,326

				　BE								2,339

				　TC								1,141

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				7,806

				グループ計 ケイ								777,953

				検算 ケンザン				0				777,953

				検算 ケンザン				0				0



				営業利益 エイギョウ リエキ				10年度				09年度

				情報機器 ジョウホウ キキ								37,457

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				オプト								12,814

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				ヘルスケア								172

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				  SE								1,093

				  HIJ								1,146

				その他事業 タ ジギョウ				0				2,239

				HD他 ホカ

e05853: e05853:
HD+BE+TC		

e05853: e05853:
HD+BE+TC				0				△ 12,660

				グループ計 ケイ								40,022

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				検算 ケンザン				0				40,022

				検算 ケンザン				0				0











★graph_製品販売状況

		BT

																		180								180

								1Q		2Q		3Q		4Q

		A3 Office color MFP

				12年度 ネンド		Mar 2012		100		117		117		139

				13年度 ネンド		Mar 2013		100		118		106		132

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		131		118		137

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		104		100		129

				16年度 ネンド		Mar 2017		104		0		0		0

		台数入力 ダイスウ ニュウリョク

		→		12年度 ネンド		Mar 2013		56,647		66,200		66,287		78,681

				13年度 ネンド		Mar 2014		64,460		76,130		68,387		85,004

				14年度 ネンド		Mar 2015		67,131		88,270		79,524		92,067

				15年度 ネンド		Mar 2016		78,160		81,126		78,202		100,767

				16年度 ネンド		Mar 2017		81,226

				Q		YOY		4%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







																		x 

																		300

		A3 Office mono MFP						1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		08年度 ネンド		Mar09		213		236		204		179

		金額入力 キンガク ニュウリョク		12年度 ネンド		Mar 2012

		（億円） オクエン		13年度 ネンド		Mar 2013

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		117		100		114

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		106		94		103

				16年度 ネンド		Mar 2017		89		0		0		0

		台数入力 ダイスウ ニュウリョク				Mar09		21.3		23.6		20.4		17.9

		→		12年度 ネンド		Mar 2012		87130.0		89235		65,626		79,102

				13年度 ネンド		Mar 2013		79,119		81,785		71,461		86,492

				14年度 ネンド		Mar 2015		69,555		81,346		69,354		79,009

				15年度 ネンド		Mar 2016		79,352		84,009		74,514		81,629

				16年度 ネンド		Mar 2017		71,017

				Q		YoY		-11%		-100%		-100%		-100%

						QoQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





						2171		2091

																		180								180

		color　PP 						1Q		2Q		3Q		4Q



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013		100.0		121.6		116.3		156.0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		126		128		175

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		131		124		168

				16年度 ネンド		Mar 2017		101		0		0		0

				12年度 ネンド		Mar 2012		1888.0		2184.0		2063.0		3053.0

				13年度 ネンド		Mar 2013		1,988		2,417		2,313		3,101

				14年度 ネンド		Mar 2015		2,144		2,699		2,736		3,752

				15年度 ネンド		Mar 2016		2,160		2,831		2,682		3,636

				16年度 ネンド		Mar 2017		2,180

				Q		YOY		1%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



		※経理：1012サブセグメント-送付用.XLS ケイリ

				外部顧客に対する売り ガイブ コキャク タイ ウ





		mono　PP 						1Q		2Q		3Q		4Q



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		120		108		131

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		139		99		144

				16年度 ネンド		Mar 2017		98		0		0		0



				12年度 ネンド		Mar 2012		1355.0		1675.0		1285.0		1551.0

				13年度 ネンド		Mar 2013		1,177		1,739		1,479		1,839

				14年度 ネンド		Mar 2015		1,250		1,494		1,350		1,636

				15年度 ネンド		Mar 2016		1,125		1,563		1,117		1,624

				16年度 ネンド		Mar 2017		1,107

				Q		YOY		-2%		-100%		-100%		-100%

						QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



		※経理：1012サブセグメント-送付用.XLS ケイリ

				外部顧客に対する売り ガイブ コキャク タイ ウ



																		150

		A3 OF TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		110		109		108



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013										0

				14年度 ネンド		Mar 2014		100		101		106		113		420

				15年度 ネンド		Mar 2015		0		0		0		0

																ERROR:#DIV/0!

				08年度 ネンド		Mar09		41778		46045		45455		45230

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン		12年度 ネンド		Mar 2012

		→		13年度 ネンド		Mar 2013		76148		73733		76,919		80,838

				14年度 ネンド		Mar 2014		78,368		78,929		83,421		88,722

				15年度 ネンド		Mar 2015

				Q		YOY		-100%		-100%		-100%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ

																		150

		OF TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				12年度 ネンド		Mar 2012

				13年度 ネンド		Mar 2013										0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		124		109		125		458

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		105		97		116

				16年度 ネンド		Mar 2017		97		0		0		0

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン

		→

				14年度 ネンド		Mar 2015		136,686		169,616		148,878		171,076		626,256

				15年度 ネンド		Mar 2016		157,512		165,135		152,716		182,396		657,759

				16年度 ネンド		Mar 2017		152,243

				Q		YOY		-3%		-100%		-100%		-100%		5%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ







																		150

		PP TTL						1Q		2Q		3Q		4Q

				08年度 ネンド		Mar09		100		110		109		108





																0

				14年度 ネンド		Mar 2015		100		124		120		159		503

				15年度 ネンド		Mar 2016		100		134		116		160

				16年度 ネンド		Mar 2017		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!

				08年度 ネンド		Mar09		41778		46045		45455		45230

		金額入力(億円) キンガク ニュウリョク オクエン						13,806		14,440		15,067		14,815

		→						238		241		270		283

				14年度 ネンド		Mar 2015		3,394		4,193		4,086		5,388		17,061

				15年度 ネンド		Mar 2016		3,285		4,394		3,799		5,260		16,738

				16年度 ネンド		Mar 2017		3,287

				Q		YOY		0%		-100%		-100%		-100%

		為替排除ベース カワセ ハイジョ				QOQ				-100%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MFPのみ













Mar 2016	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	103.79555730695317	100.05399194982587	128.92382017354188	Mar 2017	









1Q	2Q	3Q	4Q	103.92298854398297	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	103.79555730695317	100.05399194982587	128.92382017354188	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	103.92298854398297	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	105.86878717612663	93.903115233390466	102.86949289242867	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	89.496168968646032	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	131.0462962962963	124.16666666666667	168.35185185185185	16年度	

1Q	2Q	3Q	4Q	100.92592592592592	0	0	0	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	18.7	19.7	20.7	22.2	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	20.9	21	20.8	19	



Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	59.4	57.7	61.2	61	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	61.1	62.8	56.8	52	





0	

0	





Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar09	

1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	

1Q	2Q	3Q	4Q	





Mar 2016	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	105.86878717612663	93.903115233390466	102.86949289242867	Mar 2017	









1Q	2Q	3Q	4Q	89.496168968646032	0	0	0	





Mar08	





1Q	2Q	3Q	4Q	59.4	57.7	61.2	61	Mar09	









1Q	2Q	3Q	4Q	61.1	62.8	56.8	52	



15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	138.93333333333334	99.288888888888891	144.35555555555555	16年度	



1Q	2Q	3Q	4Q	98.4	0	0	0	





Mar 2015	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	138.93333333333334	99.288888888888891	144.35555555555555	Mar 2016	



1Q	2Q	3Q	4Q	98.4	0	0	0	





15年度	









1Q	2Q	3Q	4Q	100	104.84001833513426	96.955275731722963	115.79805449496483	16年度	[値]

1Q	2Q	3Q	4Q	96.654980769694717	0	0	0	


Mar 2016	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	104.84001833513426	96.955275731722963	115.79805449496483	Mar 2017	
1Q	2Q	3Q	4Q	96.654980769694717	0	0	0	


15年度	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	133.74733637747337	115.64687975646879	160.13394216133941	16年度	
1Q	2Q	3Q	4Q	100.06088280060882	0	0	0	


Mar 2015	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	133.74733637747337	115.64687975646879	160.13394216133941	Mar 2016	
1Q	2Q	3Q	4Q	100.06088280060882	0	0	0	


Mar08	


1Q	2Q	3Q	4Q	18.7	19.7	20.7	22.2	Mar09	




1Q	2Q	3Q	4Q	20.9	21	20.8	19	

Mar08	




1Q	2Q	3Q	4Q	13.9	14.6	16	15.9	Mar09	




1Q	2Q	3Q	4Q	16.2	17.8	17.8	18.5	

Mar 2016	




1Q	2Q	3Q	4Q	100	131.0462962962963	124.16666666666667	168.35185185185185	Mar 2017	

1Q	2Q	3Q	4Q	100.92592592592592	0	0	0	



0	
0	


Mar09	
1Q	2Q	3Q	4Q	213	236	204	179	Mar 2012	
1Q	2Q	3Q	4Q	


Mar09	
100	110.21350950260903	108.80128297189908	108.26272200679783	1Q	2Q	3Q	4Q	
1Q	2Q	3Q	4Q	



1Q	2Q	3Q	4Q	Mar 2012	
1Q	2Q	3Q	4Q	




★営利分析

						★営業利益増減分析 エイギョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ







																						[億円] オクエン

																																												[Billions of yen]

		12M								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Helthcare				Industrial Business		Total				10

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ																293						Forex impact				0.0						0.0				0.0		29.3								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						価格変動 カカク ヘンドウ																△ 111						Prince change				0.0						0.0				0.0		-11.1

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ																109						Sales volume change, and other, net				0.0						0.0				0.0		10.9

						コストダウン																130						Cost up/down				0.0						0.0				0.0		13.0

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン																△ 247						SG&A change, net				0.0						0.0				0.0		-24.7

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				322				12		0		△ 85		0		175						Change, YoY				32.2						1.2				-8.5		17.5



		1Q								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Healthcare				Industrial Business		Total				10

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ				△ 27				△ 4				△ 1				△ 32						Forex impact				-2.7						-0.4				-0.1		-3.2

						価格変動 カカク ヘンドウ				△ 8				△ 1				△ 11				△ 20						Price change				-0.8						-0.1				-1.1		-2.0

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ				65				12				△ 16				75						Sales volume change, and other, net				6.5						1.2				-1.6		7.5

						コストダウン				1				1				△ 3				△ 1						Cost up/down				0.1						0.1				-0.3		-0.1

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン				△ 36				△ 8				△ 1				△ 57						SG&A change, net				-3.6						-0.8				-0.1		-5.7

						その他　収益費用 タ シュウエキ ヒヨウ				6				1				△ 4				24						Other income and expense  				0.6						0.1				-0.4		2.4

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				1				1				△ 35				△ 11						Change, YoY				0.1						0.1				-3.5		-1.1



		4Q								情報機器 ジョウホウ キキ				ヘルスケア				産業用
材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				合計 ゴウケイ										Business Technologies						Healthcare				Industrial Business		Total

				[要因] ヨウイン																						[Factors]

						為替影響 カワセ エイキョウ				△ 32				△ 3				△ 0				△ 35						Forex impact				-3.2						-0.3				-0.0		-3.5

						価格変動 カカク ヘンドウ				△ 18				△ 1				△ 9				△ 28						Price change				-1.8						-0.1				-0.9		-2.8

						数量増減他 スウリョウ ゾウゲン ホカ				23

HJS: 為替予約分10億を加算				14				13				55						Sales volume change, and other, net				2.3						1.4				1.3		5.5

						コストダウン				△ 1				5				7				11						Cost up/down				-0.1						0.5				0.7		1.1

						経費増減 ケイヒ ゾウゲン				△ 13				△ 11				△ 7				△ 34						SG&A change, net				-1.3						-1.1				-0.7		-3.4

						その他　収益費用 タ シュウエキ ヒヨウ				8				6				7				29						Other income and expense  				0.8						0.6				0.7		2.9

				[営業利益] エイギョウ リエキ																						[Operating income]

						増減額（YoY） ゾウゲンガク				△ 33				10				11				△ 2						Change, YoY				-3.3						1.0				1.1		-0.2



																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10		10





コメントまとめ資料(3months)

				営業利益増減（1Q)　補足 エイギョウ リエキ ゾウゲン ホソク																						3ヵ月 ゲツ				2016.7.22.

																						（単位：億円） タンイ オクエン

				営業利益				増減 ゾウゲン		　増減要因 ゾウゲン ヨウイン																事業貢献利益 ジギョウ コウケン				増減 ゾウゲン				粗利 アラリ				販管 ハンカン				貢献 コウケン

				16Q1		15Q1				為替 カワセ		為替予約益		数量差 スウリョウ サ		価格差 カカクサ		コスト		販管費 ハンカンヒ		その他 タ		　		16Q1		15Q1						うち				うち				うち

				３ヵ月		３ヵ月						売上処理		 他		(売価） バイカ		（生産） セイサン				収益費用 シュウエキ ヒヨウ				３ヵ月		３ヵ月						新規 シンキ				新規 シンキ				新規 シンキ

		BT		127		125		2		△ 24		13		48		△ 7		1		△35		6				126		130		△ 4				24				△19				5

		PM		18		50		△ 32		1		-		△23		△ 10		△ 2		2		0				18		50		△ 32

		SE		15		20		△ 5		△ 3		-		10		△ 0		△ 1		△11		0				15		20		△ 5				4				△8				△4

		OP		3		2		1		0		-		△3		△ 1		0		1		2				1		2		△ 1

		HC		2		1		1		△ 4		-		12		△ 1		1		△8		1				2		2		△ 0				4				△9				△5

		IJ		6		7		△ 1		△ 2		-		4		△ 1		△ 1		△1		0				6		7		△ 1				-				-				-

		OL		△13		△14		0		△ 0		-		△0		-		-		6		△ 6		　　　		△8		△14		6

		BDH_NB		△11		-		△ 11		-		-		9		-		-		△20		1		　　　		△12		-		△ 12

		CO他 ホカ		△54		△85		31		1		-		3		-		-		7		20				△54		△65		11

		(連調) レン チョウ		△4		△7		3		△ 1		-		3		-		-		0		△ 0				△4		△7		3

		連結 計 レンケツ ケイ		89		100		△ 11		△ 32		13		63		△ 20		△ 1		△57		24				91		126		△ 35				32				△36				△5

												75																						色文字は、「新規連結」会社の影響（内数）。 イロ モジ シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ ウチ スウ

				要因 ヨウイン		増減額 ゾウゲン ガク				増減内容 ゾウゲン ナイヨウ



		ＢＴ		為替 カワセ		△ 24





				価格差 カカクサ		△ 7				参）算出方法：主要販社ハード平均単価増減影響額で代用。　平均単価；A3,A4,PPのBW,Color別平均 サン サンシュツ ホウホウ シュヨウ ハンシャ ヘイキン タンカ ゾウゲン エイキョウガク ダイヨウ ヘイキン タンカ ベツ ヘイキン





				数量差他 スウリョウ サ ホカ		48				　売上物量増（数量差他）+64億　 vs 　　粗利（数量差他）+49億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

												新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　+19億（売上+46億） シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ ウリアゲ オク

								計 ケイ

						13		61		BT外貨EUR建売上の為替予約による益+13(数量差に含める） ガイカ ダテ ウリアゲ カワセ ヨヤク エキ スウリョウ サ フク



				コスト		1				生産本部損益　生産減もあり変動コスト改善小幅、操業度悪化。固定費削減。（予算比でも+4) セイサン ホンブ ソンエキ セイサン ゲン ヘンドウ カイゼン コハバ ソウギョウ ド アッカ コテイ ヒ サクゲン ヨサン ヒ

												 （変動費CD益6億、操業度悪化△4、固定費要因発生ﾍﾞｰｽ1(益)）。 コテイ ヒ ヨウイン ハッセイ エキ



				販管費 ハンカンヒ		△ 35				新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　△15億 シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ サンカク

										研究費抑制による費用減　+4 ケンキュウ ヒ ヨクセイ ヒヨウ ゲン



				その他収支 タ シュウシ		6



		PM		為替 カワセ		1

										TAC価格下落 カカク ゲラク				￥/ ㎡				「価格維持」から「価格対応によるシェア奪回」へ カカク イジ カカク タイオウ ダッカイ

				価格差 カカクサ		△ 10																																																								FY13								FY14								FY15								FY16

																																																														1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

																																																														226		218		212		207		207		205		202		198		199		192		189		183		179

																																																																												下落率 ゲラクリツ		-4%		-6%		-6%		-7%		-10%

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 23				売上物量減（数量差他）△46億に対する粗利減△23億 ウリアゲ ブツリョウ ゲン オク ゲン

										15Q1:71M㎡ → 16Q1:49M㎡(予算58M㎡）。　顧客の不振＆KMシェア低下 ヨサン コキャク フシン テイカ

										（特殊要因：独メルク社特許ライセンス収入前年１Q2.7億 臨時収入） トクシュ ヨウイン ドク シャ トッキョ シュウニュウ ゼンネン オク リンジ シュウニュウ

				コスト		△ 2				操業度低下による損益悪化。固定費は削減＆繰り延べにより回復施策織り込み。 ソウギョウ ド テイカ ソンエキ アッカ コテイ ヒ サクゲン ク ノ カイフク セ サク オ コ



				販管費 ハンカンヒ		2				研究費減△1.7（組織再編（CRDへ異動）による）。その他運送費減、費用抑制 ソシキ サイヘン イドウ ホカ ウンソウヒ ゲン ヒヨウ ヨクセイ



				その他収支 タ シュウシ		0

														　　　　



		SE		為替 カワセ		△ 3



				価格差 カカクサ		△ 0



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		10				売上物量増（数量差他）+16億 vs 　粗利（数量差他）+10億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

										  相対的に利益率の低いSISD(68.5%)で売上減△6.6億、高いSRUS(77%)が ソウタイテキ リエキ リツ ヒク ウリアゲ ゲン オク タカ

										　売上増（純増）+15億による構成MIXもあり、粗利率も3％UP（為替悪化含む）。 コウセイ アラリ リツ カワセ アッカ フク





				コスト		△ 1				操業度悪化、固定費増加など ソウギョウ ド アッカ コテイ ヒ ゾウカ



				販管費 ハンカンヒ		△ 11				新規連結会社影響　SRUS△6億　＋　PPA無形償却（HIUS）△2.5



				その他収支 タ シュウシ		0













		OP		為替 カワセ		0



				価格差 カカクサ		△ 1				I&P △0.4(LM△0.3)



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 3				売上物量減（数量差他）△7億に対する粗利減△3億(DSC&CAM、LM、IAで減） ウリアゲ ブツリョウ ゲン オク ゲン ゲン



				コスト		0



				販管費 ハンカンヒ		1				費用減 ヒヨウ ゲン





				その他収支 タ シュウシ		2				中国S社ﾛｲﾔﾘﾃｨ前手繰り1.7（半期毎入金ﾍﾞｰｽ→金額確定時点での四半期未収計上に変更） チュウゴク シャ マエ タグ ハンキ ゴト ニュウキン キンガク カクテイ ジテン シハンキ ヘンコウ





		HC		為替 カワセ		△ 4



				価格差 カカクサ		△ 1				DR△1



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		12				売上物量増（数量差他）+21億　 vs 　粗利（数量差他）+12億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク

												新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　+8億（売上+17億） シンキ レンケツ カイシャ エイキョウ コシャ ウリアゲ オク



				コスト		1				変動費CD0.9、固定費減0.4等 ヘンドウ ヒ コテイ ヒ ゲン トウ



				販管費 ハンカンヒ		△ 8				その他経費 増　 タ ケイヒ ゾウ				△8

										　　　　		新規連結会社影響　個社ﾍﾞｰｽ　△7億

												参）　MSH償却費増加△0.7（3.0→3.1（前年rate換算=3.6）　ﾌｨﾙﾑ拡販用Imagerの償却費増 サン ショウキャク ヒ ゾウカ ゼンネン カンザン カクハンヨウ ショウキャク ヒ ゾウ



				その他収支 タ シュウシ		1





		IJ		為替 カワセ		△ 2



				価格差 カカクサ		△ 1				コンポ△1



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		4				売上物量増（数量差他）+7億　 vs 　粗利（数量差他）+4億 ウリアゲ ブツリョウ ゾウ スウリョウ サ ホカ オク アラリ オク



				コスト		△ 1				固定費△0.4、他 コテイ ヒ ホカ



				販管費 ハンカンヒ		△ 1				研究費△2（前年CO負担→当期IJ負担へ△1.6） ケンキュウ ヒ ゼンネン フタン トウキ フタン





				その他収支 タ シュウシ		0





		OL		為替 カワセ		△ 0



				価格差 カカクサ		-														OLED非生産費用



				数量差他 スウリョウ サ ホカ		△ 0



				コスト		-



				販管費 ハンカンヒ		6				OLED”非生産”費用　研究費→その他費用へ ケンキュウ ヒ タ ヒヨウ

										費用繰延0.9（開発テスト延期等） ヒヨウ クリノベ カイハツ エンキ トウ



				その他収支 タ シュウシ		△ 6				OLED”非生産”費用　研究費→その他費用へ ケンキュウ ヒ タ ヒヨウ





		BDH-new buz																																																												　PPA償却含めて少し黒字 ショウキャク フク スコ クロジ												(PPA)				参）SISD サン				除為替 ノゾ カワセ				除為替 ノゾ カワセ				EUR

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		9				HMX個社8.5 コシャ																																		連調含 レン チョウ フクミ		Mobotix		見守り ミマモ		計 ケイ		Mobotix		PPA		取得 シュトク								Viztek		PPA		計 ケイ				SRUS		HIUS		計 ケイ				16Q1		16Q1		15Q1		増減 ゾウゲン

																																												売上 ウリアゲ		17.6				17.6		17.6										売上 ウリアゲ		17.1				17.1		売上 ウリアゲ		15.0		-0.1		14.9		売上 ウリアゲ		19.5		21.5		28.0		-6.6				15.99		20.879

																																												粗利 アラリ		8.5				8.5		8.5										粗利 アラリ		7.5				7.5		粗利 アラリ		11.7		-0.1		11.6		粗利 アラリ		13.4		14.7		21.3		-6.6				10.957		15.896

				販管費 ハンカンヒ		△20				HMX個社11.4、PPA無形償却1.9、取得関連費用5.2 コシャ ムケイ ショウキャク シュトク カンレン ヒヨウ																																		販管 ハンカン		17.7		2.6		20.3		11.4		1.9		4.4						販管 ハンカン		6.7		0.6		7.3		販管 ハンカン		5.8		2.5		8.3		販管 ハンカン		7.5		6.5		5.4		1.0				4.818		4.044

										見守りｼｽﾃﾑ2.6(KMI1.8、KMJ0.7) ミマモ																																		貢献利益 コウケン リエキ		-9.2		-2.6		-11.7		-2.9		-1.9		-4.4						貢献利益 コウケン リエキ		0.8		-0.6		0.2		貢献利益 コウケン リエキ		5.9		-2.6		3.3		貢献利益 コウケン リエキ		7.5		8.2		15.9		-7.7				6.139		11.852

				その他収支 タ シュウシ		1																																						営業利益 エイギョウ リエキ		-8.6		-2.6		-11.1		-2.3		-1.9		-4.4						営業利益 エイギョウ リエキ		0.8		-0.6		0.2		営業利益 エイギョウ リエキ		5.9		-2.6		3.3		営業利益 エイギョウ リエキ		7.5		8.3		15.9		-7.6				6.161		11.847



		CO		為替 カワセ		1

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		3				内部取引消去仕訳見直しによる販管費への振替  2 ナイブ トリヒキ ショウキョ シワケ ミナオ ハンカンヒ フリカエ



				販管費 ハンカンヒ		7				費用削減(上記仕訳見直しによる費用増分△2を含む） ヒヨウ サクゲン ジョウキ シワケ ミナオ ヒヨウ ゾウ ブン フク



				その他収支 タ シュウシ		20				前年　早期退職加算金20計上、による。 ゼンネン ソウキ タイショク カサンキン ケイジョウ



		(連調) レン チョウ		為替 カワセ		△ 1				（各部門試算値と経理一括計算値との誤差補正） カクブモン シサンチ ケイリ イッカツ ケイサンチ ゴサ ホセイ

				数量差他 スウリョウ サ ホカ		3				固定資産償却費IFRS調整 原価分2(16Q1: 2.6、15Q1: 5.0）) コテイ シサン ショウキャク ヒ チョウセイ ゲンカ



				販管費 ハンカンヒ		0				固定資産償却費IFRS調整　販管分1(16Q1: 1.7、15Q1: 2.4）)、他 コテイ シサン ショウキャク ヒ チョウセイ ハンカン ブン ホカ





										IFRS償却費調整 ショウキャク ヒ チョウセイ														HCN　セグ間(FY15) カン

														1Q		2Q		3Q		4Q						1Q		2Q		3Q		4Q

								FY15		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				-4.98		-4.11		-4.09		-1.68				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1.97		2.25		1.98		1.82

										事業貢献利益 ジギョウ コウケン リエキ				-7.42		-7.40		-6.09		-4.76				販管費 ハンカンヒ		1.83		1.94		1.53		1.39

										営業利益 エイギョウ リエキ				-7.58		-7.55		-6.19		-5.02



								FY15		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				-2.62										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1.89

										事業貢献利益 ジギョウ コウケン リエキ				-4.32										販管費 ハンカンヒ		1.77

										営業利益 エイギョウ リエキ				-4.32







										売上 ウリアゲ















































































































































&P/&N	&F&A




★販管費等

				★販管費・営業外損益・特別損益 ハンカンヒ エイギョウガイ ソンエキ トクベツ ソンエキ





																[億円] オクエン																								[Billions of yen]

				販売管理費 ハンバイ カンリヒ				16年度
1Q				15年度 
1Q ネンド				YoY										SG&A:						1Q                           Mar 2017                                                                                                                                                                                                           				1Q                          Mar 2016				YoY

				販売変動費 ハンバイ ヘンドウ ヒ				121				124				△ 2										Selling expenses - variable						12.1				12.4				-0.2										10

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				183				193				△ 10										R&D expenses						18.3				19.3				-1.0

				人件費 ジンケンヒ				483				490				△ 7										Personnel expenses						48.3				49.0				-0.7

				その他 タ				266				265				1										Other						26.6				26.5				0.1

				販売管理費　計 ハンバイ カンリヒ ケイ				1,052				1,071				△ 19										SG&A total						105.2				107.1				-1.9

				*為替影響額： カワセ エイキョウガク				△76億円（実質増減 +57億円） オクエン ジッシツ ゾウゲン オクエン																		* Forex impact: 						 △\7.6 bn. (Actual: \5.7bn.)

				その他の収益 タ シュウエキ																						Other income:

				有形固定資産売却益 ユウケイ コテイ シサン バイキャク エキ				1				2				△ 1										Gain on sales of property, plant and equipment						0.1				0.2				-0.1

				その他収益 タ シュウエキ				13				6				7										Other income						1.3				0.6				0.7

				その他の収益　計 タ シュウエキ ケイ				13				7				6										Other income total						1.3				0.7				0.6

				その他の費用 タ ヒヨウ																						Other expenses

				有形固定資産除売却損 ユウケイ コテイ シサン ノゾ バイ キャク ソン				1				3				△ 2										Loss on sales of property, plant and equipment 						0.1				0.3				-0.2

				退職特別加算金 タイショク カサンキン				-				20				△ 20										Special extra retirement payments						-				2.0				-2.0

				その他費用 タ ヒヨウ				14				10				4										Other expenses						1.4				1.0				0.4

				その他の費用　計 タ ヒヨウ ケイ				15				33				△ 18										Other expenses total						1.5				3.3				-1.8

				金融収支 キンユウ シュウシ																						Finance income/loss:

				受取利息・受取配当金-支払利息 ウケトリ リソク ウケトリ ハイトウキン シハライ リソク				0				1				△ 1										Interest income/Dividends received/Interest expense						0.0				0.1				-0.1

				為替差損益 カワセ サ ソンエキ				△ 3				3				△ 6										Foreign exchange gain/loss (net)　						-0.3				0.3				-0.6

				その他 タ				△ 0				△ 1				0										Other						-0.0				-0.1				0.0

				金融収支　計 キンユウ シュウシ ケイ				△ 3				4				△ 7										Finance income/loss, net						-0.3				0.4				-0.7



																		0														10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																		0														10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		10

																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!











































★BS主要指標 

				★BS　主要指標 シュヨウ シヒョウ



																								自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ										有利子負債残高・D/Eレシオ ユウ リシ フサイ ザンダカ										棚卸資産・回転日数 タナオロシ シサン カイテン ニッスウ





						FY10		FY11		FY12		FY13		FY14		FY15		FY16

		日本語用 ニホンゴ ヨウ				年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン		年間 ネンカン

						11年3月 ネン ガツ		12年3月 ネン ガツ		13年3月 ネン ガツ		14年3月 ネン ガツ		15年3月 ネン ガツ		16年3月 ネン ガツ		16年6月 ネン ガツ

		有利子負債 ユウ リシ フサイ				1,926		2,279		2,304		2,024		1,656		1,683		1,856

		D/Eレシオ				0.45		0.53		0.49		0.41		0.31		0.33		0.38

		ネットD/Eレシオ								0.03		0.03		(0.02)		0.13		0.21

		棚卸資産 タナオロシ シサン				1,002		1,051		1,135		1,152		1,208		1,214		1,210

		回転月 カイテン ヅキ

e05853: e05853:
=棚卸資産/(売上高/３カ月日数)				2.67		2.81		2.60		2.52		2.54		2.58		3.16						 

		自己資本 ジコ シホン				4,276		4,337		4,717		4,985		5,360		5,143		4,830

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				50.6		48.1		48.9		50.3		53.5		52.7		51.4

		D/Eレシオ=有利子負債/（株主資本合計+評価・換算差額合計） ユウ リシ フサイ カブヌシ シホン ゴウケイ ヒョウカ カンザン サガク ゴウケイ

		自己資本比率＝（株主資本合計+評価・換算差額合計）/資産合計 ジコ シホン ヒリツ カブヌシ シホン ゴウケイ ヒョウカ カンザン サガク ゴウケイ シサン ゴウケイ

		資産合計(総資産） シサン ゴウケイ ソウシサン				8,455		9,021		9,643		9,917		10,018		9,764		9,406

		回転日数計算用ベース日数 カイテン ニッスウ ケイサンヨウ ニッスウ				365		366		365		365		365

		売上 ウリアゲ				7,780		7,679		8,131		9,438





		英語用 エイゴ ヨウ



						Mar 2011		Mar 2012		Mar 2013		Mar 2014		Mar 2015		Mar 2016		Jun 2017

				Interest-bearing debts		192.6		227.9		230.4		202.4		165.6		168.3		185.6

				Debt-to-equity ratio		0.45		0.53		0.49		0.41		0.31		0.33		0.38																						230435

				Net Debt equity ratio 		0.00		0.00		0.03		0.03		(0.02)		0.13		0.21

				Inventories		100.2		105.1		113.5		115.2		120.8		121.4		121.0																						214556

				Turnover (months)		2.67		2.81		2.60		2.52		2.54		2.58		3.16																						158.79		0.03

		割り算 ワ ザン		Shareholders' equity		427.6		433.7		471.7		498.5		536.0		514.3		483.0

		10		Equity ratio		50.6		48.1		48.9		50.3		53.5		52.7		51.4



		Total assets				845.5		902.1		964.3		991.7		1001.8		976.4		940.6















































































自己資本	

13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	4717.3448181575004	4985.4294943579998	5360	5143	4830	自己資本比率	

12年3月	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	48.917671913740378	50.27151243016764	53.503645619925919	52.674	654736918789	51.350201998724224	









有利子負債	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	2304	2024	1656	1682.78	1856	D/Eレシオ	[値]
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	0.48841034285466878	0.40598307573912268	0.30895522388059704	0.32719813338518372	0.38426501035196686	ネットD/Eレシオ	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	0.03	0.03	-0.02	0.13	0.21	



棚卸資産	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	1135	1152	1208	1213.6199999999999	1210	回転月	




13年3月	14年3月	2.6	2.52	2.54	2.58	3.16	




資産合計(総資産）	
13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	16年6月	9643.4368881574992	9917.0071743580011	10018.008937327104	9763.7089899999992	9406	


Shareholders' equity	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	471.73448181575003	498.54294943579998	536	514.29999999999995	483	Equity ratio	
12年3月	13年3月	14年3月	15年3月	16年3月	48.917671913740378	50.27151243016764	53.503645619925919	52.674654736918789	51.350201998724224	




Interest-bearing debts	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	230.4	202.4	165.6	168.27799999999999	185.6	Debt-to-equity ratio	[値]

Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	0.48841034285466878	0.40598307573912268	0.30895522388059704	0.32719813338518372	0.38426501035196686	Net Debt equity ratio 	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	0.03	0.03	-0.02	0.13	0.21	




Inventories	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	113.5	115.2	120.8	121.36199999999999	121	Turnover (months)	




Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	2.6	2.52	2.54	2.58	3.16	




Total assets	
Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Jun 2017	964.34368881574994	991.70071743580013	1001.8008937327104	976.37089899999989	940.6	




☆設備投資・減価償却費見通し

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						設備投資 セツビ トウシ		384						474						461						526						500

						減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				460						438						479						513						500













						10		FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						Capital expenditures		38.4						47.4						46.1						52.6						50.0

						Depreciation and amortization				46.0						43.8						47.9						51.3						50.0







設備投資	[値]

384	474	461	526	500	減価償却費及び償却費	
460	438	479	513	500	



Capital expenditures	
38.4	47.4	46.1	52.6	50	Depreciation and amortization	
46	43.8	47.9	51.3	50	





☆CF

								日本会計基準 ニホン カイケイ キジュン						IFRS						IFRS						IFRS						IFRS

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

						営業キャッシュフロー エイギョウ		665						901						1,020						592						890

						投資キャッシュフロー トウシ				634						541						540						1,108						500

						フリーキャッシュフロー				30						359						480						(515)						390









								IFRS						IFRS

								FY2014 Q1		FY2014 Q1				FY2015 Q1		FY2015 Q1

						営業キャッシュフロー エイギョウ		69						-117

						投資キャッシュフロー トウシ				-134						-29

						フリーキャッシュフロー				-65						-145

								FY2012		FY2012				FY2013		FY2013				FY2014		FY2014				FY2015		FY2015				FY2016		FY2016

				10		Net cash flows from operating activities		66.5						90.1						102.0						59.2						89.0

						Net cash flows from investing activities				63.4						54.1						54.0						110.8						50.0

						FCF				3.0						35.9						48.0						-51.5						39.0



営業キャッシュフロー	

665	901	1020	592	890	投資キャッシュフロー	

634	541	540	1108	500	フリーキャッシュフロー	

30	359	480	-515	390	











Net cash flows from operating activities	

66.5	90.1	102	59.2	89	Net cash flows from investing activities	

63.4	54.1	54	110.8	50	FCF	

3	35.9	48	-51.5	39	







ROE他

						自社株消却済み ジシャ ショウキャク ズ

										FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016

						ROE (%)				3.4%		6.1%		8.6%		6.5%		7.2%

						配当 ハイトウ				15		17.5		20		30		30

						配当性向（%) ハイトウ セイコウ				53%		33%		25%		47%		41%

						自社株買い ジシャ カブ ガ						158		142		100

						自社株消却 ジシャ カブ ショウキャク								208		111

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ						88%		59%		78%

						ROE (%)

						Dividends (per share)



						Dividend payout ratio（%)

						Treasury share cancellation



						Total return ratio(%)

								FY13		FY14

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ		114%		59%

																				40,934		463,071		481,510

				収益性 シュウエキセイ		0.41														0.0866722349		472,291

				効率性 コウリツセイ		1.01														0.0610367852

				健全性 ケンゼンセイ		0.2093026683		2.09

						0.0866722349		0.865469

						16.5





ROE (%)	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	7.1999999999999995E-2	





配当	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	配当性向（%)	







[値]



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.41299999999999998	









ROE (%)	







[値]



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	7.1999999999999995E-2	





自社株買い	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	158	142	100	自社株消却	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	208	111	総還元性向 (%)	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.88	0.59268292682926826	0.78	







Dividends (per share)	

	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	Dividend payout ratio（%)	[値]
FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.41299999999999998	



自社株買い	
FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	158	142	100	自社株消却	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	208	111	総還元性向 (%)	
FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.88	0.59268292682926826	0.78	





ROE他 (2)

						自社株消却済み ジシャ ショウキャク ズ

								FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016

						ROE (%)		4.7%		3.4%		6.1%		8.6%		6.5%

						Dividends (per share)

		15		15		17.5		20		30		30

						Dividend payout ratio（%)		39%		53%		33%		25%		47%		34%

						Repurchase of shares						15.8		14.2		10.0

						Treasury share cancellation

								20.8		11.1

						Total return ratio (%)		39%				88%		59%		78%

						ROE (%)

						Dividends (per share)



						Dividend payout ratio（%)

						Treasury share cancellation



						Total return ratio (%)

								FY13		FY14

						総還元性向 (%) ソウ カンゲン セイコウ		114%		59%





ROE (%)	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	4.7E-2	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	





Dividends (per share)	

	



FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15	17.5	20	30	30	Dividend payout ratio（%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	0.33800000000000002	









ROE (%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	4.7E-2	3.4000000000000002E-2	6.0999999999999999E-2	8.5999999999999993E-2	6.5000000000000002E-2	





Repurchase of shares	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	15.8	14.2	10	Treasury share cancellation	

	





FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	20.8	11.1	Total return ratio (%)	

FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	0.88	0.59268292682926826	0.78	









Dividends (per share)	

	



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15	15	17.5	20	30	Dividend payout ratio（%)	







[値]



FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.52600000000000002	0.32600000000000001	0.247	0.46600000000000003	









Treasury share cancellation	

	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	20.8	11.1	Repurchase of shares	







FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15.8	14.2	10	Total return ratio (%)	[値]

FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.88	0.59268292682926826	0.78	



Repurchase of shares	
FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	15.8	14.2	10	Treasury share cancellation	

	

FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	20.8	11.1	Total return ratio (%)	
FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	0.38900000000000001	0.88	0.59268292682926826	0.78	
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2016年度業績見通し 全社業績要約 

【億円】 

16年度 16年度 15年度

業績見通し 前回公表 実績 YoY
売上高 10,300 10,600 10,317 0%
営業利益 550 660 601 -8%

（営業利益率） 5.3% 6.2% 5.8%
税引前利益 535 645 580 -8%
親会社の所有者に帰属する当期利益 360 440 320 13%

（親会社の所有者に帰属する当期利益率） 3.5% 4.2% 3.1%

EPS（円） 72.60 88.80 64.39
ROE*（%） 7.2% 8.7% 6.5%

設備投資額 500 500 526
減価償却費及び償却費 500 500 513
研究開発費 780 780 763
FCF（16年度予想は投融資を含めない） 390 500 △ 515
*投融資(16年度の計画） 500 500 682

為替レート    [円]  USD 105.00 105.00 120.14
euro 115.00 120.00 132.58


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2015年度四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク







								16年度 ネンド				15年度 ネンド								14年度 ネンド																1Q				1Q												4Q

								1Q				1Q				YoY				予想 ヨソウ																Mar 2017				Mar 2016				YoY								Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%																Revenue				229.1				248.6				-8%								0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%																Gross Profit				114.3				119.7				-5%								0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-																Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-								ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%																Operating Profit				8.9				10.0				-11%								0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-																Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-								0.0%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				85				104				-18%																Profit before tax				8.5				10.4				-18%								0.0				0.0

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-																Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-								0.0%

				親会社の所有者に帰属する当期利益				64				66				-3%																Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%								0.0				0.0

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率）				2.8%				2.7%				-																Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-								0.0%

				F C F				△ 252				△ 211																				FCF				-25.2				-21.1



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22																FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				△ 13.22								0.00				0.00

				euro				122.02				134.16				△ 12.14																euro				122.02				134.16				△ 12.14



																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		1

																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		1

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!

																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		1

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!

																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		1

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!

																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		1

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				10		ERROR:#DIV/0!		10		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1

																																				1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1

																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0

																																				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0

																																				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!

																																				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0

																																				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!





ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2015年度 四半期累計　全社業績要約 ネンド シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク



																										Pretax margin ratio



								16年度 ネンド				15年度 ネンド																		1Q				1Q

								1Q				1Q				YoY														Mar 2017				Mar 2016				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,291				2,486				-8%										Revenue				229.1				248.6				-8%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,143				1,197				-5%										Gross Profit				114.3				119.7				-5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.9%				48.2%				-										Gross margin ratio				49.9%				48.2%				-

				営業利益 エイギョウ リエキ				89				100				-11%										Operating Profit				8.9				10.0				-11%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				3.9%				4.0%				-										Operating margin ratio				3.9%				4.0%				-

				税引前利益 リエキ				85				104				-18%										Profit before tax				8.5				10.4				-18%

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				3.7%				4.2%				-										Pretax margin ratio				3.7%				4.2%				-

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				64				66				-3%										Profit attributable to owners of the company				6.4				6.6				-3%

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				2.8%				2.7%				-										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				2.8%				2.7%				-

				ＥＰＳ（円） エン				12.89				13.19														EPS  [Yen]				12.89				13.19



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				79				78														CAPEX				7.9				7.8

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				127				125														Depreciation and Amortization Expenses				12.7				12.5

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				183				193														R&D expenses				18.3				19.3

				FCF				△ 252				△ 211														FCF				-25.2				-21.1

				投融資 トウユウシ				323				90														Investment and lending				32.3				9.0



				為替レート    [円]  USD カワセ エン				108.14				121.36				△ 13.22										FOREX    [Yen]  USD				108.14				121.36				-13.22

				euro				122.02				134.16				△ 12.14										euro				122.02				134.16				-12.14





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出																										10				10				100%

				有形固定資産の取得による支出																										10				10				1

				有形固定資産の売却による収入																										1				1				ERROR:#VALUE!

				無形固定資産の取得による支出																										10				10				1

																														1				1				ERROR:#VALUE!

																														10				10				1

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出		

HJS: HJS:
CF計算書より算出				50,892,660								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														1				1				ERROR:#VALUE!

				資本的支出<設備投資>				(46,100,116)								資本的支出<設備投資>														10				10				1

																														1				1				ERROR:#VALUE!

																														1				1				ERROR:#DIV/0!

																														ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																														10				10				ERROR:#DIV/0!

																														10				10				ERROR:#DIV/0!

																														10				10				ERROR:#DIV/0!

																														10				10				ERROR:#DIV/0!

																														10				10				ERROR:#DIV/0!

																														ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

																														ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																														1				1				1

																														1				1				1

																														ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!
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																												Ver.6 201607211830 セグメント別 PLBS 要約表.xlsx

						FY2016  1stQ  セグメント別 P/L・F/P 要約表　3カ月（4-6月）



				※開示用組替前 カイジ ヨウ クミカエ マエ																								（単位：千円）				COセグメント内訳 ウチワケ

								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO				CO		BDH		CRD

		E11100		売上高 ウリアゲ ダカ				229,131,904		(5,008,380)		183,650,314		9,549,792		7,100,631		6,518,627		18,646,997		3,470,133		10,752		1,759,894		3,433,144				3,433,144

						セグメント間売上控除 コウジョ		0		4,100,800		(484,649)		(91,801)		(606,508)		(755,751)		(195,165)		(307,254)		0		0		(1,659,672)				(1,659,672)

		E11102		外部顧客に対する売上高 ガイブ コキャク タイ ウリアゲ ダカ				229,131,904		(907,580)		183,165,665		9,457,991		6,494,123		5,762,876		18,451,832		3,162,879		10,752		1,759,894		1,773,472				1,773,472

		E11700		売上原価				114,836,701		(4,341,367)		90,607,302		5,332,798		2,180,727		5,123,334		10,991,581		1,496,292		7,675		908,561		2,529,798				2,529,798

		E19000		  売上総利益				114,295,203		(667,013)		93,043,012		4,216,994		4,919,904		1,395,293		7,655,416		1,973,841		3,077		851,333		903,346				903,346

						（率） リツ		49.9%				50.7%		44.2%		69.3%		21.4%		41.1%		56.9%		28.6%		48.4%		26.3%				26.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E26900		販売費及び一般管理費				105,221,216		(247,861)		80,442,453		2,427,447		3,396,554		1,257,121		7,453,933		1,365,599		789,877		2,025,758		6,310,335				6,310,335

		E29999		  事業貢献利益 ジギョウ コウケン				9,073,987		(419,152)		12,600,559		1,789,547		1,523,350		138,172		201,483		608,242		(786,800)		(1,174,425)		(5,406,989)				(5,406,989)

						（率） リツ		4.0%				6.9%		18.7%		21.5%		2.1%		1.1%		17.5%		-7317.7%		-66.7%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E32500		その他の収益				1,319,424		(19,151)		546,731		73,937		2,685		208,372		37,296		30,385		29,228		304,806		105,135				105,135

		E42800		その他の費用				1,481,816		(5,926)		429,709		27,171		777		37,035		45,700		10,775		589,948		242,332		104,295				104,295

		E49000		  営業利益				8,911,595		(432,377)		12,717,581		1,836,313		1,525,258		309,509		193,079		627,852		(1,347,520)		(1,111,951)		(5,406,149)				(5,406,149)

						（率） リツ		3.9%				6.9%		19.2%		21.5%		4.7%		1.0%		18.1%		-12532.7%		-63.2%		-157.5%				-157.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		E59000		金融収益				723,462		(260,105)		1,208,766		30,880		35,828		73,749		21,293		5,102		0		25,868		(417,919)				(417,919)

		E69000		金融費用				1,038,693		(271,744)		562,966		1,505		83,066		36,824		117,665		1,163		30,159		11,714		465,375				465,375

						（支払利息） シハラ リソク		566,245		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		365,911				365,911		0		0

		E61100				　　支払利息 シハライ リソク		466,745		(260,107)		297,700		270		53,546		15,766		51,164		122		30,159		11,714		266,411				266,411

		E61200				　　社債利息 シャサイ リソク		99,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99,500				99,500

		E61300				（Finance リース債務利息） サイム リソク		81,515		0		81,515		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						（その他 支払利息以外） タ シハラ リソク イガイ		390,933		(11,637)		183,751		1,235		29,520		21,058		66,501		1,041		0		0		99,464		0		99,464		0		0

		E81100		持分法投資損益				(68,145)		0		(73,541)		(6,783)		0		0		12,179		0		0		0		0				0

		E81900		  税金等調整前当期利益				8,528,219		(420,738)		13,289,840		1,858,905		1,478,020		346,434		108,886		631,791		(1,377,679)		(1,097,797)		(6,289,443)				(6,289,443)

		E82900		税金費用				2,260,716		(129,927)		4,067,040		551,585		324,075		74,183		(4,376)		178,623		(438,375)		(101,398)		(2,260,714)				(2,260,714)

						（率）		26.5%				30.6%		29.7%		21.9%		21.4%		-4.0%		28.3%		31.8%		9.2%		35.9%				35.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						 (税金費用)		2,481,006		(26,284)		3,848,425		546,100		407,627		65,532		(23,271)		195,502		(442,248)		(26,234)		(2,090,377)				(2,090,377)		0		0

						 (繰延税金費用) クリノベ		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)		0		0

		E82300				繰延税金費用		(220,290)		(205,041)		218,615		5,485		(83,552)		8,651		18,895		(16,879)		3,873		(75,164)		(170,337)				(170,337)

		E82310				[連税]繰延税金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E83900		継続事業にかかる純利益 ケイゾク ジギョウ ジュンリエキ				6,267,503		(1,287,210)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

		E84100		非継続事業純損益(税後) ヒ ケイゾク ジギョウ ジュンソンエキ ゼイ ゴ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		E89000		  当期利益 トウキ リエキ				6,267,503		(290,811)		9,222,800		1,307,320		1,153,945		272,251		113,262		453,168		(939,304)		(996,399)		(4,028,729)				(4,028,729)

						（率） リツ		2.7%				5.0%		13.7%		16.3%		4.2%		0.6%		13.1%		-8736.1%		-56.6%		-117.3%				-117.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				親会社の所有者純利益 オヤ カイシャ ショユウシャ ジュン リエキ				6,386,716		(290,811)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

		E90000		非支配持分純利益				(119,213)		0		(17,930)		0		0		0		2,234		0		0		(103,517)		0				0

				(参考) サンコウ

		H26900		研究開発費計				18,253,189		(22,008)		10,151,306		1,372,053		787,678		510,870		1,251,201		716,676		608,028		147,645		2,729,740				2,729,740



		D11100		利益剰余金期首残高				258,562,731		12,756,595		212,229,980		60,222,053		9,917,348		19,538,433		3,546,069		7,359,352		(30,963,086)		0		(36,044,013)

		D11900				配当金 ハイトウキン		(7,432,131)		(2)		(11,421,859)		(2,919,000)		(442,335)		(265,298)		(920,685)		(471,000)		0		0		9,008,048

		D11500				当社株主に帰属する当期利益 トウシャ カブヌシ キゾク		6,386,716		(1,183,693)		9,240,730		1,307,320		1,153,945		272,251		111,028		453,168		(939,304)		(892,882)		(4,028,729)

						その他の増減 タ ゾウゲン		(8,565)		892,882		3,047		(17,909,699)		0		0		0		0		17,909,699		0		(11,612)

				利益剰余金期末残高 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)



								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO

		A11100		現金及び現金同等物 オヨ				81,969,110		3,541,672		29,431,966		19,376		2,654,427		2,967,918		3,415,681		30,945		1,158		160,489		39,745,478

		A11300		受取手形、売掛金				194,288,956		(5,246,511)		148,400,092		9,874,396		5,457,603		7,302,885		22,193,969		1,538,012		0		1,362,499		3,406,011

		A11400		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債権				21,001,380		0		21,001,380		0		0		0		0		0		0		0		0

		A12800		棚卸資産				120,954,565		(40,946)		79,898,641		9,426,522		3,715,926		5,095,079		16,110,799		3,997,401		148,236		1,919,579		683,328

				その他流動資産				33,180,927		(246,162,092)		44,376,727		33,949,774		8,453,227		4,533,224		6,094,949		6,641,312		33,604		281,533		174,978,669

		A19000		流動資産計				451,394,938		(247,907,877)		323,108,806		53,270,068		20,281,183		19,899,106		47,815,398		12,207,670		182,998		3,724,100		218,813,486

		A29000		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				183,605,833		1,983,378		69,815,031		16,249,145		1,117,355		6,610,988		7,678,148		3,108,952		7,828,226		2,203,837		67,010,773

		A39000		投資不動産				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		A41400		のれん				126,162,050		0		81,144,797		0		21,249,108		3,063,449		6,374,603		61,084		0		14,269,009		0

		A49000		無形資産				62,907,893		(2,939)		34,534,974		97,596		8,140,706		3,069,226		7,776,356		66,115		142,746		6,382,162		2,700,951

		A51100		投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン				20,999,498		0		3,777,577		1,454		0		0		192,157		25,480		0		0		17,002,830

		A52250		繰延税金資産 クリノベ ゼイキン シサン				56,311,450		(1,125,191)		34,433,608		239,767		(948,496)		682,592		2,592,061		93,764		142,222		0		20,201,123

				その他非流動資産 ヒ				39,367,371		(124,364,125)		25,807,369		1,159,470		55,641		148,384		1,099,683		429,789		325,009		458		134,705,693

		A59000		非流動資産計				489,354,095		(123,508,877)		249,513,356		17,747,432		29,614,314		13,574,639		25,713,008		3,785,184		8,438,203		22,855,466		241,621,370

		A90000		資産合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

		B11100		営業債務				86,916,751		(3,417,784)		58,712,665		3,900,371		2,055,311		3,375,642		13,976,340		3,245,445		76,034		722,030		4,270,697

				有利子負債 ユウ リシ フサイ				185,640,718		(225,393,002)		80,848,341		619,186		36,235,288		11,713,644		27,268,080		114,390		19,887,790		1,291,005		233,055,996

		B11400				短期借入金		25,629,514		(219,609,912)		69,455,557		38,463		36,235,069		11,713,644		27,145,534		114,390		19,887,790		285,975		80,648,979

		B11500				一年内長期借入金		4,244,777		(28,102)		271,066		0		0		0		1,314		0		0		201,898		4,000,499

		B11600				社債(流動)		20,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20,000,000

		B21100				社債(非流動)		30,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000,000

		B21200				長期借入金		98,934,530		(4,463,983)		5,180,750		0		0		0		111,123		0		0		803,132		98,106,640

		B11300				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(流動		2,593,881		0		2,142,328		312,748		219		0		2,022		0		0		0		136,564

		B21700				ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務(非流動		4,238,016		0		3,798,640		267,975		0		0		8,087		0		0		0		163,314

		B12600		事業構造改善引当金				1,688,289		0		1,688,289		0		0		0		0		0		0		0		0

		B21300		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン				67,489,454		0		39,066,021		2,795,821		1,353,354		2,627,827		4,679,435		1,283,032		832,608		0		14,851,356

		B22350		繰延税金負債				4,335,835		0		1,911,503		0		571,443		0		0		0		0		1,852,889		0

				その他負債				108,209,822		(40,735,231)		96,533,843		11,536,944		4,522,129		(4,015,212)		8,727,388		3,457,986		(1,325,242)		22,695,153		6,812,064

		B90000		負債合計				454,280,869		(269,546,017)		278,760,662		18,852,322		44,737,525		13,701,901		54,651,243		8,100,853		19,471,190		26,561,077		258,990,113

		C11000		資本金				37,519,344		(99,389,950)		65,308,835		11,469,700		464,770		531,364		17,852,695		619,884		3,142,702		0		37,519,344

		C12000		資本剰余金 ジョウヨキン				203,397,933		0		(742,981)		0		0		0		0		0		0		0		204,140,914

		C13000		利益剰余金 リエキ				257,508,751		12,465,782		210,051,898		40,700,674		10,628,958		19,545,386		2,736,412		7,341,520		(13,992,691)		(892,882)		(31,076,306)

		C14000		自己株式				(9,313,670)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(9,313,670)

		C39000		その他の資本の構成要素				(7,054,014)		2,566,741		(4,991,694)		(5,196)		(6,169,358)		(304,906)		(1,786,096)		(69,403)		0		(1,853,770)		5,559,668

		C21000				投資有価証券評価差額金		3,591,363		0		1,319,493		0		0		0		32,596		10,920		0		0		2,228,354

		C22000				キャッシュ･フロー･ヘッジ		(674,136)		0		1,344,085		0		0		0		0		0		0		0		(2,018,221)

		C23000				為替換算調整勘定		(9,964,577)		712,971		(7,655,232)		0		(6,169,358)		(304,906)		(1,817,264)		(80,323)		0		(1,853,770)		5,349,535

		C24000				退給調整累計額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C25000				持分会社におけるOCI持分		(6,664)		0		(40)		(5,196)		0		0		(1,428)		0		0		0		0

		C27000				土地再評価差額金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		C30000				新株予約権		954,726		0		0		0		0		0		0		0		0		0		954,726

		C40000		当社株主に帰属する持分 トウシャ カブヌシ キゾク モチブン				483,013,070		(84,357,427)		269,626,058		52,165,178		4,924,370		19,771,844		18,803,011		7,892,001		(10,849,989)		(2,746,652)		207,784,676

		C50000		非支配持分				3,455,094		0		615,801		0		0		0		74,152		0		0		2,765,141		0

		C89999		グループ内株主持分 ナイ カブヌシ モチブン				0		(17,513,310)		23,619,641		0		233,602		0		0		0		0		0		(6,339,933)

		C90000		資本合計 シホン ゴウケイ				486,468,164		(101,870,737)		293,861,500		52,165,178		5,157,972		19,771,844		18,877,163		7,892,001		(10,849,989)		18,489		201,444,743

		C99000		負債,資本合計				940,749,033		(371,416,754)		572,622,162		71,017,500		49,895,497		33,473,745		73,528,406		15,992,854		8,621,201		26,579,566		460,434,856

				注) チュウ		グループ内株主持分： ナイ カブヌシ モチブン		他の事業会社グループから投資を受けている場合に資本消去にともない生ずるもの。 少数株主持分と同質のものであるが、利益配分は行っていない。 タ ジギョウ カイシャ トウシ ウ バアイ シホン ショウキョ ショウ ショウスウ カブヌシ モチブン ドウシツ リエキ ハイブン オコナ

						統合時の時価評価： トウゴウ ジ ジカ ヒョウカ		退職給付債務、土地の時価評価、為替換算調整及び連結調整勘定は各社に割り付けている。それによる貸借バランスの調整は利益剰余金による。 タイショク キュウフ サイム トチ ジカ ヒョウカ オヨ レンケツ チョウセイ カンジョウ カクシャ ワ ツ タイシャク チョウセイ リエキ ジョウヨキン



&P/&N	




ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績予想FY16

				2016年度 全社業績予想 ネンド ゼンシャ ギョウセキ ヨソウ





																																																								[Billions of yen]												[Billions of yen]

								16年度 ネンド				16年度 ネンド				15年度 ネンド		11年度 ネンド								12年度 ネンド				11年度 ネンド				[億円] オクエン										Earnings Forecast				Previous Earnings Forecast				Results								3Q				3Q

								業績見通し  ギョウセキ ミトオ				前回公表  ゼンカイ コウヒョウ				実績  ジッセキ						YoY 				4Q				4Q				YoY										Mar 2017				Mar 2017				Mar 2016				YoY				Mar 2013				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				10,300				10,600				10,317		7,679				-0%				2,353				2,075				278						Revenue				1,030.0				1,060.0				1,031.7				-0%				235.3				207.5				27.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ												3,756		3,553				203				1,058				953				105						Gross income				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				355.3				ERROR:#REF!				105.8				95.3				10.5

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				0.0%				0.0%				36.4%		46.3%								45.0%				45.9%										Gross income ratio				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				34.4%								45.0%				45.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ				550				660				601		403				-8%				136				171				△ 35						Operating Profit				55.0				66.0				60.1				-8%				13.6				17.1				-3.5

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				5.3%				6.2%				5.8%		5.3%								5.8%				8.2%										Operating margin ratio				5.3%				6.2%				5.8%								5.8%				8.2%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク												99		88				11				28				22				6						Goodwill amortization				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				8.8				ERROR:#REF!				2.8				2.2				0.6

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ												699		492				208				164				193				△ 29						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				49.2				ERROR:#REF!				16.4				19.3				-2.9

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				0.0%				0.0%				6.8%		6.4%								7.0%				9.3%										   (b)/(a)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				4.8%								7.0%				9.3%

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ				535				645				580		348				-8%				128				159				△ 31						Profit before tax				53.5				64.5				58.0				-8%				12.8				15.9				-3.1

				親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ				360				440				320		204				13%				48				150				△ 102						Profit attributable to owners of the company				36.0				44.0				32.0				13%				4.8				15.0				(10.2)

				（親会社の所有者に帰属する当期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ リツ				3.5%				4.2%				3.1%		2.7%								2.0%				7.2%										Margin of profit attributable to owners of the company ratio				3.5%				4.2%				3.1%								2.0%				7.2%

				EPS（円） エン				72.60				88.80				64.39		38.52												28.33				△ 28.33						EPS  [Yen]				72.60				88.80				64.39								0.00				28.33				△ 28.33

				ROE*（%）				7.2%				8.7%				6.5%		38.52												28.33				△ 28.33						ROE*（%）				7.2%				8.7%				6.5%								0.00				28.33				△ 28.33



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				500				500				526		340								135				117										CAPEX				50.0				50.0				52.6								13.5				11.7

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				500				500				513		492								127				132										Depreciation and Amortization Expenses				50.0				50.0				51.3								12.7				13.2

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				780				780				763		725								181				170										R&D expenses				78.0				78.0				76.3								18.1				17.0

				FCF（16年度予想は投融資を含めない） ネンド ヨソウ トウユウシ フク				390				500				△ 515		296								168				119										FCF				39.0				50.0				△ 51.5								16.8				11.9

				*投融資(16年度の計画） トウユウシ ネンド ケイカク				500				500				682		374								210				123										Investment and loan				50.0				50.0				68.2								21.0				12.3

																																								*Purchase of tangible/intangible assets

																		79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				105.00				105.00				120.14		79.07								92.42				79.28				13.14						FOREX    [Yen]  USD				105.00				105.00				120.14								92.42				79.28				13.14

				euro				115.00				120.00				132.58		108.96								122.04				103.99				18.05						euro				115.00				120.00				132.58								122.04				103.99				18.05



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ												-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ												-22								CF計算書より ケイサンショ		-4 																																												投融資 トウユウシ

				連結子会社株式の追加取得による支出												-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出												(103)										-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出												(100)										-7 

				出資金の払込による支出												-

								0				0				-225										-42 





				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553				384.44553				384.44553						Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574













































IFRS PL FY14 1Q-4Q

				2014年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																																10

								14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度 ネンド				14年度 ネンド				14年度  ネンド				14年度  ネンド																1Q				2Q				3Q				4Q				TTL

								1Q				2Q				上期 カミキ				3Q				4Q				下期 シモキ				TTL																Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015				Mar 2015

				売上高 ウリアゲ ダカ				2,266				2,478				4,745				2,536				2,747				5,283				10,028												Revenue				226.6				247.8		0.0		253.6		0.0		274.7		0.0		1,002.8

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				1,129				1,203				2,332				1,247				1,318				2,565				4,897												Gross profit				112.9				120.3		0.0		124.7		0.0		131.8		0.0		489.7

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				49.8%				48.6%				49.2%				49.2%				48.0%				48.5%				48.8%												Gross margin ratio				49.8%				48.6%				49.2%				48.0%				48.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ				144				164				308				163				187				349				658												Operating profit				14.4				16.4				16.3				18.7				65.8

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.3%				6.6%				6.5%				6.4%				6.8%				6.6%				6.6%												Operating margin ratio				6.3%				6.6%				6.4%				6.8%				6.6%

				税引前利益 リエキ				145				173				318				169				168				337				655												Profit before tax				14.5				17.3				16.9				16.8				65.5

				（税引前利益率） ゼイビ マエ リエキ リツ リリツ				6.4%				7.0%				6.7%				6.7%				6.1%				6.4%				6.5%												Pretax margin ratio				6.4%				7.0%				6.7%				6.1%				6.5%

				親会社の所有者に帰属する四半期利益 オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ				94				100				194				104				111				215				409												Profit attributable to owners of the company				9.4				10.0				10.4				11.1				40.9

				（親会社の所有者に帰属する四半期利益率） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク シ ハンキ リエキ リツ				4.1%				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%				4.1%												Margin of profit attributable to owners of the company ratio				4.1%				4.1%				4.1%				4.0%				4.1%

				ＥＰＳ（円） エン				13.19				18.34				13.19				13.19				18.34				13.19				13.19												EPS  [Yen]				13.19				ERROR:#REF!				13.19				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				78				142				78				78				142				78				78												CAPEX				7.8				ERROR:#REF!				7.8				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				減価償却費及び償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ オヨ ショウキャク ヒ				125				112				125				125				112				125				125												Depreciation and Amortization Expenses				12.5				ERROR:#REF!				12.5				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				193				181				193				193				181				193				193												R&D expenses				19.3				ERROR:#REF!				19.3				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				FCF				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211				△ 65				△ 211				△ 211												FCF				-21.1				ERROR:#REF!				-21.1				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				投融資 トウユウシ				90				72				90				90				72				90				90												Investment and lending				9.0				ERROR:#REF!				9.0				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				121.36				102.16				121.36				121.36				102.16				121.36				121.36												FOREX    [Yen]  USD				121.36				ERROR:#REF!				121.36				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				euro				134.16				140.07				134.16				134.16				140.07				134.16				134.16												euro				134.16				ERROR:#REF!				134.16				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!





				為替レート    [円]  USD カワセ エン				102.16				103.92				103.04				114.54				119.09								109.93

				euro				140.07				137.76				138.92				143.07				134.18								138.77
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棚卸資産 回転月 

9,643  
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9,406  
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資産合計（総資産） 棚卸資産・回転月 

＊ 

＊13年3月=13年4月1日 
＊13年3月/14年3月の回転月は日本会計基準 

＊ ＊ 

＊棚卸資産回転月＝(当期末棚卸資産残高)/(直近3カ月の平均売上原価) 

財政状態計算書主要項目推移 
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【億円】 
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財政状態計算書主要項目推移 
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【億円】 
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情報機器事業：販売状況（四半期推移） 
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情報機器事業：主要製品販売状況（四半期推移） 

前方棒グラフ：2016年度実績  後方棒グラフ：2015年度実績 ＊2015年度1Qを100とした場合の指数 32 
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用語集 

OPS: Optimized Print Services（情報機器事業-オフィスサービス分野） 
当社のマネージド・プリント・サービス（MPS）の呼び名。お客様のプリント環境（出力・文書管理の環
境）を最適化することで、コスト削減と効率性の向上を図るサービスを提供。 

GMA: Global Major Account（情報機器事業） 
世界的規模の大手企業顧客（向けビジネス）のことをいう。 

MPM: Marketing Production Management（情報機器事業-商業・産業印刷分野） 
ブランドオーナーが製作する販促物のデザインから、印刷、発送、在庫管理までのサプライチェーンの最適
化を  目指すサービス。 

DR: Digital Radiography（ヘルスケア事業） 
デジタルレントゲン、デジタルX線ともいう。レントゲン撮影時に人体を透過したX線の強度分布を検出し、
これをデジタル信号に変換してコンピューター による処理を加えてデータ化する手法またはそのためのシス
テム。 

PACS: Picture Archiving and Communication System（ヘルスケア事業） 
 医療画像処理における画像保存通信システムのこと。DRやCR等のX線写真やCT、MRIなど大量の画像  
 を管理するシステムの総称。 
ウィンドウフィルム（産業用材料・機器事業-機能材料分野） 

車や建築物の窓ガラスに貼り付ける機能性フィルム。当社製品ICE-μは、可視光と電磁波の高い透過性と遮
熱性を両立する特長を有する。 

VMS: Video Management Software（その他） 
カメラなどの入力装置とデータを記録するストレージをネットワークで接続し、それらを制御するアプリ
ケーションで構成されている監視カメラシステム。 
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本資料で記載されている業績予想及び将来予想は、現時点における 
事業環境に基づき当社が判断した予想であり、今後の事業環境により 
実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい。 

本資料におきましては、四捨五入による億円単位で表示しております。 

 本資料の記載情報 

 将来見通しに係わる記述についての注意事項 
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