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2018年3月期第3四半期 決算ハイライト 
売上高 4,494億円 

(+4.3%) 
好調な市場環境と円安の影響により増収 

 
 

無形資産償却前 
営業利益 

274億円 
(+20%) 

好調な欧州市場、高機能ガラスの業績改善、 
生産性改善により増益 

営業利益 259億円
(+29%) 

 
親会社所有者に 
帰属する当期利益 

△17億円 
 

米国連邦法人税率の引下げに伴う、繰延税
金資産の取り崩し（△96億円） 

フリー・キャッシュ・ 
フロー 

△105億円 運転資本の季節変動によりマイナス。 
年度末までにプラスに転換し、年度計画を 
達成する見込み 

事業業績は前年を引き続き上回り、堅調に推移 
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（億円）

2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

2018年3月期
業績予想
（当初）

2018年3月期
業績予想
（修正）

売上高 4,307 4,494 6,000 6,000

無形資産償却前営業利益 228 274 380 380
償却費 (27) (15) (20) (20)
営業利益 201 259 360 360
個別開示項目 54 (25)
金融費用（純額） (138) (111)
持分法による投資損益 8 17
税引前利益 125 140 170 200
法人所得税 (66) (48)
米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 - (96)
当期利益/(損失) 59 (4) 100 30
親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） 46 (17) 80 10

EBITDA 443 488
*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却

*

連結損益計算書 

2018年3月期は黒字を見込む 
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当初予想から変更なし 

詳細はp20にて説明 
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営業利益差異分析 
（無形資産償却前）  
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原燃材料 
コスト 

 
(23) 

 合計 
 
 

228 

合計 
 
 

274 億円 

販売数量 
/構成 
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コストダウン、 
その他 

 
53 

生産性の改善とコストダウンによる増益 
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2017年3月末 2017年12月末

ネット借入（億円） 3,133 3,348

ネット借入/EBITDA 5.0x 5.0x

ネット借入/純資産比率 2.3x 2.3x

自己資本比率 15.7% 17.3%

2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

営業利益率* 5.3% 6.1%

* 無形資産償却前営業利益

主要財務指標（KPI） 

営業利益率(ROS)の改善 
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				2		64		12		12		2		12		1				2		56		15		15				12		1

				Consolidated Income Statement																連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)				(3.0)								個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)				(30)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)				(15.0)								金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)				(150)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7				2.0								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17				20

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)				30

		18				Profit attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								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		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク
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				2		64		12		12		2		12		1				2		56		15		15				12		1

				Consolidated Income Statement																連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)												金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7												持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

						Taxation		(6.6)		(4.8)												法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)												米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク
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PL (3)

				2		64		12		12		2				12		1				2		56		15		15						12		1

				Consolidated Income Statement																		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(original)		FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（当初） ギョウセキ ヨソウ トウ ショ		2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0		600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000		6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0		38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380		380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)		(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)		(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0		36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360		360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)														個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																		個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0						0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)														金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7														持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				17.0		20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				170		200

						Taxation		(6.6)		(4.8)														法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)														米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				10.0		3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				100		30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				8.0		1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				80		10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8														EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																		*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15
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Exceptional

				2		40		15		15		1				2		40		15		15		1

				Exceptional items												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

						Gain on disposal of non-current assets		7.9		2.1								有形固定資産等の売却益		79		21

						Gain on disposal of investments in JVs and associates		0.9		1.5								ジョイント・ベンチャー及び関連会社に対する投資の売却益		9		15

						Gain on settlement of insurance proceeds		-		1.0								保険金の受取による利益 ホケン キン ウケトリ リエキ		-		10

		24				Gain from exit of business		0.9		-								事業撤退による利益 ジギョウ テッタイ リエキ		9		-

						Suspension of facilities		-		(3.7)								設備休止に係る費用 セツビ キュウシ カカ ヒヨウ		-		(37)

						Restructuring costs		(2.8)		(3.3)								リストラクチャリング費用 ヒヨウ		(28)		(33)

		24				Impairments of non-current assets		(1.6)		(0.5)								有形固定資産等の減損損失 ユウケイ コテイ シサン トウ ゲンソン ソンシツ		(16)		(5)

						Other items		0.1		0.4								その他		1		4

		10						5.4		(2.5)										54		(25)
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CF

				2		62						1				2		45				14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								(億円) オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)

		18				Depreciation and amortization		24.2		24.1								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		242		241

						Impairment		1.7		0.5								減損損失		17		5

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(9.9)		(2.2)								有形固定資産等売却益・事業撤退による利益 ユウケイ コテイ シサン トウ バイキャクエキ ジギョウ テッタイ リエキ		(99)		(22)

		18				Tax paid		(3.4)		(4.6)								法人所得税支払額 ホウジン ショトクゼイ シハライ ガク		(34)		(46)

		18				Others		(2.6)		3.0								その他 タ		(26)		30

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		15.9		20.4								営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減考慮前） エイギョウ カツドウ ウンテン シホン ゾウゲン コウリョ マエ		159		204

		18				Net change in working capital		(8.0)		(13.9)								運転資本の増減 ウンテン シホン ゾウゲン		(80)		(139)

		18				Net cash flows from operating activities		7.9		6.5								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		79		65

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(16.9)		(23.4)								有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		(169)		(234)

						Disposal proceeds		12.9		7.3								資産売却収入 シサン バイキャク シュウニュウ		129		73

		18				Others		(0.7)		(0.9)								その他 タ		(7)		(9)

		18				Net cash flows from investing activities		(4.7)		(17.0)								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(47)		(170)

		18

		18				Free cash flow		3.2		(10.5)								フリー・キャッシュ・フロー		32		(105)

		10

		10







KPI

				2		40				15		1				2		48				15		1

				Key Performance Indicators												主要財務指標(KPI) シュヨウ ザイム シヒョウ



		36						31-Mar-17		31-Dec-17										2017年3月末		2017年12月末

		12

		24				Net Debt (JPY bn)		313		335								ネット借入（億円） カリイレ オクエン		3,133		3,348

		24				Net Debt/EBITDA		5.0x		5.0x								ネット借入/EBITDA カリイレ		5.0x		5.0x

		24				Net Debt/Equity Ratio		2.3x		2.3x								ネット借入/純資産比率 カリイレ ジュンシサン ヒリツ		2.3x		2.3x

						Shareholders' Equity Ratio		15.7%		17.3%								自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		15.7%		17.3%

		24

		36						FY2017
Q3		FY2018
Q3										2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Operating Return* on Sales		5.3%		6.1%								営業利益率* エイギョウ リエキ リツ		5.3%		6.1%

		24				* trading profit												* 無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ

		10





















JVs

				2		40		15		15		1				2		48		15		15		1

				Joint ventures & Associates												持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Share of post-tax results		0.8		1.7								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		10

		10





















Graphs

		Europe						FY2017		FY2018

		million Euros

						Arch		532		549

						Auto		800		788

						Trading profit		67		91

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		532		549

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		800		788

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		67		91

		Japan						FY2017		FY2018

		billion yen

						Arch		50		49

						Auto		41		42

						Trading profit		4.3		1.8

		億円 オクエン				建築用ガラス ケンチク ヨウ		502		487

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		407		419

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		43		18

		North America						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		249		213

						Auto		559		546

						Trading profit		70		53

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		249		213

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		559		546

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		70		53

		Rest of World						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		359		357

						Auto		214		233

						Trading profit		84		78

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		359		357

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		214		233

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		84		78

		Technical Glass						FY2017		FY2018

		billion yen

						Revenue		34		37



						Trading profit		0.4		4.9

		億円 オクエン				売上高 ウリアゲ ダカ		344		367



						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		4		49



Auto	

800	787.54198963602437	Arch	

532	548.94293256425203	Trading profit	

67	91	









売上高	

344	367	無形資産償却前営業利益	



4	49	









自動車用ガラス	

800	787.54198963602437	建築用ガラス	

532	548.94293256425203	無形資産償却前営業利益	

67	91	









Auto	

40.700000000000003	41.9	Arch	

50	49	Trading profit	



4.3	1.8	









自動車用ガラス	

407	419	建築用ガラス	

502	487	無形資産償却前営業利益	

43	18	









Auto	

559	546.43939553287044	Arch	

249	212.8629999999996	Trading profit	

70	53	









自動車用ガラス	

559	546.43939553287044	建築用ガラス	

249	212.8629999999996	無形資産償却前営業利益	

70	53	









Auto	

214	232.71792273268886	Arch	

359	356.85954124339997	Trading profit	

84	78	









自動車用ガラス	

214	232.71792273268886	建築用ガラス	

359	356.85954124339997	無形資産償却前営業利益	

84	78	









Revenue	





34.4	36.700000000000003	Trading profit	



0.4	4.9000000000000004	











Revenue New

				(JPY bn)				FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）				2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				Architectural				178.1		182.5		4.4						建築用ガラス ケンチクヨウ				1,781		1,825		44

						Europe		62.9		70.3		7.4								欧州 オウシュウ		629		703		74

						Japan		50.2		48.7		(1.5)								日本 ニホン		502		487		(15)

						North America		26.7		23.7		(3.0)								北米 ホクベイ		267		237		(30)

						Rest of World		38.3		39.8		1.5								その他の地域 タ チイキ		383		398		15												1000

				Automotive				217.9		229.6		11.7						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ				2,179		2,296		117

						Europe		94.6		100.9		6.3								欧州 オウシュウ		946		1,009		63

						Japan		40.7		41.9		1.2								日本 ニホン		407		419		12

						North America		59.7		60.9		1.2								北米 ホクベイ		597		609		12

						Rest of World		22.9		25.9		3.0								その他の地域 タ チイキ		229		259		30

				Technical Glass				34.4		36.7		2.3						高機能ガラス コウキノウ				344		367		23

						Europe		4.9		5.6		0.7								欧州 オウシュウ		49		56		7

						Japan		17.9		19.1		1.2								日本 ニホン		179		191		12

						North America		0.7		1.0		0.3								北米 ホクベイ		7		10		3

						Rest of World		10.9		11.0		0.1								その他の地域 タ チイキ		109		110		1

				Other Operations				0.3		0.6		0.3						その他 タ				3		6		3

						Europe		0.0		0.3		0.3								欧州 オウシュウ		0		3		3

						Japan		0.3		0.3		0.0								日本 ニホン		3		3		0

						North America		0.0		0.0		0.0								北米 ホクベイ		0		0		0

						Rest of World		0.0		0.0		0.0								その他の地域 タ チイキ		0		0		0

				Total				430.7		449.4		18.7						合計 ゴウケイ				4,307		4,494		187







Trading New



				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				by SBU												事業別 ジギョウ ベツ

				Architectural		20.8		20.4		(0.4)						建築用ガラス ケンチクヨウ		208		204		(4)

				Automotive		7.8		7.7		(0.1)						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		78		77		(1)

				Technical Glass		0.4		4.9		4.5						高機能ガラス コウキノウ		4		49		45

				Other Operations		(6.2)		(5.6)		0.6						その他 タ		(62)		(56)		6

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46



				by Region												地域別 チイキ ベツ

				Europe		5.9		11.1		5.2						欧州 オウシュウ		59		111		52

				Japan		0.7		1.9		1.2						日本 ニホン		7		19		12

				North America		7.1		5.5		(1.6)						北米 ホクベイ		71		55		(16)

				Rest of World		9.1		8.9		(0.2)						その他の地域 タ チイキ		91		89		(2)

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46





















BS

				2		45		15		15				1				2		48		15		15				1

				Balance sheet



		36				(JPY bn)		31-Mar-17		31-Dec-17		Change								（億円） オクエン		2017年3月末		2017年12月末		増減 ゾウゲン

						Assets		790.2		782.0		(8.2)								資産 シサン		7,902		7,820		(82)		(82.0)

						Non-current assets		527.8		543.2		15.4								非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		5,278		5,432		154		154.0

		12				Goodwill & intangible assets		162.3		176.2		13.9								のれん・無形資産 ムケイ シサン		1,623		1,762		139		139.0

						Property, plant and equipment		245.2		257.6		12.4								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,452		2,576		124		124.0

						Other		120.3		109.4		(10.9)								その他 タ		1,203		1,094		(109)		(109.0)

						Current assets		262.4		238.8		(23.6)								流動資産 リュウドウ シサン		2,624		2,388		(236)		(236.0)

						Cash and cash equivalents		84.9		51.9		(33.0)								現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		849		519		(330)		(330.0)

						Other		177.5		186.9		9.4								その他 タ		1,775		1,869		94		94.0

						Liabilities		656.5		638.2		(18.3)								負債 フサイ		6,565		6,382		(183)		(183.0)

						Current liabilities		223.2		246.0		22.8								流動負債 リュウドウ フサイ		2,232		2,460		228		228.0

						Financial liabilities		79.8		111.6		31.8								金融負債 キンユウ フサイ		798		1,116		318		318.0

						Other		143.4		134.4		(9.0)								その他 タ		1,434		1,344		(90)		(90.0)

						Non-current liabilities		433.3		392.2		(41.1)								非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		4,333		3,922		(411)		(411.0)

						Financial liabilities		319.6		276.4		(43.2)								金融負債 キンユウ フサイ		3,196		2,764		(432)		(432.0)

						Other		113.7		115.8		2.1								その他 タ		1,137		1,158		21		21.0

						Equity		133.7		143.8		10.1								資本 シホン		1,337		1,438		101		101.0

						Shareholders' equity		124.1		135.1		11.0								親会社の所有に帰属する持分 オヤガイシャ ショユウ キゾク モチブン		1,241		1,351		110		110.0

						Non-controlling interests		9.6		8.7		(0.9)								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		96		87		(9)		(9.0)

						Total liabilities and equity		790.2		782.0		(8.2)								負債及び資本 フサイ オヨ シホン		7,902		7,820		(82)		(82.0)































CAPEX

				Depreciation & Amortization, CAPEX, R&D Expenditures																減価償却費・資本的支出・研究開発費

				(JPY bn)		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017				(億円) オクエン		2012年
3月期 ネン ガツキ		2013年
3月期 ネン ガツキ		2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期

				Depreciation and Amortization		38.7		36.6		40.4		41.7		40.9		32.2				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		387		366		404		417		409		322

				Capital expenditures		34.7		26.0		31.6		36.6		28.2		28.0				資本的支出 シホンテキ シシュツ		347		260		316		366		282		280

				R&D expenditures		8.0		7.3		7.9		8.2		9.8		8.5				研究開発費		80		73		79		82		98		85











FX assumptions

				2		40		18						18				18		1				2		40		18						18						1

				Assumptions																				為替レート カワセ



		60						FY2017
Q3		FY2017
Full-year		FY2018
Q3		FY2018
Forecast				FY2017
Forecast										2017年3月期
4月-12月期		2017年3月期		2018年3月期
4月-12月期		2018年3月期
通期前提 ツウキ ゼンテイ				2017年3月期
通期前提 ネン ガツキ ツウキ ゼンテイ

		24				Average rates used:																				期中平均為替レート： キチュウ ヘイキン カワセ

		36				JPY/GBP		142		142		146		140				160								円/英ポンド エン エイ		142		142		146		140				160

		36				JPY/USD		107		108		111		110				110								円/米ドル エン ベイ		107		108		111		110				110

		36				JPY/EUR		118		119		128		120				130								円/ユーロ エン		118		119		128		120				130

		24

		24				Closing rates used:																				期末為替レート： キマツ カワセ

		36				JPY/GBP		144		139		152														円/英ポンド エン エイ		144		139		152

		36				JPY/USD		117		111		113														円/米ドル エン ベイ		117		111		113

		36				JPY/EUR		122		119		136														円/ユーロ エン		122		119		136

		15

		15

		6







Segment

																																External sales														TP

		Europe						External sales								Trading profit												Arch				FY18 Q3				FY17 Q3

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3												JPY m		%		JPY m		%

								JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm								Europe		70,303		38.5%		62,915		35.3%				15.67%				20,462

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Japan		48,708		26.7%		50,222		28.2%				10.9%

						Arch		70,303		ERROR:#NAME?		62,915		ERROR:#NAME?		6,063		ERROR:#NAME?		4,199		ERROR:#NAME?								North America		23,724		13.0%		26,636		15.0%				5.3%

						Auto		100,861		ERROR:#NAME?		94,616		ERROR:#NAME?		5,656		ERROR:#NAME?		3,695		ERROR:#NAME?								ROW		39,772		21.8%		38,307		21.5%				8.9%

						Tech		5,638		ERROR:#NAME?		4,949		ERROR:#NAME?		643		ERROR:#NAME?		329		ERROR:#NAME?								Total		182,507		100.0%		178,080		100.0%

						Other		301		ERROR:#NAME?		18		ERROR:#NAME?		(1,236)		ERROR:#NAME?		(2,274)		ERROR:#NAME?												40.6%				41.3%

								177,103		ERROR:#NAME?		162,498		ERROR:#NAME?		11,125		ERROR:#NAME?		5,949		ERROR:#NAME?

																												Auto				FY18 Q3				FY17 Q3

																																JPY m		%		JPY m		%

		Japan						External sales								Trading profit														Europe		100,861		43.9%		94,616		43.4%				22.5%				7,662

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3										Japan		41,894		18.2%		40,718		18.7%				9.33%

								JPYm				JPYm				JPYm				JPYm										North America		60,901		26.5%		59,719		27.4%				13.6%

																														ROW		25,937		11.3%		22,845		10.5%				5.8%

						Arch		48,708				50,222				(801)				395										Total		229,592		100.0%		217,898		100.0%

						Auto		41,894				40,718				2,642				3,870														51.1%				50.6%

						Tech		19,069				17,878				3,676				(403)

						Other		313				311				(3,569)				(3,174)								Tech				FY18 Q3				FY17 Q3

								109,984				109,129				1,947				688												JPY m		%		JPY m		%

																														All		36,685		8.2%		34,418		8.0%				8.2%				4,928



		North America						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3								Other				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm										JPY m		%		JPY m		%

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								All		634				329						-				(5,629)

						Arch		23,724		ERROR:#NAME?		26,636		ERROR:#NAME?		6,053		ERROR:#NAME?		6,655		ERROR:#NAME?

						Auto		60,901		ERROR:#NAME?		59,719		ERROR:#NAME?		(145)		ERROR:#NAME?		833		ERROR:#NAME?						Total				449,417		448,783		430,725						100%

						Tech		963		ERROR:#NAME?		735		ERROR:#NAME?		134		ERROR:#NAME?		124		ERROR:#NAME?

						Other		0		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(581)		ERROR:#NAME?		(558)		ERROR:#NAME?

								85,587		ERROR:#NAME?		87,090		ERROR:#NAME?		5,460		ERROR:#NAME?		7,054		ERROR:#NAME?

		ROW						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Arch		39,772		ERROR:#NAME?		38,307		ERROR:#NAME?		9,148		ERROR:#NAME?		9,489		ERROR:#NAME?

						Auto		25,937		ERROR:#NAME?		22,845		ERROR:#NAME?		(490)		ERROR:#NAME?		(582)		ERROR:#NAME?

						Tech		11,014		ERROR:#NAME?		10,856		ERROR:#NAME?		476		ERROR:#NAME?		387		ERROR:#NAME?

						Other		19		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(242)		ERROR:#NAME?		(232)		ERROR:#NAME?

								76,742		ERROR:#NAME?		72,008		ERROR:#NAME?		8,891		ERROR:#NAME?		9,062		ERROR:#NAME?

		Tech						36,685				34,418				4,928				436





Forecast (2)

				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				FY2017 Forecast												2017年3月期通期業績見通し ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ



		60				(JPY bn)		Original Forecast		New
Forecast								(億円) オクエン		当初予想 トウショ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		620		570								売上高 ウリアゲ ダカ		6,200		5,700

		18				Operating profit		31		31								営業利益 エイギョウ リエキ		310		310

		18				Profit before taxation		15		15								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		150		150

		18				Profit for the period		7		7								当期利益 トウキ リエキ		70		70

		18				Profit attributable to owners of the parent		5		5								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		50		50

		6

		15

		6



				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				Revised Forecast												2016年3月期通期業績見通し修正 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ シュウセイ



		60				(JPY bn)		Previous
Forecast										(億円) オクエン		前回
予想 ゼンカイ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		650										売上高 ウリアゲ ダカ		6,500		6,500

		18				Operating profit		19										営業利益 エイギョウ リエキ		190		190

						Profit before taxation		-										税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		-		10

						Profit/(loss) for the period		-										当期利益/（損失） トウキ リエキ ソンシツ		-		(55)

						Profit/(loss) attributable to owners of the parent		-										親会社の所有者に帰属する当期利益/（損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		-		(75)



		6











Q CF

				2		62						1				2		45														14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ

																				FY16						FY17

		60				(JPY bn)		FY2016
Q2		FY2017
Q2								(JPY bn)		Q1		Q2		6か月
累計 ゲツ ルイケイ		Q1		Q2		Q3		Cum

		12

		18				Profit/(loss) for the period		(1.6)		5.1								Profit/(loss) for the period		(5)		(11)		(16)		44		7		8		59

		18				Depreciation and amortization		21.0		16.5								Depreciation and amortization		106		104		210		91		74		77		242

						Impairment		-		1.3								Impairment		-		-		-		7		6		4		17

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(0.1)		(9.8)								Gain on disposal of assets and exit of business		-		(1)		(1)		(94)		(4)		(1)		(99)

		18				Tax paid		(1.8)		(2.5)								Tax paid		(12)		(6)		(18)		(19)		(6)		(9)		(34)

		18				Others		(9.5)		(0.2)								Others		(55)		(40)		(95)		62		(64)		(24)		(26)

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		8.0		10.4								Net operating cash flows before movement in working capital		34		46		80		91		13		55		159

		18				Net change in working capital		(11.0)		(4.3)								Net change in working capital		(149)		39		(110)		(111)		68		(37)		(80)

		18				Net cash outflows from operating activities		(3.0)		6.1								Net cash outflows from operating activities		(115)		85		(30)		(20)		81		18		79

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(17.0)		(12.0)								Purchase of property, plant and equipment		(86)		(84)		(170)		(78)		(42)		(49)		(169)

						Disposal proceeds		0.3		9.2								Disposal proceeds		-		3		3		86		6		37		129

		18				Others		(0.8)		0.9								Others		(3)		(5)		(8)		(5)		14		(16)		(7)

		18				Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(17.5)		(1.9)								Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(89)		(86)		(175)		3		(22)		(28)		(47)

		18

		18				Cash flow before financing activities		(20.5)		4.2								Cash flow before financing activities		(204)		(1)		(205)		(17)		59		(10)		32

		10

		10
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						Taxation		5,752		6,537				785
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事業別売上高 

4,494億円 
建築用ガラス 

欧州 
16% 

建築用ガラス  
日本 
11% 

建築用ガラス 
北米 
5% 

建築用ガラス 
その他地域 

9% 
自動車用ガラス 

欧州 
22% 

自動車用ガラス  
日本 
9% 

自動車用ガラス 
北米 
14% 

自動車用ガラス 
その他地域 

6% 

高機能ガラス 
8% 

グローバルに事業展開 

2018年3月期 第3四半期 
（2017年4月-12月） 
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欧州 
2017年3月期第3四半期との比較 

建築用ガラス事業 
• 好調な需要に支えられ、価格は堅調 
• ベニスのフロート窯が再稼働 
 
自動車用ガラス事業 
• VA製品の売上増加及び生産性の 

改善により、増益 

百万ﾕｰﾛ 百万ﾕｰﾛ 

両事業とも業績堅調 

売上高 営業利益 

11 
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(16年4月-12月） 
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日本 
2017年3月期第3四半期との比較 

建築用ガラス事業 
• 住宅着工件数の減少等により減収 

 
自動車用ガラス事業 
• 自動車販売台数の増加を反映し 

増収 
• 素板製造コストアップ等の影響を 

受ける 
 

億円 億円 

低調な建築用ガラス市場の影響を受ける 

売上高 営業利益 

12 
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17年3月期Q3 
(16年4月-12月） 

18年3月期Q3 
(17年4月-12月） 
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北米 
2017年3月期第3四半期との比較 

建築用ガラス事業 
• オタワ工場の生産能力の一時的な 

減少により、数量減。フロート窯の 
再稼働により、第4四半期から 
数量が回復 

 
自動車用ガラス事業 
• 市場の減速により減収減益 
 
 
 

百万ドル 百万ドル 

一時的な事象による影響を受ける 

売上高 営業利益 

13 
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その他地域 
2017年3月期第3四半期との比較 

百万ドル 
建築用ガラス事業 
• 各国市場は改善 
• 主要顧客による設備切り替えの 

影響により減収 
 

自動車用ガラス事業 
• 南米の市場は、引き続き改善 
 

百万ドル 

南米市場の回復 

売上高 営業利益 
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17年3月期Q3 
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高機能ガラス事業 
2017年3月期第3四半期との比較 

高機能ガラス事業 
• ディスプレイの業績改善 
• プリンター用レンズ、グラスコード、 

バッテリーセパレーターの需要は堅調に 
推移 
 

 

億円 億円 

全てのセグメントで利益改善 

売上高 営業利益 

15 
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 2018年3月期 第3四半期（累計） 
 好調な市況・コスト改善により、前年同期比で事業業績が引き続き改善 

 2018年3月期第4四半期の事業環境 
 建築用ガラス・自動車用ガラス 

• 欧州：好調な市況が継続 

• 日本：自動車市場は安定 
     建築用ガラス市場は、短期的には改善を見込めず 

• 北米：自動車市場は安定軌道へ 
     建築用ガラス事業では、オタワ工場が再稼働 

• その他地域: 東南アジアのソーラー市場の回復 
        南米市場の回復基調が続く 

 高機能ガラス: コスト改善の継続とVA製品売上の拡大 

 繰延法人所得税の影響をうけるも、親会社の所有者に帰属する利益は 
黒字となる見込み 

 
 
 

まとめ 
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ご注意 

当資料の業績見通しは、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的 
であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績は見通し 
と異なる可能性があります。その要因の主なものとしては、主要市場 
（欧州、日本、北米、アジア等）の経済環境及び製品需給の変動、 
為替相場の変動等があります。 
 

日本板硝子株式会社 
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補足資料 

 決算補足資料 
 2018年3月期 連結業績予想の修正 
 個別開示項目 
 事業部門別・地域別売上高 
 事業部門別・地域別償却前営業利益 
 連結キャッシュ・フロー 
 連結貸借対照表 
 為替レート 
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2018年3月期連結業績予想の修正(12/27公表） 

米国連邦法人税率の引下げに伴う繰延税金資産の取り崩し 

• 米国の税制改革法の成立により、連邦法人税率が35%から21%へ。 
繰延税金資産の再評価を実施 

• 第3四半期に税金費用として96億円を計上 

• これは一過性の会計処理であり、税金支払義務は増加しない 

• 今後、米国の税金費用の削減に期待 

 

 

  

2018年3月期 連結業績予想の修正 

• 個別開示項目費用の減少等により、税引前利益が30億円改善 

• 親会社の所有者に帰属する利益は差し引きで70億円減少するが、 
通期では黒字となる見込み 

  

親会社の所有者に帰属する利益は黒字となる見込み  
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個別開示項目 
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（億円）

2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

有形固定資産等の売却益 79 21
ジョイント・ベンチャー及び関連会社に対する投資の売却益 9 15
保険金の受取による利益 - 10
事業撤退による利益 9 -
設備休止に係る費用 - (37)
リストラクチャリング費用 (28) (33)
有形固定資産等の減損損失 (16) (5)
その他 1 4

54 (25)



事業部門別・地域別売上高  
2017年3月期第3四半期との比較 
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（億円） 2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

増減

建築用ガラス 1,781 1,825 44
欧州 629 703 74
日本 502 487 (15)
北米 267 237 (30)
その他の地域 383 398 15

自動車用ガラス 2,179 2,296 117
欧州 946 1,009 63
日本 407 419 12
北米 597 609 12
その他の地域 229 259 30

高機能ガラス 344 367 23
欧州 49 56 7
日本 179 191 12
北米 7 10 3
その他の地域 109 110 1

その他 3 6 3
欧州 0 3 3
日本 3 3 0
北米 0 0 0
その他の地域 0 0 0

合計 4,307 4,494 187



事業部門別・地域別償却前営業利益* 
2017年3月期第3四半期との比較 

*: 無形資産償却前営業利益 
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（億円） 2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

増減

事業別
建築用ガラス 208 204 (4)
自動車用ガラス 78 77 (1)
高機能ガラス 4 49 45
その他 (62) (56) 6
合計 228 274 46

地域別
欧州 59 111 52
日本 7 19 12
北米 71 55 (16)
その他の地域 91 89 (2)
合計 228 274 46



連結キャッシュ・フロー 
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(億円)

2017年3月期
4月-12月期

2018年3月期
4月-12月期

当期利益 59 (4)
減価償却費 242 241
減損損失 17 5
有形固定資産等売却益・事業撤退による利益 (99) (22)
法人所得税支払額 (34) (46)
その他 (26) 30
営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減考慮前） 159 204
運転資本の増減 (80) (139)
営業活動によるキャッシュ・フロー 79 65

有形固定資産の取得 (169) (234)
資産売却収入 129 74
その他 (7) (10)
投資活動によるキャッシュ・フロー (47) (170)

フリー・キャッシュ・フロー 32 (105)


standard
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		100
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PL
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				Consolidated Income Statement																連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)				(3.0)								個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)				(30)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)				(15.0)								金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)				(150)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7				2.0								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17				20

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)				30

		18				Profit attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								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		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク
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		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)												金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7												持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

						Taxation		(6.6)		(4.8)												法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)												米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15



		6





*

*



PL (3)

				2		64		12		12		2				12		1				2		56		15		15						12		1

				Consolidated Income Statement																		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(original)		FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（当初） ギョウセキ ヨソウ トウ ショ		2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0		600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000		6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0		38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380		380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)		(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)		(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0		36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360		360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)														個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																		個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0						0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)														金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7														持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				17.0		20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				170		200

						Taxation		(6.6)		(4.8)														法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)														米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				10.0		3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				100		30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				8.0		1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				80		10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8														EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																		*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15



		6





*

*



Exceptional

				2		40		15		15		1				2		40		15		15		1

				Exceptional items												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

						Gain on disposal of non-current assets		7.9		2.1								有形固定資産等の売却益		79		21

						Gain on disposal of investments in JVs and associates		0.9		1.5								ジョイント・ベンチャー及び関連会社に対する投資の売却益		9		15

						Gain on settlement of insurance proceeds		-		1.0								保険金の受取による利益 ホケン キン ウケトリ リエキ		-		10

		24				Gain from exit of business		0.9		-								事業撤退による利益 ジギョウ テッタイ リエキ		9		-

						Suspension of facilities		-		(3.7)								設備休止に係る費用 セツビ キュウシ カカ ヒヨウ		-		(37)

						Restructuring costs		(2.8)		(3.3)								リストラクチャリング費用 ヒヨウ		(28)		(33)

		24				Impairments of non-current assets		(1.6)		(0.5)								有形固定資産等の減損損失 ユウケイ コテイ シサン トウ ゲンソン ソンシツ		(16)		(5)

						Other items		0.1		0.4								その他		1		4

		10						5.4		(2.5)										54		(25)

		10























CF

				2		62						1				2		45				14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								(億円) オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)

		18				Depreciation and amortization		24.2		24.1								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		242		241

						Impairment		1.7		0.5								減損損失		17		5

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(9.9)		(2.2)								有形固定資産等売却益・事業撤退による利益 ユウケイ コテイ シサン トウ バイキャクエキ ジギョウ テッタイ リエキ		(99)		(22)

		18				Tax paid		(3.4)		(4.6)								法人所得税支払額 ホウジン ショトクゼイ シハライ ガク		(34)		(46)

		18				Others		(2.6)		3.0								その他 タ		(26)		30

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		15.9		20.4								営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減考慮前） エイギョウ カツドウ ウンテン シホン ゾウゲン コウリョ マエ		159		204

		18				Net change in working capital		(8.0)		(13.9)								運転資本の増減 ウンテン シホン ゾウゲン		(80)		(139)

		18				Net cash flows from operating activities		7.9		6.5								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		79		65

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(16.9)		(23.4)								有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		(169)		(234)

						Disposal proceeds		12.9		7.4								資産売却収入 シサン バイキャク シュウニュウ		129		74

		18				Others		(0.7)		(1.0)								その他 タ		(7)		(10)

		18				Net cash flows from investing activities		(4.7)		(17.0)								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(47)		(170)

		18

		18				Free cash flow		3.2		(10.5)								フリー・キャッシュ・フロー		32		(105)

		10

		10







KPI

				2		40				15		1				2		48				15		1

				Key Performance Indicators												主要財務指標(KPI) シュヨウ ザイム シヒョウ



		36						31-Mar-17		31-Dec-17										2017年3月末		2017年12月末

		12

		24				Net Debt (JPY bn)		313		335								ネット借入（億円） カリイレ オクエン		3,133		3,348

		24				Net Debt/EBITDA		5.0x		5.0x								ネット借入/EBITDA カリイレ		5.0x		5.0x

		24				Net Debt/Equity Ratio		2.3x		2.3x								ネット借入/純資産比率 カリイレ ジュンシサン ヒリツ		2.3x		2.3x

						Shareholders' Equity Ratio		15.7%		17.3%								自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		15.7%		17.3%

		24

		36						FY2017
Q3		FY2018
Q3										2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Operating Return* on Sales		5.3%		6.1%								営業利益率* エイギョウ リエキ リツ		5.3%		6.1%

		24				* trading profit												* 無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ

		10





















JVs

				2		40		15		15		1				2		48		15		15		1

				Joint ventures & Associates												持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Share of post-tax results		0.8		1.7								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		10

		10





















Graphs

		Europe						FY2017		FY2018

		million Euros

						Arch		532		549

						Auto		800		788

						Trading profit		67		91

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		532		549

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		800		788

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		67		91

		Japan						FY2017		FY2018

		billion yen

						Arch		50		49

						Auto		41		42

						Trading profit		4.3		1.8

		億円 オクエン				建築用ガラス ケンチク ヨウ		502		487

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		407		419

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		43		18

		North America						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		249		213

						Auto		559		546

						Trading profit		70		53

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		249		213

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		559		546

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		70		53

		Rest of World						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		359		357

						Auto		214		233

						Trading profit		84		78

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		359		357

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		214		233

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		84		78

		Technical Glass						FY2017		FY2018

		billion yen

						Revenue		34		37



						Trading profit		0.4		4.9

		億円 オクエン				売上高 ウリアゲ ダカ		344		367



						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		4		49



Auto	

800	787.54198963602437	Arch	

532	548.94293256425203	Trading profit	

67	91	









売上高	

344	367	無形資産償却前営業利益	



4	49	









自動車用ガラス	

800	787.54198963602437	建築用ガラス	

532	548.94293256425203	無形資産償却前営業利益	

67	91	









Auto	

40.700000000000003	41.9	Arch	

50	49	Trading profit	



4.3	1.8	









自動車用ガラス	

407	419	建築用ガラス	

502	487	無形資産償却前営業利益	

43	18	









Auto	

559	546.43939553287044	Arch	

249	212.8629999999996	Trading profit	

70	53	









自動車用ガラス	

559	546.43939553287044	建築用ガラス	

249	212.8629999999996	無形資産償却前営業利益	

70	53	









Auto	

214	232.71792273268886	Arch	

359	356.85954124339997	Trading profit	

84	78	









自動車用ガラス	

214	232.71792273268886	建築用ガラス	

359	356.85954124339997	無形資産償却前営業利益	

84	78	









Revenue	





34.4	36.700000000000003	Trading profit	



0.4	4.9000000000000004	











Revenue New

				(JPY bn)				FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）				2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				Architectural				178.1		182.5		4.4						建築用ガラス ケンチクヨウ				1,781		1,825		44

						Europe		62.9		70.3		7.4								欧州 オウシュウ		629		703		74

						Japan		50.2		48.7		(1.5)								日本 ニホン		502		487		(15)

						North America		26.7		23.7		(3.0)								北米 ホクベイ		267		237		(30)

						Rest of World		38.3		39.8		1.5								その他の地域 タ チイキ		383		398		15												1000

				Automotive				217.9		229.6		11.7						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ				2,179		2,296		117

						Europe		94.6		100.9		6.3								欧州 オウシュウ		946		1,009		63

						Japan		40.7		41.9		1.2								日本 ニホン		407		419		12

						North America		59.7		60.9		1.2								北米 ホクベイ		597		609		12

						Rest of World		22.9		25.9		3.0								その他の地域 タ チイキ		229		259		30

				Technical Glass				34.4		36.7		2.3						高機能ガラス コウキノウ				344		367		23

						Europe		4.9		5.6		0.7								欧州 オウシュウ		49		56		7

						Japan		17.9		19.1		1.2								日本 ニホン		179		191		12

						North America		0.7		1.0		0.3								北米 ホクベイ		7		10		3

						Rest of World		10.9		11.0		0.1								その他の地域 タ チイキ		109		110		1

				Other Operations				0.3		0.6		0.3						その他 タ				3		6		3

						Europe		0.0		0.3		0.3								欧州 オウシュウ		0		3		3

						Japan		0.3		0.3		0.0								日本 ニホン		3		3		0

						North America		0.0		0.0		0.0								北米 ホクベイ		0		0		0

						Rest of World		0.0		0.0		0.0								その他の地域 タ チイキ		0		0		0

				Total				430.7		449.4		18.7						合計 ゴウケイ				4,307		4,494		187







Trading New



				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				by SBU												事業別 ジギョウ ベツ

				Architectural		20.8		20.4		(0.4)						建築用ガラス ケンチクヨウ		208		204		(4)

				Automotive		7.8		7.7		(0.1)						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		78		77		(1)

				Technical Glass		0.4		4.9		4.5						高機能ガラス コウキノウ		4		49		45

				Other Operations		(6.2)		(5.6)		0.6						その他 タ		(62)		(56)		6

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46



				by Region												地域別 チイキ ベツ

				Europe		5.9		11.1		5.2						欧州 オウシュウ		59		111		52

				Japan		0.7		1.9		1.2						日本 ニホン		7		19		12

				North America		7.1		5.5		(1.6)						北米 ホクベイ		71		55		(16)

				Rest of World		9.1		8.9		(0.2)						その他の地域 タ チイキ		91		89		(2)

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46





















BS

				2		45		15		15				1				2		48		15		15				1

				Balance sheet



		36				(JPY bn)		31-Mar-17		31-Dec-17		Change								（億円） オクエン		2017年3月末		2017年12月末		増減 ゾウゲン

						Assets		790.2		782.0		(8.2)								資産 シサン		7,902		7,820		(82)		(82.0)

						Non-current assets		527.8		543.2		15.4								非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		5,278		5,432		154		154.0

		12				Goodwill & intangible assets		162.3		176.2		13.9								のれん・無形資産 ムケイ シサン		1,623		1,762		139		139.0

						Property, plant and equipment		245.2		257.6		12.4								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,452		2,576		124		124.0

						Other		120.3		109.4		(10.9)								その他 タ		1,203		1,094		(109)		(109.0)

						Current assets		262.4		238.8		(23.6)								流動資産 リュウドウ シサン		2,624		2,388		(236)		(236.0)

						Cash and cash equivalents		84.9		51.9		(33.0)								現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		849		519		(330)		(330.0)

						Other		177.5		186.9		9.4								その他 タ		1,775		1,869		94		94.0

						Liabilities		656.5		638.2		(18.3)								負債 フサイ		6,565		6,382		(183)		(183.0)

						Current liabilities		223.2		246.0		22.8								流動負債 リュウドウ フサイ		2,232		2,460		228		228.0

						Financial liabilities		79.8		111.6		31.8								金融負債 キンユウ フサイ		798		1,116		318		318.0

						Other		143.4		134.4		(9.0)								その他 タ		1,434		1,344		(90)		(90.0)

						Non-current liabilities		433.3		392.2		(41.1)								非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		4,333		3,922		(411)		(411.0)

						Financial liabilities		319.6		276.4		(43.2)								金融負債 キンユウ フサイ		3,196		2,764		(432)		(432.0)

						Other		113.7		115.8		2.1								その他 タ		1,137		1,158		21		21.0

						Equity		133.7		143.8		10.1								資本 シホン		1,337		1,438		101		101.0

						Shareholders' equity		124.1		135.1		11.0								親会社の所有に帰属する持分 オヤガイシャ ショユウ キゾク モチブン		1,241		1,351		110		110.0

						Non-controlling interests		9.6		8.7		(0.9)								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		96		87		(9)		(9.0)

						Total liabilities and equity		790.2		782.0		(8.2)								負債及び資本 フサイ オヨ シホン		7,902		7,820		(82)		(82.0)































CAPEX

				Depreciation & Amortization, CAPEX, R&D Expenditures																減価償却費・資本的支出・研究開発費

				(JPY bn)		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017				(億円) オクエン		2012年
3月期 ネン ガツキ		2013年
3月期 ネン ガツキ		2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期

				Depreciation and Amortization		38.7		36.6		40.4		41.7		40.9		32.2				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		387		366		404		417		409		322

				Capital expenditures		34.7		26.0		31.6		36.6		28.2		28.0				資本的支出 シホンテキ シシュツ		347		260		316		366		282		280

				R&D expenditures		8.0		7.3		7.9		8.2		9.8		8.5				研究開発費		80		73		79		82		98		85











FX assumptions

				2		40		18						18				18		1				2		40		18						18						1

				Assumptions																				為替レート カワセ



		60						FY2017
Q3		FY2017
Full-year		FY2018
Q3		FY2018
Forecast				FY2017
Forecast										2017年3月期
4月-12月期		2017年3月期		2018年3月期
4月-12月期		2018年3月期
通期前提 ツウキ ゼンテイ				2017年3月期
通期前提 ネン ガツキ ツウキ ゼンテイ

		24				Average rates used:																				期中平均為替レート： キチュウ ヘイキン カワセ

		36				JPY/GBP		142		142		146		140				160								円/英ポンド エン エイ		142		142		146		140				160

		36				JPY/USD		107		108		111		110				110								円/米ドル エン ベイ		107		108		111		110				110

		36				JPY/EUR		118		119		128		120				130								円/ユーロ エン		118		119		128		120				130

		24

		24				Closing rates used:																				期末為替レート： キマツ カワセ

		36				JPY/GBP		144		139		152														円/英ポンド エン エイ		144		139		152

		36				JPY/USD		117		111		113														円/米ドル エン ベイ		117		111		113

		36				JPY/EUR		122		119		136														円/ユーロ エン		122		119		136

		15

		15

		6







Segment

																																External sales														TP

		Europe						External sales								Trading profit												Arch				FY18 Q3				FY17 Q3

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3												JPY m		%		JPY m		%

								JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm								Europe		70,303		38.5%		62,915		35.3%				15.67%				20,462

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Japan		48,708		26.7%		50,222		28.2%				10.9%

						Arch		70,303		ERROR:#NAME?		62,915		ERROR:#NAME?		6,063		ERROR:#NAME?		4,199		ERROR:#NAME?								North America		23,724		13.0%		26,636		15.0%				5.3%

						Auto		100,861		ERROR:#NAME?		94,616		ERROR:#NAME?		5,656		ERROR:#NAME?		3,695		ERROR:#NAME?								ROW		39,772		21.8%		38,307		21.5%				8.9%

						Tech		5,638		ERROR:#NAME?		4,949		ERROR:#NAME?		643		ERROR:#NAME?		329		ERROR:#NAME?								Total		182,507		100.0%		178,080		100.0%

						Other		301		ERROR:#NAME?		18		ERROR:#NAME?		(1,236)		ERROR:#NAME?		(2,274)		ERROR:#NAME?												40.6%				41.3%

								177,103		ERROR:#NAME?		162,498		ERROR:#NAME?		11,125		ERROR:#NAME?		5,949		ERROR:#NAME?

																												Auto				FY18 Q3				FY17 Q3

																																JPY m		%		JPY m		%

		Japan						External sales								Trading profit														Europe		100,861		43.9%		94,616		43.4%				22.5%				7,662

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3										Japan		41,894		18.2%		40,718		18.7%				9.33%

								JPYm				JPYm				JPYm				JPYm										North America		60,901		26.5%		59,719		27.4%				13.6%

																														ROW		25,937		11.3%		22,845		10.5%				5.8%

						Arch		48,708				50,222				(801)				395										Total		229,592		100.0%		217,898		100.0%

						Auto		41,894				40,718				2,642				3,870														51.1%				50.6%

						Tech		19,069				17,878				3,676				(403)

						Other		313				311				(3,569)				(3,174)								Tech				FY18 Q3				FY17 Q3

								109,984				109,129				1,947				688												JPY m		%		JPY m		%

																														All		36,685		8.2%		34,418		8.0%				8.2%				4,928



		North America						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3								Other				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm										JPY m		%		JPY m		%

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								All		634				329						-				(5,629)

						Arch		23,724		ERROR:#NAME?		26,636		ERROR:#NAME?		6,053		ERROR:#NAME?		6,655		ERROR:#NAME?

						Auto		60,901		ERROR:#NAME?		59,719		ERROR:#NAME?		(145)		ERROR:#NAME?		833		ERROR:#NAME?						Total				449,417		448,783		430,725						100%

						Tech		963		ERROR:#NAME?		735		ERROR:#NAME?		134		ERROR:#NAME?		124		ERROR:#NAME?

						Other		0		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(581)		ERROR:#NAME?		(558)		ERROR:#NAME?

								85,587		ERROR:#NAME?		87,090		ERROR:#NAME?		5,460		ERROR:#NAME?		7,054		ERROR:#NAME?

		ROW						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Arch		39,772		ERROR:#NAME?		38,307		ERROR:#NAME?		9,148		ERROR:#NAME?		9,489		ERROR:#NAME?

						Auto		25,937		ERROR:#NAME?		22,845		ERROR:#NAME?		(490)		ERROR:#NAME?		(582)		ERROR:#NAME?

						Tech		11,014		ERROR:#NAME?		10,856		ERROR:#NAME?		476		ERROR:#NAME?		387		ERROR:#NAME?

						Other		19		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(242)		ERROR:#NAME?		(232)		ERROR:#NAME?

								76,742		ERROR:#NAME?		72,008		ERROR:#NAME?		8,891		ERROR:#NAME?		9,062		ERROR:#NAME?

		Tech						36,685				34,418				4,928				436





Forecast (2)

				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				FY2017 Forecast												2017年3月期通期業績見通し ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ



		60				(JPY bn)		Original Forecast		New
Forecast								(億円) オクエン		当初予想 トウショ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		620		570								売上高 ウリアゲ ダカ		6,200		5,700

		18				Operating profit		31		31								営業利益 エイギョウ リエキ		310		310

		18				Profit before taxation		15		15								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		150		150

		18				Profit for the period		7		7								当期利益 トウキ リエキ		70		70

		18				Profit attributable to owners of the parent		5		5								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		50		50

		6

		15

		6



				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				Revised Forecast												2016年3月期通期業績見通し修正 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ シュウセイ



		60				(JPY bn)		Previous
Forecast										(億円) オクエン		前回
予想 ゼンカイ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		650										売上高 ウリアゲ ダカ		6,500		6,500

		18				Operating profit		19										営業利益 エイギョウ リエキ		190		190

						Profit before taxation		-										税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		-		10

						Profit/(loss) for the period		-										当期利益/（損失） トウキ リエキ ソンシツ		-		(55)

						Profit/(loss) attributable to owners of the parent		-										親会社の所有者に帰属する当期利益/（損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		-		(75)



		6











Q CF

				2		62						1				2		45														14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ

																				FY16						FY17

		60				(JPY bn)		FY2016
Q2		FY2017
Q2								(JPY bn)		Q1		Q2		6か月
累計 ゲツ ルイケイ		Q1		Q2		Q3		Cum

		12

		18				Profit/(loss) for the period		(1.6)		5.1								Profit/(loss) for the period		(5)		(11)		(16)		44		7		8		59

		18				Depreciation and amortization		21.0		16.5								Depreciation and amortization		106		104		210		91		74		77		242

						Impairment		-		1.3								Impairment		-		-		-		7		6		4		17

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(0.1)		(9.8)								Gain on disposal of assets and exit of business		-		(1)		(1)		(94)		(4)		(1)		(99)

		18				Tax paid		(1.8)		(2.5)								Tax paid		(12)		(6)		(18)		(19)		(6)		(9)		(34)

		18				Others		(9.5)		(0.2)								Others		(55)		(40)		(95)		62		(64)		(24)		(26)

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		8.0		10.4								Net operating cash flows before movement in working capital		34		46		80		91		13		55		159

		18				Net change in working capital		(11.0)		(4.3)								Net change in working capital		(149)		39		(110)		(111)		68		(37)		(80)

		18				Net cash outflows from operating activities		(3.0)		6.1								Net cash outflows from operating activities		(115)		85		(30)		(20)		81		18		79

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(17.0)		(12.0)								Purchase of property, plant and equipment		(86)		(84)		(170)		(78)		(42)		(49)		(169)

						Disposal proceeds		0.3		9.2								Disposal proceeds		-		3		3		86		6		37		129

		18				Others		(0.8)		0.9								Others		(3)		(5)		(8)		(5)		14		(16)		(7)

		18				Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(17.5)		(1.9)								Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(89)		(86)		(175)		3		(22)		(28)		(47)

		18

		18				Cash flow before financing activities		(20.5)		4.2								Cash flow before financing activities		(204)		(1)		(205)		(17)		59		(10)		32

		10

		10







Sheet1

								Q2		Q3

						Profit/(loss) for the period from continuing operations		5,114		5,938				824

						Adjustments for:

						Taxation		5,752		6,537				785

						Depreciation		13,250		19,896				6,646

						Amortization		3,296		4,307				1,011

						Impairment		1,399		1,754				355

						Reversal of impairments		(87)		(94)				(7)

						Gain on sale of property, plant and equipment		(8,210)		(8,164)				46

						Gain from exit of business		(855)		(855)				0

						Gain on disposal of investments		(745)		(907)				(162)

						Deemed disposal of share of associate				-

						Grants and deferred income		(270)		(352)				(82)

						Finance income		(686)		(921)				(235)

						Finance expenses		9,977		14,690				4,713

						Share of losses from joint ventures and associates		(266)		(756)				(490)

						Other items		(1,394)		(1,034)				360

						Operating cash flows before movement in provisions and working capital		26,275		40,039				13,764

						Decrease in provisions and retirement benefit obligations		(4,168)		(9,121)				(4,953)

						Changes in working capital:

						inventories		(686)		(3,557)				(2,871)

						construction work-in-progress		(117)		(108)				9

						trade and other receivables		63		3,230				3,167

						trade and other payables		(3,529)		(7,585)				(4,056)

						Net change in working capital		(4,269)		(8,020)				(3,751)

						Cash flows generated from operations		17,838		22,898				5,060



						Interest paid		(9,823)		(12,457)				(2,634)

						Interest received		633		827				194

						Tax paid		(2,540)		(3,395)				(855)

								6,108		7,873				1,765





FX

										2018		2017

										9		9

										A		A

										CA		CA

								JPYt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								EURt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								USDt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								EUR		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								USD		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?







連結貸借対照表 

25 2018年2月2日 2018年3月期第3四半期決算報告 

（億円）
2017年3月末 2017年12月末 増減

資産 7,902 7,820 (82)
非流動資産 5,278 5,432 154
のれん・無形資産 1,623 1,762 139
有形固定資産 2,452 2,576 124
その他 1,203 1,094 (109)
流動資産 2,624 2,388 (236)
現金及び現金同等物 849 519 (330)
その他 1,775 1,869 94

負債 6,565 6,382 (183)
流動負債 2,232 2,460 228
金融負債 798 1,116 318
その他 1,434 1,344 (90)
非流動負債 4,333 3,922 (411)
金融負債 3,196 2,764 (432)
その他 1,137 1,158 21

資本 1,337 1,438 101
親会社の所有に帰属する持分 1,241 1,351 110
非支配持分 96 87 (9)

負債及び資本 7,902 7,820 (82)



為替レート 

26 2018年2月2日 2018年3月期第3四半期決算報告 

2017年3月期
4月-12月期 2017年3月期 2018年3月期

4月-12月期
2018年3月期

通期前提

期中平均為替レート：

円/英ポンド 142 142 146 140

円/米ドル 107 108 111 110

円/ユーロ 118 119 128 120

期末為替レート：

円/英ポンド 144 139 152

円/米ドル 117 111 113

円/ユーロ 122 119 136


standard

				118

		100

		100

		100

		60





PL

				2		64		12		12		2		12		1				2		56		15		15				12		1

				Consolidated Income Statement																連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)				(3.0)								個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)				(30)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)				(15.0)								金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)				(150)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7				2.0								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17				20

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)				30

		18				Profit attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								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		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15
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PL (2)

				2		64		12		12		2		12		1				2		56		15		15				12		1

				Consolidated Income Statement																連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0				0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)												金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7												持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				200

						Taxation		(6.6)		(4.8)												法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)												米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8												EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15



		6





*

*



PL (3)

				2		64		12		12		2				12		1				2		56		15		15						12		1

				Consolidated Income Statement																		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3				FY2018
Forecast
(original)		FY2018
Forecast
(revised)								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期				2018年3月期
業績予想
（当初） ギョウセキ ヨソウ トウ ショ		2018年3月期
業績予想
（修正） ギョウセキ ヨソウ シュウセイ

		12

		18				Revenue		430.7		449.4				600.0		600.0								売上高 ウリアゲ ダカ		4,307		4,494				6,000		6,000

		12

		18				Trading profit		22.8		27.4				38.0		38.0								無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		228		274				380		380

		18				Amortization		(2.7)		(1.5)				(2.0)		(2.0)								償却費 ショウキャク ヒ		(27)		(15)				(20)		(20)

		18				Operating profit		20.1		25.9				36.0		36.0								営業利益 エイギョウ リエキ		201		259				360		360

		18				Exceptional items		5.4		(2.5)														個別開示項目 コベツ カイジ コウモク		54		(25)

		18				Operating profit after exceptional items																		個別開示項目後営業利益 コベツ カイジ コウモク ゴ エイギョウ リエキ		0		0						0

		18				Finance expenses (net)		(13.8)		(11.1)														金融費用（純額） キンユウ ヒヨウ ジュン ガク		(138)		(111)

		18				Share of JVs and associates		0.8		1.7														持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		18				Profit before taxation		12.5		14.0				17.0		20.0								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		125		140				170		200

						Taxation		(6.6)		(4.8)														法人所得税 ホウジン ショトクゼイ		(66)		(48)

						Adjustment in respect of US tax rate change		-		(9.6)														米国連邦法人税率の変更に伴う調整額 ベイコク レンポウ ホウジンゼイ リツ ヘンコウ トモナ チョウセイ ガク		-		(96)

		18				Profit/(loss) for the period		5.9		(0.4)				10.0		3.0								当期利益/(損失) トウキ リエキ ソンシツ		59		(4)				100		30

		18				Profit/(loss) attributable to owners of the parent		4.6		(1.7)				8.0		1.0								親会社の所有者に帰属する当期利益/(損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		46		(17)				80		10

		12

		18				EBITDA		44.3		48.8														EBITDA		443		488

		6

		15				*  Amortization arising from the acquisition of Pilkington plc only																		*  ピルキントン買収に伴って発生した無形資産の償却 バイシュウ トモナ ハッセイ ムケイ シサン ショウキャク

		15



		6





*

*



Exceptional

				2		40		15		15		1				2		40		15		15		1

				Exceptional items												個別開示項目 コベツ カイジ コウモク



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

						Gain on disposal of non-current assets		7.9		2.1								有形固定資産等の売却益		79		21

						Gain on disposal of investments in JVs and associates		0.9		1.5								ジョイント・ベンチャー及び関連会社に対する投資の売却益		9		15

						Gain on settlement of insurance proceeds		-		1.0								保険金の受取による利益 ホケン キン ウケトリ リエキ		-		10

		24				Gain from exit of business		0.9		-								事業撤退による利益 ジギョウ テッタイ リエキ		9		-

						Suspension of facilities		-		(3.7)								設備休止に係る費用 セツビ キュウシ カカ ヒヨウ		-		(37)

						Restructuring costs		(2.8)		(3.3)								リストラクチャリング費用 ヒヨウ		(28)		(33)

		24				Impairments of non-current assets		(1.6)		(0.5)								有形固定資産等の減損損失 ユウケイ コテイ シサン トウ ゲンソン ソンシツ		(16)		(5)

						Other items		0.1		0.4								その他		1		4

		10						5.4		(2.5)										54		(25)

		10























CF

				2		62						1				2		45				14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ



		60				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								(億円) オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		18				Profit for the period		5.9		(0.4)								当期利益 トウキ リエキ		59		(4)

		18				Depreciation and amortization		24.2		24.1								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		242		241

						Impairment		1.7		0.5								減損損失		17		5

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(9.9)		(2.2)								有形固定資産等売却益・事業撤退による利益 ユウケイ コテイ シサン トウ バイキャクエキ ジギョウ テッタイ リエキ		(99)		(22)

		18				Tax paid		(3.4)		(4.6)								法人所得税支払額 ホウジン ショトクゼイ シハライ ガク		(34)		(46)

		18				Others		(2.6)		3.0								その他 タ		(26)		30

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		15.9		20.4								営業活動によるキャッシュ・フロー （運転資本の増減考慮前） エイギョウ カツドウ ウンテン シホン ゾウゲン コウリョ マエ		159		204

		18				Net change in working capital		(8.0)		(13.9)								運転資本の増減 ウンテン シホン ゾウゲン		(80)		(139)

		18				Net cash flows from operating activities		7.9		6.5								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		79		65

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(16.9)		(23.4)								有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		(169)		(234)

						Disposal proceeds		12.9		7.3								資産売却収入 シサン バイキャク シュウニュウ		129		73

		18				Others		(0.7)		(0.9)								その他 タ		(7)		(9)

		18				Net cash flows from investing activities		(4.7)		(17.0)								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(47)		(170)

		18

		18				Free cash flow		3.2		(10.5)								フリー・キャッシュ・フロー		32		(105)

		10

		10







KPI

				2		40				15		1				2		48				15		1

				Key Performance Indicators												主要財務指標(KPI) シュヨウ ザイム シヒョウ



		36						31-Mar-17		31-Dec-17										2017年3月末		2017年12月末

		12

		24				Net Debt (JPY bn)		313		335								ネット借入（億円） カリイレ オクエン		3,133		3,348

		24				Net Debt/EBITDA		5.0x		5.0x								ネット借入/EBITDA カリイレ		5.0x		5.0x

		24				Net Debt/Equity Ratio		2.3x		2.3x								ネット借入/純資産比率 カリイレ ジュンシサン ヒリツ		2.3x		2.3x

						Shareholders' Equity Ratio		15.7%		17.3%								自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		15.7%		17.3%

		24

		36						FY2017
Q3		FY2018
Q3										2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Operating Return* on Sales		5.3%		6.1%								営業利益率* エイギョウ リエキ リツ		5.3%		6.1%

		24				* trading profit												* 無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ

		10





















JVs

				2		40		15		15		1				2		48		15		15		1

				Joint ventures & Associates												持分法適用会社 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ



		36				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3								（億円） オクエン		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期

		12

		24				Share of post-tax results		0.8		1.7								持分法による投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ		8		17

		10

		10





















Graphs

		Europe						FY2017		FY2018

		million Euros

						Arch		532		549

						Auto		800		788

						Trading profit		67		91

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		532		549

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		800		788

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		67		91

		Japan						FY2017		FY2018

		billion yen

						Arch		50		49

						Auto		41		42

						Trading profit		4.3		1.8

		億円 オクエン				建築用ガラス ケンチク ヨウ		502		487

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		407		419

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		43		18

		North America						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		249		213

						Auto		559		546

						Trading profit		70		53

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		249		213

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		559		546

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		70		53

		Rest of World						FY2017		FY2018

		million Dollars

						Arch		359		357

						Auto		214		233

						Trading profit		84		78

						建築用ガラス ケンチク ヨウ		359		357

						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		214		233

						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		84		78

		Technical Glass						FY2017		FY2018

		billion yen

						Revenue		34		37



						Trading profit		0.4		4.9

		億円 オクエン				売上高 ウリアゲ ダカ		344		367



						無形資産償却前営業利益 ムケイ シサン ショウキャク マエ エイギョウ リエキ		4		49



Auto	

800	787.54198963602437	Arch	

532	548.94293256425203	Trading profit	

67	91	









売上高	

344	367	無形資産償却前営業利益	



4	49	









自動車用ガラス	

800	787.54198963602437	建築用ガラス	

532	548.94293256425203	無形資産償却前営業利益	

67	91	









Auto	

40.700000000000003	41.9	Arch	

50	49	Trading profit	



4.3	1.8	









自動車用ガラス	

407	419	建築用ガラス	

502	487	無形資産償却前営業利益	

43	18	









Auto	

559	546.43939553287044	Arch	

249	212.8629999999996	Trading profit	

70	53	









自動車用ガラス	

559	546.43939553287044	建築用ガラス	

249	212.8629999999996	無形資産償却前営業利益	

70	53	









Auto	

214	232.71792273268886	Arch	

359	356.85954124339997	Trading profit	

84	78	









自動車用ガラス	

214	232.71792273268886	建築用ガラス	

359	356.85954124339997	無形資産償却前営業利益	

84	78	









Revenue	





34.4	36.700000000000003	Trading profit	



0.4	4.9000000000000004	











Revenue New

				(JPY bn)				FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）				2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				Architectural				178.1		182.5		4.4						建築用ガラス ケンチクヨウ				1,781		1,825		44

						Europe		62.9		70.3		7.4								欧州 オウシュウ		629		703		74

						Japan		50.2		48.7		(1.5)								日本 ニホン		502		487		(15)

						North America		26.7		23.7		(3.0)								北米 ホクベイ		267		237		(30)

						Rest of World		38.3		39.8		1.5								その他の地域 タ チイキ		383		398		15												1000

				Automotive				217.9		229.6		11.7						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ				2,179		2,296		117

						Europe		94.6		100.9		6.3								欧州 オウシュウ		946		1,009		63

						Japan		40.7		41.9		1.2								日本 ニホン		407		419		12

						North America		59.7		60.9		1.2								北米 ホクベイ		597		609		12

						Rest of World		22.9		25.9		3.0								その他の地域 タ チイキ		229		259		30

				Technical Glass				34.4		36.7		2.3						高機能ガラス コウキノウ				344		367		23

						Europe		4.9		5.6		0.7								欧州 オウシュウ		49		56		7

						Japan		17.9		19.1		1.2								日本 ニホン		179		191		12

						North America		0.7		1.0		0.3								北米 ホクベイ		7		10		3

						Rest of World		10.9		11.0		0.1								その他の地域 タ チイキ		109		110		1

				Other Operations				0.3		0.6		0.3						その他 タ				3		6		3

						Europe		0.0		0.3		0.3								欧州 オウシュウ		0		3		3

						Japan		0.3		0.3		0.0								日本 ニホン		3		3		0

						North America		0.0		0.0		0.0								北米 ホクベイ		0		0		0

						Rest of World		0.0		0.0		0.0								その他の地域 タ チイキ		0		0		0

				Total				430.7		449.4		18.7						合計 ゴウケイ				4,307		4,494		187







Trading New



				(JPY bn)		FY2017
Q3		FY2018
Q3		Change						（億円）		2017年3月期
4月-12月期		2018年3月期
4月-12月期		増減

				by SBU												事業別 ジギョウ ベツ

				Architectural		20.8		20.4		(0.4)						建築用ガラス ケンチクヨウ		208		204		(4)

				Automotive		7.8		7.7		(0.1)						自動車用ガラス ジドウシャ ヨウ		78		77		(1)

				Technical Glass		0.4		4.9		4.5						高機能ガラス コウキノウ		4		49		45

				Other Operations		(6.2)		(5.6)		0.6						その他 タ		(62)		(56)		6

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46



				by Region												地域別 チイキ ベツ

				Europe		5.9		11.1		5.2						欧州 オウシュウ		59		111		52

				Japan		0.7		1.9		1.2						日本 ニホン		7		19		12

				North America		7.1		5.5		(1.6)						北米 ホクベイ		71		55		(16)

				Rest of World		9.1		8.9		(0.2)						その他の地域 タ チイキ		91		89		(2)

				Total		22.8		27.4		4.6						合計 ゴウケイ		228		274		46





















BS

				2		45		15		15				1				2		48		15		15				1

				Balance sheet



		36				(JPY bn)		31-Mar-17		31-Dec-17		Change								（億円） オクエン		2017年3月末		2017年12月末		増減 ゾウゲン

						Assets		790.2		782.0		(8.2)								資産 シサン		7,902		7,820		(82)		(82.0)

						Non-current assets		527.8		543.2		15.4								非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		5,278		5,432		154		154.0

		12				Goodwill & intangible assets		162.3		176.2		13.9								のれん・無形資産 ムケイ シサン		1,623		1,762		139		139.0

						Property, plant and equipment		245.2		257.6		12.4								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,452		2,576		124		124.0

						Other		120.3		109.4		(10.9)								その他 タ		1,203		1,094		(109)		(109.0)

						Current assets		262.4		238.8		(23.6)								流動資産 リュウドウ シサン		2,624		2,388		(236)		(236.0)

						Cash and cash equivalents		84.9		51.9		(33.0)								現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		849		519		(330)		(330.0)

						Other		177.5		186.9		9.4								その他 タ		1,775		1,869		94		94.0

						Liabilities		656.5		638.2		(18.3)								負債 フサイ		6,565		6,382		(183)		(183.0)

						Current liabilities		223.2		246.0		22.8								流動負債 リュウドウ フサイ		2,232		2,460		228		228.0

						Financial liabilities		79.8		111.6		31.8								金融負債 キンユウ フサイ		798		1,116		318		318.0

						Other		143.4		134.4		(9.0)								その他 タ		1,434		1,344		(90)		(90.0)

						Non-current liabilities		433.3		392.2		(41.1)								非流動負債 ヒ リュウドウ フサイ		4,333		3,922		(411)		(411.0)

						Financial liabilities		319.6		276.4		(43.2)								金融負債 キンユウ フサイ		3,196		2,764		(432)		(432.0)

						Other		113.7		115.8		2.1								その他 タ		1,137		1,158		21		21.0

						Equity		133.7		143.8		10.1								資本 シホン		1,337		1,438		101		101.0

						Shareholders' equity		124.1		135.1		11.0								親会社の所有に帰属する持分 オヤガイシャ ショユウ キゾク モチブン		1,241		1,351		110		110.0

						Non-controlling interests		9.6		8.7		(0.9)								非支配持分 ヒ シハイ モチブン		96		87		(9)		(9.0)

						Total liabilities and equity		790.2		782.0		(8.2)								負債及び資本 フサイ オヨ シホン		7,902		7,820		(82)		(82.0)































CAPEX

				Depreciation & Amortization, CAPEX, R&D Expenditures																減価償却費・資本的支出・研究開発費

				(JPY bn)		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017				(億円) オクエン		2012年
3月期 ネン ガツキ		2013年
3月期 ネン ガツキ		2014年
3月期 ネン ガツキ		2015年
3月期 ネン ガツキ		2016年
3月期 ネン ガツキ		2017年
3月期

				Depreciation and Amortization		38.7		36.6		40.4		41.7		40.9		32.2				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		387		366		404		417		409		322

				Capital expenditures		34.7		26.0		31.6		36.6		28.2		28.0				資本的支出 シホンテキ シシュツ		347		260		316		366		282		280

				R&D expenditures		8.0		7.3		7.9		8.2		9.8		8.5				研究開発費		80		73		79		82		98		85











FX assumptions

				2		40		18						18				18		1				2		40		18						18						1

				Assumptions																				為替レート カワセ



		60						FY2017
Q3		FY2017
Full-year		FY2018
Q3		FY2018
Forecast				FY2017
Forecast										2017年3月期
4月-12月期		2017年3月期		2018年3月期
4月-12月期		2018年3月期
通期前提 ツウキ ゼンテイ				2017年3月期
通期前提 ネン ガツキ ツウキ ゼンテイ

		24				Average rates used:																				期中平均為替レート： キチュウ ヘイキン カワセ

		36				JPY/GBP		142		142		146		140				160								円/英ポンド エン エイ		142		142		146		140				160

		36				JPY/USD		107		108		111		110				110								円/米ドル エン ベイ		107		108		111		110				110

		36				JPY/EUR		118		119		128		120				130								円/ユーロ エン		118		119		128		120				130

		24

		24				Closing rates used:																				期末為替レート： キマツ カワセ

		36				JPY/GBP		144		139		152														円/英ポンド エン エイ		144		139		152

		36				JPY/USD		117		111		113														円/米ドル エン ベイ		117		111		113

		36				JPY/EUR		122		119		136														円/ユーロ エン		122		119		136

		15

		15

		6







Segment

																																External sales														TP

		Europe						External sales								Trading profit												Arch				FY18 Q3				FY17 Q3

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3												JPY m		%		JPY m		%

								JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm		JPYm		EURm								Europe		70,303		38.5%		62,915		35.3%				15.67%				20,462

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								Japan		48,708		26.7%		50,222		28.2%				10.9%

						Arch		70,303		ERROR:#NAME?		62,915		ERROR:#NAME?		6,063		ERROR:#NAME?		4,199		ERROR:#NAME?								North America		23,724		13.0%		26,636		15.0%				5.3%

						Auto		100,861		ERROR:#NAME?		94,616		ERROR:#NAME?		5,656		ERROR:#NAME?		3,695		ERROR:#NAME?								ROW		39,772		21.8%		38,307		21.5%				8.9%

						Tech		5,638		ERROR:#NAME?		4,949		ERROR:#NAME?		643		ERROR:#NAME?		329		ERROR:#NAME?								Total		182,507		100.0%		178,080		100.0%

						Other		301		ERROR:#NAME?		18		ERROR:#NAME?		(1,236)		ERROR:#NAME?		(2,274)		ERROR:#NAME?												40.6%				41.3%

								177,103		ERROR:#NAME?		162,498		ERROR:#NAME?		11,125		ERROR:#NAME?		5,949		ERROR:#NAME?

																												Auto				FY18 Q3				FY17 Q3

																																JPY m		%		JPY m		%

		Japan						External sales								Trading profit														Europe		100,861		43.9%		94,616		43.4%				22.5%				7,662

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3										Japan		41,894		18.2%		40,718		18.7%				9.33%

								JPYm				JPYm				JPYm				JPYm										North America		60,901		26.5%		59,719		27.4%				13.6%

																														ROW		25,937		11.3%		22,845		10.5%				5.8%

						Arch		48,708				50,222				(801)				395										Total		229,592		100.0%		217,898		100.0%

						Auto		41,894				40,718				2,642				3,870														51.1%				50.6%

						Tech		19,069				17,878				3,676				(403)

						Other		313				311				(3,569)				(3,174)								Tech				FY18 Q3				FY17 Q3

								109,984				109,129				1,947				688												JPY m		%		JPY m		%

																														All		36,685		8.2%		34,418		8.0%				8.2%				4,928



		North America						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3								Other				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm										JPY m		%		JPY m		%

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?								All		634				329						-				(5,629)

						Arch		23,724		ERROR:#NAME?		26,636		ERROR:#NAME?		6,053		ERROR:#NAME?		6,655		ERROR:#NAME?

						Auto		60,901		ERROR:#NAME?		59,719		ERROR:#NAME?		(145)		ERROR:#NAME?		833		ERROR:#NAME?						Total				449,417		448,783		430,725						100%

						Tech		963		ERROR:#NAME?		735		ERROR:#NAME?		134		ERROR:#NAME?		124		ERROR:#NAME?

						Other		0		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(581)		ERROR:#NAME?		(558)		ERROR:#NAME?

								85,587		ERROR:#NAME?		87,090		ERROR:#NAME?		5,460		ERROR:#NAME?		7,054		ERROR:#NAME?

		ROW						External sales								Trading profit

								FY18 Q3				FY17 Q3				FY18 Q3				FY17 Q3

								JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm		JPYm		USDm

										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

						Arch		39,772		ERROR:#NAME?		38,307		ERROR:#NAME?		9,148		ERROR:#NAME?		9,489		ERROR:#NAME?

						Auto		25,937		ERROR:#NAME?		22,845		ERROR:#NAME?		(490)		ERROR:#NAME?		(582)		ERROR:#NAME?

						Tech		11,014		ERROR:#NAME?		10,856		ERROR:#NAME?		476		ERROR:#NAME?		387		ERROR:#NAME?

						Other		19		ERROR:#NAME?		0		ERROR:#NAME?		(242)		ERROR:#NAME?		(232)		ERROR:#NAME?

								76,742		ERROR:#NAME?		72,008		ERROR:#NAME?		8,891		ERROR:#NAME?		9,062		ERROR:#NAME?

		Tech						36,685				34,418				4,928				436





Forecast (2)

				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				FY2017 Forecast												2017年3月期通期業績見通し ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ



		60				(JPY bn)		Original Forecast		New
Forecast								(億円) オクエン		当初予想 トウショ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		620		570								売上高 ウリアゲ ダカ		6,200		5,700

		18				Operating profit		31		31								営業利益 エイギョウ リエキ		310		310

		18				Profit before taxation		15		15								税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		150		150

		18				Profit for the period		7		7								当期利益 トウキ リエキ		70		70

		18				Profit attributable to owners of the parent		5		5								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		50		50

		6

		15

		6



				2		62		12				1				2		58		14		14		1

				Revised Forecast												2016年3月期通期業績見通し修正 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ミトオ シュウセイ



		60				(JPY bn)		Previous
Forecast										(億円) オクエン		前回
予想 ゼンカイ ヨソウ		今回
修正予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ

		12

		18				Revenue		650										売上高 ウリアゲ ダカ		6,500		6,500

		18				Operating profit		19										営業利益 エイギョウ リエキ		190		190

						Profit before taxation		-										税引前利益 ゼイ ヒ マエ リエキ		-		10

						Profit/(loss) for the period		-										当期利益/（損失） トウキ リエキ ソンシツ		-		(55)

						Profit/(loss) attributable to owners of the parent		-										親会社の所有者に帰属する当期利益/（損失） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ ソンシツ		-		(75)



		6











Q CF

				2		62						1				2		45														14		1

				Consolidated Cash Flow Summary												連結キャッシュ・フロー レンケツ

																				FY16						FY17

		60				(JPY bn)		FY2016
Q2		FY2017
Q2								(JPY bn)		Q1		Q2		6か月
累計 ゲツ ルイケイ		Q1		Q2		Q3		Cum

		12

		18				Profit/(loss) for the period		(1.6)		5.1								Profit/(loss) for the period		(5)		(11)		(16)		44		7		8		59

		18				Depreciation and amortization		21.0		16.5								Depreciation and amortization		106		104		210		91		74		77		242

						Impairment		-		1.3								Impairment		-		-		-		7		6		4		17

		18				Gain on disposal of assets and exit of business		(0.1)		(9.8)								Gain on disposal of assets and exit of business		-		(1)		(1)		(94)		(4)		(1)		(99)

		18				Tax paid		(1.8)		(2.5)								Tax paid		(12)		(6)		(18)		(19)		(6)		(9)		(34)

		18				Others		(9.5)		(0.2)								Others		(55)		(40)		(95)		62		(64)		(24)		(26)

		18				Net operating cash flows before movement in working capital		8.0		10.4								Net operating cash flows before movement in working capital		34		46		80		91		13		55		159

		18				Net change in working capital		(11.0)		(4.3)								Net change in working capital		(149)		39		(110)		(111)		68		(37)		(80)

		18				Net cash outflows from operating activities		(3.0)		6.1								Net cash outflows from operating activities		(115)		85		(30)		(20)		81		18		79

		18

		18				Purchase of property, plant and equipment		(17.0)		(12.0)								Purchase of property, plant and equipment		(86)		(84)		(170)		(78)		(42)		(49)		(169)

						Disposal proceeds		0.3		9.2								Disposal proceeds		-		3		3		86		6		37		129

		18				Others		(0.8)		0.9								Others		(3)		(5)		(8)		(5)		14		(16)		(7)

		18				Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(17.5)		(1.9)								Net cash inflows/(outflows) from investing activities		(89)		(86)		(175)		3		(22)		(28)		(47)

		18

		18				Cash flow before financing activities		(20.5)		4.2								Cash flow before financing activities		(204)		(1)		(205)		(17)		59		(10)		32

		10

		10







Sheet1

								Q2		Q3

						Profit/(loss) for the period from continuing operations		5,114		5,938				824

						Adjustments for:

						Taxation		5,752		6,537				785

						Depreciation		13,250		19,896				6,646

						Amortization		3,296		4,307				1,011

						Impairment		1,399		1,754				355

						Reversal of impairments		(87)		(94)				(7)

						Gain on sale of property, plant and equipment		(8,210)		(8,164)				46

						Gain from exit of business		(855)		(855)				0

						Gain on disposal of investments		(745)		(907)				(162)

						Deemed disposal of share of associate				-

						Grants and deferred income		(270)		(352)				(82)

						Finance income		(686)		(921)				(235)

						Finance expenses		9,977		14,690				4,713

						Share of losses from joint ventures and associates		(266)		(756)				(490)

						Other items		(1,394)		(1,034)				360

						Operating cash flows before movement in provisions and working capital		26,275		40,039				13,764

						Decrease in provisions and retirement benefit obligations		(4,168)		(9,121)				(4,953)

						Changes in working capital:

						inventories		(686)		(3,557)				(2,871)

						construction work-in-progress		(117)		(108)				9

						trade and other receivables		63		3,230				3,167

						trade and other payables		(3,529)		(7,585)				(4,056)

						Net change in working capital		(4,269)		(8,020)				(3,751)

						Cash flows generated from operations		17,838		22,898				5,060



						Interest paid		(9,823)		(12,457)				(2,634)

						Interest received		633		827				194

						Tax paid		(2,540)		(3,395)				(855)

								6,108		7,873				1,765





FX

										2018		2017

										9		9

										A		A

										CA		CA

								JPYt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								EURt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								USDt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								EUR		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

								USD		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?
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