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(百万円未満切捨て)

１．2021年６月期第２四半期の連結業績（2020年７月１日～2020年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期第２四半期 5,806 △16.5 △27 － 67 △51.5 51 △54.6

2020年６月期第２四半期 6,956 △5.0 131 △60.7 138 △63.0 112 △58.2
(注) 包括利益 2021年６月期第２四半期 35百万円( △57.1％) 2020年６月期第２四半期 82百万円( △76.0％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年６月期第２四半期 20.19 －

2020年６月期第２四半期 44.48 －
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第２四半期 16,233 8,052 49.6

2020年６月期 14,517 8,017 55.2
(参考) 自己資本 2021年６月期第２四半期 8,052百万円 2020年６月期 8,017百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年６月期 － 13.00 － 0.00 13.00

2021年６月期 － 6.00

2021年６月期(予想) － 19.00 25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　　

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,623 1.2 200 1143.8 312 188.4 213 － 84.38
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） 株式会社創世エンジニアリング 、除外 －社（社名）
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年６月期２Ｑ 2,652,020株 2020年６月期 2,652,020株

② 期末自己株式数 2021年６月期２Ｑ 120,684株 2020年６月期 120,616株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期２Ｑ 2,531,402株 2020年６月期２Ｑ 2,531,499株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料３ページ
「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも持ち直しの

動きがみられましたが、足もとでは感染再拡大により先行き不透明な状況が継続しております。海外においては中

国経済が回復に向かう一方、米国及び欧州では回復に転じた後、感染再拡大の影響を受け、再び減速するなど不安

定な推移となりました。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、グローバル経済の影響を受ける中で回復

の兆しが見えるものの、世界的な半導体不足など新たな懸念材料もあり依然として先行きは不透明な状況が続いて

おります。

このような経営環境の中、当社グループでは、経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取りし

た製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するために、

中期経営計画の最終年度として、目標に少しでも近づくべく、対処すべき課題の解消に取り組んでおります。

また、2020年12月に超精密金型の製造・販売を営む株式会社創世エンジニアリングの全株を取得し、子会社化い

たしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、受注は回復基調にありま

すが、米国とタイについては第１四半期における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受注の減少が大きく、売

上高は58億６百万円（前年同期比16.5％減）となりました。利益面につきましても、減収の影響と仕入コストの上

昇による売上原価の増加等により、27百万円の営業損失（前年同期は１億31百万円の営業利益）となりました。ま

た、助成金収入等の営業外収益があったことから、経常利益は67百万円（前年同期比51.5％減）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は51百万円（前年同期比54.6％減）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

新型コロナウイルス感染拡大の影響による受注の落ち込みは回復基調にありますが、前期の水準までに至ら

ず、売上高は53億１百万円（前年同期比6.0％減）となりました。利益面につきましても、原価低減活動を行っ

たものの減収の影響が大きく、営業利益は65百万円（前年同期比30.4％減）となりました。

②米国

得意先からの受注も徐々に回復してきておりますが、新型コロナウイルス感染拡大による一時期の稼働停止の

影響により、売上高は４億９百万円（前年同期比36.7％減）となりました。利益面につきましても、経費削減に

努めましたが減収の影響と売上原価の増加等により、37百万円の営業損失（前年同期は22百万円の営業利益）と

なりました。

③タイ

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、タイからの輸出向け製品の減少により、売上高は５億49百万円（前年

同期比47.2％減）となりました。利益面につきましても、原価低減によるコスト削減に努めましたが、減収によ

る影響により、40百万円の営業損失（前年同期は34百万円の営業利益）となりました。

④中国

得意先からの受注は回復基調にあり、売上高は２億14百万円（前年同期比15.5％増）となりました。利益面に

つきましては、増収もあり、原価低減によるコスト削減に努めましたが固定費を賄えず、６百万円の営業損失

（前年同期は12百万円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ17億16百万円増加し、162億33百万円と

なりました。

資産の部では、流動資産が現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10億57

百万円増加し、94億２百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具、のれんの増加等に

より、前連結会計年度末に比べ６億59百万円増加し、68億31百万円となりました。

負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ11億55
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百万円増加し、39億26百万円となりました。また、固定負債については、社債の減少等があったものの、長期借入

金の増加等により前連結会計年度末に比べ５億25百万円増加し、42億54百万円となりました。

純資産の部では、為替換算調整勘定の減少等があったものの、利益剰余金の増加等により、80億52百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の55.2％から49.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ64百万円増加し、

35億84百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益67百万円、減価償却費３億51百万円、仕入債

務の増加額７億11百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額７億38百万円等による資金減により、７

億17百万円の収入（前年同期は69百万円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出５億94百万円、有

形固定資産の取得による支出３億11百万円等による資金減により、９億14百万円の支出（前年同期比25.5％増）と

なりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入８億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済

による支出４億８百万円、社債の償還による支出１億４百万円等による資金減により、２億62百万円の収入（前年

同期比22.9％減）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2020年７月30日に公表いたしました予想から修正をしております。

詳細につきましては、2021年１月29日公表の「2021年６月期の通期業績予想の修正及び剰余金の配当並びに期末

配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、これらは当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業

績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,519,393 3,865,146

受取手形及び売掛金 1,494,144 2,150,746

電子記録債権 678,576 877,493

たな卸資産 2,322,813 2,244,991

その他 329,809 263,807

流動資産合計 8,344,737 9,402,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,528,208 1,612,292

機械装置及び運搬具（純額） 1,982,762 2,565,438

土地 1,388,612 1,572,017

リース資産（純額） 230,583 211,325

建設仮勘定 374,488 61,619

その他（純額） 154,114 153,384

有形固定資産合計 5,658,769 6,176,077

無形固定資産

のれん － 129,571

その他 128,424 127,560

無形固定資産合計 128,424 257,131

投資その他の資産

投資有価証券 150,987 154,641

その他 234,461 243,942

貸倒引当金 △220 △220

投資その他の資産合計 385,228 398,363

固定資産合計 6,172,422 6,831,573

資産合計 14,517,159 16,233,758
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 476,390 982,558

電子記録債務 611,856 855,199

短期借入金 200,000 200,000

1年内償還予定の社債 209,280 209,280

1年内返済予定の長期借入金 807,667 955,336

リース債務 45,132 43,696

未払法人税等 25,173 87,092

賞与引当金 2,940 5,535

役員賞与引当金 － 8,160

その他 392,466 579,534

流動負債合計 2,770,906 3,926,393

固定負債

社債 583,240 478,600

長期借入金 2,768,188 3,323,810

リース債務 177,109 173,276

役員退職慰労引当金 13,491 14,954

退職給付に係る負債 93,932 103,097

その他 92,853 161,039

固定負債合計 3,728,815 4,254,778

負債合計 6,499,722 8,181,171

純資産の部

株主資本

資本金 405,900 405,900

資本剰余金 604,430 604,430

利益剰余金 6,997,306 7,048,405

自己株式 △134,164 △134,320

株主資本合計 7,873,472 7,924,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12,061 △10,155

為替換算調整勘定 156,026 138,327

その他の包括利益累計額合計 143,965 128,171

純資産合計 8,017,437 8,052,586

負債純資産合計 14,517,159 16,233,758
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 6,956,829 5,806,289

売上原価 5,867,607 4,940,614

売上総利益 1,089,221 865,675

販売費及び一般管理費 957,248 892,755

営業利益又は営業損失（△） 131,973 △27,080

営業外収益

受取利息 3,386 2,500

受取配当金 2,572 1,334

助成金収入 71 99,922

その他 25,736 27,592

営業外収益合計 31,766 131,350

営業外費用

支払利息 16,187 15,026

為替差損 985 10,823

その他 7,753 11,136

営業外費用合計 24,926 36,986

経常利益 138,813 67,284

特別利益

保険解約返戻金 94,491 －

特別利益合計 94,491 －

特別損失

投資有価証券評価損 600 －

役員退職慰労金 122,394 －

特別損失合計 122,994 －

税金等調整前四半期純利益 110,310 67,284

法人税、住民税及び事業税 36,819 22,590

法人税等調整額 △39,101 △6,405

法人税等合計 △2,282 16,185

四半期純利益 112,592 51,098

親会社株主に帰属する四半期純利益 112,592 51,098
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 112,592 51,098

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,152 1,905

為替換算調整勘定 △40,391 △17,699

その他の包括利益合計 △30,238 △15,794

四半期包括利益 82,353 35,304

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 82,353 35,304

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 110,310 67,284

減価償却費 349,481 351,841

賞与引当金の増減額（△は減少） 118 100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,785 8,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13,497 9,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44,345 1,273

固定資産売却損益（△は益） △597 △408

投資有価証券評価損益（△は益） 600 －

受取利息及び受取配当金 △5,958 △3,835

保険解約損益（△は益） △97,206 △987

支払利息 16,187 15,026

役員退職慰労金 122,394 －

売上債権の増減額（△は増加） 118,959 △738,391

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,619 127,193

未収入金の増減額（△は増加） △3,505 △5,480

仕入債務の増減額（△は減少） △345,976 711,558

未払金の増減額（△は減少） 28,292 32,003

未払費用の増減額（△は減少） △6,951 26,874

その他 △44,554 45,285

小計 194,586 646,671

利息及び配当金の受取額 5,958 3,834

利息の支払額 △16,546 △15,260

役員退職慰労金の支払額 △122,394 －

法人税等の支払額 △136,837 △9,668

法人税等の還付額 5,742 91,729

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,491 717,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △980,280 △311,929

有形固定資産の売却による収入 5,858 4,108

投資有価証券の取得による支出 △1,722 △1,350

保険積立金の払戻による収入 268,728 2,791

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △594,868

その他 △21,627 △13,380

投資活動によるキャッシュ・フロー △729,043 △914,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 913,290 800,000

長期借入金の返済による支出 △357,591 △408,804

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21,965 △23,841

社債の償還による支出 △104,640 △104,640

自己株式の取得による支出 △166 △156

配当金の支払額 △88,621 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー 340,305 262,446

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,449 △418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,680 64,706

現金及び現金同等物の期首残高 3,965,980 3,519,393

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,494,300 3,584,099
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

当第２四半期連結会計期間より、株式の取得により株式会社創世エンジニアリングを連結の範囲に含めてお

ります。

なお、2020年12月31日をみなし取得日としたため、当第２四半期連結累計期間は、四半期貸借対照表のみを

連結し、四半期損益計算書は連結しておりません。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについ

て」に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて、重

要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年７月１日 至 2019年12月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 5,210,986 641,955 918,248 185,639 6,956,829

セグメント間の内部売上高
又は振替高

431,945 4,824 122,548 242 559,561

計 5,642,932 646,779 1,040,797 185,881 7,516,390

セグメント利益又は損失(△) 94,751 22,228 34,749 △12,598 139,131

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 139,131

セグメント間取引消去 △7,157

四半期連結損益計算書の営業利益 131,973

　

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年７月１日 至 2020年12月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 4,712,745 402,516 476,388 214,640 5,806,289

セグメント間の内部売上高
又は振替高

589,186 6,657 73,386 46 669,276

計 5,301,932 409,173 549,774 214,686 6,475,566

セグメント利益又は損失(△) 65,927 △37,099 △40,553 △6,079 △17,804

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △17,804

セグメント間取引消去 △9,275

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △27,080
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３．補足情報

（１）販売実績の状況

当第２四半期連結累計期間における販売実績を用途品目別に示すと、次のとおりであります。

用途品目
前第２四半期
連結累計期間
（千円）

当第２四半期
連結累計期間
（千円）

前年同期比
（％）

前連結会計年度
（千円）

自動車用部品

シート用部品 2,929,504 2,178,124 △25.6 5,031,699

ウインドウレギュレーター用部品 666,674 586,671 △12.0 1,211,126

ロック用部品 362,022 240,401 △33.6 607,330

エンジン用部品 1,046,452 1,004,034 △4.1 1,949,926

足回り用部品 750,806 588,163 △21.7 1,309,584

その他 839,503 674,140 △19.7 1,555,771

小計 6,594,964 5,271,534 △20.1 11,665,440

その他 361,864 534,755 47.8 802,862

合計 6,956,829 5,806,289 △16.5 12,468,302

(注) １ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

（参考）
前連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

シロキ工業株式会社 1,383,088 19.9 1,204,349 20.74 2,380,997 19.1
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（参考資料）

　22222000002222211111年年年年年６６６６６月月月月月期期期期期 第第第第第２２２２２四半四半四半四半四半期期期期期 決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料
2021年１月29日

　１．連結業績
（単位：百万円、％、( )は売上高比率）

前年同四半期 当第２四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

2019.7～2019.12 2020.7～2020.12 2020.7～2021.6 増減率％

売 上 高 6,956 100.0 55555,,,,,888880000066666 100.0 △1,150 △16.5 1111122222,,,,,666662222233333 (100.0) 1.2

営 業 利 益 131 1.9 △△△△△2222277777 -0.5 △159 － 222220000000000 (1.6) 1143.8

経 常 利 益 138 2.0 6666677777 1.2 △71 △51.5 333331111122222 (2.5) 188.4

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 純 利 益

112 1.6 5555511111 0.9 △61 △54.6 222221111133333 (1.7) －

１株当たり純利益 44円48銭 2222200000円円円円円1111199999銭銭銭銭銭 8888844444円38銭円38銭円38銭円38銭円38銭

設 備 投 資 973 333332222200000 △653 △67.1 444447777766666 △71.4

減 価 償 却 費 349 333335555511111 2 0.7 777773333322222 3.7

為替レート(USD) 109.00円 111110000066666.....6666677777円円円円円 111110000044444.....0000000000円円円円円

為替レート(THB) 3.49円 33333.....3333366666円円円円円 33333.....4444400000円円円円円

為替レート(CNY) 15.75円 1111155555.....2222211111円円円円円 1111155555.....5555500000円円円円円

連 結 子 会 社 数 5社 66666社社社社社 66666社社社社社

　
２．セグメント情報

　（単位：百万円、％、（ ）は構成比、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

前年同四半期 当第２四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

2019.7～2019.12 2020.7～2020.12 2020.7～2021.6 増減率％

日 本
5,642 (81.1) 55555,,,,,333330000011111 91.3 △341 △6.0 1111111111,,,,,111118888800000 (88.6) 11.0

[94] [[[[[6666655555]]]]] [△28] [[[[[222220000044444]]]]]

米 国
646 (9.3) 444440000099999 7.0 △237 △36.7 999994444411111 (7.5) △19.5

[22] [[[[[△△△△△3333377777]]]]] [△59] [[[[[△△△△△2222233333]]]]]

タ イ
1,040 (15.0) 555554444499999 9.5 △491 △47.2 11111,,,,,444447777788888 (11.7) △24.5

[34] [[[[[△△△△△4444400000]]]]] [△75] [[[[[1111122222]]]]]

中 国
185 (2.7) 222221111144444 3.7 28 15.5 555551111144444 (4.1) 48.7

[△12] [[[[[△△△△△66666]]]]] [6] [[[[[44444]]]]]

セ グ メ ン ト
間 取 引 消 去

△559 (△8.1) △△△△△666666666699999 (△11.5) △109 － △△△△△11111,,,,,444449999911111 (△11.9) －

[△7] [[[[[△△△△△99999]]]]] [△2] [[[[[11111]]]]]

合 計
6,956 (100.0) 55555,,,,,888880000066666 100.0 △1,150 △16.5 1111122222,,,,,666662222233333 (100.0) 1.2

[131] [[[[[△△△△△2222277777]]]]] [△159] [[[[[222220000000000]]]]]

３．連結経常利益増減要因 ４．セグメント別業績の推移

（対前年同期比較） （単位：百万円、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

（単位：百万円） 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期(予)

要 因 金 額
日 本

11,291 11,779 12,120 10,071 1111111111,,,,,111118888800000

増
益

人件費削減 111115555544444 [403] [319] [356] [10] [[[[[222220000044444]]]]]

諸経費削減 6666633333
米 国

1,230 1,295 1,297 1,170 999994444411111

[65] [66] [46] [△20] [[[[[△△△△△2222233333]]]]]

計 222221111177777
タ イ

1,886 2,093 2,300 1,957 11111,,,,,444447777788888

減
益

減産の影響 △△△△△333337777766666 [115] [136] [167] [39] [[[[[1111122222]]]]]

中 国
403 441 463 345 555551111144444

[△6] [9] [0] [△29] [[[[[44444]]]]]

計 △△△△△333337777766666 セグメント
間取引消去

△1,371 △1,436 △1,614 △1,077 △△△△△11111,,,,,444449999911111

差引営業利益の増減 △△△△△111115555599999 [26] [17] [13] [15] [[[[[11111]]]]]

営業外収支の増減 8888888888
合 計

13,440 14,174 14,567 12,468 1111122222,,,,,666662222233333

差引経常利益の増減 △△△△△7777711111 [604] [548] [585] [16] [[[[[222220000000000]]]]]

　


