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株式会社キッツ

代表取締役社長 堀田 康之

【注意事項】

本資料に記載されている当社及び連結子会社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスク
や不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と異なる結果となりうる
ことをあらかじめご承知願います。
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2018年度第3四半期 業績

2017年度
3Q実績

2018年度
3Q計画

2018年度
3Q実績

対前年 対計画

増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 91,667 99,710 103,207 11,540 12.6% 3,497 3.5%

内、バルブ事業 72,229 79,204 82,746 10,516 14.6% 3,542 4.5%

内、伸銅品事業 17,136 18,084 18,027 890 5.2% ▲56 ▲0.3%

営業利益
（率）

7,250

(7.9%)

9,045

(9.1%)

9,545

(9.2%)
2,295 31.7% 500 5.5%

内、バルブ事業 9,167 11,280 11,834 2,666 29.1% 554 4.9%

内、伸銅品事業 559 264 238 ▲320 ▲57.3% ▲25 ▲9.6%

経常利益 6,973 8,865 9,609 2,636 37.8% 744 8.4%

親会社株主に帰属する
当期純利益

4,694 5,846 4,009 ▲685 ▲14.6% ▲1,836 ▲31.4%

ドル：対円 111.80 110.00 109.64

ユーロ：対円 125.20 130.00 130.61

電気銅建値：円／トン 743,000 760,000 753,000

単位(百万円)

注) 売上高及び営業利益は、バルブ事業と伸銅品事業のみを表示しておりますが、合計はその他を含む連結合計であるため、一致しておりません。
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バルブ事業 国内売上高（市場別）

前年同期比52億23百万円（11.0%）増の526億81百万円。建築設備向けは首都圏再開発案件向けの納入が高水準を
維持。新価格も着実に浸透。水市場向けは東京都向けが回復せず、低迷。半導体製造装置向けは、半導体市況変
動の影響を受け、受注が減速。工業用バルブ市場は、化学、食品、薬品等幅広い業種で、生産能力増強など、設備
投資が活発な状況が続いている。

2017年度

3Q
1Q 2Q 3Q

2018年度

3Q

対前年

増減額 増減率

国内 合計 474 168 175 183 526 52 11%

建築設備 204 73 73 75 222 18 9%

水関連 60 15 20 24 59 ▲1 ▲2%

半導体関連 57 23 23 24 69 12 21%

機械装置関連

151

18 18 20 56

25 17%

石油精製・石油化学 17 17 17 51

一般化学 7 7 7 21

食品・製紙 6 6 6 17

ガス・電力 6 6 6 18

大型プロジェクト物件 3 6 4 13

単位(億円)

注) 1 各市場で採用されるバルブの材質、形状の変化やトレンドを考慮し、2018年度より各市場に集計する製品群の一部を見直ししております。

そのため、2017年度の「機械装置関連」から「大型プロジェクト物件」までの各市場向けの売上高については、合計額で表示しております。

注) 2 億円単位で表示しているため、累計・合計が一致しない場合があります。
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バルブ事業 海外売上高（エリア別）

前年同期比52億93百万円（21.4％）増の300億64百万円。半導体製造装置向けは、投資延期が相次ぎ、特に韓国向け
が減速。中国はデータセンター向けの汎用バルブが引き続き堅調。アセアン・韓国他は、韓国Cephasの新規連結によ
り、増収。中東は、イラン向け大型プロジェクトBid Bolandの追加受注分を納入。米州・欧州は、原油価格下落の影響は
懸念されるものの、足元では代理店からの在庫発注が堅調。特に欧州は、代理店の在庫調整が終わり、まとまった受
注が入り始めた。
※海外売上高のうち、為替による減少額（前年同期比） ： 207百万円

単位(億円)

注) 億円単位で表示しているため、累計・合計が一致しない場合があります。

2017年度

3Q
1Q 2Q 3Q

2018年度

3Q

対前年

増減額 増減率

海外 合計 247 90 106 105 301 53 22%

アセアン・韓国他 94 33 31 34 98 4 4%

（内、半導体向け） (18) (9) (5) (3) (17) (▲1) ▲6%

中国 47 15 21 23 60 13 28%

（内、半導体向け） (14) (6) (7) (6) (19) (5) 36%

中東 9 5 18 12 34 25 277%

アジア計 150 53 69 69 191 41 27%

米州（北米、中南米） 74 28 27 28 83 9 12%

欧州・その他 23 9 10 7 27 4 12%
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バルブ事業 営業利益増減要因

2017年度
3Q実績

2018年度
3Q計画

2018年度
3Q実績

対前年 対計画

増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 72,229 79,204 82,746 10,516 14.6% 3,542 4.5%

営業利益 9,167 11,280 11,834 2,666 29.1% 554 4.9%

単位(百万円)

｜7

(億円)

91.7億円

118.3億円
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実績

				値 アタイ		期首・期末 キシュキマツ		余白 ヨハク		プラス		マイナス

		2016年度 ネンド		114.4		114.4

		価格・数量等 カカクスウリョウナド		20.0				114.4		20.0		0.0

		原価低減 ゲンカテイゲン		17.0				134.4		17.0		0.0

		原材料市況 ゲンザイリョウシキョウ		-12.0				139.4		0.0		12.0

		費用増減 ヒヨウゾウゲン		-11.0				128.4		0.0		11.0

		為替 カワセ		-0.4				128.0		0.0		0.4

		2017年度 ネンド		128.0		128.0
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2016年度 価格・数量等 原価低減 原材料市況 費用増減 為替 2017年度

余白

プラス

マイナス

2016年度

2016年度

原価低減
+17.0億円

原材料市況
▲12.0億円

費用増
▲11.0億円

為替
+4.5億円

数量・構成差等
+20.0億円

為替
▲0.4億円



計画

				値 アタイ		期首・期末 キシュキマツ		余白 ヨハク		プラス		マイナス

		2017年度 3Q ネンド		91.7		91.7

		価格・数量等 カカクスウリョウナド		35.6				91.7		35.6		0.0

		原価低減 ゲンカテイゲン		11.0				127.3		11.0		0.0

		原材料市況 ゲンザイリョウシキョウ		-3.1				135.2		0.0		3.1

		費用増減 ヒヨウゾウゲン		-18.9				116.3		0.0		18.9

		為替 カワセ		2.0				116.3		2.0		0.0

		2018年度 3Q ネンド		118.3		118.3





計画

		



2017年度 3Q 価格・数量等 原価低減 原材料市況 費用増減 為替 2018年度 3Q

余白

プラス

マイナス

2017年度 3Q

2016年度

原価低減
+11.0億円

原材料市況
▲3.1億円

費用増
▲18.9億円

為替
+4.5億円

売上増
+35.6億円

為替
+2.0億円
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伸銅品事業の概要

単位(百万円)

2017年度
3Q実績

2018年度
3Q計画

2018年度
3Q実績

対前年 対計画

増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 17,136 18,084 18,027 890 5.2% ▲56 ▲0.3%

営業利益 559 264 238 ▲320 ▲57.3% ▲25 ▲9.6%

電気銅建値：円／トン 743,000 760,000 753,000

■売上高について
売価に影響を与える銅相場は、2018年6月まで上昇したが、7月から下落に転じている。売上高は、前年同期比8億90

百万円（5.2%）増の180億27百万円。

■営業利益について
原材料相場変動の影響を受け、営業利益は前年同期比3億20百万円（57.3%）減の2億38百万円。

電気銅建値(2015年4月～2018年12月）

黄銅棒とその加工品

(千円/t)
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2016.4-2017.9

		【銅建値】 ドウタテネ

						2013		2014		2015		2016

				41,365		750		732		765		581

				41,395		772		748		808		555

				41,426		729		741		770		534

				41,456		728		770		724		548

				41,487		745		769		676		526

				41,518		754		783		680		525

				41,548		749		772		677		533

				41,579		750		828		639		629

				41,609		785		816		610		705

				41,640		808		746		573

				41,671		782		724		577

				41,699		730		763		602

				41,730		732

				41,760		748

				41,791		741

				41,821		770

				41,852		769

				41,883		783

				41,913		772

				41,944		828

				41,974		816

				42,005		746

				42,036		724

				42,064		763

		4月 ガツ		42,461		581

		5月 ガツ		42,491		555

		6月		42,522		534

		7月		42,552		548

		8月		42,583		526

		9月		42,614		525

		10月		42,644		533

		11月		42,675		629

		12月		42,705		705

		1月		42,736		700

		2月		42,767		713

		3月		42,795		704

				42,826		670

				42,856		671

				42,887		673

				42,917		713

				42,948		753

				42,979		773

				43,009

				43,040

				43,070

				43,101

				43,132

				43,160





2016.4-2017.9

		



（千円/t）

2017年度
当初計画前提： 680千円/t

下期前提： 760千円/t

2016年度実績

2017年度実績



2015.4-2017.12

		【銅建値】 ドウタテネ

				2013		2014		2015		2016

		41,365		750		732		765		581

		41,395		772		748		808		555

		41,426		729		741		770		534

		41,456		728		770		724		548

		41,487		745		769		676		526

		41,518		754		783		680		525

		41,548		749		772		677		533

		41,579		750		828		639		629

		41,609		785		816		610		705

		41,640		808		746		573

		41,671		782		724		577

		41,699		730		763		602

		41,730		732

		41,760		748

		41,791		741

		41,821		770

		41,852		769

		41,883		783

		41,913		772

		41,944		828

		41,974		816

		42,005		746

		42,036		724

		42,064		763

		42,095		765

		42,125		808

		42,156		770

		42,186		724

		42,217		676

		42,248		680

		42,278		677

		42,309		639

		42,339		610

		42,370		573

		42,401		577

		42,430		602

		42,461		581

		42,491		555

		42,522		534

		42,552		548

		42,583		526

		42,614		525

		42,644		533

		42,675		629

		42,705		705

		42,736		700

		42,767		713

		42,795		704

		42,826		670

		42,856		671

		42,887		673

		42,917		713

		42,948		753

		42,979		773

		43,009		812

		43,040		813

		43,070		811

		43,101		826

		43,132		802

		43,160		766

		43,191		779

		43,221		798

		43,252		811

		43,282		741

		43,313		716				4月～9月平均 ガツガツヘイキン

		43,344		717						760

		43,374		745

		43,405		741				4月～12月平均 ガツガツヘイキン

		43,435		727		月間平均 ゲッカンヘイキン				753
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2013～2016

		【銅建値】 ドウタテネ

				2013		2014		2015		2016

		41,365		750		732		765		581

		41,395		772		748		808		555

		41,426		729		741		770		534

		41,456		728		770		724		548

		41,487		745		769		676		526

		41,518		754		783		680		525

		41,548		749		772		677		533

		41,579		750		828		639		629

		41,609		785		816		610		705

		41,640		808		746		573
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		41,699		730		763		602

		41,730		732
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		41,974		816
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		42,217		676

		42,248		680

		42,278		677

		42,309		639

		42,339		610

		42,370		573

		42,401		577
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		42,461		581

		42,491		555

		42,522		534

		42,552		548

		42,583		526

		42,614		525

		42,644		533

		42,675		629

		42,705		705
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その他の概要

単位(百万円)

2017年度
3Q実績

2018年度
3Q計画

2018年度
3Q実績

対前年 対計画

増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 2,301 2,422 2,433 132 5.8% 11 0.5%

営業利益 35 129 147 111 310.9% 18 14.4%

■売上高について
売上高は、国内の団体宿泊客の増加等により、前年同期比1億32百万円（5.8%）増の24億33百万円。

■営業利益について
営業利益は、増収効果及びコスト削減に努めた結果、前年同期比1億11百万円（310.9%）増の1億47百万円。

長野県諏訪市のホテル紅や
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連結営業外・特別損益の状況

2017年度

3Q実績

2018年度

3Q実績
増減額 主な増減内訳

営業利益 7,250 9,545 2,295

■営業外収益 486 681 194 為替差益 69

■営業外費用 763 616 ▲146 為替差損 ▲162

経常利益 6,973 9,609 2,636

■特別利益 875 7 ▲867 投資有価証券売却益 ▲869

■特別損失 454 2,579 2,124 Cephas減損損失 2,485

税金等調整前当期純利益 7,393 7,038 ▲355

法人税等 2,621 2,939 317

当期純利益 4,771 4,098 ▲673

非支配株主に帰属する当期純利益 77 89 12

親会社株主に帰属する当期純利益 4,694 4,009 ▲685

単位(百万円)
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Cephas Pipelines Corp. 減損損失について

｜11

2018年4月、工業用バタフライバルブの需要が拡大する中、ラインナップ拡充を目的として、韓国の
工業用バタフライバルブメーカー Cephas Pipelines Corp.（以下、Cephas）を買収。買収金額：37億52
百万円（374億15百万韓国ウォン）

買収の概要

減損の背景

厳しい状況ではあるが、販売面ではキッツグループの販売網を生かして国内・海外市場での売上増
を図るとともに、需要が見込まれる船舶用バルブの販売に注力する。また、生産面では、キッツグ
ループのノウハウを活用し、生産効率の向上を図る。

今後の施策

のれん（2018年12月末時点の未償却残高） 2,397

無形固定資産 88

合計 2,485

（百万円）

＜事業環境及び経営状況＞

韓国経済は、2018年後半に急激に減速。Cephasの売上の7割以上を占めていた韓国EPCの需要が
大幅に減少。

2018年度(4-12月）のCephas業績は、大幅な売上減少により粗利益が減少した他、生産の遅延も発
生し、原価率が急激に悪化した結果、営業赤字となった。2019年度計画は、営業利益は黒字化する
見通しだが、のれん償却後では引き続き赤字の見込み。

＜減損損失＞

Cephas製品
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バランスシートの状況

資産の部
2018年

3月末

2018年

12月末
増減額 負債の部

2018年

3月末

2018年

12月末
増減額

流動資産 77,400 72,513 ▲4,886 流動負債 24,078 24,025 ▲52

固定資産 56,145 58,356 2,211 固定負債 32,075 30,908 ▲1,167

有形固定資産 36,799 39,390 2,591
負債合計 56,154 54,934 ▲1,220

無形固定資産 8,951 9,594 643

投資等 10,394 9,371 ▲1,022 純資産合計 77,391 75,936 ▲1,454

資産合計 133,545 130,870 ▲2,674
負債・純資産

合計
133,545 130,870 ▲2,674

単位(百万円)

Cephas買収により、たな卸資産、有形固定資産が増加した他、基幹システム投資により無形固定資産も増加したものの
自己株式の取得等による現金及び預金の減少や、投資有価証券の減少により、資産合計は減少。

■流動資産：現金及び預金の減少 ▲95億39百万円 たな卸資産の増加 29億40百万円

■固定資産：有形固定資産の増加 25億91百万円 無形固定資産の増加 6億43百万円

■有利子負債残高は、339億7百万円（純有利子負債 200億17百万円）、自己資本比率57.1%（18/3末 57.1%）

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を今期より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産に、

繰延税金負債は固定負債に表示しております。2018年3月末の表示についても新たな表示方法に従って組み替えております。
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キャッシュ・フローの状況

単位（百万円）

2017年12月末 2018年12月末 増減額 増減率

営業活動CF 2,513 5,850 3,337 132.7%

投資活動CF ▲5,319 ▲6,785 ▲1,465 -

フリーCF ▲2,806 ▲934 1,871 -

財務活動CF ▲2,602 ▲8,218 ▲5,616 -

現金等期末残高 11,475 12,839 1,364 11.9%

■営業活動CF： 税金等調整前四半期純利益70億38百万円、減価償却費34億1百万円、のれん等の減損損失25億11
百万円。たな卸資産の増加27億41百万円や法人税等の支払額44億38百万円はあったが、58億50百
万円の資金の増加。

■投資活動CF： 有形固定資産の取得による支出51億82百万円、IT関連など無形固定資産の取得20億32百万円、
子会社株式の取得29億85百万円等により、67億85百万円の資金の減少。

■財務活動CF： 有利子負債の減少43億25百万円、配当金の支払17億42百万円、自己株式の取得19億50百万円等に
より、82億18百万円の資金の減少。
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100
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営業活動CF 投資活動CF フリーCF
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2018年度第3四半期の主な経営指標

連結

2017年度

3Q実績

2018年度

3Q実績

売上高 91,667 103,207

営業利益 7,250 9,545

経常利益 6,973 9,609

親会社株主に帰属する
当期純利益

4,694 4,009

海外売上高比率 27.7% 29.7%

有利子負債 25,049 33,907

自己資本比率 62.0% 57.1%

BPS 769.45円 783.68円

EPS 46.91円 41.58円

単位（百万円）
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３ 最近のトピックス
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2018年度 通期見通し

単位（百万円）

2017年度 2018年度

1Q～2Q
上期実績

3Q～4Q

下期実績

通期

実績

1Q

実績

2Q

実績

3Q

実績

4Q

見通し

通期見通し

1/31修正

売上高 59,592 64,974 124,566 32,752 35,028 35,426 32,792 136,000

営業利益
（率）

4,314 5,802
10,117

(8.1%)
2,647 3,166 3,732 2,154

11,700

(8.6%)

経常利益
（率）

4,057 5,675
9,733

(7.9%)
2,530 3,258 3,820 1,990

11,600

(8.5%)

親会社株主に

帰属する

当期純利益（率）

2,641 3,876
6,518

(5.3%)
1,712 2,214 82 1,290

5,300

(3.9%)

ROE - 8.7% - 7.0%

EPS - 65.50円 - 55.12円

ドル：対円 112.12 112.04 108.52 109.50

ユーロ：対円 122.18 127.09 130.66 128.00

電気銅建値：円／トン 709,000 757,000 760,000 745,000

＜ご参考＞

当初計画

（5/8発表）

132,000

10,900

7,100

11,200
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セグメント別 2018年度 通期見通し

単位（百万円）

営業利益

2017年度 2018年度

1Q～2Q

上期実績

3Q～4Q

下期実績

通期

実績

1Q

実績

2Q

実績

3Q

実績

4Q

見通し

通期見通し

1/31修正

バルブ事業 5,606 7,191 12,798 3,443 3,863 4,528 3,165 15,000

伸銅品事業 342 356 699 127 63 46 61 300

その他 56 ▲84 ▲28 ▲18 138 27 ▲97 50

調整額 ▲1,690 ▲1,661 ▲3,351 ▲905 ▲899 ▲871 ▲974 ▲3,650

計 4,314 5,802 10,117 2,647 3,166 3,731 2,154 11,700

売上高

2017年度 2018年度

1Q～2Q

上期実績

3Q～4Q

下期実績

通期

実績

1Q

実績

2Q

実績

3Q

実績

4Q

見通し

通期見通し

1/31修正

バルブ事業 46,951 51,211 98,162 25,775 28,068 28,902 26,853 109,600

伸銅品事業 11,046 12,489 23,535 6,290 5,947 5,789 5,372 23,400

その他 1,594 1,271 2,867 686 1,012 734 566 3,000

計 59,592 64,974 124,566 32,752 35,028 35,426 32,792 136,000

＜ご参考＞

修正前見通し

（10/31発表）

105,000

24,000

3,000

132,000

14,300

400

50

▲3,550

11,200
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2018年度の主な経営指標

連結

2017年度
実績

2018年度
見通し

売上高 124,566 136,000

営業利益 10,117 11,700

経常利益 9,733 11,600

親会社株主に帰属する
当期純利益

6,518 5,300

海外売上高比率 27.9% 30.0%

有利子負債 34,302 33,750

ROE 8.7% 7.0%

自己資本比率 57.1% 57.5%

BPS 782.98円 807.20円

EPS 65.50円 55.12円

単位（百万円）
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配当性向は、親会社株主に帰属する当期純利益の25%前後を望ましい水準と考えている。2018年
度は、Cephas社のれん等減損損失を除いた親会社に帰属する当期純利益に基づき算定すること
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新工場の概要

所在地 長野県茅野市金沢5125（キッツ茅野工場 敷地内）

生産品目 浄水器・工業用フィルター・半導体用フィルター

着工 ／ 稼働開始
時期 (予定)

2018年12月／2019年9月

総投資額 約13億円
｜21

キッツマイクロフィルター
キッツ茅野工場敷地内に新工場を建設

キッツマイクロフィルター（以下、KMF）は、キッツ茅野工場の敷地内に新工場を建設することを決定した。

KMFは、家庭用浄水器から工業用フィルターまで、幅広い分野に中空糸膜を

使用した各種ろ過用機器を製造・販売している。主力製品である工業用フィル

ター「ポリフィックス」は、近年売上を伸ばしており、特に半導体向けは、更なる

需要の拡大が期待できる。また、医療・ヘルスケア関連分野向けフィルターを

今後の重点市場と定め、商品開発及び市場開拓を進めている。

旺盛な需要に対応するため、「ポリフィックス」の増産対応をしているが、現有

設備能力では限界となってきており、また医療分野向けの生産環境として、ク

リーンルームの新設が必要な状況。これらの課題を解決するために、キッツ茅

野工場敷地内に新工場を建設することを決定。生産ラインの専用化・整流化を

行うと同時に、生産能力を大幅に向上させる。

「ポリフィックス」の成長と新たな市場開拓

新工場完成イメージ図
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アジア汎用弁戦略室新設
ベトナム現地法人設立

アジア汎用弁戦略室を新設

ベトナム現地法人の設立

2018年12月、2016年6月にベトナムに設立したKITZ Corporation of Asia Pacific Pte. Ltd.（以下、KAP）

の駐在員事務所を現地法人化した。

4月1日付で、役員直轄組織として、アジア汎用弁戦略室を新設することを決定。

キッツグループは、アセアン地域のハイエンド（高価格・高品質）市場においては比較的高いシェアを

持っているが、ミドルエンド（中価格）市場には本格的に参入できていない。最もボリュームがあり、ま

た近い将来ハイエンド市場を脅かすことになるであろうミドルエンド市場にスピードを持って参入し、

シェアを獲得することを目的として、専任の組織を新設する。

KITZ Valve & Actuation Vietnam Co., Ltd.

所在地 ベトナム ホーチミン市

設立/営業開始 2018年12月/2019年1月

事業内容 各種バルブの仕入・販売・メンテナンス



株式会社キッツ
2018年度第3四半期決算

©2018 KITZ CORPORATION All Rights Reserved ｜23

バルブ事業 売上高・営業利益の推移
(2004年3月期～2019年3月期）
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2004年

国内第2位の
東洋バルヴを買収

2009年

ドイツのボールバルブ
メーカー Perrinを買収

2015年

インドの工業用バル
ブメーカー Micro 
Pneumaticsを買収

2015年

ブラジルのボールバルブメーカー
Metalúrgica Golden  Art‘s を買収

2018年

韓国のバタフライバル
ブメーカー Cephasを
買収

売上高

(百万円）

営業利益

（百万円）売上高、営業利益とも過去最高を更新する見通し
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Sheet1

		連結 レンケツ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566		136,000

		営業利益 エイギョウリエキ		4,181		9,627		9,673		11,342		11,615		7,188		6,976		6,341		4,638		6,558		6,470		6,886		7,245		8,929		10,117		11,700

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		5.7%		10.1%		9.0%		7.6%		7.8%		5.7%		7.2%		6.0%		4.3%		5.9%		5.5%		5.9%		6.2%		7.8%		8.1%		8.6%

		バルブ事業 ジギョウ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		58,606		78,848		81,261		99,284		99,118		89,627		70,611		76,098		78,976		84,472		87,888		90,152		93,579		91,766		98,162		109,600

		営業利益 エイギョウリエキ		6,282		10,909		11,541		13,989		14,046		10,306		8,778		8,143		6,913		8,808		8,597		9,506		10,384		11,444		12,798		15,000

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		10.7%		13.8%		14.2%		14.1%		14.2%		11.5%		12.4%		10.7%		8.8%		10.4%		9.8%		10.5%		11.1%		12.5%		13.0%		13.7%

		伸銅品事業 シンドウヒンジギョウ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		7,221		9,111		18,360		41,895		40,886		28,247		16,218		20,230		20,065		17,948		20,953		21,021		20,557		19,333		23,535		23,400

		営業利益 エイギョウリエキ		(42)		223		666		159		290		(493)		670		632		267		441		548		248		(16)		831		699		300

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		-0.6%		2.4%		3.6%		0.4%		0.7%		-1.7%		4.1%		3.1%		1.3%		2.5%		2.6%		1.2%		-0.1%		4.3%		3.0%		1.3%





連結指標2(FACTBOOK以外)

		連結指標2　※経理部FACTBOOK以外の連結情報　(単位：百万円) レンケツシヒョウケイリブイガイレンケツジョウホウ

		　　

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		売上高		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566

		　国内		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				62,534		77,778		89,031		120,580		119,654		100,001		76,403		82,120		82,974		81,509		84,970		81,983		80127		80207		89,756

		　海外(千円単位で計算) センエンタンイケイサン		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				11,268		17,927		18,600		28,932		29,620		27,094		20,188		23,938		25,472		29,765		32,384		35,052		37151		33893		34,809

		　海外売上高比率		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				15.3%		18.7%		17.3%		19.4%		19.8%		21.3%		20.9%		22.6%		23.5%		26.7%		27.6%		30.0%		31.7%		29.7%		27.9%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ						19,274		27,464		29,081		32,058		32,246		27,724		24,359		24,624		23,772		26,203		26,976		28,374		29,922		31,696		34,106

		一般管理費及び販売費 イッパンカンリヒオヨハンバイヒ		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				15,092		17,836		19,408		20,716		20,631		20,535		17,383		18,283		19,134		19,645		20,505		21,487		22,676		22,767		23,989

		為替差益 カワセサエキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ								314		130				12								120		164		401		82

		為替差損 カワセサソン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				202		62						179				112		132		41										19		208

		特別利益 トクベツリエキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				423		213		80		115		366		6		148		94		108		23		157		2,191		338		2,152		883

		特別損失 トクベツソンシツ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				1,536		2,474		188		586		1,401		647		1,762		1,102		146		207		132		253		151		3,925		502

		たな卸資産 オロシシサン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				11,192		12,454		14,512		20,046		19,623		14,500		12,949		14,280		16,473		17,117		19,053		20,885		20,912		19,938		22,155

		投資有価証券 トウシユウカショウケン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				5,984		6,497		9,939		9,429		6,755		4,858		5,505		5,472		5,626		6,601		7,271		8,887		8,505		6,108		6,247

		有利子負債　合計 ユウリシフサイゴウケイ		連結指標1(FACTBOOKベース)				54,528		46,361		41,869		41,513		36,247		35,860		27,555		30,165		24,290		22,319		23,728		21,426		25,008		24,787		34302

		有利子負債　長期 ユウリシフサイチョウキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ		1年以内返済予定の長期借入+長期借入金		19,889		25,593		23,220		23,055		20,076		22,143		15,233		12,484		11,108		9,906		10,864		11,458		9,502		8,863		9,462

		有利子負債　短期 ユウリシフサイタンキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ		短期借入金		7,125		3,968		5,079		6,617		4,681		2,474		1,518		1,834		2,894		2,403		3,351		1,658		2,025		1,496		1,347

		社債 シャサイ		連結指標1(FACTBOOKベース)		1年以内償還予定社債+社債		27,513		16,800		13,570		11,840		11,490		11,242		10,804		15,846		10,288		10,010		9,512		8,310		13,480		14,427		23,523

		投資活動キャッシュフロー トウシカツドウ		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				-3,645		-1,925		-4,709		-4,245		-3,288		-3,945		-4,525		-2,907		-2,508		-4,519		-3,546		-1,010		-9,763		-2,141		-7066

		フリーキャッシュフロー		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				335		8,175		7,203		-88		8,660		7,155		8,759		2,911		-291		3,366		1,120		7,912		-171		10,838		-125

		設備投資額 セツビトウシガク		有価証券報告書(第3設備の状況) ユウカショウケンホウコクショダイセツビジョウキョウ		合計の金額 ゴウケイキンガク		1,364		2,048		3,282		3,981		4,280		3,336		1,724		2,290		3,390		4,421		3,933		4,326		5,817		6,275		9,012

		一株当たりの配当金　中間 イチカブアハイトウキンチュウカン		HP(配当金) ハイトウキン				0.00		3.00		6.00		6.00		7.00		6.00		2.00		3.00		3.50		4.50		5.00		6.00		6.00		6.00		7.00

		一株当たりの配当金　期末 ヒトカブアハイトウキンキマツ		HP(配当金) ハイトウキン				3.50		7.00		8.00		9.00		8.00		3.00		5.00		4.00		4.00		5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		10.00

		配当支払総額 ハイトウシハライソウガク				一株当たり配当金×期末発行済株式(自己株式除く) ジコカブシキノゾ		396,786		1,140,687		1,597,370		1,721,929		1,730,524		1,017,916		791,550		783,504		819,177		1,037,611		1,092,201		1,414,960		1,404,391		1,365,035		1,691,695

		配当性向 ハイトウセイコウ				配当支払総額÷当期純利益		24.8%		19.7%		20.0%		17.3%		27.5%		30.0%		25.7%		25.6%		33.0%		25.7%		30.6%		20.6%		28.6%		25.3%		26.0%

		配当利回り ハイトウリマワ				一株当たりの配当金÷期末株価終値		1.3%		1.7%		1.2%		1.4%		2.5%		3.0%		1.3%		1.8%		2.1%		2.0%		2.0%		2.2%		2.7%		1.8%		1.9%

		為替　中国元(連結換算レート・円換算) カワセチュウゴクゲンカンザンエンカンザン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク		為替は09/3より期中平均レートを表示。

シンガポールドルは13/2よりインプット		12.97		12.49		14.63		15.20		15.62		14.85		13.72		12.90		12.32		12.72		15.96		17.26		19.20		16.41		16.63

		為替　ユーロ(連結換算レート・円換算) カワセ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				133.70		140.37		139.91		155.93		166.64		152.04		130.51		115.06		111.17		103.44		130.53		140.31		133.66		120.59		127.19

		為替　台湾元(連結換算レート・円換算) カワセタイワンゲン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				3.30		3.37		3.59		3.60		3.40		3.17		2.84		2.78		2.69		2.72		3.30		3.50		3.82		3.39		3.70

		為替　シンガポールドル(連結換算レート・円換算) カワセ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				-		-		-		-		-		-		-		-		-		75.77		79.32		83.19		87.90		109.45		112.04

		為替　タイバーツ(連結換算レート・円換算) カワセカンザン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				2.79		2.74		2.96		3.48		3.56		2.98		2.74		2.75		2.58		2.58		3.18		3.27		3.53		3.10		3.32

		為替　USドル(連結換算レート・12月決算会社用・円換算) カワセゲツケッサンカイシャヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				107.35		103.40		118.07		118.92		114.15		102.82		93.71		87.32		79.45		80.11		97.99		106.45		121.04		109.45		112.04

		為替　USドル(連結換算レート・3月決算会社用・円換算) カワセゲツケッサンカイシャヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				-		-		-		118.42		107.77		100.83		93.02		86.03		78.89		83.32		100.49		110.62		119.99		108.89

		バルブ事業　売上高 ジギョウウリアゲダカ				セグメント別の四半期の数字はワークシート「連結指標3」に掲載。		58,606		78,848		81,261		99,284		99,118		89,627		70,611		76,098		78,976		84,472		87,888		90,152		93,579		91,766		98,162

		伸銅品事業　売上高 シンドウヒンジギョウウリアゲダカ						7,221		9,111		18,360		41,895		40,886		28,247		16,218		20,230		20,065		17,948		20,953		21,021		20,557		19,333		23,535

		その他　売上高 タウリアゲダカ						7,975		7,745		8,009		8,332		9,269		9,220		9,762		9,729		9,404		8,855		8,514		5,863		3,141		3,002		2,867

		連結売上高　計 レンケツウリアゲダカケイ						73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566

		バルブ事業　営業利益 ジギョウエイギョウリエキ						6,282		10,909		11,541		13,989		14,046		10,306		8,778		8,143		6,913		8,808		8,597		9,506		10,384		11,444		12,798

		　バルブ事業営業利益率 ジギョウエイギョウリエキリツ						10.7%		13.8%		14.2%		14.1%		14.2%		11.5%		12.4%		10.7%		8.8%		10.4%		9.8%		10.5%		11.1%		12.5%		13.0%

		伸銅品事業　営業利益 シンドウヒンジギョウエイギョウリエキ						-42		223		666		159		290		-493		670		632		267		441		548		248		-16		831		699

		　伸銅品事業営業利益率 シンドウヒン						-0.6%		2.4%		3.6%		0.4%		0.7%		-1.7%		4.1%		3.1%		1.3%		2.5%		2.6%		1.2%		-0.1%		4.3%		3.0%

		その他　営業利益 タエイギョウリエキ						409		391		388		354		332		268		343		314		354		330		285		231		75		59		-28

		　その他営業利益率 タエイギョウリエキリツ						5.1%		5.0%		4.8%		4.2%		3.6%		2.9%		3.5%		3.2%		3.8%		3.7%		3.3%		3.9%		2.4%		2.0%		-1.0%

		調整額 チョウセイガク						-2,468		-2,895		-2,923		-3,161		-3,053		-2,891		-2,815

		連結営業利益　計 レンケツエイギョウリエキケイ						4181		9627		9673		11342		11615		7188		6976		6341		4638		6558		6470		6886		7245		8929		10117

		経営トピックス ケイエイ		アナリスト・投資家向け決算説明会のIR資料 トウシカムケッサンセツメイカイシリョウ				・伸銅品事業とＭＦ（マイクロフィルター）事業を分社化
・東洋バルヴを買収。キッツグループの傘下に
・中国に工業用バルブの製造工場を2ヵ所建設
・青黄銅・鋳鉄・ダクタイル・ステンレス製品の    値上げを発表		時系列で表示
・主要バルブ製品の価格改定(値上げ)実施
・東洋バルヴの収益が連結に反映
・中国の鋳鋼バルブ工場稼動
・キッツSCT中国工場が完成
・キッツグループ中期経営計画を策定
・京都ブラス事業譲受の基本合意を発表 ジケイレツヒョウジ		経営リスクの項目を列挙
・原材料の高騰による製造原価への影響
・価格改定による値上げの浸透度
・コストダウン計画の進捗
・前期発生した仮需の影響による反動
・銅相場の高騰による伸銅品事業の収益の悪化
・金利上昇リスク
・為替の影響 ケイエイコウモクレッキョ		・配当金政策について(配当性向を連結当期純利益の25％前後を望ましい水準として変更）
・法人税の正常化について(今期より税務上の繰越欠損金の解消により会計上の税負担が正常化)
・青黄銅バルブの価格改定13％を実施		-		-		・Perrin買収
・伸銅品事業　連結子会社間の生産統合(KMW京都ブラスが合併) バイシュウ		・バルブ事業の海外の販売戦略(ｴﾘｱごとの実績と計画)
・バルブ事業の鋳鋼製バルブの収益改善について ジギョウジッセキケイカクジギョウ		・国内市場での収益向上施策 (キッツ、東洋、三吉の青黄銅3ブランド戦略など)
・プラント物件の収益改善 (ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括部にて始動)
・海外市場での収益向上施策 (中国市場の攻略：キッツ、Perrin、SCTの3ブランド戦略)
・海外市場での収益向上施策 (シンガポール販売子会社：KAP設立) トウヨウミヨシセイオウドウセンリャクセンリャクセツリツ		・ミクニシンガポール代理店のM&A
・欧州統括会社の設置				・グローバルスタンダードトラニオンボールバルブをラインナップ
・バンコクに新たな販売現地法人を設立
 アラハンバイゲンチホウジンセツリツ		なし。別冊で第3期中期経営計画及び長期経営計画の見直しを添付。 ベッサツダイキチュウキケイエイケイカクオヨチョウキケイエイケイカクミナオテンプ		・国内販売価格改定（値上げ）を実施
・上海開滋国際貿易有限公司 常熟分公司の運用開始
・塗装ロボットを導入
・指名委員会・報酬委員会の設置		・韓国Cephas Pipelines Corp. を買収
・香港に現地販売法人を設立 
・マレーシアに現地販売法人を設立 
・国内販売価格改定（値上げ）を実施
・長坂工場に水素ステーション竣工
・キッツメタルワークス　大規模設備投資





連結指標1(FACTBOOKベース)_

				連結指標1　※経理部FACTBOOKがベース　(単位：千円) シヒョウブ																												19/02/13

																																(単位：千円)

				★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ				'94/3		'95/3		'96/3		'97/3		'98/3		'99/3		'00/3		'01/3		'02/3		'03/3		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

																										(#3-Revより)

				売上高				75,917,119		74,396,755		80,030,553		86,692,219		86,707,374		73,450,671		68,141,710		72,916,308		72,160,301		70,792,843		73,802,941		95,705,703		107,631,089		149,512,531		149,274,937		127,095,803		96,592,296		106,059,286		108,446,880		111,275,176		117,355,665		117,036,387		117,278,887		114,101,810		124,566,442

										-2.0027%		7.5726%		8.3239%		0.0175%		-15.2890%		-7.2279%		7.0069%		-1.0368%		-1.8950%		4.2520%		29.6774%		12.4605%		38.9120%		-0.1589%		-14.8579%		-24.0004%		9.8010%		2.2512%		2.6080%		5.4644%		-0.2721%		0.2072%		-2.7090%		9.1713%

				営業利益				5,476,979		4,166,949		5,171,986		5,165,228		6,395,739		2,597,533		3,596,096		4,541,187		2,068,814		3,235,316		4,181,554		9,627,813		9,673,085		11,342,001		11,615,043		7,188,949		6,976,381		6,341,464		4,638,120		6,558,008		6,470,553		6,886,769		7,245,536		8,929,155		10,117,666

										-23.9188%		24.1193%		-0.1307%		23.8230%		-59.3865%		38.4427%		26.2810%		-54.4433%		56.3851%		29.2472%		130.2449%		0.4702%		17.2532%		2.4074%		-38.1066%		-2.9569%		-9.1010%		-26.8604%		41.3937%		-1.3336%		6.4325%		5.2095%		23.2366%		13.3105%

				経常利益				3,291,401		1,078,998		3,430,884		4,013,300		4,159,344		1,579,013		1,760,145		3,586,873		1,428,872		2,056,871		2,962,529		8,513,677		9,132,833		10,652,627		10,525,390		6,475,835		6,248,601		5,929,500		4,388,306		6,521,981		6,501,671		7,581,014		7,300,903		8,799,056		9,733,078

										-67.2177%		217.9694%		16.9757%		3.6390%		-62.0370%		11.4712%		103.7828%		-60.1639%		43.9507%		44.0309%		187.3787%		7.2725%		16.6410%		-1.1944%		-38.4742%		-3.5090%		-5.1068%		-25.9920%		48.6218%		-0.3114%		16.6010%		-3.6949%		20.5201%		10.6150%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				194,100		-484,428		-18,362,801		1,735,367		-4,071,136		-3,275,548		-158,799		1,104,903		-15,702,388		1,032,806		1,598,381		5,804,896		8,070,864		9,973,270		6,290,256		3,396,432		3,079,875		3,063,257		2,480,927		4,039,968		3,564,032		6,881,499		4,915,489		5,400,324		6,518,306

								－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		54.7610%		263.1735%		39.0355%		23.5713%		-36.9289%		-46.0049%		-9.3203%		-0.5396%		-19.0102%		62.8411%		-11.7807%		93.0819%		-28.5695%		9.8634%		20.7021%

						役員賞与見込額 ヤクインショウヨミコガク																				-18,250		-25,420		-93,053		-77,826

						うち少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン																				1,825		100		1,740		1,240

						計 ケイ																				1,016,381		1,573,061		5,713,583		7,994,278		9,973,270		6,290,256		3,396,432		3,079,875		3,063,257		2,480,927		4,039,968		3,564,032		6,881,499		4,915,489		5,400,324		6,518,306

				総資産				171,897,047		162,349,179		164,364,496		157,499,893		143,043,244		132,141,796		113,786,215		107,943,311		100,493,770		89,857,852		94,526,115		95,125,337		101,340,480		114,107,983		109,310,116		101,101,532		97,533,881		100,138,738		94,981,262		99,972,786		107,583,267		115,790,131		119,422,133		119,148,264		134,187,522

										-5.5544%		1.2413%		-4.1765%		-9.1788%		-7.6211%		-13.8908%		-5.1350%		-6.9013%		-10.5837%		5.1952%		0.6339%		6.5336%		12.5986%		-4.2047%		-7.5094%		-3.5288%		2.6707%		-5.1503%		5.2553%		7.6126%		7.6284%		3.1367%		-0.2293%

				有利子負債				90,085,704		84,623,414		103,229,943		94,689,491		85,031,236		80,442,250		61,243,750		56,636,750		58,477,500		53,860,050		54,528,586		46,361,179		41,869,844		41,513,230		36,247,325		35,860,004		27,555,708		30,165,161		24,290,934		22,319,762		23,728,218		21,426,706		25,008,900		24,787,709		34,302,768

				純有利子負債		有利子負債－現預金																								41,303,358		35,661,702		36,452,648		31,177,378		25,550,835		17,729,881		17,056,186		18,616,905		15,657,040		14,921,102		7,390,166		10,359,152		6,606,003		10,873,364

						内) 借入金		50,835,204		55,434,414		74,040,943		65,981,491		57,408,236		58,619,250		46,316,750		37,709,750		31,809,500		27,244,050		27,015,586		29,561,179		28,299,844		29,673,230		24,757,325		24,618,004		16,751,708		14,319,161		14,002,934		12,309,762		14,216,218		13,116,706		11,528,900		10,359,809		10,779,468

						社債		39,250,500		29,189,000		29,189,000		28,708,000		27,623,000		21,823,000		14,927,000		18,927,000		26,668,000		26,616,000		27,513,000		16,800,000		13,570,000		11,840,000		11,490,000		11,242,000		10,804,000		15,846,000		10,288,000		10,010,000		9,512,000		8,310,000		13,480,000		14,427,900		23,523,300

				現預金 ゲンヨキン																										5,057,821		6,208,142		5,060,582		5,069,947		10,309,169		9,825,827		13,108,975		5,674,029		6,662,722		8,807,116		14,036,540		14,649,748		18,181,706		23,429,404

				純資産				69,968,139		68,311,695		49,530,802		51,033,567		46,305,231		42,373,821		41,858,506		40,867,796		25,253,461		25,071,839		27,023,015		32,270,713		41,382,693		52,611,806		53,337,433		50,912,500		53,847,074		53,433,233		54,489,865		60,219,933		66,777,955		75,493,212		76,096,918		74,892,399		77,391,163

						役員賞与見込額 ヤクインショウヨミコガク																				-18,250		-25,420		-93,053		-77,826

						うち少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン																				1,825		100		1,740		1,240

						計 ケイ																				25,055,414		26,997,695		32,179,400		41,306,107		52,611,806		53,337,433		50,912,500		53,847,074		53,433,233		54,489,865		60,219,933		66,777,955		75,493,212		76,096,918		74,892,399		77,391,163

				（一株当り純資産 算出用） ヒトカブアジュンシサンサンシュツヨウ

				　　控除　非支配株主持分(06年度～） コウジョヒシハイカブヌシモチブンネンド																														-907,715		-945,669		-876,040		-895,167		-908,597		-898,662		-977,017		-1,075,785		-1,204,998		-1,027,247		-1,101,874		-1,173,717

						自己資本　計 ジコシホンケイ																												51,704,091		52,391,764		50,036,460		52,951,907		52,524,636		53,591,203		59,242,916		65,702,170		74,288,214		75,069,671		73,790,525		76,217,446

								(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)

				発行済株式		期末		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		133,986.511		121,551.511		121,551.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		110,396.511		110,396.511		100,396.511

						△自己株式(期末)		-1.413		-1.073		-0.812		-0.400		-0.587		-2.013		-1.257		-942.713		-963.246		-3,501.228		-7,029.049		-6,327.769		-6,298.679		-4,814.115		-7,279.922		-7,306.065		-7,326.881		-11,172.386		-11,173.721		-11,175.323		-11,177.634		-12,179.522		-3,181.222		-9,006.421		-3,053.936

						差引計		135,485.098		135,485.438		135,485.699		135,486.111		135,485.924		133,984.498		121,550.254		120,608.798		119,433.265		116,895.283		113,367.462		114,068.742		114,097.832		115,582.396		113,116.589		113,090.446		113,069.630		109,224.125		109,222.790		109,221.188		109,218.877		108,216.989		107,215.289		101,390.090		97,342.575

						(注)　'01/3期、'01/9期の発行済株式は端株買取の他、ストックオプションの付与に伴い保有している自己株式942千株を控除している。

						期中平均(自己株式除く） ジコカブシキノゾ		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		134,352.264		129,851.680		121,551.511		121,314.302		120,396.511		116,292.090		113,927.287		114,122.957		114,795.271		115,368.255		113,101.797		113,078.615		111,929.115		109,223.535		109,222.186		109,220.057		108,843.060		108,030.081		105,002.659		99,511.498

								0.000		-1.243		-0.943		-0.606		-0.494		-1.300		-1.712		-668.526		-947.074		-1,643.052

						差引計		0.000		135,485.268		135,485.569		135,485.905		135,486.018		134,350.964		129,849.968		120,882.985		120,367.228		118,753.459		116,292.090		113,927.287		114,122.957		114,795.271		115,368.255		113,101.797		113,078.615		111,929.115		109,223.535		109,222.186		109,220.057		108,843.060		108,030.081		105,002.659		99,511.498

				一株当たり		期末終値						0		0		0		0		0		171		160		129		270		573		1128		1070		591		299		545		400		360		472		505		594		487		742		914

				一株当たり		ＥＰＳ(一株当たり当期利益)（円） エン		0.0000		-3.5756		-135.5333		12.8084		-30.0484		-24.3806		-1.2230		9.1402		-130.4541		8.5587		13.5268		50.1511		70.0496		86.8787		54.5232		30.0298		27.2365		27.3678		22.7142		36.9885		32.6316		63.2240		45.5011		51.4303		65.5030

						当期純利益　÷　期中平均株式数

						ＢＰＳ(一株当たり純資産)（円） ジュンシサンエン		516.4268		504.1995		365.5795		376.6701		341.7715		316.2591		344.3720		338.8458		211.4441		214.3406		238.1432		282.1053		362.0235		447.3353		463.1660		442.4463		468.3123		480.8885		490.6595		542.4123		601.5642		686.4745		700.1769		727.7883		782.9816

						純資産　÷　期末株式数 シサン

						配当金		7.00		5.50		2.00		4.00		5.00		0.00		2.00		4.00		3.00		2.00		3.50		10.00		14.00		15.00		15.00		9.00		7.00		7.00		7.50		9.50		10.00		13.00		13.00		13.00		17.00

						ＰＥＲ（株価収益率)（倍） バイ		0.0		－		－		0.0		－		－		－		18.7		－		15.1		20.0		11.4		16.1		12.3		10.8		10.0		20.0		14.6		15.8		12.8		15.5		9.4		10.7		14.4		14.0

						期末株価 ÷ EPS（半期は年換算） ハンキトシカンサン

						ＰＢＲ（株価純資産倍率)（倍） バイ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.76		0.60		1.13		2.03		3.12		2.39		1.28		0.68		1.16		0.83		0.73		0.87		0.84		0.87		0.70		1.02		1.17

						期末株価 ÷ BPS

				売上高営業利益率				7.2144%		5.6010%		6.4625%		5.9581%		7.3762%		3.5364%		5.2774%		6.2279%		2.8670%		4.5701%		5.6658%		10.0598%		8.9873%		7.5860%		7.7810%		5.6563%		7.2225%		5.9792%		4.2769%		5.8935%		5.5136%		5.8843%		6.1780%		7.8256%		8.1223%

				売上高経常利益率				4.3355%		1.4503%		4.2870%		4.6294%		4.7970%		2.1498%		2.5831%		4.9192%		1.9801%		2.9055%		4.0141%		8.8957%		8.4853%		7.1249%		7.0510%		5.0952%		6.4690%		5.5907%		4.0465%		5.8611%		5.5401%		6.4775%		6.2252%		7.7116%		7.8136%

				ＲＯＥ(自己資本当期純利益率) ジコシホンジュン				+D14/+ROUND((ERR+D29)/2,0); ERR		-0.7006%		-31.1650%		3.4513%		-8.3649%		-7.3874%		-0.3771%		2.6712%		-47.4957%		4.1045%		6.1364%		19.5801%		21.9158%		21.4455%		12.0855%		6.6318%		5.9810%		5.8084%		4.6759%		7.1609%		5.7050%		9.8314%		6.5822%		7.2556%		0.0000%

				当期純利益　÷　期首末純資産平均

				ＲＯＡ(総資産経常利益率)				+D11/+ROUND((ERR+D20)/2,0); ERR		0.6456%		2.1002%		2.4938%		2.7679%		1.1476%		1.4314%		3.2354%		1.3710%		2.1611%		3.2134%		8.9782%		9.2971%		9.8888%		9.4221%		6.1554%		6.2915%		5.9993%		4.4981%		6.6908%		6.2650%		6.7878%		6.2079%		7.3765%		0.0000%

				経常利益　÷　期首末総資産平均

				CROA(ｷｬｯｼｭﾘﾀｰﾝ･ｵﾝ･ｱｾｯﾄ)				0.0000%		2.5334%		-8.4843%		3.7647%		0.0955%		0.4958%		2.8165%		4.2953%		-11.5363%		4.5160%		4.8765%		9.3361%		11.2848%		12.0241%		8.6716%		6.7380%		6.5556%		6.2314%		5.5825%		7.2353%		6.7703%		9.4202%		7.5971%		8.0048%		0.0000%

				（当期利益+減価償却費）÷期首末平均総資産

				自己資本比率 ジコ				40.7035%		42.0770%		30.1347%		32.4023%		32.3715%		32.0669%		36.7870%		37.8604%		25.1294%		27.9017%		28.5879%		33.9244%		40.8353%		45.3115%		47.9295%		49.4913%		54.2908%		52.4519%		56.4229%		59.2590%		61.0710%		64.1576%		62.8608%		61.9317%		56.7992%

				純資産　÷　総資産

				流動比率				184.3613%		209.1994%		122.9278%		137.7045%		147.2995%		135.1912%		128.1151%		157.7456%		206.2719%		198.8110%		116.6818%		168.4376%		128.6739%		198.8174%		190.8931%		184.1426%		262.4281%		196.2069%		234.1023%		236.2039%		269.8353%		248.1849%		333.5036%		346.6501%		326.4613%

				流動資産÷流動負債		流動資産		83,700,118		70,941,536		62,977,445		57,013,126		58,928,079		52,023,430		37,651,598		35,973,546		37,250,912		35,050,984		39,336,697		41,957,492		45,747,264		57,225,620		55,432,871		51,030,061		47,421,396		52,036,766		47,247,248		49,956,036		55,866,221		63,884,592		63,501,307		67,972,632		78,807,700

						流動負債		45,400,037		33,910,973		51,231,241		41,402,504		40,005,634		38,481,374		29,388,878		22,804,790		18,059,130		17,630,305		33,712,790		24,909,810		35,552,856		28,783,009		29,038,699		27,712,259		18,070,245		26,521,372		20,182,307		21,149,540		20,703,819		25,740,724		19,040,667		19,608,428		24,139,982

				インタレスト・カバレッジ・レシオ						1.4966		2.0316		2.0387		2.7094		1.3342		1.9886		3.9258		2.0075		3.2527		4.4893		9.6345		11.8135		14.1023		14.1865		10.0051		11.8287		14.0471		12.1909		23.8147		24.5965		30.3209		34.0052		39.4613		45.6433

				（営業利益+受取利息）÷支払利息		営業利益		5,476,979		4,166,949		5,171,986		5,165,228		6,395,739		2,597,533		3,596,096		4,541,187		2,068,814		3,235,316		4,181,554		9,627,813		9,673,085		11,342,001		11,615,043		7,188,949		6,976,381		6,341,464		4,638,120		6,558,008		6,470,553		6,886,769		7,245,536		8,929,155		10,117,666

						受取利息配当金		1,546,152		1,048,516		596,531		398,632		271,365		349,444		228,383		164,798		131,966		106,298		85,274		80,235		114,111		167,623		188,272		205,884		125,423		123,196		145,145		158,489		167,559		180,432		219,210		308,845		232,002

						支払利息		3,876,504		3,484,936		2,839,451		2,729,180		2,460,728		2,208,716		1,923,167		1,198,731		1,096,298		1,027,342		950,446		1,007,638		828,478		816,153		832,008		739,103		600,389		460,212		392,363		282,032		269,880		233,080		219,518		234,103		226,751

				デット・エクイティ・レシオ				1.2875		1.2388		2.0842		1.8554		1.8363		1.8984		1.4631		1.3859		2.3156		2.1482		2.0179		1.4366		1.0118		0.8029		0.6919		0.7167		0.5204		0.5743		0.4533		0.3767		0.3611		0.2884		0.3331		0.3359		0.4501

				有利子負債 ÷ 株主資本		有利子負債		90,085,704		84,623,414		103,229,943		94,689,491		85,031,236		80,442,250		61,243,750		56,636,750		58,477,500		53,860,050		54,528,586		46,361,179		41,869,844		41,513,230		36,247,325		35,860,004		27,555,708		30,165,161		24,290,934		22,319,762		23,728,218		21,426,706		25,008,900		24,787,709		34,302,768

						株主資本		69,968,139		68,311,695		49,530,802		51,033,567		46,305,231		42,373,821		41,858,506		40,867,796		25,253,461		25,071,839		27,023,015		32,270,713		41,382,693		51,704,091		52,391,764		50,036,460		52,951,907		52,524,636		53,591,203		59,242,916		65,702,170		74,288,214		75,069,671		73,790,525		76,217,446

				総資産回転率 シサン				0.0000		0.4452		0.4899		0.5387		0.5770		0.5338		0.5542		0.6577		0.6924		0.7438		0.8005		1.0093		1.0957		1.3879		1.3363		1.2081		0.9726		1.0731		1.1116		1.1416		1.1308		1.0479		0.9972		0.9565		0.0000

				売上高　÷　（期首末総資産平均）

				純資産回転率 ジュンシサン				0.0000		1.0760		1.3583		1.7241		1.7816		1.6566		1.6179		1.7628		2.1827		2.8134		2.8334		3.2282		2.9226		3.2123		2.8680		2.4817		1.8758		2.0110		2.0439		1.9724		1.8785		1.6721		1.5704		1.5330		0.0000

				売上高　÷　（期首末純資産平均）

				有形固定資産回転率				0.0000		1.1704		1.2699		1.3633		1.4301		1.3027		1.2622		1.3790		1.4289		1.5602		1.7435		2.3249		2.6798		3.6402		3.6116		3.1803		2.5495		2.9528		3.1076		3.1532		3.2308		3.1867		3.1106		3.1043		0.0000

				売上高　÷　（期首末有形固定資産資産平均）

						有形固定資産		65,085,588		62,044,300		63,993,821		63,184,196		58,077,312		54,687,104		53,283,507		52,466,551		48,536,085		42,211,150		42,447,860		39,883,900		40,444,068		41,702,118		40,961,743		38,965,684		36,807,559		35,027,756		34,767,704		35,811,953		36,835,037		36,617,182		38,788,201		34,722,949		36,799,635

																		一人当り売上高、経常利益( )内は期末人員による参考値

				一人当たり売上高				0		0		0		0		57,998		25,664		24,960		26,748		26,250		26,094		27,913		32,877		33,499		45,362		44,546		37,491		28,510		30,573		29,501		28,940		29,650		29,208		27,634		25,205		0

				売上高　÷　期首末平均従業員数

				一人当たり経常利益				0		0		0		0		2,782		552		645		1,316		520		758		1,120		2,925		2,842		3,232		3,141		1,910		1,844		1,709		1,194		1,696		1,643		1,892		1,720		1,944		0

				経常利益　÷　期首末平均従業員数

				期末従業員数												2,990		2,733		2,726		2,725		2,772		2,654		2,633		3,188		3,238		3,354		3,347		3,432		3,344		3,594		3,757		3,933		3,982		4,032		4,456		4,597		4,762

				（正社員数：出向者を除く）

								(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)

				営業キャッシュフロー				11,716		3,535		-6,293		10,428		7,747		7,689		15,666		3,159		6,423		4,222		3,980		10,100		11,913

				Finacial Statementsより																連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース

				(百万円未満四捨五入)

				減価償却費				5,245,707		4,718,248		4,503,126		4,323,189		4,214,718		3,957,750		3,622,082		3,657,117		3,679,417		3,265,336		2,897,369		3,048,131		3,014,566		2,979,590		3,396,660		3,692,287		3,430,970		3,095,652		2,965,370		3,012,825		3,462,008		3,639,602		4,019,216		4,148,230		4,297,704

				設備投資額				(2,544,444)		(2,031,046)		3,656,902		3,889,120		2,502,824		2,914,174		2,101,771		3,195,627		4,931,415		2,251,126		3,849,580		2,000,090		3,227,948		4,199,939

								(有形のみ)		(有形のみ)

						支払配当金		948,405,578		745,171,337		270,969,954		541,940,514		677,428,250		0

						中間		474,202,789		474,200,461		270,969,954		270,968,292		338,713,440		0

						期末		474,202,789		270,970,876		0		270,972,222		338,714,810		0

						役員賞与		1,978		27,457		21,075		21,538		47,560		21,080

						外部公表時の単位未満端数処理について

						１．金額表示は、原則百万円未満切り捨て

						但し、１株当り情報は円単位、少数第２位まで表示、第３位以下切り捨て

						１人当り情報は千円未満四捨五入

						２．前期比、回転率等の指標は少数点第１位、または、小数点第２位まで表示、単位未満四捨五入

						通常は、回転率、インタレスト・カバレッジのみ小数点第２位まで記載し、その他は小数点以下第１位まで表示と思います

								2,419		2,461		2,843		3,177		3,199



未確定
5/2 確定

会社法に伴い少数株主持分が純資産に含まれるため、'06年度から控除する。

会社法に伴い少数株主持分が純資産に含まれるため、'06年度から控除する。

自己株控除済み

自己株控除済み

自己株控除済み

確認）
有利子負債　減
支払利息　　増

'04.9期決算発表までは2,723人となっていた（'04.11IRから'04.3期有報と一致させた）

'04.9期決算発表までは2,904人となっていた（'04.11IRから'04.3期有報と一致させた）東ﾊﾞﾙ分除く

'05.5.23訂正(KSK)
3,126→3,188

設備投資



DBの構成

		経営指標DBの構成 ケイエイシヒョウコウセイ

		　　　

				ワークシート名 メイ		主な内容 オモナイヨウ

		1		DBの構成 コウセイ		データベースの説明 セツメイ

		2		連結指標1(FACTBOOKベース) レンケツシヒョウ		決算時に経理部より入手する「連結FACTBOOK」をベースに更新したもの

		3		連結指標2(FACTBOOK以外)		ワークシート「連結指標1(FACTBOOKべース)」に項目の無い連結情報をまとめたもの
主な掲載内容：売上高の国内外内訳、連結換算レートの為替等

		4		連結指標3(四半期情報)		四半期で投資家向けに開示している連結指標をまとめたもの
主な掲載内容：セグメント別収益、国内市場別データ、海外エリア別データ等

		5		グループ会社収益		キッツグループ各社の売上高、営業利益を年度ごとにまとめたもの

		6		マクロ経済指標(年次)		年次のマクロ経済指標をまとめたもの
主な掲載内容：日経平均及びTOPICSの3月末の数値、民間設備投資額、実質GDP等

		7		マクロ経済指標(月次)		月次のマクロ経済指標をまとめたもの
主な掲載内容：為替、新築住宅着工件数、黄銅棒に関する情報等





連結指標3(四半期情報)

		連結指標3　※四半期（3ヵ月）情報　(単位：百万円)百万円以下切捨て レンケツシヒョウシハンキゲツジョウホウヒャクマンエンイカキリス

		　　

		★更新時期：四半期決算終了後 コウシンジキシハンキケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		05/1Q		05/2Q		05/3Q		05/4Q		06/1Q		06/2Q		06/3Q		06/4Q		07/1Q		07/2Q		07/3Q		07/4Q		08/1Q		08/2Q		08/3Q		08/4Q		09/1Q		09/2Q		09/3Q		09/4Q		10/1Q		10/2Q		10/3Q		10/4Q		11/1Q		11/2Q		11/3Q		11/4Q		12/1Q		12/2Q		12/3Q		12/4Q		13/1Q		13/2Q		13/3Q		13/4Q		14/1Q		14/2Q		14/3Q		14/4Q		15/1Q		15/2Q		15/3Q		15/4Q		16/1Q		16/2Q		16/3Q		16/4Q		17/1Q		17/2Q		17/3Q		17/4Q		18/1Q		18/2Q		18/3Q		18/4Q

		バルブ事業　売上高 ジギョウウリアゲダカ				セグメント別売上高は、外部顧客に対する売上高を表示。		18,696		19,257		21,353		21,953		22,076		24,281		25,976		26,951		25,621		24,238		24,457		24,802		22,741		24,564		20,654		21,666		16,040		17,984		18,555		18,030		17,492		18,914		19,335		20,356		20,165		20,119		19,675		19,015		20,433		21,628		20,666		21,743		19,717		22,741		21,436		23,992		21,563		21,212		23,163		24,212		22,837		24,561		22,349		23,831		22,209		22,184		23,126		24,246		23,003		23,947		25,278		25,933		25,775

		伸銅品事業　売上高 シンドウヒンジギョウウリアゲダカ						3,080		4,362		4,798		6,118		7,878		11,043		11,877		11,097		10,571		10,706		10,096		9,513		9,828		8,915		6,239		3,263		3,391		3,564		4,284		4,977		4,957		4,775		4,797		5,700		5,787		5,416		4,339		4,522		4,563		4,250		4,320		4,814		5,312		5,152		5,131		5,356		5,414		4,859		5,076		5,671		5,430		5,451		5,079		4,595		4,488		4,354		4,770		5,719		5,644		5,401		6,089		6,399		6,290

		その他　売上高 タウリアゲダカ						1,895		2,363		2,005		1,744		1,979		2,346		2,118		1,889		2,223		2,649		2,286		2,111		2,180		2,605		2,362		2,071		2,356		2,827		2,367		2,211		2,380		2,824		2,436		2,088		2,135		2,729		2,393		2,146		2,207		2,523		2,151		1,973		2,010		2,446		2,092		1,965		2,062		2,418		781		600		735		1,019		777		608		713		991		736		560		653		940		707		566		686

		連結売上高　計 レンケツウリアゲダカケイ						23,673		25,982		28,158		29,816		31,934		37,670		39,971		39,937		38,416		37,593		36,840		36,425		34,751		36,085		29,256		27,002		21,788		24,376		25,207		25,219		24,830		26,513		26,568		28,145		28,088		28,265		26,408		25,684		27,204		28,401		27,138		28,530		27,040		30,340		28,660		31,315		29,040		28,490		29,021		30,484		29,003		31,032		28,206		29,036		27,411		27,530		28,633		30,527		29,302		30,289		32,075		32,899		32,752

		バルブ事業　営業利益 ジギョウエイギョウリエキ						2,390		2,663		3,497		2,991		3,548		3,546		3,812		3,083		4,064		2,853		3,671		3,458		2,836		2,842		2,428		2,198		1,669		2,095		2,612		2,401		1,592		1,995		2,178		2,377		2,058		1,130		1,951		1,773		2,328		2,255		2,082		2,141		1,642		1,689		2,149		3,116		2,476		2,170		2,506		2,353		2,263		2,819		2,604		2,697		2,594		3,000		3,063		2,785		2,646		2,959		3,561		3,630		3,443

		伸銅品事業　営業利益 シンドウヒンジギョウエイギョウリエキ						295		310		97		-36		-503		346		209		107		235		130		-104		29		210		53		-581		-176		134		148		181		205		172		119		172		169		124		71		-21		93		122		44		82		192		147		113		165		122		7		121		113		4		26		-55		-47		59		142		141		188		358		162		180		216		140		127

		その他　営業利益 タエイギョウリエキ						34		260		142		-49		66		200		143		-55		70		225		82		-45		-4		216		102		-46		8		257		107		-30		23		254		91		-55		42		260		99		-48		32		236		98		-36		7		261		54		-38		51		236		22		-78		5		133		29		-94		-1		112		12		-64		-42		98		(20)		(64)		(18)

		調整額 チョウセイガク						-736		-686		-685		-816		-789		-786		-753		-834		-808		-736		-726		-783		-798		-713		-694		-684		-697		-658		-689		-768		-701		-659		-700		-687		-720		-623		-732		-821		-748		-683		-719		-870		-731		-663		-719		-845		-691		-782		-698		-926		-797		-789		-771		-839		-835		-861		-811		-897		-828		(861)		(822)		(838)		(905)

		連結営業利益　計 レンケツエイギョウリエキケイ						1,984		2,547		3,051		2,089		2,323		3,305		3,412		2,302		3,561		2,471		2,924		2,659		2,243		2,399		1,255		1,290		1,114		1,842		2,211		1,807		1,086		1,709		1,741		1,803		1,504		839		1,297		997		1,734		1,853		1,543		1,426		1,065		1,400		1,649		2,355		1,844		1,745		1,944		1,352		1,498		2,108		1,815		1,823		1,900		2,392		2,453		2,182		1,937		2,377		2,935		2,867		2,647

		国内市場別データ(単位：億円)
　日本計 コクナイシジョウベツニホンケイ		アナリスト向け決算説明会資料 ムケッサンセツメイカイシリョウ		09/1Qからインプット。		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		116		125		134		137		123		133		136		148		140		134		132		144		133		141		139		143		126		136		144		159		134		139		139		148		137		144		141		152		138		142		151		155		152		154		167		167		168		175

		　建築設備市場 ケンチクセツビシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		56		58		59		62		61		64		63		70		66		59		62		64		58		66		68		70		57		62		67		72		61		60		59		61		61		61		61		62		62		62		64		66		68		66		69		70		73		73

		　水関連 ミズカンレン						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		13		17		15		8		12		16		17		11		14		17		20		14		16		22		18		14		18		21		21		14		20		22		20		16		19		25		22		15		19		22		20		16		21		23		20		15		20

		　半導体関連市場 ハンドウタイカンレンシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		8		11		14		14		15		16		16		16		14		10		13		11		9		8		10		12		12		15		15		17		13		17		19		17		16		10		13		12		12		16		16		17		19		21		23		23.00		23.00

		　機械装置関連市場 キカイソウチカンレンシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		12		13		14		13		14		15		16		14		14		14		13		13		14		12		13		12		12		13		14		12		12		12		14		12		12		13		15		13		13		14		15		15		15		16		16		18		18

		　石油精製・石油化学市場 セキユセイセイセキユカガクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		6		7		7		5		5		5		6		5		5		5		7		7		6		6		7		6		7		6		8		7		6		6		7		5		7		7		8		6		6		6		7		7		7		7		6		17		17

		　一般化学市場 イッパンカガクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		4		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5		7		5		5		5		6		5		5		6		6		7		7

		　食品・製紙市場 ショクヒンセイシシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		8		7		8		7		8		7		8		9		9		8		9		10		9		8		9		8		8		7		10		7		9		8		9		8		10		8		10		9		10		8		9		9		9		10		10		6		6

		　ガス市場 シジョウ				18/1Qからガス・電力 デンリョク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		6		6		6		6		6		6		6		8		7		7		6		8		8		7		7		6		7		7		8		6		7		7		7		7		7		8		8		7		7		7		8		8		7		8		8		6.00		6.00

		　電力市場 デンリョクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2

		　大型プロジェクト物件 オオガタブッケン						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		8		9		4		4		4		3		4		5		5		4		6		5		6		3		3		6		4		3		5		5		6		3		5		4		5		4		5		7		7		6		6		4		4		3		6		3		6

		海外エリア別データ(単位：億円)
　海外計 カイガイベツカイガイケイ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		45		55		51		43		52		56		57		56		61		67		65		46		71		75		68		74		71		90		70		81		81		73		92		94		91		101		83		86		84		80		80		87		77		85		85		92		90		106

		　アセアン・その他 タ				～10/4Qはタイ･インドネシア
18/1Qからアセアン・韓国他		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		7		8		9		13		17		17		16		24		27		21		5		27		31		31		26		25		39		27		37		28		23		38		35		37		35		30		33		28		31		31		30		29		35		30		37		33		31

		　　内、半導体向け ウチハンドウタイム																																																																																																						6		7		5		5		9		5

		　中国 チュウゴク						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		3		2		4		4		5		6		8		8		10		11		12		10		10		6		8		9		13		9		11		14		10		8		13		11		18		16		11		10		8		12		17		15		15		17		18		15		21

		　　内、半導体向け ウチハンドウタイム																																																																																																						5		4		5		5		6		7

		　中東 チュウトウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		11		11		6		12		9		9		7		3		5		7		2		4		3		1		4		2		2		1		3		2		2		7		2		4		5		2		2		4		3		3		3		2		5		2		3		5		18

		　アジア計 ケイ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		21		21		19		29		31		32		31		35		42		39		19		41		44		38		38		36		55		37		49		44		35		53		50		52		58		48		46		42		42		46		50		46		55		49		58		53		69

		　米州（北米、中南米） ベイシュウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		21		19		11		13		11		17		17		19		14		16		20		20		20		22		24		21		20		23		21		23		26		29		28		29		30		26		28		31		24		25		26		23		23		27		25		28		27

		　欧州・その他 オウシュウタ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		10		9		7		8		12		8		7		7		11		10		7		10		11		8		12		14		15		10		11		14		13		10		15		9		12		9		13		11		13		9		10		8		6		8		9		9		10

		　大型プロジェクト物件 オオガタブッケン				18/1Qから入力なし ニュウリョク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		3		2		7		2		2		-		1		2		6		8		3		4		5		5		6		3		2		3		3		1		1		6		3		4		7		2		3		6		6		3		3		2		3		1		2





グループ会社収益

		グループ会社の収益　(単位：百万円)　 カイシャシュウエキ

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ

		売上高 ウリアゲダカ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		キッツ						53,146		51,392		54,973		64,969		67,796		65,318		48,425		51,002		56,577		65,188		64,438		66,569		64,159		61,933		64,118

		東洋バルヴ トウヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク		15/3より表示単位未満切り捨て ヒョウジタンイミマンキス		-		10,940		10,921		12,734		15,527		12,918		10,623		11,350		10,633		8,184		8,027		8,696		7,888		7,982		8,647

		清水合金製作所 シミズゴウキンセイサクショ		以下同じ イカオナ				4,063		4,281		4,204		4,365		4,450		4,307		3,930		3,720		4,030		4,029		4,189		4,349		4,477		4,254		4,491

		キッツSCT						4,983		6,606		5,509		7,375		6,374		3,773		3,312		6,091		5,364		4,034		5,290		6,723		7,255		8,768		12,764

		三吉バルブ ミヨシ						1,038		1,205		1,203		1,337		1,286		1,158		1,004		1,132		1,171		789		742		573		512		511		498

		キッツマイクロフィルター						-		1,198		1,320		1,506		1,604		1,437		1,380		1,445		1,410		1,288		1,507		1,483		1,699		1,729		1,987

		キッツメタルワークス						-		10,300		13,005		26,202		25,456		18,300		16,748		22,718		22,612		20,286		24,016		23,760		21,970		20,503		24,678

		北東技研工業 ホクトウギケンコウギョウ																														810		1,295		1,472

		キッツウェルネス						3,788		3,767		4,037		4,369		4,367		5,163		5,604		5,809		5,569		5,599		5,514

		ホテル紅や ベニ						3,344		3,269		3,239		3,321		3,573		3,384		3,596		3,409		3,310		3,129		2,954		2,993		3,050		2,929		2,797

		KCA						3,578		4,193		5,986		6,891		6,927		7,059		5,682		4,421		5,392		7,357		7,171		8,793		9,226		6,773		6,191

		KCE				10/3よりKCE+NEKIの数字を表示。		1,853		1,580		1,482		1,958		2,460		2,344		1,498		1,077		1,414		1,630		2,043		2,548		2,278		1,180		1,315

		Perrin						-		-		-		-		-		-		-		2,131		3,404		4,110		4,185		3,287		3,718		2,631		2,549

		KTL						5,719		6,744		7,493		14,868		14,808		11,877		7,541		11,582		9,401		10,264		13,457		12,909		12,627		10,010		11,361

		KCT						3,455		4,182		4,619		5,864		5,083		4,392		2,795		3,684		4,127		5,176		5,472		5,563		6,418		5,758		6,245

		KCK						90		491		711		1,079		1,226		1,197		780		1,040		1,601		1,864		2,214		2,204		3,073		3106		3009

		KJK						-		83		975		2,054		2,434		2,913		2,402		1,694		2,051		2,852		3,683		3,913		3,942		3083		2477

		KCL																												1,526		1,266		1048		830

		KCS						38		136		223		471		763		714		415		807		1,520		1,662		2,165		2,884		3,282		3,389		3,510

		営業利益 エイギョウリエキ						04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		キッツ						2,441		5,512		5,492		6,305		6,675		4,506		3,455		2,568		1,457		3,468		2,543				2,902		4,247		4,665

		東洋バルヴ トウヨウ						-		1,258		916		1,068		1,520		1,283		1,314		1,364		927		393		325		300		265		270		306

		清水合金製作所 シミズゴウキンセイサクショ						320		446		561		500		428		119		147		145		141		285		332		367		442		316		438

		キッツSCT						180		439		195		744		311		-414		-220		457		258		-36		172		337		613		827		1,801

		三吉バルブ ミヨシ						15		31		91		135		123		66		18		34		33		16		2		26		58		64		71,705

		キッツマイクロフィルター						-		166		186		238		239		118		117		143		109		59		148		95		175		164		287

		キッツメタルワークス						-		206		88		331		138		-302		649		638		261		442		549		248		-18		697		570

		北東技研工業 ホクトウギケンコウギョウ																														58		165		157

		キッツウェルネス						339		293		287		346		197		198		236		268		313		305		327

		ホテル紅や ベニ						76		81		85		21		124		28		57		3		5		15		-43		43		30		5		-86

		KCA						-17		130		422		786		946		770		407		236		353		161		273		259		276		141		210

		KCE				10/3よりKCE+NEKIの数字を表示。		-48		-110		-50		84		146		157		30		-19		10		53		-27		117		62		-70		-41

		Perrin						-		-		-		-		-		-		-		-91		228		417		245		-2		229		25		-89

		KTL						772		882		514		311		225		474		475		333		218		222		587		652		896		703		634

		KCT						260		384		332		368		98		184		95		115		79		345		327		296		308		288		249

		KCK						-38		17		49		72		26		70		31		61		92		134		160		115		190		231		128

		KJK						-		-64		-75		120		116		72		140		10		27		94		66		69		191		160		77

		KCL																												104		91		103		41

		KCS						12		16		14		30		65		32		34		50		83		105		148		150		201		236		286





マクロ経済指標(年次)

		マクロ経済指標(年次) ケイザイユビシルベネンジ

		　　　						暦年 レキネン

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		日経平均株価(3月末の株価)　(単位：円) ニッケイヘイキンカブカガツマツカブカタンイエン		yahooファイナンス		日経平均株価は、東証1部上場の銘柄から選んだ225銘柄の平均株価を指す。		11,715.38		11,668.95		17,059.66		17,287.65		12,525.54		8,109.53		11,089.94		9,755.10		10,083.56		12,397.91		14827.83		19,206.99		16,758.67		18909.26		21454.3

		TOPIX(3月末の指標)　(単位：ポイント) ガツマツシヒョウタンイ		yahooファイナンス		TOPICS(東証株価指数)は、東証1部上場の全銘柄の時価総額の合計を全銘柄で割って出した数字を指す。		1,179.23		1,182.18		1,728.16		1,713.61		1,212.96		773.66		978.81		869.38		854.35		1,034.71		1,202.89		1,543.11		1,347.20		1,512.60		1,708.27

		民間設備投資金額(実質)　(単位：10億円) ミンカンセツビトウシキンガクジッシツ		内閣府国民経済計算
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html		過去にさかのぼって数字が変更になるため、最新年のデータを入力する際、2003年から全て数字を置き換える。 カコスウジヘンコウサイシンネンニュウリョクサイネンスベスウジオカ		68,896.40		71,515.50		77,622.50		79,247.20		80,066.20		77,798.30		67,362.20		66,736.40		69,406.50		72,227.50		74,892.10		78,966.20		81,672.40		82,176.60		84,613.90

		民間設備投資金額(名目)　(単位：10億円) ミンカンセツビトウシキンガクメイモク						73,980.80		75,645.20		81,556.10		83,395.80		84,067.50		82,047.10		68,967.30		67,594.40		69,406.50		71,969.00		74,944.50		79,944.60		83,412.50		83,180.50		86,156.20

		実質GDP成長率　日本 ジッシツセイチョウリツニホン		IMF - World Economic Outlook Databases(世界のネタ帳)
http://ecodb.net/country/JP/imf_growth.html セカイチョウ		経済成長率は、GDPが前年比でどの程度成長したかを指す(実質GDPは経済成長率)。
経済成長率(％)＝(当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
【参考】名目GDPは実際に市場で取引されている財やサービスを市場価値をもとに推計したもの。名目GDPが上昇したとしても同時に物価も上昇した場合、経済が成長していることにはならない。そこでどれだけ経済が成長したかを見るためにGDPデフレーター（物価指数）を用いて名目GDPから物価の変動を取り除いたのが実質GDPとなる。また、実質GDPの成長率が経済成長率となる。
(内閣府HPより)名目値とは、実際に市場で取り引きされている価格に基づいて推計された値。実質値とは、ある年（参照年）からの物価の上昇・下落分を取り除いた値。名目値では、インフレ・デフレによる物価変動の影響を受けるため、経済成長率を見るときは、これらの要因を取り除いた実質値で見ることが多い。 ジッシツケイザイセイチョウリツサンコウナイカクフ		1.53		2.21		1.66		1.42		1.65		-1.09		-5.42		4.19		-0.12		1.50		2.00		0.34		1.20		1.00		1.74

		実質GDP成長率　米国 ジッシツセイチョウリツベイコク						2.81		3.79		3.35		2.67		1.78		-0.29		-2.78		2.53		1.6		2.22		1.68		2.37		2.6		1.62		2.22

		実質GDP成長率　中国 ジッシツセイチョウリツチュウゴク						10.0		10.1		11.3		12.7		14.2		9.6		9.2		10.61		9.5		7.9		7.8		7.3		6.9		6.7		6.86

		実質GDP成長率　インド ジッシツセイチョウリツ						7.94		7.85		9.29		9.26		9.8		3.89		8.48		10.26		6.64		5.48		6.54		7.18		7.93		6.83		6.68





マクロ経済指標(月次)

		マクロ経済指標(月次) ケイザイシヒョウゲツジ

		　																																																																																																																																																																																																																																																																																												72,164

		★更新時期は項目ごとに記載 コウシンジキコウモクキサイ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		★更新時期 コウシンジキ		04/4		04/5		04/6		04/7		04/8		04/9		04/10		04/11		04/12		05/1		05/2		05/3		05/4		05/5		05/6		05/7		05/8		05/9		05/10		05/11		05/12		06/1		06/2		06/3		06/4		06/5		06/6		06/7		06/8		06/9		06/10		06/11		06/12		07/1		07/2		07/3		07/4		07/5		07/6		07/7		07/8		07/9		07/10		07/11		07/12		08/1		08/2		08/3		08/4		08/5		08/6		08/7		08/8		08/9		08/10		08/11		08/12		09/1		09/2		09/3		09/4		09/5		09/6		09/7		09/8		09/9		09/10		09/11		09/12		10/1		10/2		10/3		10/4		10/5		10/6		10/7		10/8		10/9		10/10		10/11		10/12		11/1		11/2		11/3		11/4		11/5		11/6		11/7		11/8		11/9		11/10		11/11		11/12		12/1		12/2		12/3		12/4		12/5		12/6		12/7		12/8		12/9		12/10		12/11		12/12		13/1		13/2		13/3		13/4		13/5		13/6		13/7		13/8		13/9		13/10		13/11		13/12		14/1		14/2		14/3		14/4		14/5		14/6		14/7		14/8		14/9		14/10		14/11		14/12		15/1		15/2		15/3		15/4		15/5		15/6		15/7		15/8		15/9		15/10		15/11		15/12		16/1		16/2		16/3		16/4		16/5		16/6		16/7		16/8		16/9		16/10		16/11		16/12		17/1		17/2		17/3		17/4		17/5		17/6		17/7		17/8		17/9		17/10		17/11		17/12		18/1		18/2		18/3		18/4		18/5		18/6		18/7		18/8		18/9		18/10		18/11		18/12		19/1		19/2		19/3

		為替　USドル(単位：円) カワセタンイエン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		105.63		110.35		110.05		108.43		112.10		109.89		111.05		106.18		103.19		103.40		103.60		104.73		107.41		106.35		108.11		110.63		112.48		111.41		113.21		115.76		119.68		118.07		117.75		116.29		117.47		114.40		112.29		115.24		114.85		117.33		117.89		117.69		116.47		118.92		121.73		118.42		118.09		119.78		121.67		123.27		118.92		116.07		115.43		114.77		110.14		114.15		106.41		104.77		100.20		104.15		105.75		106.42		108.12		109.35		103.63		98.41		95.56		90.84		89.60		97.79		98.26		97.76		96.47		96.02		95.48		92.69		90.21		91.39		86.76		92.07		89.75		89.43		93.04		94.07		91.31		88.51		86.69		84.54		83.82		80.91		84.27		81.44		82.11		81.70		83.15		82.08		80.82		80.73		77.86		76.73		76.63		75.76		78.13		77.73		76.38		80.68		82.14		81.19		78.93		79.31		78.17		78.60		77.61		79.66		82.10		86.58		91.14		92.51		93.99		97.92		101.17		98.63		98.09		98.36		97.75		98.51		102.42		105.4		102.86		101.90		102.92		102.61		101.65		101.30		102.85		103.74		109.45		109.34		118.23		120.53		118.25		119.26		120.27		118.99		123.75		122.48		124.02		121.18		119.97		120.9		122.82		120.54		118.87		113.64		112.69		111.73		110.94		102.96		104.47		103.19		101.12		104.81		112.42		116.53		113.81		112.44		112.20		111.29		110.96		112.00		110.36		110.42		112.74		113.16		112.07		113.05		108.86		107.38		106.27		109.35		108.71		110.54		111.01		111.06		113.28		113.28		113.49

		為替　ユーロ(単位：円) カワセ		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		128.73		131.98		134.39		130.99		134.89		132.57		136.97		135.35		136.80		140.37		134.99		138.90		138.85		137.41		134.65		133.60		136.40		136.08		136.10		139.59		140.91		139.91		142.28		137.64		142.75		143.35		144.30		145.96		146.48		150.51		149.74		149.57		153.11		155.93		157.73		156.67		157.35		162.88		163.38		165.64		163.04		158.55		163.36		165.65		162.63		166.64		157.83		158.94		158.18		162.15		164.06		168.04		168.45		160.84		149.06		125.76		123.21		127.17		115.54		124.18		129.83		130.15		134.60		135.51		134.53		132.53		131.68		135.51		130.11		131.92		124.93		121.17		124.90		124.49		112.18		107.79		113.17		106.86		114.21		112.59		110.65		107.83		111.55		112.10		117.53		121.75		116.17		116.79		111.40		110.68		104.04		107.17		104.15		100.68		100.45		108.65		109.71		107.23		97.60		98.73		95.84		98.32		100.22		103.26		106.52		114.69		123.66		121.62		120.65		128.18		131.88		128.56		130.06		130.22		131.90		135.20		139.42		145.04		139.42		139.67		141.61		141.68		138.27		138.21		137.78		136.73		138.85		137.78		147.15		146.54		133.85		133.71		130.41		132.2		135.61		137.2		135.67		135.96		134.94		132.78		129.87		131.67		129.92		124.06		127.57		126.33		123.61		114.36		115.66		114.91		113.29		114.95		119.66		122.73		121.71		118.91		119.78		120.84		123.9		127.95		129.56		131.3		132.81		131.72		132.81		134.95		135.14		131.27		130.58		132.35		126.72		127.88		129.92		129.48		128.44		128.44		129.2

		為替　台湾元(単位：円) カワセタイワンゲン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		3.20		3.34		3.31		3.23		3.30		3.25		3.27		3.18		3.21		3.23		3.26		3.37		3.39		3.39		3.48		3.50		3.54		3.42		3.42		3.45		3.58		3.57		3.69		3.59		3.62		3.59		3.50		3.54		3.51		3.57		3.58		3.54		3.59		3.64		3.70		3.60		3.58		3.61		3.69		3.75		3.63		3.52		3.53		3.54		3.41		3.51		3.31		3.40		3.30		3.43		3.47		3.51		3.54		3.47		3.23		3.00		2.87		2.75		2.66		2.80		2.88		2.90		2.96		2.91		2.91		2.82		2.79		2.82		2.69		2.85		2.81		2.79		2.93		3.01		2.85		2.75		2.71		2.64		2.68		2.64		2.77		2.78		2.83		2.75		2.82		2.85		2.81		2.81		2.71		2.64		2.52		2.54		2.58		2.57		2.57		2.73		2.78		2.77		2.65		2.65		2.61		2.63		2.65		2.73		2.83		2.99		3.09		3.13		3.15		3.33		3.39		3.29		3.28		3.29		3.31		3.36		3.46		3.52		3.39		3.37		3.38		3.40		3.40		3.39		3.43		3.47		3.60		3.60		3.83		3.79		3.75		3.80		3.85		3.92		4.04		3.97		3.92		3.75		3.63		3.72		3.76		3.68		3.55		3.41		3.50		3.45		3.40		3.19		3.27		3.25		3.22		3.31		3.53		3.61		3.63		3.67		3.70		3.69		3.68		3.69		3.65		3.67		3.71		3.75		3.74		3.8		3.73		3.67		3.65		3.69		3.62		3.62		3.63		3.62		3.66		3.66		3.69

		為替　タイバーツ(単位：円) カワセ		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		2.68		2.75		2.72		2.65		2.71		2.63		2.68		2.59		2.61		2.65		2.69		2.74		2.74		2.69		2.68		2.68		2.70		2.70		2.76		2.84		2.91		2.89		3.01		2.96		3.03		3.05		2.94		3.01		3.03		3.12		3.14		3.20		3.23		3.38		3.55		3.48		3.66		3.68		3.74		3.89		4.04		3.57		3.67		3.63		3.59		3.86		3.40		3.56		3.19		3.29		3.26		3.17		3.22		3.20		3.03		2.82		2.70		2.60		2.56		2.71		2.76		2.77		2.81		2.82		2.80		2.72		2.68		2.74		2.61		2.76		2.71		2.70		2.88		2.91		2.80		2.72		2.69		2.71		2.75		2.70		2.78		2.70		2.63		2.67		2.74		2.74		2.66		2.62		2.62		2.55		2.46		2.47		2.49		2.45		2.46		2.67		2.67		2.62		2.48		2.50		2.48		2.51		2.52		2.60		2.68		2.82		3.07		3.10		3.20		3.34		3.35		3.17		3.12		3.08		3.11		3.18		3.20		3.21		3.11		3.12		3.16		3.17		3.10		3.11		3.22		3.24		3.38		3.36		3.61		3.65		3.62		3.69		3.69		3.63		3.66		3.64		3.53		3.38		3.3		3.4		3.42		3.35		3.32		3.18		3.20		3.19		3.1		2.93		3.00		2.98		2.91		2.99		3.16		3.25		3.23		3.23		3.26		3.21		3.25		3.3		3.3		3.33		3.38		3.41		3.44		3.46		3.47		3.42		3.4		3.46		3.4		3.33		3.33		3.39		3.4		3.4		3.44

		為替　中国元(単位：円) カワセチュウゴクゲン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		12.76		13.33		13.30		13.10		13.54		13.28		13.42		12.83		12.47		12.49		12.52		12.65		12.98		12.85		13.06		13.37		13.87		13.76		13.99		14.32		14.81		14.63		14.61		14.46		14.63		14.26		13.99		14.40		14.39		14.74		14.92		14.94		14.86		15.20		15.65		15.29		15.28		15.52		15.91		16.18		15.68		15.36		15.36		15.36		14.89		15.62		14.78		14.71		14.29		14.90		15.24		15.51		15.82		16.00		15.20		14.41		13.99		13.29		13.10		14.30		14.38		14.32		14.12		14.06		13.97		13.57		13.21		13.38		12.71		13.48		13.15		13.10		13.63		13.78		13.37		13.04		12.79		12.43		12.52		12.08		12.63		12.29		12.45		12.42		12.68		12.61		12.46		12.47		12.08		12.02		12.04		11.97		12.29		12.31		12.11		12.81		13.05		12.92		12.47		12.46		12.25		12.37		12.33		12.76		13.22		13.91		14.68		14.88		15.14		15.89		16.49		16.07		15.98		16.07		15.97		16.19		16.84		17.35		17.06		16.69		16.58		16.40		16.27		16.31		16.67		16.88		17.75		17.89		19.23		19.34		18.91		19.00		19.37		19.21		19.96		19.74		19.95		18.79		18.97		19.07		19.03		18.34		17.97		17.36		17.39		17.18		16.83		15.46		15.69		15.41		15.15		15.45		16.27		16.76		16.60		16.39		16.29		16.13		16.28		16.49		16.39		16.74		16.96		17.05		16.94		17.3		17.21		16.98		16.92		17.29		16.99		16.67		16.24		16.17		16.24		16.24		16.36

																																																																																																																																																																																																																																																																																																		　

		機械受注金額(単位：億円) キンガク		内閣府 機械受注統計調査報告
※09/4～13/3は旧方式の数値
※13/4から新方式の数値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu.html		毎月10日頃公表。 マイツキニチコロコウヒョウ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		22,436		20,958		22,614		22,951		22,902		20,504		21,259		23,318		24,733		22,005		21,613		21,095		23,838		21,764		23,026		24,025		22,718		24,215		22,354		24,383		24,469		23,750		26,175		26,560		25,599		25,725		27,341		24,020		26,193		24,013		25,252		26,977		24,006		26,246		26,977		22,732		25,850		27,357		25,814		25,922		27,214		24,302		27,757		26,165		25,343		31,040		26,563		24,487		25,849		27,340		26,209		24,806		23,929		23,439		20,272		18,013		19,410		16,350		15,030		17,010		15,081		14,936		15,358		16,303		16,009		17,143		17,426		16,766		19,232		18,982		19,285		19,978		19,013		17,792		18,943		19,833		20,570		18,976		21,161		20,234		20,192		23,253		24,792		19,742		20,647		20,209		20,946		19,237		20,222		19,584		19,979		21,719		21,135		23,970		21,227		22,094		20,267		19,285		18,889		19,211		16,732		18,438		18,364		19,898		18,115		18,312		18,479		23,618		20,267		22,696		19,443		20,291		21,203		23,999		22,896		21,573		20,902		23,543		22,164		23,198		31,260		21,735		25,451		22,013		21,527		23,246		22,563		20,222		21,960		25,084		24,745		24,820		24,559		23,028		24,171		24,703		21,103		23,103		27,337		22,260		22,567		20,527		22,317		25,489		22,507		20,537		21,641		21,620		21,236		21,108		21,699		25,990		24,840		22,180		22,077		22,616		22,796		22,489		22,705		23,521		25,518		23,266		24,166		27,337		23,681		24,745		24,188		22,280		25,080		25,875		22,139		26,304		26,765		22,014

		民間建設工事受注金額(単位：10億円) ミンカンケンセツコウジジュチュウキンガクタンイオクエン		国土交通省建設工事受注動態統計調査報告(受注高時系列表／民間等からの受注工事) コクドコウツウショウケンセツコウジジュチュウドウタイトウケイチョウサホウコクジュチュウダカジケイレツヒョウミンカントウジュチュウコウジ		速報値は月末日、確報値は10日頃公表。 ソクホウチゲツマツビカクホウアタイヒゴロコウヒョウ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,358		1,351		1,680		1,505		1,390		2,303		1,362		1,441		1,699		1,311		1,285		2,897		1,261		1,407		1,670		1,651		1,557		2,134		1,511		1,440		1,789		1,363		1,639		2,738		1,210		1,418		1,756		1,755		1,669		2,015		1,611		1,403		1,765		1,396		1,486		2,665		1,708		1,694		1,896		1,907		1,798		2,578		1,871		1,809		2,125		1,548		1,737		2,877		2,448		2,530		2,940		2,811		2,971		5,328		2,874		2,364		2,724		2,194		2,371		3,678		2,643		2,692		3,048		2,896		2,683		3,472		3,128		2,951		3,105		2,764		2,988		4,177		3,132		2,903		3,564		3,185		3,196		3,939		3,183		3,257		3,573		2,964		3,051		5,122		3,124		3,530		3,481		3,266		3,185		4,023		3,208		3,317		3,591		2,789		3,207		5,031		3,058		2,861		3,705		3,421		3,190		3,963		3,251		3,417		3,568		2,929		3,359		5,113		3,037		3,235		3,726		3,396		3,223		4,119		3,119

		新築住宅着工件数(単位：戸) シンチク		国土交通省 建築着工統計調査報告(住宅・建築物時系列表／総計)
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000596.html ジュウタクケンチクブツジケイレツヒョウソウケイ		毎月末公表。 マイツキマツ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		96,178		98,889		106,582		106,462		102,070		108,281		106,145		98,561		98,849		94,944		85,288		90,789		96,740		101,862		109,184		115,343		109,199		108,086		115,822		110,986		97,932		92,899		96,995		94,318		111,260		108,652		114,331		106,649		111,187		112,442		118,360		115,392		107,906		92,219		87,360		99,488		107,255		97,076		121,149		81,714		63,076		63,018		76,920		84,252		87,214		86,971		82,962		83,991		97,964		90,804		100,929		97,212		96,905		97,184		92,123		84,277		82,197		70,688		62,303		66,628		66,198		62,805		68,268		65,974		59,749		61,181		67,120		68,198		69,298		64,951		56,527		65,008		66,568		59,911		68,688		68,809		71,921		71,998		71,390		72,838		74,517		66,709		62,252		63,419		66,757		63,726		72,687		83,398		81,986		64,206		67,273		72,635		69,069		65,984		66,928		66,597		73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979		78,481		87,456		83,234		80,562		83,128		83,057		84,703		76,751		66,358		69,071		69,616		84,226		79,539		81,275		82,615		81,860		81,903		83,330

		原油価格WTI(単位：USﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ) カカク		IMF - Primary Commodity Prices(世界のネタ帳)
http://ecodb.net/pcp/imf_group_oil.html#index01 セカイチョウ		https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92.98		95.38		105.47		112.62		125.37		133.93		133.38		116.64		103.94		76.61		57.29		41.44		41.74		39.15		47.98		49.81		59.12		69.58		64.14		71.06		69.44		75.77		78		74.49		78.34		76.3		81.25		84.5		73.74		75.35		76.16		76.6		75.26		81.9		84.19		89.22		89.51		89.37		102.92		110.04		101.25		96.25		97.19		86.32		85.62		86.41		97.07		98.61		100.15		102.26		106.15		103.28		94.51		82.36		87.89		94.11		94.61		89.52		86.69		88.19		94.65		95.3		93.12		92.02		94.72		95.79		104.55		106.55		106.31		100.50		93.81		97.90		95.00		100.70		100.57		102.18		102.00		105.24		102.99		96.38		93.35		84.40		75.70		59.10		47.60		50.72		47.78		54.20		54.26		59.80		51.16		42.86		45.48		46.20		42.65		37.24		31.70		30.35		37.77		40.96		46.85		48.75		44.89		44.75		45.17		49.89		45.62		52.01		52.56		53.40		49.58		51.17		48.56		45.17		46.65		48.03		48.03		51.56		56.65		57.94		63.67		62.17		62.76		66.32		69.98		74.15		68.76		69.80		73.25		65.31		50.93

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								↑17/7～新電力ネット(https://pps-net.org/statistics/crude-oil)からの情報。 シンデンリョク																						↑18/6～investing.com(https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data)からの情報。

		材料相場 ザイリョウソウバ		材料相場は「原材料相場.xls」に銅LME、銅建値(電気銅)、亜鉛LME、ニッケルLME、鉄スクラップを掲載

		黄銅棒市場生産(単位：トン) オウドウボウシジョウセイサンタンイ		KMWの経営会議資料 ケイエイカイギシリョウ				経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20,246		19,196		19,942		19,222		17,671		19,964		20,561		21,057		20,109		20,142		21,750		24,085		22,283		21,585		22,000		20,907		19,640		21,694		22,577		21,659		21,348		19,854		20,507		21,094		19,834		19,082		18,660		18,777		16,861		18,628		20,153		19,479		18,748		18,042		19,854		19,404		19,922		18,302		17,975		19,373		16,343		16,549		17,326		15,867		14,611		11,841		10,761		9,874		10,950		11,038		12,534		13,435		11,946		14,020		15,289		15,311		14,807		14,648		15,311		16,218		16,219		15,861		16,913		16,931		14,980		16,707		15,940		15,844		15,439		15,388		16,487		17,635		16,928		16,893		17,308		17,388		15,278		15,880		14,042		14,993		13,294		14,206		15,440		15,650		15,862		14,920		15,130		15,321		13,846		14,906		15,151		15,009		14,198		14,002		14,882		15,000		14,520		14,652		14,878		16,072		13,914		15,224		16,348		16,036		15,452		14,956		16,317		16,608		16,794		16,237		16,785		16,091		13,418		14,837		15,678		14,953		14,726		14,301		15,046		15,500		15,775		13,967		15,044		14,802		13,402		14,424		15,407		15,032		14,958		14,274		15,803		16,000		14,776		14,714		15,938		14,955		14,950		16,073		16,022		16,928		16,449		14,803		16,680		16,900		16,905		15,604		17,250		16,118		14,424		15,627		16,615		16,282		15,253		15,029		15,736		16,000		16,576		15,779		15,778		15,600		14,387		14,689		16,002		16,500

		銅建値　月平均(単位：円/kg) ドウタテネツキヘイキン						経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ																																																																																																																																																																																																																																																		732		748		741		770		769		783		772		828		816		746		724		763		765		808		770		724		676		680		677		639		610		573		577		602		581		555		534		548		526		525		533		629		705		700		713		704		670		671		673		713		753		773		812		813		811		826		802		766		779		798		811		741		716		717		745		741

		N社ダライ粉価格月平均(単位：円/kg) シャコナカカクツキヘイキンタンイエン				ダライ粉価格は加重平均値 コカカクカジュウヘイキンチ		経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		262		255		265		274		279		279		286		298		318		322		382		428		560		693		653		690		683		683		700		677		666		599		566		600		704		728		716		731		659		641		674		574		543		549		597		600		611		603		598		609		569		518		374		284		238		239		244		280		333		337		353		358		412		411		414		432		448		500		448		480		524.3		442.7		421.6		417.0		444.6		460.0		487.0		497.0		533.1		554.6		574.0		544.9		556.3		512.3		510.5		535		487		460		388		410		410		422		450		472		453		429		398		408		398		426		435		423		458		493		526		502		488		503		476		477		488		492		489		492		520		539		520		491		492		504		502		528		530		541		535		576		569		523		511		532		541		573		544		512		474		474		469		441		422		397		406		427		414		397		389		403		392		393		397		470		531		527		541		533		503		502		500		538		565		585		617		614		610		628		614		581		587		595		605		546		522		522		550		544

		KMW　黄銅棒販売量(単位：トン) オウドウボウハンバイリョウタンイ				10/4以前は黄銅棒のみの数値無し イゼンオウドウボウスウチナ		経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,939		2,945		3,308		3,283		2,929		3,273		3,016		3,088		3,030		3,167		3,220				2,711		2,734		3,048		2,965		2,640		2,710		2,426		2,708		2,391		2,437		2,774		2,856		2,691		2,630		2,561		2,770		2,479		2,701		2,808		2,727		2,431		2,575		2,791		2,682		2,730		2,907		2,960		3,021		2,725		2,918		3,045		2,734		2,774		2,716		2,817		2,758		2,969		2,934		3,087		2,793		2,356		2,574		2,748		2,493		2,441		2,691		2,928		2,973		2,921		2,538		2,825		2,950		2,448		2,664		2,812		2,785		2,734		2,416		2,716		2,795		2,479		2,523		2,639		2,527		2,507		2,715		2,626		2,974		2,774		2,657		2,930		2,958		2,801		2,424		2,981		2,407		2,682		2,569		2,722		2,585		2,531		2,525		2,609		2,631		2,735		2,595		2,656		2,766		2,553		2,611		2,740		2,845

		KMW　黄銅棒販売単価(単位：円/kg) オウドウボウハンバイタンカタンイエン						経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		693.0		698.6		673.0		627.0		510.8		418.1		368.6		344.0		346.0		373.0		413.0		434.0		442.0		445.0		477.2		502.1		504.5		518.4		535.9		561.8		552.0		560.0		581.0		569.4		537.6		521.5		526.0		538.0		557.8		573.6		588.0		619.5		638.0		638.8		627.7		612.3		608.9		609.1		589.7		563.9		505.0		494.1		492.7		500.0		513.2		533.0		532.0		523.0		498.0		492.0		485.0		493.0		505.0		502.0		522.0		547.0		574.1		577.1		563.6		567.6		566.7		556.6		554.4		561.4		563.7		564.5		581.3		599.0		593.6		577.1		565.7		567.0		580.6		590.8		611.5		606.1		619.4		626.4		638.5		619.5		595.8		600.6		608.0		623.8		626.5		595.1		571.3		556.6		550.2		530.9		514.7		498.3		489.2		494.7		497.0		490.1		483.7		482.0		478.5		480.1		478.0		506.1		554.7		584.5		602.8		611.0		597.1		587.7		584.4		595.9		628.4		644.6		667.5		682.5		685.4		689.4		691.8		671.0		662.3		669.7		675.2		645.0		622.0		603.1		617.3

		半導体製造装置統計（日本製装置）販売高(単位：億円) タンイオクエン		K:\Common\経営情報\グループ会社_月次レポート\国内Gr会社(月次レポート）\SCTグループ				経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		1,160		1,246		1,570		1,423		1,271		1,680		842		1,108		1,404		1,098		1,135		2,039		928		884		1,123		1,132		1,138		1,703		894		1,215		1,395		1,221		1,200		2,329		888		1,150		1,412		1,442		1,475		1,772		1,223		1,370		1,696		1,384		1,408		2,556		1,200		1,560		1,790		1,640		1,750		1,890		1,210		1,370		1,440		1,330		1,200		2,120		810		830		1,010		699		714		1,090		440		490		540		350		290		699		227		248		368		368		422		657		478		607		709		558		671		1,270		866		690		852		922		1,000		1,439		1,439		993		1,201		923		902		1,831		795		1,156		1,172		961		1,160		1,070		695		733		1,099		963		990		1,835		760		981		1,143		749		892		1,224		474		442		850		595		600		1,566		457		587		987		763		703		1,072		515		854		1,018		878		1,028		2,377		787		1,084		1,157		889		907		1,320		678		615		1,483		773		859		2,369		837		969		1,210		1,153		1,158		1,480		831		817		1,123		701		854		1,936		733		1,028		1,229		981		1,218		1,778		922		1,085		1,757		993		1,341		2,536		1,097		1,489		2,006		1,358		1,500		1,910		1,226		1,467		1,971		1,355		1,787		3,270		1,486		1,898		1,983		1,785		1,676		2,962

																																																																																																																																																																																																				①販売量×単価 ハンバイリョウタンカ						1,434,303		1,399,160		1,339,403		1,379,460		1,219,668		1,309,985		8,081,979						①販売量×単価 ハンバイリョウタンカ						1,575,483		1,638,385		1,680,096		1,712,001		1,516,735		1,617,739		9,740,439

																																																																																																																																																																																																				②総販売量 ソウハンバイリョウ																		15,832						②総販売量 ソウハンバイリョウ																		17,261

																																																																																																																																																																																																				①／②（平均単価） ヘイキンタンカ																		510						①／②（平均単価） ヘイキンタンカ																		564

		IR用：管工事受注
(単位：百万円)
※本エクセルにはインプットしない ヨウカンコウジジュチュウヒャクマン		国土交通省 設備工事業に係る受注高調査結果(管工事) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000010.html カンコウジ		月末日公表。
エクセルデータをPPTに図として直接貼り付け。 ゲツマツヒコウヒョウズチョクセツハツ		決算説明会本資料作成時期 ケッサンセツメイカイホンシリョウサクセイジキ

																																																																																																																																																																																																																												単価比較 タンカヒカク																		1.11

																																																																																																																																																																																																																																														1.09

		IR用：銅建値IR用 ヨウドウタテネヨウ																																																																														0																								18,960																																																																																																																																																						740						757						816						766						781						737						705						675						557						545						571																		709

																																																																																																																																																																																																																																																																																775

																																																																																																																																																																																																																																																																																																														（1Q用） ヨウ						（2Q用） ヨウ						(3Q用） ヨウ																		(2Q用） ヨウ
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連結 売上高・営業利益の推移
(2004年3月期～2019年3月期）
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電気銅建値推移（千円/トン）

2014年

フィットネス事業を売却

営業利益は、過去最高益を更新する見通し
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積み上げグラフ
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グラフ用データ（売上高、営業利益の推移）

		連結 レンケツ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566		136,000

		営業利益 エイギョウリエキ		4,181		9,627		9,673		11,342		11,615		7,188		6,976		6,341		4,638		6,558		6,470		6,886		7,245		8,929		10,117		11,700

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		5.7%		10.1%		9.0%		7.6%		7.8%		5.7%		7.2%		6.0%		4.3%		5.9%		5.5%		5.9%		6.2%		7.8%		8.1%		8.6%

		バルブ事業 ジギョウ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		58,606		78,848		81,261		99,284		99,118		89,627		70,611		76,098		78,976		84,472		87,888		90,152		93,579		91,766		98,162		109,600

		営業利益 エイギョウリエキ		6,282		10,909		11,541		13,989		14,046		10,306		8,778		8,143		6,913		8,808		8,597		9,506		10,384		11,444		12,798		15,000

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		10.7%		13.8%		14.2%		14.1%		14.2%		11.5%		12.4%		10.7%		8.8%		10.4%		9.8%		10.5%		11.1%		12.5%		13.0%		13.7%

		伸銅品事業 シンドウヒンジギョウ

				04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

		売上高 ウリアゲダカ		7,221		9,111		18,360		41,895		40,886		28,247		16,218		20,230		20,065		17,948		20,953		21,021		20,557		19,333		23,535		23,400

		営業利益 エイギョウリエキ		(42)		223		666		159		290		(493)		670		632		267		441		548		248		(16)		831		699		300

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		-0.6%		2.4%		3.6%		0.4%		0.7%		-1.7%		4.1%		3.1%		1.3%		2.5%		2.6%		1.2%		-0.1%		4.3%		3.0%		1.3%

		連結グラフ作成用 レンケツサクセイヨウ

		売上高 ウリアゲダカ

		バルブ事業 ジギョウ		58,606		78,848		81,261		99,284		99,118		89,627		70,611		76,098		78,976		84,472		87,888		90,152		93,579		91,766		98,162		109,600

		伸銅品事業 シンドウヒンジギョウ		7,221		9,111		18,360		41,895		40,886		28,247		16,218		20,230		20,065		17,948		20,953		21,021		20,557		19,333		23,535		23,400

		その他事業 ホカジギョウ		7,975		7,745		8,009		8,332		9,269		9,220		9,762		9,729		9,404		8,855		8,514		5,863		3,141		3,002		2,867		3,000

		営業利益 エイギョウリエキ		4,181		9,627		9,673		11,342		11,615		7,188		6,976		6,341		4,638		6,558		6,470		6,886		7,245		8,929		10,117		11,700

		電気銅建値 デンキドウタテネ		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3
（予想） ヨソウ

				270,300		371,100		517,300		867,400		916,000		657,400		609,500		738,200		717,800		696,400		757,600		765,800		675,500		603,900		756,700		745,000

														08年度		09年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度

		ドル／円												102.82		93.71		87.32		79.45		80.11		97.99		106.45		121.04		109.45		112.04

		ユーロ／円												152.04		130.51		115.06		111.17		103.44		130.53		140.31		133.66		120.59		127.19

		銅相場実績／円												648,000		620,000		738,000		717,000		696,000		750,000		766,000		675,000		604,000		757,000





銅建値(5年分グラフ)

		●銅建値 ドウタテネ

																										単位：円/t タンイエン

				4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		上期平均 カミキヘイキン		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月 ガツ		下期平均 シモキヘイキン		年度平均 ネンドヘイキン		平均 ヘイキン

		2000年 ネン		210,000		230,000		220,000		240,000		240,000		250,000		231,667		240,000		230,000		250,000		250,000		250,000		250,000		245,000		238,333

		2001年 ネン		250,000		250,000		240,000		230,000		220,000		210,000		233,333		210,000		220,000		230,000		240,000		250,000		250,000		233,333		233,333

		2002年 ネン		250,000		240,000		240,000		220,000		220,000		220,000		231,667		230,000		230,000		230,000		240,000		240,000		240,000		235,000		233,333

		2003年 ネン		230,000		230,000		240,000		250,000		250,000		240,000		240,000		260,000		260,000		280,000		310,000		360,000		370,000		306,667		273,333

		2004年 ネン		360,000		360,000		340,000		360,000		360,000		370,000		358,333		360,000		380,000		380,000		380,000		400,000		410,000		385,000		371,667

		2007年 ネン		1,000,000		940,000		980,000		1,000,000		920,000		980,000		970,000		940,000		760,000		820,000		810,000		940,000		900,000		861,667		915,833

		2008年度 ネンド		950,000		920,000		970,000		930,000		900,000		780,000		908,333		480,000		420,000		310,000		330,000		350,000		430,000		386,667		647,500

		2009年度 ネンド		500,000		480,000		530,000		560,000		640,000		590,000		550,000		640,000		650,000		680,000		720,000		720,000		730,000		690,000		620,000

		2010年度 ネンド		770,000		670,000		640,000		660,000		640,000		710,000		681,667		730,000		750,000		840,000		820,000		830,000		830,000		800,000		740,833

		2011年度 ネンド		830,000		780,000		770,000		810,000		730,000		600,000		753,333		630,000		600,000		640,000		710,000		740,000		760,000		680,000		716,667

		2012年度 ネンド		710,000		660,000		630,000		630,000		640,000		690,000		660,000		670,000		680,000		760,000		780,000		780,000		760,000		738,333		699,167

		2003年 ネン																																0

		2004年 ネン																																0

		2005年 ネン																																0

		2006年 ネン																																0

		2007年 ネン																																0

		2008年 ネン																																0

		2009年 ネン																																0

		2010年 ネン																																0

		2011年 ネン		830,000		780,000		770,000		810,000		730,000		600,000		0		630,000		600,000		640,000		710,000		740,000		760,000						0

		2012年 ネン		710,000		660,000		630,000		630,000		640,000		690,000		0		670,000		680,000		760,000		780,000		780,000		760,000						0

		2013年 ネン		720,000		790,000		700,000		710,000		760,000		750,000		738,333		740,000		760,000		800,000		770,000		780,000		720,000		761,667		750,000		749,103

		2014年 ネン		740,000		760,000		750,000		770,000		780,000		780,000		763,333		770,000		820,000		810,000		700,000		740,000		780,000		770,000		766,667		766,410

		2015年 ネン		810,000		800,000		760,000		700,000		640,000		660,000		728,333		670,000		600,000		610,000		580,000		570,000		610,000						672,179

		2016年 ネン		610,000		560,000		530,000		560,000		510,000		530,000		0		530,000		720,000		690,000		720,000		700,000		690,000						565,385

		2017年 ネン		660,000		670,000		690,000		740,000		740,000		760,000		0		840,000		810,000		850,000		810,000		800,000		740,000						700,769

		2018年 ネン		800,000		790,000		780,000		730,000		720,000		750,000		0		740,000		740,000		690,000		710,000		0		0						677,273





銅建値(5年分グラフ)

		2013/4/E		2013/4/E

		2013/5/E		2013/5/E

		2013/6/E		2013/6/E

		2013/7/E		2013/7/E

		2013/8/E		2013/8/E

		2013/9/E		2013/9/E

		2013/10/E		2013/10/E

		2013/11/E		2013/11/E

		2013/12/E		2013/12/E

		2014/1/E		2014/1/E

		2014/2/E		2014/2/E

		2014/3/E		2014/3/E

		2014/4/E		2014/4/E

		2014/5/E		2014/5/E

		2014/6/E		2014/6/E

		2014/7/E		2014/7/E

		2014/8/E		2014/8/E

		2014/9/E		2014/9/E

		2014/10/E		2014/10/E

		2014/11/E		2014/11/E

		2014/12/E		2014/12/E

		2015/1/E		2015/1/E

		2015/2/E		2015/2/E

		2015/3/E		2015/3/E

		2015/4/E		2015/4/E

		2015/5/E		2015/5/E

		2015/6/E		2015/6/E

		2015/7/E		2015/7/E

		2015/8/E		2015/8/E

		2015/9/E		2015/9/E

		2015/10/E		2015/10/E

		2015/11/E		2015/11/E

		2015/12/E		2015/12/E

		2016/1/E		2016/1/E

		2016/2/E		2016/2/E

		2016/3/E		2016/3/E

		2016/4/E		2016/4/E

		2016/5/E		2016/5/E

		2016/6/E		2016/6/E

		2016/7/E		2016/7/E
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		2016/9/E		2016/9/E
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		2017/3/E		2017/3/E

		2017/4/E		2017/4/E

		2017/5/E		2017/5/E

		2017/6/E		2017/6/E

		2017/7/E		2017/7/E

		2017/8/E		2017/8/E

		2017/9/E		2017/9/E

		2017/10/E		2017/10/E

		2017/11/E		2017/11/E

		2017/12/E		2017/12/E

		2018/1/E		2018/1/E

		2018/2/E		2018/2/E

		2018/3/E		2018/3/E

		2018/4/E		2018/4/E

		2018/5/E		2018/5/E

		2018/6/E		2018/6/E

		2018/7/E		2018/7/E

		2018/8/E		2018/8/E

		2018/9/E		2018/9/E

		2018/10/E		2018/10/E

		2018/11/E		2018/11/E

		2018/12/E		2018/12/E

		2019/1/E		2019/1/E

		2019/2/E		2019/2/E

		2019/3/E		2019/3/E

		2019/4/E		2019/4/E



（千円/t）

2019年1月末
710千円/t

2013年4月末
720千円/t

720000

790000

700000

710000

760000

750000

740000

760000

800000

770000

780000

720000

740000

760000

750000

770000

780000

780000

770000

820000

810000

700000

740000

780000

810000

800000

760000

700000

640000

660000

670000

600000

610000

580000

570000

610000

610000

560000

530000

560000

510000

530000

530000

720000

690000

720000

700000

690000

660000

670000

690000

740000

740000

760000

840000

810000

850000

810000

800000

740000

800000

790000

780000

730000

720000

750000

740000

740000

690000

710000



銅建値データ

		

		業界動向 ギョウカイドウコウ

		●銅建値価格推移 ドウタテネカカクスイイ

						出典：日々動向DB シュッテンヒビドウコウ

						円/kg エン		円/t（×1,000） エン

		2000/4/E		1,590.33		210		210,000

		5/E		1,595.68		230		230,000

		6/E		1,647.53		220		220,000

		7/E		1,589.46		240		240,000

		8/E		1,479.55		240		240,000

		9/E		1,478.71		250		250,000

		10/E		1,483.76		240		240,000

		11/E		1,582.29		230		230,000

		12/E		1,595.68		250		250,000

		2001/1/E				250		250,000

		2/E				250		250,000

		3/E				250		250,000

		4/E		1,590.33		250		250,000

		5/E		1,595.68		250		250,000

		6/E		1,647.53		240		240,000

		7/E		1,589.46		230		230,000

		8/E		1,479.55		220		220,000

		9/E		1,478.71		210		210,000

		10/E		1,483.76		210		210,000

		11/E		1,582.29		220		220,000

		12/E		1,595.68		230		230,000

		2002/1/E				240		240,000

		2/E				250		250,000

		3/E				250		250,000

		4/E		1,590.33		250		250,000

		5/E		1,595.68		240		240,000

		6/E		1,647.53		240		240,000

		7/E		1,589.46		220		220,000

		8/E		1,479.55		220		220,000

		9/E		1,478.71		220		220,000

		10/E		1,483.76		230		230,000

		11/E		1,582.29		230		230,000

		12/E		1,595.68		230		230,000

		2003/1/E		1,647.66		240		240,000

		2/E		1,683.80		240		240,000

		3/E		1,658.98		240		240,000

		4/E		1,587.48		230		230,000

		5/E		1,648.28		230		230,000

		6/E		1,686.50		240		240,000

		7/E		1,710.00		250		250,000

		8/E		1,760.28		250		250,000

		9/E		1,789.52		240		240,000

		10/E		1,920.54		260		260,000

		11/E		2,055.43		260		260,000

		12/E		2,201.29		280		280,000

		2004/1/E		2,423.57		310		310,000

		2/E		2,759.53		360		360,000

		3/E		3,008.72		370		370,000

		2004/4/E		2,948.73		360		360,000

		5/E		2,733.50		360		360,000

		6/E		2,686.70		340		340,000

		7/E		2,808.43		360		360,000

		8/E		2,846.10		360		360,000

		9/E		2,894.86		370		370,000

		10/E		3,012.24		360		360,000

		11/E		3,122.80		380		380,000

		12/E		3,145.45		380		380,000

		2005/1/E		3,170.00		380		380,000

		2005/2/E		3,253.70		400		400,000

		3/E		3,379.60		410		410,000		372

		2005/4/E		3,394.48		420		420,000

		5/E		3,249.10		400		400,000

		6/E		3,524.07		440		440,000

		7/E		3,614.21		470		470,000

		2005/8/E		3,797.75		480		480,000

		9/E		3,857.84		500		500,000

		10/E		4,059.76		520		520,000

		11/E		4,269.34		570		570,000

		12/E		4,576.78		580		580,000

		2006/1/E		4,734.33		600		600,000

		2006/2/E		4,982.40		650		650,000

		3/E		5,102.85		680		680,000		526

		2006/4/E		6,387.78		910		910,000

		5/E		8,045.86		990		990,000

		6/E		7,197.61		870		870,000

		7/E		7,712.10		950		950,000

		8/E		7,695.66		940		940,000

		9/E		7,602.36		940		940,000

		10/E		7,500.39		940		940,000

		11/E		7,029.18		870		870,000

		2006/12/E		6,675.11		820		820,000

		2007/01/E		5,669.66		750		750,000

		2/E		5,676.45		780		780,000

		3/E		6,452.48		870		870,000		886

		2007/4/E				1,000		1,000,000

		2007/5/E				940		940,000

		6/E				980		980,000

		2007/7/E				1,000		1,000,000

		2007/8/E				920		920,000

		9/E				980		980,000

		10/E				940		940,000

		11/E				760		760,000

		12/E				820		820,000

		2008/1/E				810		810,000

		2/E				940		940,000

		2008/3/E				900		900,000

		2008/4/E				950		950,000

		5/E				920		920,000

		6/E				970		970,000

		7/E				930		930,000

		8/E				900		900,000

		9/E				780		780,000

		10/E				480		480,000

		11/E				420		420,000

		12/E				310		310,000

		2009/1/E				330		330,000

		2/E				350		350,000

		3/E				430		430,000

		2009/4/E				500		500,000

		2009/5/E				480		480,000

		6/E				530		530,000

		2009/7/E				560		560,000

		2009/8/E				640		640,000

		2009/9/E				590		590,000

		2009/10/E				640		640,000

		11/E				650		650,000

		2009/12/E				680		680,000

		2010/1/E				720		720,000

		2010/2/E				720		720,000

		2010/3/E				730		730,000

		2010/4/E				770		770,000

		2010/5/E				670		670,000

		2010/6/E				640		640,000

		2010/7/E				660		660,000

		2010/8/E				640		640,000

		9/E				710		710,000

		2010/10/E				730		730,000

		2010/11/E				750		750,000

		2010/12/E				840		840,000

		2011/1/E				820		820,000

		2011/2/E				830		830,000

		2011/3/E				830		830,000

		2011/4/E				830		830,000

		2011/5/E				780		780,000

		2011/6/E				770		770,000

		7/E				810		810,000

		2011/8/E				730		730,000

		2011/9/E				600		600,000

		2011/10/E				630		630,000

		2011/11/E				600		600,000

		2011/12/E				640		640,000

		2012/1/E				710		710,000

		2012/2/E				740		740,000

		2012/3/E				760		760,000

		2012/4/E				710		710,000

		2012/5/E				660		660,000

		2012/6/E				630		630,000

		2012/7/E				630		630,000

		2012/8/E				640		640,000

		2012/9/E				690		690,000

		2012/10/E				670		670,000

		2012/11/E				680		680,000

		2012/12/E				760		760,000

		2013/1/E				780		780,000

		2013/2/E				780		780,000

		2013/3/E				760		760,000

		2013/4/E				720.0		720,000

		2013/5/E				790.0		790,000

		2013/6/E				700.0		700,000

		2013/7/E				710.0		710,000

		2013/8/E				760.0		760,000

		2013/9/E				750.0		750,000

		2013/10/E				740.0		740,000

		2013/11/E				760.0		760,000

		2013/12/E				800.0		800,000

		2014/1/E				770.0		770,000

		2014/2/E				780.0		780,000

		2014/3/E				720.0		720,000

		2014/4/E				740.0		740,000

		2014/5/E				760.0		760,000

		2014/6/E				750.0		750,000

		2014/7/E				770.0		770,000

		2014/8/E				780.0		780,000

		2014/9/E				780.0		780,000

		2014/10/E				770.0		770,000

		2014/11/E				820.0		820,000

		2014/12/E				810.0		810,000

		2015/1/E				700.0		700,000

		2015/2/E				740.0		740,000

		2015/3/E				780.0		780,000

		2015/4/E				810.0		810,000

		2015/5/E				800.0		800,000

		2015/6/E				760.0		760,000

		2015/7/E				700.0		700,000

		2015/8/E				640.0		640,000

		2015/9/E				660.0		660,000

		2015/10/E				670.0		670,000

		2015/11/E				600.0		600,000

		2015/12/E				610.0		610,000

		2016/1/E				580.0		580,000

		2016/2/E				570.0		570,000

		2016/3/E				610.0		610,000

		2016/4/E				610.0		610,000

		2016/5/E				560.0		560,000

		2016/6/E				530.0		530,000

		2016/7/E				560.0		560,000

		2016/8/E				510.0		510,000

		2016/9/E				530.0		530,000

		2016/10/E				530.0		530,000

		2016/11/E				720.0		720,000

		2016/12/E				690.0		690,000

		2017/1/E				720.0		720,000

		2017/2/E				700.0		700,000

		2017/3/E				690.0		690,000

		2017/4/E				660.0		660,000

		2017/5/E				670.0		670,000

		2017/6/E				690.0		690,000

		2017/7/E				740.0		740,000

		2017/8/E				740.0		740,000

		2017/9/E				760.0		760,000

		2017/10/E				840.0		840,000

		2017/11/E				810.0		810,000

		2017/12/E				850.0		850,000

		2018/1/E				810.0		810,000

		2018/2/E				800.0		800,000

		2018/3/E				740.0		740,000

		2018/4/E				800.0		800,000

		2018/5/E				790.0		790,000

		2018/6/E				780.0		780,000

		2018/7/E				730.0		730,000

		2018/8/E				720.0		720,000

		2018/9/E				750.0		750,000

		2018/10/E				740.0		740,000

		2018/11/E				740.0		740,000

		2018/12/E				690.0		690,000

		2019/1/E				710.0		710,000

		2019/2/E

		2019/3/E

		2019/4/E



2006年度
4,285億円

2010年3月末
735千円/MT



連結指標2(FACTBOOK以外)

		連結指標2　※経理部FACTBOOK以外の連結情報　(単位：百万円) レンケツシヒョウケイリブイガイレンケツジョウホウ

		　　

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		売上高		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566

		　国内		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				62,534		77,778		89,031		120,580		119,654		100,001		76,403		82,120		82,974		81,509		84,970		81,983		80127		80207		89,756

		　海外(千円単位で計算) センエンタンイケイサン		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				11,268		17,927		18,600		28,932		29,620		27,094		20,188		23,938		25,472		29,765		32,384		35,052		37151		33893		34,809

		　海外売上高比率		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				15.3%		18.7%		17.3%		19.4%		19.8%		21.3%		20.9%		22.6%		23.5%		26.7%		27.6%		30.0%		31.7%		29.7%		27.9%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ						19,274		27,464		29,081		32,058		32,246		27,724		24,359		24,624		23,772		26,203		26,976		28,374		29,922		31,696		34,106

		一般管理費及び販売費 イッパンカンリヒオヨハンバイヒ		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				15,092		17,836		19,408		20,716		20,631		20,535		17,383		18,283		19,134		19,645		20,505		21,487		22,676		22,767		23,989

		為替差益 カワセサエキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ								314		130				12								120		164		401		82

		為替差損 カワセサソン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				202		62						179				112		132		41										19		208

		特別利益 トクベツリエキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				423		213		80		115		366		6		148		94		108		23		157		2,191		338		2,152		883

		特別損失 トクベツソンシツ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				1,536		2,474		188		586		1,401		647		1,762		1,102		146		207		132		253		151		3,925		502

		たな卸資産 オロシシサン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				11,192		12,454		14,512		20,046		19,623		14,500		12,949		14,280		16,473		17,117		19,053		20,885		20,912		19,938		22,155

		投資有価証券 トウシユウカショウケン		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ				5,984		6,497		9,939		9,429		6,755		4,858		5,505		5,472		5,626		6,601		7,271		8,887		8,505		6,108		6,247

		有利子負債　合計 ユウリシフサイゴウケイ		連結指標1(FACTBOOKベース)				54,528		46,361		41,869		41,513		36,247		35,860		27,555		30,165		24,290		22,319		23,728		21,426		25,008		24,787		34302

		有利子負債　長期 ユウリシフサイチョウキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ		1年以内返済予定の長期借入+長期借入金		19,889		25,593		23,220		23,055		20,076		22,143		15,233		12,484		11,108		9,906		10,864		11,458		9,502		8,863		9,462

		有利子負債　短期 ユウリシフサイタンキ		経理部(連結FS資料) ケイリブレンケツシリョウ		短期借入金		7,125		3,968		5,079		6,617		4,681		2,474		1,518		1,834		2,894		2,403		3,351		1,658		2,025		1,496		1,347

		社債 シャサイ		連結指標1(FACTBOOKベース)		1年以内償還予定社債+社債		27,513		16,800		13,570		11,840		11,490		11,242		10,804		15,846		10,288		10,010		9,512		8,310		13,480		14,427		23,523

		投資活動キャッシュフロー トウシカツドウ		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				-3,645		-1,925		-4,709		-4,245		-3,288		-3,945		-4,525		-2,907		-2,508		-4,519		-3,546		-1,010		-9,763		-2,141		-7066

		フリーキャッシュフロー		HP(10年間の財務データ) ネンカンザイム				335		8,175		7,203		-88		8,660		7,155		8,759		2,911		-291		3,366		1,120		7,912		-171		10,838		-125

		設備投資額 セツビトウシガク		有価証券報告書(第3設備の状況) ユウカショウケンホウコクショダイセツビジョウキョウ		合計の金額 ゴウケイキンガク		1,364		2,048		3,282		3,981		4,280		3,336		1,724		2,290		3,390		4,421		3,933		4,326		5,817		6,275		9,012

		一株当たりの配当金　中間 イチカブアハイトウキンチュウカン		HP(配当金) ハイトウキン				0.00		3.00		6.00		6.00		7.00		6.00		2.00		3.00		3.50		4.50		5.00		6.00		6.00		6.00		7.00

		一株当たりの配当金　期末 ヒトカブアハイトウキンキマツ		HP(配当金) ハイトウキン				3.50		7.00		8.00		9.00		8.00		3.00		5.00		4.00		4.00		5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		10.00

		配当支払総額 ハイトウシハライソウガク				一株当たり配当金×期末発行済株式(自己株式除く) ジコカブシキノゾ		396,786		1,140,687		1,597,370		1,721,929		1,730,524		1,017,916		791,550		783,504		819,177		1,037,611		1,092,201		1,414,960		1,404,391		1,365,035		1,691,695

		配当性向 ハイトウセイコウ				配当支払総額÷当期純利益		24.8%		19.7%		20.0%		17.3%		27.5%		30.0%		25.7%		25.6%		33.0%		25.7%		30.6%		20.6%		28.6%		25.3%		26.0%

		配当利回り ハイトウリマワ				一株当たりの配当金÷期末株価終値		1.3%		1.7%		1.2%		1.4%		2.5%		3.0%		1.3%		1.8%		2.1%		2.0%		2.0%		2.2%		2.7%		1.8%		1.9%

		為替　中国元(連結換算レート・円換算) カワセチュウゴクゲンカンザンエンカンザン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク		為替は09/3より期中平均レートを表示。

シンガポールドルは13/2よりインプット		12.97		12.49		14.63		15.20		15.62		14.85		13.72		12.90		12.32		12.72		15.96		17.26		19.20		16.41		16.63

		為替　ユーロ(連結換算レート・円換算) カワセ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				133.70		140.37		139.91		155.93		166.64		152.04		130.51		115.06		111.17		103.44		130.53		140.31		133.66		120.59		127.19

		為替　台湾元(連結換算レート・円換算) カワセタイワンゲン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				3.30		3.37		3.59		3.60		3.40		3.17		2.84		2.78		2.69		2.72		3.30		3.50		3.82		3.39		3.70

		為替　シンガポールドル(連結換算レート・円換算) カワセ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				-		-		-		-		-		-		-		-		-		75.77		79.32		83.19		87.90		109.45		112.04

		為替　タイバーツ(連結換算レート・円換算) カワセカンザン		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				2.79		2.74		2.96		3.48		3.56		2.98		2.74		2.75		2.58		2.58		3.18		3.27		3.53		3.10		3.32

		為替　USドル(連結換算レート・12月決算会社用・円換算) カワセゲツケッサンカイシャヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				107.35		103.40		118.07		118.92		114.15		102.82		93.71		87.32		79.45		80.11		97.99		106.45		121.04		109.45		112.04

		為替　USドル(連結換算レート・3月決算会社用・円換算) カワセゲツケッサンカイシャヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク				-		-		-		118.42		107.77		100.83		93.02		86.03		78.89		83.32		100.49		110.62		119.99		108.89

		バルブ事業　売上高 ジギョウウリアゲダカ				セグメント別の四半期の数字はワークシート「連結指標3」に掲載。		58,606		78,848		81,261		99,284		99,118		89,627		70,611		76,098		78,976		84,472		87,888		90,152		93,579		91,766		98,162

		伸銅品事業　売上高 シンドウヒンジギョウウリアゲダカ						7,221		9,111		18,360		41,895		40,886		28,247		16,218		20,230		20,065		17,948		20,953		21,021		20,557		19,333		23,535

		その他　売上高 タウリアゲダカ						7,975		7,745		8,009		8,332		9,269		9,220		9,762		9,729		9,404		8,855		8,514		5,863		3,141		3,002		2,867

		連結売上高　計 レンケツウリアゲダカケイ						73,802		95,705		107,631		149,512		149,274		127,095		96,592		106,059		108,446		111,275		117,355		117,036		117,278		114,101		124,566

		バルブ事業　営業利益 ジギョウエイギョウリエキ						6,282		10,909		11,541		13,989		14,046		10,306		8,778		8,143		6,913		8,808		8,597		9,506		10,384		11,444		12,798

		　バルブ事業営業利益率 ジギョウエイギョウリエキリツ						10.7%		13.8%		14.2%		14.1%		14.2%		11.5%		12.4%		10.7%		8.8%		10.4%		9.8%		10.5%		11.1%		12.5%		13.0%

		伸銅品事業　営業利益 シンドウヒンジギョウエイギョウリエキ						-42		223		666		159		290		-493		670		632		267		441		548		248		-16		831		699

		　伸銅品事業営業利益率 シンドウヒン						-0.6%		2.4%		3.6%		0.4%		0.7%		-1.7%		4.1%		3.1%		1.3%		2.5%		2.6%		1.2%		-0.1%		4.3%		3.0%

		その他　営業利益 タエイギョウリエキ						409		391		388		354		332		268		343		314		354		330		285		231		75		59		-28

		　その他営業利益率 タエイギョウリエキリツ						5.1%		5.0%		4.8%		4.2%		3.6%		2.9%		3.5%		3.2%		3.8%		3.7%		3.3%		3.9%		2.4%		2.0%		-1.0%

		調整額 チョウセイガク						-2,468		-2,895		-2,923		-3,161		-3,053		-2,891		-2,815

		連結営業利益　計 レンケツエイギョウリエキケイ						4181		9627		9673		11342		11615		7188		6976		6341		4638		6558		6470		6886		7245		8929		10117

		経営トピックス ケイエイ		アナリスト・投資家向け決算説明会のIR資料 トウシカムケッサンセツメイカイシリョウ				・伸銅品事業とＭＦ（マイクロフィルター）事業を分社化
・東洋バルヴを買収。キッツグループの傘下に
・中国に工業用バルブの製造工場を2ヵ所建設
・青黄銅・鋳鉄・ダクタイル・ステンレス製品の    値上げを発表		時系列で表示
・主要バルブ製品の価格改定(値上げ)実施
・東洋バルヴの収益が連結に反映
・中国の鋳鋼バルブ工場稼動
・キッツSCT中国工場が完成
・キッツグループ中期経営計画を策定
・京都ブラス事業譲受の基本合意を発表 ジケイレツヒョウジ		経営リスクの項目を列挙
・原材料の高騰による製造原価への影響
・価格改定による値上げの浸透度
・コストダウン計画の進捗
・前期発生した仮需の影響による反動
・銅相場の高騰による伸銅品事業の収益の悪化
・金利上昇リスク
・為替の影響 ケイエイコウモクレッキョ		・配当金政策について(配当性向を連結当期純利益の25％前後を望ましい水準として変更）
・法人税の正常化について(今期より税務上の繰越欠損金の解消により会計上の税負担が正常化)
・青黄銅バルブの価格改定13％を実施		-		-		・Perrin買収
・伸銅品事業　連結子会社間の生産統合(KMW京都ブラスが合併) バイシュウ		・バルブ事業の海外の販売戦略(ｴﾘｱごとの実績と計画)
・バルブ事業の鋳鋼製バルブの収益改善について ジギョウジッセキケイカクジギョウ		・国内市場での収益向上施策 (キッツ、東洋、三吉の青黄銅3ブランド戦略など)
・プラント物件の収益改善 (ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括部にて始動)
・海外市場での収益向上施策 (中国市場の攻略：キッツ、Perrin、SCTの3ブランド戦略)
・海外市場での収益向上施策 (シンガポール販売子会社：KAP設立) トウヨウミヨシセイオウドウセンリャクセンリャクセツリツ		・ミクニシンガポール代理店のM&A
・欧州統括会社の設置				・グローバルスタンダードトラニオンボールバルブをラインナップ
・バンコクに新たな販売現地法人を設立
 アラハンバイゲンチホウジンセツリツ		なし。別冊で第3期中期経営計画及び長期経営計画の見直しを添付。 ベッサツダイキチュウキケイエイケイカクオヨチョウキケイエイケイカクミナオテンプ		・国内販売価格改定（値上げ）を実施
・上海開滋国際貿易有限公司 常熟分公司の運用開始
・塗装ロボットを導入
・指名委員会・報酬委員会の設置		・韓国Cephas Pipelines Corp. を買収
・香港に現地販売法人を設立 
・マレーシアに現地販売法人を設立 
・国内販売価格改定（値上げ）を実施
・長坂工場に水素ステーション竣工
・キッツメタルワークス　大規模設備投資





連結指標1(FACTBOOKベース)_

				連結指標1　※経理部FACTBOOKがベース　(単位：千円) シヒョウブ																												19/02/13

																																(単位：千円)

				★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ				'94/3		'95/3		'96/3		'97/3		'98/3		'99/3		'00/3		'01/3		'02/3		'03/3		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

																										(#3-Revより)

				売上高				75,917,119		74,396,755		80,030,553		86,692,219		86,707,374		73,450,671		68,141,710		72,916,308		72,160,301		70,792,843		73,802,941		95,705,703		107,631,089		149,512,531		149,274,937		127,095,803		96,592,296		106,059,286		108,446,880		111,275,176		117,355,665		117,036,387		117,278,887		114,101,810		124,566,442

										-2.0027%		7.5726%		8.3239%		0.0175%		-15.2890%		-7.2279%		7.0069%		-1.0368%		-1.8950%		4.2520%		29.6774%		12.4605%		38.9120%		-0.1589%		-14.8579%		-24.0004%		9.8010%		2.2512%		2.6080%		5.4644%		-0.2721%		0.2072%		-2.7090%		9.1713%

				営業利益				5,476,979		4,166,949		5,171,986		5,165,228		6,395,739		2,597,533		3,596,096		4,541,187		2,068,814		3,235,316		4,181,554		9,627,813		9,673,085		11,342,001		11,615,043		7,188,949		6,976,381		6,341,464		4,638,120		6,558,008		6,470,553		6,886,769		7,245,536		8,929,155		10,117,666

										-23.9188%		24.1193%		-0.1307%		23.8230%		-59.3865%		38.4427%		26.2810%		-54.4433%		56.3851%		29.2472%		130.2449%		0.4702%		17.2532%		2.4074%		-38.1066%		-2.9569%		-9.1010%		-26.8604%		41.3937%		-1.3336%		6.4325%		5.2095%		23.2366%		13.3105%

				経常利益				3,291,401		1,078,998		3,430,884		4,013,300		4,159,344		1,579,013		1,760,145		3,586,873		1,428,872		2,056,871		2,962,529		8,513,677		9,132,833		10,652,627		10,525,390		6,475,835		6,248,601		5,929,500		4,388,306		6,521,981		6,501,671		7,581,014		7,300,903		8,799,056		9,733,078

										-67.2177%		217.9694%		16.9757%		3.6390%		-62.0370%		11.4712%		103.7828%		-60.1639%		43.9507%		44.0309%		187.3787%		7.2725%		16.6410%		-1.1944%		-38.4742%		-3.5090%		-5.1068%		-25.9920%		48.6218%		-0.3114%		16.6010%		-3.6949%		20.5201%		10.6150%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				194,100		-484,428		-18,362,801		1,735,367		-4,071,136		-3,275,548		-158,799		1,104,903		-15,702,388		1,032,806		1,598,381		5,804,896		8,070,864		9,973,270		6,290,256		3,396,432		3,079,875		3,063,257		2,480,927		4,039,968		3,564,032		6,881,499		4,915,489		5,400,324		6,518,306

								－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		54.7610%		263.1735%		39.0355%		23.5713%		-36.9289%		-46.0049%		-9.3203%		-0.5396%		-19.0102%		62.8411%		-11.7807%		93.0819%		-28.5695%		9.8634%		20.7021%

						役員賞与見込額 ヤクインショウヨミコガク																				-18,250		-25,420		-93,053		-77,826

						うち少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン																				1,825		100		1,740		1,240

						計 ケイ																				1,016,381		1,573,061		5,713,583		7,994,278		9,973,270		6,290,256		3,396,432		3,079,875		3,063,257		2,480,927		4,039,968		3,564,032		6,881,499		4,915,489		5,400,324		6,518,306

				総資産				171,897,047		162,349,179		164,364,496		157,499,893		143,043,244		132,141,796		113,786,215		107,943,311		100,493,770		89,857,852		94,526,115		95,125,337		101,340,480		114,107,983		109,310,116		101,101,532		97,533,881		100,138,738		94,981,262		99,972,786		107,583,267		115,790,131		119,422,133		119,148,264		134,187,522

										-5.5544%		1.2413%		-4.1765%		-9.1788%		-7.6211%		-13.8908%		-5.1350%		-6.9013%		-10.5837%		5.1952%		0.6339%		6.5336%		12.5986%		-4.2047%		-7.5094%		-3.5288%		2.6707%		-5.1503%		5.2553%		7.6126%		7.6284%		3.1367%		-0.2293%

				有利子負債				90,085,704		84,623,414		103,229,943		94,689,491		85,031,236		80,442,250		61,243,750		56,636,750		58,477,500		53,860,050		54,528,586		46,361,179		41,869,844		41,513,230		36,247,325		35,860,004		27,555,708		30,165,161		24,290,934		22,319,762		23,728,218		21,426,706		25,008,900		24,787,709		34,302,768

				純有利子負債		有利子負債－現預金																								41,303,358		35,661,702		36,452,648		31,177,378		25,550,835		17,729,881		17,056,186		18,616,905		15,657,040		14,921,102		7,390,166		10,359,152		6,606,003		10,873,364

						内) 借入金		50,835,204		55,434,414		74,040,943		65,981,491		57,408,236		58,619,250		46,316,750		37,709,750		31,809,500		27,244,050		27,015,586		29,561,179		28,299,844		29,673,230		24,757,325		24,618,004		16,751,708		14,319,161		14,002,934		12,309,762		14,216,218		13,116,706		11,528,900		10,359,809		10,779,468

						社債		39,250,500		29,189,000		29,189,000		28,708,000		27,623,000		21,823,000		14,927,000		18,927,000		26,668,000		26,616,000		27,513,000		16,800,000		13,570,000		11,840,000		11,490,000		11,242,000		10,804,000		15,846,000		10,288,000		10,010,000		9,512,000		8,310,000		13,480,000		14,427,900		23,523,300

				現預金 ゲンヨキン																										5,057,821		6,208,142		5,060,582		5,069,947		10,309,169		9,825,827		13,108,975		5,674,029		6,662,722		8,807,116		14,036,540		14,649,748		18,181,706		23,429,404

				純資産				69,968,139		68,311,695		49,530,802		51,033,567		46,305,231		42,373,821		41,858,506		40,867,796		25,253,461		25,071,839		27,023,015		32,270,713		41,382,693		52,611,806		53,337,433		50,912,500		53,847,074		53,433,233		54,489,865		60,219,933		66,777,955		75,493,212		76,096,918		74,892,399		77,391,163

						役員賞与見込額 ヤクインショウヨミコガク																				-18,250		-25,420		-93,053		-77,826

						うち少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン																				1,825		100		1,740		1,240

						計 ケイ																				25,055,414		26,997,695		32,179,400		41,306,107		52,611,806		53,337,433		50,912,500		53,847,074		53,433,233		54,489,865		60,219,933		66,777,955		75,493,212		76,096,918		74,892,399		77,391,163

				（一株当り純資産 算出用） ヒトカブアジュンシサンサンシュツヨウ

				　　控除　非支配株主持分(06年度～） コウジョヒシハイカブヌシモチブンネンド																														-907,715		-945,669		-876,040		-895,167		-908,597		-898,662		-977,017		-1,075,785		-1,204,998		-1,027,247		-1,101,874		-1,173,717

						自己資本　計 ジコシホンケイ																												51,704,091		52,391,764		50,036,460		52,951,907		52,524,636		53,591,203		59,242,916		65,702,170		74,288,214		75,069,671		73,790,525		76,217,446

								(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)		(千株)

				発行済株式		期末		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		133,986.511		121,551.511		121,551.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		120,396.511		110,396.511		110,396.511		100,396.511

						△自己株式(期末)		-1.413		-1.073		-0.812		-0.400		-0.587		-2.013		-1.257		-942.713		-963.246		-3,501.228		-7,029.049		-6,327.769		-6,298.679		-4,814.115		-7,279.922		-7,306.065		-7,326.881		-11,172.386		-11,173.721		-11,175.323		-11,177.634		-12,179.522		-3,181.222		-9,006.421		-3,053.936

						差引計		135,485.098		135,485.438		135,485.699		135,486.111		135,485.924		133,984.498		121,550.254		120,608.798		119,433.265		116,895.283		113,367.462		114,068.742		114,097.832		115,582.396		113,116.589		113,090.446		113,069.630		109,224.125		109,222.790		109,221.188		109,218.877		108,216.989		107,215.289		101,390.090		97,342.575

						(注)　'01/3期、'01/9期の発行済株式は端株買取の他、ストックオプションの付与に伴い保有している自己株式942千株を控除している。

						期中平均(自己株式除く） ジコカブシキノゾ		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		135,486.511		134,352.264		129,851.680		121,551.511		121,314.302		120,396.511		116,292.090		113,927.287		114,122.957		114,795.271		115,368.255		113,101.797		113,078.615		111,929.115		109,223.535		109,222.186		109,220.057		108,843.060		108,030.081		105,002.659		99,511.498

								0.000		-1.243		-0.943		-0.606		-0.494		-1.300		-1.712		-668.526		-947.074		-1,643.052

						差引計		0.000		135,485.268		135,485.569		135,485.905		135,486.018		134,350.964		129,849.968		120,882.985		120,367.228		118,753.459		116,292.090		113,927.287		114,122.957		114,795.271		115,368.255		113,101.797		113,078.615		111,929.115		109,223.535		109,222.186		109,220.057		108,843.060		108,030.081		105,002.659		99,511.498

				一株当たり		期末終値						0		0		0		0		0		171		160		129		270		573		1128		1070		591		299		545		400		360		472		505		594		487		742		914

				一株当たり		ＥＰＳ(一株当たり当期利益)（円） エン		0.0000		-3.5756		-135.5333		12.8084		-30.0484		-24.3806		-1.2230		9.1402		-130.4541		8.5587		13.5268		50.1511		70.0496		86.8787		54.5232		30.0298		27.2365		27.3678		22.7142		36.9885		32.6316		63.2240		45.5011		51.4303		65.5030

						当期純利益　÷　期中平均株式数

						ＢＰＳ(一株当たり純資産)（円） ジュンシサンエン		516.4268		504.1995		365.5795		376.6701		341.7715		316.2591		344.3720		338.8458		211.4441		214.3406		238.1432		282.1053		362.0235		447.3353		463.1660		442.4463		468.3123		480.8885		490.6595		542.4123		601.5642		686.4745		700.1769		727.7883		782.9816

						純資産　÷　期末株式数 シサン

						配当金		7.00		5.50		2.00		4.00		5.00		0.00		2.00		4.00		3.00		2.00		3.50		10.00		14.00		15.00		15.00		9.00		7.00		7.00		7.50		9.50		10.00		13.00		13.00		13.00		17.00

						ＰＥＲ（株価収益率)（倍） バイ		0.0		－		－		0.0		－		－		－		18.7		－		15.1		20.0		11.4		16.1		12.3		10.8		10.0		20.0		14.6		15.8		12.8		15.5		9.4		10.7		14.4		14.0

						期末株価 ÷ EPS（半期は年換算） ハンキトシカンサン

						ＰＢＲ（株価純資産倍率)（倍） バイ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.76		0.60		1.13		2.03		3.12		2.39		1.28		0.68		1.16		0.83		0.73		0.87		0.84		0.87		0.70		1.02		1.17

						期末株価 ÷ BPS

				売上高営業利益率				7.2144%		5.6010%		6.4625%		5.9581%		7.3762%		3.5364%		5.2774%		6.2279%		2.8670%		4.5701%		5.6658%		10.0598%		8.9873%		7.5860%		7.7810%		5.6563%		7.2225%		5.9792%		4.2769%		5.8935%		5.5136%		5.8843%		6.1780%		7.8256%		8.1223%

				売上高経常利益率				4.3355%		1.4503%		4.2870%		4.6294%		4.7970%		2.1498%		2.5831%		4.9192%		1.9801%		2.9055%		4.0141%		8.8957%		8.4853%		7.1249%		7.0510%		5.0952%		6.4690%		5.5907%		4.0465%		5.8611%		5.5401%		6.4775%		6.2252%		7.7116%		7.8136%

				ＲＯＥ(自己資本当期純利益率) ジコシホンジュン				+D14/+ROUND((ERR+D29)/2,0); ERR		-0.7006%		-31.1650%		3.4513%		-8.3649%		-7.3874%		-0.3771%		2.6712%		-47.4957%		4.1045%		6.1364%		19.5801%		21.9158%		21.4455%		12.0855%		6.6318%		5.9810%		5.8084%		4.6759%		7.1609%		5.7050%		9.8314%		6.5822%		7.2556%		0.0000%

				当期純利益　÷　期首末純資産平均

				ＲＯＡ(総資産経常利益率)				+D11/+ROUND((ERR+D20)/2,0); ERR		0.6456%		2.1002%		2.4938%		2.7679%		1.1476%		1.4314%		3.2354%		1.3710%		2.1611%		3.2134%		8.9782%		9.2971%		9.8888%		9.4221%		6.1554%		6.2915%		5.9993%		4.4981%		6.6908%		6.2650%		6.7878%		6.2079%		7.3765%		0.0000%

				経常利益　÷　期首末総資産平均

				CROA(ｷｬｯｼｭﾘﾀｰﾝ･ｵﾝ･ｱｾｯﾄ)				0.0000%		2.5334%		-8.4843%		3.7647%		0.0955%		0.4958%		2.8165%		4.2953%		-11.5363%		4.5160%		4.8765%		9.3361%		11.2848%		12.0241%		8.6716%		6.7380%		6.5556%		6.2314%		5.5825%		7.2353%		6.7703%		9.4202%		7.5971%		8.0048%		0.0000%

				（当期利益+減価償却費）÷期首末平均総資産

				自己資本比率 ジコ				40.7035%		42.0770%		30.1347%		32.4023%		32.3715%		32.0669%		36.7870%		37.8604%		25.1294%		27.9017%		28.5879%		33.9244%		40.8353%		45.3115%		47.9295%		49.4913%		54.2908%		52.4519%		56.4229%		59.2590%		61.0710%		64.1576%		62.8608%		61.9317%		56.7992%

				純資産　÷　総資産

				流動比率				184.3613%		209.1994%		122.9278%		137.7045%		147.2995%		135.1912%		128.1151%		157.7456%		206.2719%		198.8110%		116.6818%		168.4376%		128.6739%		198.8174%		190.8931%		184.1426%		262.4281%		196.2069%		234.1023%		236.2039%		269.8353%		248.1849%		333.5036%		346.6501%		326.4613%

				流動資産÷流動負債		流動資産		83,700,118		70,941,536		62,977,445		57,013,126		58,928,079		52,023,430		37,651,598		35,973,546		37,250,912		35,050,984		39,336,697		41,957,492		45,747,264		57,225,620		55,432,871		51,030,061		47,421,396		52,036,766		47,247,248		49,956,036		55,866,221		63,884,592		63,501,307		67,972,632		78,807,700

						流動負債		45,400,037		33,910,973		51,231,241		41,402,504		40,005,634		38,481,374		29,388,878		22,804,790		18,059,130		17,630,305		33,712,790		24,909,810		35,552,856		28,783,009		29,038,699		27,712,259		18,070,245		26,521,372		20,182,307		21,149,540		20,703,819		25,740,724		19,040,667		19,608,428		24,139,982

				インタレスト・カバレッジ・レシオ						1.4966		2.0316		2.0387		2.7094		1.3342		1.9886		3.9258		2.0075		3.2527		4.4893		9.6345		11.8135		14.1023		14.1865		10.0051		11.8287		14.0471		12.1909		23.8147		24.5965		30.3209		34.0052		39.4613		45.6433

				（営業利益+受取利息）÷支払利息		営業利益		5,476,979		4,166,949		5,171,986		5,165,228		6,395,739		2,597,533		3,596,096		4,541,187		2,068,814		3,235,316		4,181,554		9,627,813		9,673,085		11,342,001		11,615,043		7,188,949		6,976,381		6,341,464		4,638,120		6,558,008		6,470,553		6,886,769		7,245,536		8,929,155		10,117,666

						受取利息配当金		1,546,152		1,048,516		596,531		398,632		271,365		349,444		228,383		164,798		131,966		106,298		85,274		80,235		114,111		167,623		188,272		205,884		125,423		123,196		145,145		158,489		167,559		180,432		219,210		308,845		232,002

						支払利息		3,876,504		3,484,936		2,839,451		2,729,180		2,460,728		2,208,716		1,923,167		1,198,731		1,096,298		1,027,342		950,446		1,007,638		828,478		816,153		832,008		739,103		600,389		460,212		392,363		282,032		269,880		233,080		219,518		234,103		226,751

				デット・エクイティ・レシオ				1.2875		1.2388		2.0842		1.8554		1.8363		1.8984		1.4631		1.3859		2.3156		2.1482		2.0179		1.4366		1.0118		0.8029		0.6919		0.7167		0.5204		0.5743		0.4533		0.3767		0.3611		0.2884		0.3331		0.3359		0.4501

				有利子負債 ÷ 株主資本		有利子負債		90,085,704		84,623,414		103,229,943		94,689,491		85,031,236		80,442,250		61,243,750		56,636,750		58,477,500		53,860,050		54,528,586		46,361,179		41,869,844		41,513,230		36,247,325		35,860,004		27,555,708		30,165,161		24,290,934		22,319,762		23,728,218		21,426,706		25,008,900		24,787,709		34,302,768

						株主資本		69,968,139		68,311,695		49,530,802		51,033,567		46,305,231		42,373,821		41,858,506		40,867,796		25,253,461		25,071,839		27,023,015		32,270,713		41,382,693		51,704,091		52,391,764		50,036,460		52,951,907		52,524,636		53,591,203		59,242,916		65,702,170		74,288,214		75,069,671		73,790,525		76,217,446

				総資産回転率 シサン				0.0000		0.4452		0.4899		0.5387		0.5770		0.5338		0.5542		0.6577		0.6924		0.7438		0.8005		1.0093		1.0957		1.3879		1.3363		1.2081		0.9726		1.0731		1.1116		1.1416		1.1308		1.0479		0.9972		0.9565		0.0000

				売上高　÷　（期首末総資産平均）

				純資産回転率 ジュンシサン				0.0000		1.0760		1.3583		1.7241		1.7816		1.6566		1.6179		1.7628		2.1827		2.8134		2.8334		3.2282		2.9226		3.2123		2.8680		2.4817		1.8758		2.0110		2.0439		1.9724		1.8785		1.6721		1.5704		1.5330		0.0000

				売上高　÷　（期首末純資産平均）

				有形固定資産回転率				0.0000		1.1704		1.2699		1.3633		1.4301		1.3027		1.2622		1.3790		1.4289		1.5602		1.7435		2.3249		2.6798		3.6402		3.6116		3.1803		2.5495		2.9528		3.1076		3.1532		3.2308		3.1867		3.1106		3.1043		0.0000

				売上高　÷　（期首末有形固定資産資産平均）

						有形固定資産		65,085,588		62,044,300		63,993,821		63,184,196		58,077,312		54,687,104		53,283,507		52,466,551		48,536,085		42,211,150		42,447,860		39,883,900		40,444,068		41,702,118		40,961,743		38,965,684		36,807,559		35,027,756		34,767,704		35,811,953		36,835,037		36,617,182		38,788,201		34,722,949		36,799,635

																		一人当り売上高、経常利益( )内は期末人員による参考値

				一人当たり売上高				0		0		0		0		57,998		25,664		24,960		26,748		26,250		26,094		27,913		32,877		33,499		45,362		44,546		37,491		28,510		30,573		29,501		28,940		29,650		29,208		27,634		25,205		0

				売上高　÷　期首末平均従業員数

				一人当たり経常利益				0		0		0		0		2,782		552		645		1,316		520		758		1,120		2,925		2,842		3,232		3,141		1,910		1,844		1,709		1,194		1,696		1,643		1,892		1,720		1,944		0

				経常利益　÷　期首末平均従業員数

				期末従業員数												2,990		2,733		2,726		2,725		2,772		2,654		2,633		3,188		3,238		3,354		3,347		3,432		3,344		3,594		3,757		3,933		3,982		4,032		4,456		4,597		4,762

				（正社員数：出向者を除く）

								(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)		(百万円)

				営業キャッシュフロー				11,716		3,535		-6,293		10,428		7,747		7,689		15,666		3,159		6,423		4,222		3,980		10,100		11,913

				Finacial Statementsより																連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース		連結財規ベース

				(百万円未満四捨五入)

				減価償却費				5,245,707		4,718,248		4,503,126		4,323,189		4,214,718		3,957,750		3,622,082		3,657,117		3,679,417		3,265,336		2,897,369		3,048,131		3,014,566		2,979,590		3,396,660		3,692,287		3,430,970		3,095,652		2,965,370		3,012,825		3,462,008		3,639,602		4,019,216		4,148,230		4,297,704

				設備投資額				(2,544,444)		(2,031,046)		3,656,902		3,889,120		2,502,824		2,914,174		2,101,771		3,195,627		4,931,415		2,251,126		3,849,580		2,000,090		3,227,948		4,199,939

								(有形のみ)		(有形のみ)

						支払配当金		948,405,578		745,171,337		270,969,954		541,940,514		677,428,250		0

						中間		474,202,789		474,200,461		270,969,954		270,968,292		338,713,440		0

						期末		474,202,789		270,970,876		0		270,972,222		338,714,810		0

						役員賞与		1,978		27,457		21,075		21,538		47,560		21,080

						外部公表時の単位未満端数処理について

						１．金額表示は、原則百万円未満切り捨て

						但し、１株当り情報は円単位、少数第２位まで表示、第３位以下切り捨て

						１人当り情報は千円未満四捨五入

						２．前期比、回転率等の指標は少数点第１位、または、小数点第２位まで表示、単位未満四捨五入

						通常は、回転率、インタレスト・カバレッジのみ小数点第２位まで記載し、その他は小数点以下第１位まで表示と思います

								2,419		2,461		2,843		3,177		3,199



未確定
5/2 確定

会社法に伴い少数株主持分が純資産に含まれるため、'06年度から控除する。

会社法に伴い少数株主持分が純資産に含まれるため、'06年度から控除する。

自己株控除済み

自己株控除済み

自己株控除済み

確認）
有利子負債　減
支払利息　　増

'04.9期決算発表までは2,723人となっていた（'04.11IRから'04.3期有報と一致させた）

'04.9期決算発表までは2,904人となっていた（'04.11IRから'04.3期有報と一致させた）東ﾊﾞﾙ分除く

'05.5.23訂正(KSK)
3,126→3,188

設備投資



DBの構成

		経営指標DBの構成 ケイエイシヒョウコウセイ

		　　　

				ワークシート名 メイ		主な内容 オモナイヨウ

		1		DBの構成 コウセイ		データベースの説明 セツメイ

		2		連結指標1(FACTBOOKベース) レンケツシヒョウ		決算時に経理部より入手する「連結FACTBOOK」をベースに更新したもの

		3		連結指標2(FACTBOOK以外)		ワークシート「連結指標1(FACTBOOKべース)」に項目の無い連結情報をまとめたもの
主な掲載内容：売上高の国内外内訳、連結換算レートの為替等

		4		連結指標3(四半期情報)		四半期で投資家向けに開示している連結指標をまとめたもの
主な掲載内容：セグメント別収益、国内市場別データ、海外エリア別データ等

		5		グループ会社収益		キッツグループ各社の売上高、営業利益を年度ごとにまとめたもの

		6		マクロ経済指標(年次)		年次のマクロ経済指標をまとめたもの
主な掲載内容：日経平均及びTOPICSの3月末の数値、民間設備投資額、実質GDP等

		7		マクロ経済指標(月次)		月次のマクロ経済指標をまとめたもの
主な掲載内容：為替、新築住宅着工件数、黄銅棒に関する情報等





連結指標3(四半期情報)

		連結指標3　※四半期（3ヵ月）情報　(単位：百万円)百万円以下切捨て レンケツシヒョウシハンキゲツジョウホウヒャクマンエンイカキリス

		　　

		★更新時期：四半期決算終了後 コウシンジキシハンキケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		05/1Q		05/2Q		05/3Q		05/4Q		06/1Q		06/2Q		06/3Q		06/4Q		07/1Q		07/2Q		07/3Q		07/4Q		08/1Q		08/2Q		08/3Q		08/4Q		09/1Q		09/2Q		09/3Q		09/4Q		10/1Q		10/2Q		10/3Q		10/4Q		11/1Q		11/2Q		11/3Q		11/4Q		12/1Q		12/2Q		12/3Q		12/4Q		13/1Q		13/2Q		13/3Q		13/4Q		14/1Q		14/2Q		14/3Q		14/4Q		15/1Q		15/2Q		15/3Q		15/4Q		16/1Q		16/2Q		16/3Q		16/4Q		17/1Q		17/2Q		17/3Q		17/4Q		18/1Q		18/2Q		18/3Q		18/4Q

		バルブ事業　売上高 ジギョウウリアゲダカ				セグメント別売上高は、外部顧客に対する売上高を表示。		18,696		19,257		21,353		21,953		22,076		24,281		25,976		26,951		25,621		24,238		24,457		24,802		22,741		24,564		20,654		21,666		16,040		17,984		18,555		18,030		17,492		18,914		19,335		20,356		20,165		20,119		19,675		19,015		20,433		21,628		20,666		21,743		19,717		22,741		21,436		23,992		21,563		21,212		23,163		24,212		22,837		24,561		22,349		23,831		22,209		22,184		23,126		24,246		23,003		23,947		25,278		25,933		25,775

		伸銅品事業　売上高 シンドウヒンジギョウウリアゲダカ						3,080		4,362		4,798		6,118		7,878		11,043		11,877		11,097		10,571		10,706		10,096		9,513		9,828		8,915		6,239		3,263		3,391		3,564		4,284		4,977		4,957		4,775		4,797		5,700		5,787		5,416		4,339		4,522		4,563		4,250		4,320		4,814		5,312		5,152		5,131		5,356		5,414		4,859		5,076		5,671		5,430		5,451		5,079		4,595		4,488		4,354		4,770		5,719		5,644		5,401		6,089		6,399		6,290

		その他　売上高 タウリアゲダカ						1,895		2,363		2,005		1,744		1,979		2,346		2,118		1,889		2,223		2,649		2,286		2,111		2,180		2,605		2,362		2,071		2,356		2,827		2,367		2,211		2,380		2,824		2,436		2,088		2,135		2,729		2,393		2,146		2,207		2,523		2,151		1,973		2,010		2,446		2,092		1,965		2,062		2,418		781		600		735		1,019		777		608		713		991		736		560		653		940		707		566		686

		連結売上高　計 レンケツウリアゲダカケイ						23,673		25,982		28,158		29,816		31,934		37,670		39,971		39,937		38,416		37,593		36,840		36,425		34,751		36,085		29,256		27,002		21,788		24,376		25,207		25,219		24,830		26,513		26,568		28,145		28,088		28,265		26,408		25,684		27,204		28,401		27,138		28,530		27,040		30,340		28,660		31,315		29,040		28,490		29,021		30,484		29,003		31,032		28,206		29,036		27,411		27,530		28,633		30,527		29,302		30,289		32,075		32,899		32,752

		バルブ事業　営業利益 ジギョウエイギョウリエキ						2,390		2,663		3,497		2,991		3,548		3,546		3,812		3,083		4,064		2,853		3,671		3,458		2,836		2,842		2,428		2,198		1,669		2,095		2,612		2,401		1,592		1,995		2,178		2,377		2,058		1,130		1,951		1,773		2,328		2,255		2,082		2,141		1,642		1,689		2,149		3,116		2,476		2,170		2,506		2,353		2,263		2,819		2,604		2,697		2,594		3,000		3,063		2,785		2,646		2,959		3,561		3,630		3,443

		伸銅品事業　営業利益 シンドウヒンジギョウエイギョウリエキ						295		310		97		-36		-503		346		209		107		235		130		-104		29		210		53		-581		-176		134		148		181		205		172		119		172		169		124		71		-21		93		122		44		82		192		147		113		165		122		7		121		113		4		26		-55		-47		59		142		141		188		358		162		180		216		140		127

		その他　営業利益 タエイギョウリエキ						34		260		142		-49		66		200		143		-55		70		225		82		-45		-4		216		102		-46		8		257		107		-30		23		254		91		-55		42		260		99		-48		32		236		98		-36		7		261		54		-38		51		236		22		-78		5		133		29		-94		-1		112		12		-64		-42		98		(20)		(64)		(18)

		調整額 チョウセイガク						-736		-686		-685		-816		-789		-786		-753		-834		-808		-736		-726		-783		-798		-713		-694		-684		-697		-658		-689		-768		-701		-659		-700		-687		-720		-623		-732		-821		-748		-683		-719		-870		-731		-663		-719		-845		-691		-782		-698		-926		-797		-789		-771		-839		-835		-861		-811		-897		-828		(861)		(822)		(838)		(905)

		連結営業利益　計 レンケツエイギョウリエキケイ						1,984		2,547		3,051		2,089		2,323		3,305		3,412		2,302		3,561		2,471		2,924		2,659		2,243		2,399		1,255		1,290		1,114		1,842		2,211		1,807		1,086		1,709		1,741		1,803		1,504		839		1,297		997		1,734		1,853		1,543		1,426		1,065		1,400		1,649		2,355		1,844		1,745		1,944		1,352		1,498		2,108		1,815		1,823		1,900		2,392		2,453		2,182		1,937		2,377		2,935		2,867		2,647

		国内市場別データ(単位：億円)
　日本計 コクナイシジョウベツニホンケイ		アナリスト向け決算説明会資料 ムケッサンセツメイカイシリョウ		09/1Qからインプット。		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		116		125		134		137		123		133		136		148		140		134		132		144		133		141		139		143		126		136		144		159		134		139		139		148		137		144		141		152		138		142		151		155		152		154		167		167		168		175

		　建築設備市場 ケンチクセツビシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		56		58		59		62		61		64		63		70		66		59		62		64		58		66		68		70		57		62		67		72		61		60		59		61		61		61		61		62		62		62		64		66		68		66		69		70		73		73

		　水関連 ミズカンレン						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		13		17		15		8		12		16		17		11		14		17		20		14		16		22		18		14		18		21		21		14		20		22		20		16		19		25		22		15		19		22		20		16		21		23		20		15		20

		　半導体関連市場 ハンドウタイカンレンシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		8		11		14		14		15		16		16		16		14		10		13		11		9		8		10		12		12		15		15		17		13		17		19		17		16		10		13		12		12		16		16		17		19		21		23		23.00		23.00

		　機械装置関連市場 キカイソウチカンレンシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		12		13		14		13		14		15		16		14		14		14		13		13		14		12		13		12		12		13		14		12		12		12		14		12		12		13		15		13		13		14		15		15		15		16		16		18		18

		　石油精製・石油化学市場 セキユセイセイセキユカガクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		6		7		7		5		5		5		6		5		5		5		7		7		6		6		7		6		7		6		8		7		6		6		7		5		7		7		8		6		6		6		7		7		7		7		6		17		17

		　一般化学市場 イッパンカガクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		4		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5		7		5		5		5		6		5		5		6		6		7		7

		　食品・製紙市場 ショクヒンセイシシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		8		7		8		7		8		7		8		9		9		8		9		10		9		8		9		8		8		7		10		7		9		8		9		8		10		8		10		9		10		8		9		9		9		10		10		6		6

		　ガス市場 シジョウ				18/1Qからガス・電力 デンリョク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		6		6		6		6		6		6		6		8		7		7		6		8		8		7		7		6		7		7		8		6		7		7		7		7		7		8		8		7		7		7		8		8		7		8		8		6.00		6.00

		　電力市場 デンリョクシジョウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2

		　大型プロジェクト物件 オオガタブッケン						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		8		9		4		4		4		3		4		5		5		4		6		5		6		3		3		6		4		3		5		5		6		3		5		4		5		4		5		7		7		6		6		4		4		3		6		3		6

		海外エリア別データ(単位：億円)
　海外計 カイガイベツカイガイケイ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		45		55		51		43		52		56		57		56		61		67		65		46		71		75		68		74		71		90		70		81		81		73		92		94		91		101		83		86		84		80		80		87		77		85		85		92		90		106

		　アセアン・その他 タ				～10/4Qはタイ･インドネシア
18/1Qからアセアン・韓国他		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		7		8		9		13		17		17		16		24		27		21		5		27		31		31		26		25		39		27		37		28		23		38		35		37		35		30		33		28		31		31		30		29		35		30		37		33		31

		　　内、半導体向け ウチハンドウタイム																																																																																																						6		7		5		5		9		5

		　中国 チュウゴク						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		3		2		4		4		5		6		8		8		10		11		12		10		10		6		8		9		13		9		11		14		10		8		13		11		18		16		11		10		8		12		17		15		15		17		18		15		21

		　　内、半導体向け ウチハンドウタイム																																																																																																						5		4		5		5		6		7

		　中東 チュウトウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		11		11		6		12		9		9		7		3		5		7		2		4		3		1		4		2		2		1		3		2		2		7		2		4		5		2		2		4		3		3		3		2		5		2		3		5		18

		　アジア計 ケイ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		21		21		19		29		31		32		31		35		42		39		19		41		44		38		38		36		55		37		49		44		35		53		50		52		58		48		46		42		42		46		50		46		55		49		58		53		69

		　米州（北米、中南米） ベイシュウ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		21		19		11		13		11		17		17		19		14		16		20		20		20		22		24		21		20		23		21		23		26		29		28		29		30		26		28		31		24		25		26		23		23		27		25		28		27

		　欧州・その他 オウシュウタ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		10		9		7		8		12		8		7		7		11		10		7		10		11		8		12		14		15		10		11		14		13		10		15		9		12		9		13		11		13		9		10		8		6		8		9		9		10

		　大型プロジェクト物件 オオガタブッケン				18/1Qから入力なし ニュウリョク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		3		2		7		2		2		-		1		2		6		8		3		4		5		5		6		3		2		3		3		1		1		6		3		4		7		2		3		6		6		3		3		2		3		1		2





グループ会社収益

		グループ会社の収益　(単位：百万円)　 カイシャシュウエキ

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ

		売上高 ウリアゲダカ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		キッツ						53,146		51,392		54,973		64,969		67,796		65,318		48,425		51,002		56,577		65,188		64,438		66,569		64,159		61,933		64,118

		東洋バルヴ トウヨウ		経理部(関係会社2期比較) ケイリブカンケイガイシャキヒカク		15/3より表示単位未満切り捨て ヒョウジタンイミマンキス		-		10,940		10,921		12,734		15,527		12,918		10,623		11,350		10,633		8,184		8,027		8,696		7,888		7,982		8,647

		清水合金製作所 シミズゴウキンセイサクショ		以下同じ イカオナ				4,063		4,281		4,204		4,365		4,450		4,307		3,930		3,720		4,030		4,029		4,189		4,349		4,477		4,254		4,491

		キッツSCT						4,983		6,606		5,509		7,375		6,374		3,773		3,312		6,091		5,364		4,034		5,290		6,723		7,255		8,768		12,764

		三吉バルブ ミヨシ						1,038		1,205		1,203		1,337		1,286		1,158		1,004		1,132		1,171		789		742		573		512		511		498

		キッツマイクロフィルター						-		1,198		1,320		1,506		1,604		1,437		1,380		1,445		1,410		1,288		1,507		1,483		1,699		1,729		1,987

		キッツメタルワークス						-		10,300		13,005		26,202		25,456		18,300		16,748		22,718		22,612		20,286		24,016		23,760		21,970		20,503		24,678

		北東技研工業 ホクトウギケンコウギョウ																														810		1,295		1,472

		キッツウェルネス						3,788		3,767		4,037		4,369		4,367		5,163		5,604		5,809		5,569		5,599		5,514

		ホテル紅や ベニ						3,344		3,269		3,239		3,321		3,573		3,384		3,596		3,409		3,310		3,129		2,954		2,993		3,050		2,929		2,797

		KCA						3,578		4,193		5,986		6,891		6,927		7,059		5,682		4,421		5,392		7,357		7,171		8,793		9,226		6,773		6,191

		KCE				10/3よりKCE+NEKIの数字を表示。		1,853		1,580		1,482		1,958		2,460		2,344		1,498		1,077		1,414		1,630		2,043		2,548		2,278		1,180		1,315

		Perrin						-		-		-		-		-		-		-		2,131		3,404		4,110		4,185		3,287		3,718		2,631		2,549

		KTL						5,719		6,744		7,493		14,868		14,808		11,877		7,541		11,582		9,401		10,264		13,457		12,909		12,627		10,010		11,361

		KCT						3,455		4,182		4,619		5,864		5,083		4,392		2,795		3,684		4,127		5,176		5,472		5,563		6,418		5,758		6,245

		KCK						90		491		711		1,079		1,226		1,197		780		1,040		1,601		1,864		2,214		2,204		3,073		3106		3009

		KJK						-		83		975		2,054		2,434		2,913		2,402		1,694		2,051		2,852		3,683		3,913		3,942		3083		2477

		KCL																												1,526		1,266		1048		830

		KCS						38		136		223		471		763		714		415		807		1,520		1,662		2,165		2,884		3,282		3,389		3,510

		営業利益 エイギョウリエキ						04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3

		キッツ						2,441		5,512		5,492		6,305		6,675		4,506		3,455		2,568		1,457		3,468		2,543				2,902		4,247		4,665

		東洋バルヴ トウヨウ						-		1,258		916		1,068		1,520		1,283		1,314		1,364		927		393		325		300		265		270		306

		清水合金製作所 シミズゴウキンセイサクショ						320		446		561		500		428		119		147		145		141		285		332		367		442		316		438

		キッツSCT						180		439		195		744		311		-414		-220		457		258		-36		172		337		613		827		1,801

		三吉バルブ ミヨシ						15		31		91		135		123		66		18		34		33		16		2		26		58		64		71,705

		キッツマイクロフィルター						-		166		186		238		239		118		117		143		109		59		148		95		175		164		287

		キッツメタルワークス						-		206		88		331		138		-302		649		638		261		442		549		248		-18		697		570

		北東技研工業 ホクトウギケンコウギョウ																														58		165		157

		キッツウェルネス						339		293		287		346		197		198		236		268		313		305		327

		ホテル紅や ベニ						76		81		85		21		124		28		57		3		5		15		-43		43		30		5		-86

		KCA						-17		130		422		786		946		770		407		236		353		161		273		259		276		141		210

		KCE				10/3よりKCE+NEKIの数字を表示。		-48		-110		-50		84		146		157		30		-19		10		53		-27		117		62		-70		-41

		Perrin						-		-		-		-		-		-		-		-91		228		417		245		-2		229		25		-89

		KTL						772		882		514		311		225		474		475		333		218		222		587		652		896		703		634

		KCT						260		384		332		368		98		184		95		115		79		345		327		296		308		288		249

		KCK						-38		17		49		72		26		70		31		61		92		134		160		115		190		231		128

		KJK						-		-64		-75		120		116		72		140		10		27		94		66		69		191		160		77

		KCL																												104		91		103		41

		KCS						12		16		14		30		65		32		34		50		83		105		148		150		201		236		286





マクロ経済指標(年次)

		マクロ経済指標(年次) ケイザイユビシルベネンジ

		　　　						暦年 レキネン

		★更新時期：期末決算終了後 コウシンジキキマツケッサンシュウリョウゴ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		日経平均株価(3月末の株価)　(単位：円) ニッケイヘイキンカブカガツマツカブカタンイエン		yahooファイナンス		日経平均株価は、東証1部上場の銘柄から選んだ225銘柄の平均株価を指す。		11,715.38		11,668.95		17,059.66		17,287.65		12,525.54		8,109.53		11,089.94		9,755.10		10,083.56		12,397.91		14827.83		19,206.99		16,758.67		18909.26		21454.3

		TOPIX(3月末の指標)　(単位：ポイント) ガツマツシヒョウタンイ		yahooファイナンス		TOPICS(東証株価指数)は、東証1部上場の全銘柄の時価総額の合計を全銘柄で割って出した数字を指す。		1,179.23		1,182.18		1,728.16		1,713.61		1,212.96		773.66		978.81		869.38		854.35		1,034.71		1,202.89		1,543.11		1,347.20		1,512.60		1,708.27

		民間設備投資金額(実質)　(単位：10億円) ミンカンセツビトウシキンガクジッシツ		内閣府国民経済計算
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html		過去にさかのぼって数字が変更になるため、最新年のデータを入力する際、2003年から全て数字を置き換える。 カコスウジヘンコウサイシンネンニュウリョクサイネンスベスウジオカ		68,896.40		71,515.50		77,622.50		79,247.20		80,066.20		77,798.30		67,362.20		66,736.40		69,406.50		72,227.50		74,892.10		78,966.20		81,672.40		82,176.60		84,613.90

		民間設備投資金額(名目)　(単位：10億円) ミンカンセツビトウシキンガクメイモク						73,980.80		75,645.20		81,556.10		83,395.80		84,067.50		82,047.10		68,967.30		67,594.40		69,406.50		71,969.00		74,944.50		79,944.60		83,412.50		83,180.50		86,156.20

		実質GDP成長率　日本 ジッシツセイチョウリツニホン		IMF - World Economic Outlook Databases(世界のネタ帳)
http://ecodb.net/country/JP/imf_growth.html セカイチョウ		経済成長率は、GDPが前年比でどの程度成長したかを指す(実質GDPは経済成長率)。
経済成長率(％)＝(当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
【参考】名目GDPは実際に市場で取引されている財やサービスを市場価値をもとに推計したもの。名目GDPが上昇したとしても同時に物価も上昇した場合、経済が成長していることにはならない。そこでどれだけ経済が成長したかを見るためにGDPデフレーター（物価指数）を用いて名目GDPから物価の変動を取り除いたのが実質GDPとなる。また、実質GDPの成長率が経済成長率となる。
(内閣府HPより)名目値とは、実際に市場で取り引きされている価格に基づいて推計された値。実質値とは、ある年（参照年）からの物価の上昇・下落分を取り除いた値。名目値では、インフレ・デフレによる物価変動の影響を受けるため、経済成長率を見るときは、これらの要因を取り除いた実質値で見ることが多い。 ジッシツケイザイセイチョウリツサンコウナイカクフ		1.53		2.21		1.66		1.42		1.65		-1.09		-5.42		4.19		-0.12		1.50		2.00		0.34		1.20		1.00		1.74

		実質GDP成長率　米国 ジッシツセイチョウリツベイコク						2.81		3.79		3.35		2.67		1.78		-0.29		-2.78		2.53		1.6		2.22		1.68		2.37		2.6		1.62		2.22

		実質GDP成長率　中国 ジッシツセイチョウリツチュウゴク						10.0		10.1		11.3		12.7		14.2		9.6		9.2		10.61		9.5		7.9		7.8		7.3		6.9		6.7		6.86

		実質GDP成長率　インド ジッシツセイチョウリツ						7.94		7.85		9.29		9.26		9.8		3.89		8.48		10.26		6.64		5.48		6.54		7.18		7.93		6.83		6.68





マクロ経済指標(月次)

		マクロ経済指標(月次) ケイザイシヒョウゲツジ

		　																																																																																																																																																																																																																																																																																												72,164

		★更新時期は項目ごとに記載 コウシンジキコウモクキサイ		出所 デドコロ		備考 ビコウ		★更新時期 コウシンジキ		04/4		04/5		04/6		04/7		04/8		04/9		04/10		04/11		04/12		05/1		05/2		05/3		05/4		05/5		05/6		05/7		05/8		05/9		05/10		05/11		05/12		06/1		06/2		06/3		06/4		06/5		06/6		06/7		06/8		06/9		06/10		06/11		06/12		07/1		07/2		07/3		07/4		07/5		07/6		07/7		07/8		07/9		07/10		07/11		07/12		08/1		08/2		08/3		08/4		08/5		08/6		08/7		08/8		08/9		08/10		08/11		08/12		09/1		09/2		09/3		09/4		09/5		09/6		09/7		09/8		09/9		09/10		09/11		09/12		10/1		10/2		10/3		10/4		10/5		10/6		10/7		10/8		10/9		10/10		10/11		10/12		11/1		11/2		11/3		11/4		11/5		11/6		11/7		11/8		11/9		11/10		11/11		11/12		12/1		12/2		12/3		12/4		12/5		12/6		12/7		12/8		12/9		12/10		12/11		12/12		13/1		13/2		13/3		13/4		13/5		13/6		13/7		13/8		13/9		13/10		13/11		13/12		14/1		14/2		14/3		14/4		14/5		14/6		14/7		14/8		14/9		14/10		14/11		14/12		15/1		15/2		15/3		15/4		15/5		15/6		15/7		15/8		15/9		15/10		15/11		15/12		16/1		16/2		16/3		16/4		16/5		16/6		16/7		16/8		16/9		16/10		16/11		16/12		17/1		17/2		17/3		17/4		17/5		17/6		17/7		17/8		17/9		17/10		17/11		17/12		18/1		18/2		18/3		18/4		18/5		18/6		18/7		18/8		18/9		18/10		18/11		18/12		19/1		19/2		19/3

		為替　USドル(単位：円) カワセタンイエン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		105.63		110.35		110.05		108.43		112.10		109.89		111.05		106.18		103.19		103.40		103.60		104.73		107.41		106.35		108.11		110.63		112.48		111.41		113.21		115.76		119.68		118.07		117.75		116.29		117.47		114.40		112.29		115.24		114.85		117.33		117.89		117.69		116.47		118.92		121.73		118.42		118.09		119.78		121.67		123.27		118.92		116.07		115.43		114.77		110.14		114.15		106.41		104.77		100.20		104.15		105.75		106.42		108.12		109.35		103.63		98.41		95.56		90.84		89.60		97.79		98.26		97.76		96.47		96.02		95.48		92.69		90.21		91.39		86.76		92.07		89.75		89.43		93.04		94.07		91.31		88.51		86.69		84.54		83.82		80.91		84.27		81.44		82.11		81.70		83.15		82.08		80.82		80.73		77.86		76.73		76.63		75.76		78.13		77.73		76.38		80.68		82.14		81.19		78.93		79.31		78.17		78.60		77.61		79.66		82.10		86.58		91.14		92.51		93.99		97.92		101.17		98.63		98.09		98.36		97.75		98.51		102.42		105.4		102.86		101.90		102.92		102.61		101.65		101.30		102.85		103.74		109.45		109.34		118.23		120.53		118.25		119.26		120.27		118.99		123.75		122.48		124.02		121.18		119.97		120.9		122.82		120.54		118.87		113.64		112.69		111.73		110.94		102.96		104.47		103.19		101.12		104.81		112.42		116.53		113.81		112.44		112.20		111.29		110.96		112.00		110.36		110.42		112.74		113.16		112.07		113.05		108.86		107.38		106.27		109.35		108.71		110.54		111.01		111.06		113.28		113.28		113.49

		為替　ユーロ(単位：円) カワセ		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		128.73		131.98		134.39		130.99		134.89		132.57		136.97		135.35		136.80		140.37		134.99		138.90		138.85		137.41		134.65		133.60		136.40		136.08		136.10		139.59		140.91		139.91		142.28		137.64		142.75		143.35		144.30		145.96		146.48		150.51		149.74		149.57		153.11		155.93		157.73		156.67		157.35		162.88		163.38		165.64		163.04		158.55		163.36		165.65		162.63		166.64		157.83		158.94		158.18		162.15		164.06		168.04		168.45		160.84		149.06		125.76		123.21		127.17		115.54		124.18		129.83		130.15		134.60		135.51		134.53		132.53		131.68		135.51		130.11		131.92		124.93		121.17		124.90		124.49		112.18		107.79		113.17		106.86		114.21		112.59		110.65		107.83		111.55		112.10		117.53		121.75		116.17		116.79		111.40		110.68		104.04		107.17		104.15		100.68		100.45		108.65		109.71		107.23		97.60		98.73		95.84		98.32		100.22		103.26		106.52		114.69		123.66		121.62		120.65		128.18		131.88		128.56		130.06		130.22		131.90		135.20		139.42		145.04		139.42		139.67		141.61		141.68		138.27		138.21		137.78		136.73		138.85		137.78		147.15		146.54		133.85		133.71		130.41		132.2		135.61		137.2		135.67		135.96		134.94		132.78		129.87		131.67		129.92		124.06		127.57		126.33		123.61		114.36		115.66		114.91		113.29		114.95		119.66		122.73		121.71		118.91		119.78		120.84		123.9		127.95		129.56		131.3		132.81		131.72		132.81		134.95		135.14		131.27		130.58		132.35		126.72		127.88		129.92		129.48		128.44		128.44		129.2

		為替　台湾元(単位：円) カワセタイワンゲン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		3.20		3.34		3.31		3.23		3.30		3.25		3.27		3.18		3.21		3.23		3.26		3.37		3.39		3.39		3.48		3.50		3.54		3.42		3.42		3.45		3.58		3.57		3.69		3.59		3.62		3.59		3.50		3.54		3.51		3.57		3.58		3.54		3.59		3.64		3.70		3.60		3.58		3.61		3.69		3.75		3.63		3.52		3.53		3.54		3.41		3.51		3.31		3.40		3.30		3.43		3.47		3.51		3.54		3.47		3.23		3.00		2.87		2.75		2.66		2.80		2.88		2.90		2.96		2.91		2.91		2.82		2.79		2.82		2.69		2.85		2.81		2.79		2.93		3.01		2.85		2.75		2.71		2.64		2.68		2.64		2.77		2.78		2.83		2.75		2.82		2.85		2.81		2.81		2.71		2.64		2.52		2.54		2.58		2.57		2.57		2.73		2.78		2.77		2.65		2.65		2.61		2.63		2.65		2.73		2.83		2.99		3.09		3.13		3.15		3.33		3.39		3.29		3.28		3.29		3.31		3.36		3.46		3.52		3.39		3.37		3.38		3.40		3.40		3.39		3.43		3.47		3.60		3.60		3.83		3.79		3.75		3.80		3.85		3.92		4.04		3.97		3.92		3.75		3.63		3.72		3.76		3.68		3.55		3.41		3.50		3.45		3.40		3.19		3.27		3.25		3.22		3.31		3.53		3.61		3.63		3.67		3.70		3.69		3.68		3.69		3.65		3.67		3.71		3.75		3.74		3.8		3.73		3.67		3.65		3.69		3.62		3.62		3.63		3.62		3.66		3.66		3.69

		為替　タイバーツ(単位：円) カワセ		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		2.68		2.75		2.72		2.65		2.71		2.63		2.68		2.59		2.61		2.65		2.69		2.74		2.74		2.69		2.68		2.68		2.70		2.70		2.76		2.84		2.91		2.89		3.01		2.96		3.03		3.05		2.94		3.01		3.03		3.12		3.14		3.20		3.23		3.38		3.55		3.48		3.66		3.68		3.74		3.89		4.04		3.57		3.67		3.63		3.59		3.86		3.40		3.56		3.19		3.29		3.26		3.17		3.22		3.20		3.03		2.82		2.70		2.60		2.56		2.71		2.76		2.77		2.81		2.82		2.80		2.72		2.68		2.74		2.61		2.76		2.71		2.70		2.88		2.91		2.80		2.72		2.69		2.71		2.75		2.70		2.78		2.70		2.63		2.67		2.74		2.74		2.66		2.62		2.62		2.55		2.46		2.47		2.49		2.45		2.46		2.67		2.67		2.62		2.48		2.50		2.48		2.51		2.52		2.60		2.68		2.82		3.07		3.10		3.20		3.34		3.35		3.17		3.12		3.08		3.11		3.18		3.20		3.21		3.11		3.12		3.16		3.17		3.10		3.11		3.22		3.24		3.38		3.36		3.61		3.65		3.62		3.69		3.69		3.63		3.66		3.64		3.53		3.38		3.3		3.4		3.42		3.35		3.32		3.18		3.20		3.19		3.1		2.93		3.00		2.98		2.91		2.99		3.16		3.25		3.23		3.23		3.26		3.21		3.25		3.3		3.3		3.33		3.38		3.41		3.44		3.46		3.47		3.42		3.4		3.46		3.4		3.33		3.33		3.39		3.4		3.4		3.44

		為替　中国元(単位：円) カワセチュウゴクゲン		経理部DB ケイリブ		当該月の初日の午後更新。 トウガイヅキショニチゴゴコウシン		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		12.76		13.33		13.30		13.10		13.54		13.28		13.42		12.83		12.47		12.49		12.52		12.65		12.98		12.85		13.06		13.37		13.87		13.76		13.99		14.32		14.81		14.63		14.61		14.46		14.63		14.26		13.99		14.40		14.39		14.74		14.92		14.94		14.86		15.20		15.65		15.29		15.28		15.52		15.91		16.18		15.68		15.36		15.36		15.36		14.89		15.62		14.78		14.71		14.29		14.90		15.24		15.51		15.82		16.00		15.20		14.41		13.99		13.29		13.10		14.30		14.38		14.32		14.12		14.06		13.97		13.57		13.21		13.38		12.71		13.48		13.15		13.10		13.63		13.78		13.37		13.04		12.79		12.43		12.52		12.08		12.63		12.29		12.45		12.42		12.68		12.61		12.46		12.47		12.08		12.02		12.04		11.97		12.29		12.31		12.11		12.81		13.05		12.92		12.47		12.46		12.25		12.37		12.33		12.76		13.22		13.91		14.68		14.88		15.14		15.89		16.49		16.07		15.98		16.07		15.97		16.19		16.84		17.35		17.06		16.69		16.58		16.40		16.27		16.31		16.67		16.88		17.75		17.89		19.23		19.34		18.91		19.00		19.37		19.21		19.96		19.74		19.95		18.79		18.97		19.07		19.03		18.34		17.97		17.36		17.39		17.18		16.83		15.46		15.69		15.41		15.15		15.45		16.27		16.76		16.60		16.39		16.29		16.13		16.28		16.49		16.39		16.74		16.96		17.05		16.94		17.3		17.21		16.98		16.92		17.29		16.99		16.67		16.24		16.17		16.24		16.24		16.36

																																																																																																																																																																																																																																																																																																		　

		機械受注金額(単位：億円) キンガク		内閣府 機械受注統計調査報告
※09/4～13/3は旧方式の数値
※13/4から新方式の数値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu.html		毎月10日頃公表。 マイツキニチコロコウヒョウ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		22,436		20,958		22,614		22,951		22,902		20,504		21,259		23,318		24,733		22,005		21,613		21,095		23,838		21,764		23,026		24,025		22,718		24,215		22,354		24,383		24,469		23,750		26,175		26,560		25,599		25,725		27,341		24,020		26,193		24,013		25,252		26,977		24,006		26,246		26,977		22,732		25,850		27,357		25,814		25,922		27,214		24,302		27,757		26,165		25,343		31,040		26,563		24,487		25,849		27,340		26,209		24,806		23,929		23,439		20,272		18,013		19,410		16,350		15,030		17,010		15,081		14,936		15,358		16,303		16,009		17,143		17,426		16,766		19,232		18,982		19,285		19,978		19,013		17,792		18,943		19,833		20,570		18,976		21,161		20,234		20,192		23,253		24,792		19,742		20,647		20,209		20,946		19,237		20,222		19,584		19,979		21,719		21,135		23,970		21,227		22,094		20,267		19,285		18,889		19,211		16,732		18,438		18,364		19,898		18,115		18,312		18,479		23,618		20,267		22,696		19,443		20,291		21,203		23,999		22,896		21,573		20,902		23,543		22,164		23,198		31,260		21,735		25,451		22,013		21,527		23,246		22,563		20,222		21,960		25,084		24,745		24,820		24,559		23,028		24,171		24,703		21,103		23,103		27,337		22,260		22,567		20,527		22,317		25,489		22,507		20,537		21,641		21,620		21,236		21,108		21,699		25,990		24,840		22,180		22,077		22,616		22,796		22,489		22,705		23,521		25,518		23,266		24,166		27,337		23,681		24,745		24,188		22,280		25,080		25,875		22,139		26,304		26,765		22,014

		民間建設工事受注金額(単位：10億円) ミンカンケンセツコウジジュチュウキンガクタンイオクエン		国土交通省建設工事受注動態統計調査報告(受注高時系列表／民間等からの受注工事) コクドコウツウショウケンセツコウジジュチュウドウタイトウケイチョウサホウコクジュチュウダカジケイレツヒョウミンカントウジュチュウコウジ		速報値は月末日、確報値は10日頃公表。 ソクホウチゲツマツビカクホウアタイヒゴロコウヒョウ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,358		1,351		1,680		1,505		1,390		2,303		1,362		1,441		1,699		1,311		1,285		2,897		1,261		1,407		1,670		1,651		1,557		2,134		1,511		1,440		1,789		1,363		1,639		2,738		1,210		1,418		1,756		1,755		1,669		2,015		1,611		1,403		1,765		1,396		1,486		2,665		1,708		1,694		1,896		1,907		1,798		2,578		1,871		1,809		2,125		1,548		1,737		2,877		2,448		2,530		2,940		2,811		2,971		5,328		2,874		2,364		2,724		2,194		2,371		3,678		2,643		2,692		3,048		2,896		2,683		3,472		3,128		2,951		3,105		2,764		2,988		4,177		3,132		2,903		3,564		3,185		3,196		3,939		3,183		3,257		3,573		2,964		3,051		5,122		3,124		3,530		3,481		3,266		3,185		4,023		3,208		3,317		3,591		2,789		3,207		5,031		3,058		2,861		3,705		3,421		3,190		3,963		3,251		3,417		3,568		2,929		3,359		5,113		3,037		3,235		3,726		3,396		3,223		4,119		3,119

		新築住宅着工件数(単位：戸) シンチク		国土交通省 建築着工統計調査報告(住宅・建築物時系列表／総計)
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000596.html ジュウタクケンチクブツジケイレツヒョウソウケイ		毎月末公表。 マイツキマツ		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		96,178		98,889		106,582		106,462		102,070		108,281		106,145		98,561		98,849		94,944		85,288		90,789		96,740		101,862		109,184		115,343		109,199		108,086		115,822		110,986		97,932		92,899		96,995		94,318		111,260		108,652		114,331		106,649		111,187		112,442		118,360		115,392		107,906		92,219		87,360		99,488		107,255		97,076		121,149		81,714		63,076		63,018		76,920		84,252		87,214		86,971		82,962		83,991		97,964		90,804		100,929		97,212		96,905		97,184		92,123		84,277		82,197		70,688		62,303		66,628		66,198		62,805		68,268		65,974		59,749		61,181		67,120		68,198		69,298		64,951		56,527		65,008		66,568		59,911		68,688		68,809		71,921		71,998		71,390		72,838		74,517		66,709		62,252		63,419		66,757		63,726		72,687		83,398		81,986		64,206		67,273		72,635		69,069		65,984		66,928		66,597		73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979		78,481		87,456		83,234		80,562		83,128		83,057		84,703		76,751		66,358		69,071		69,616		84,226		79,539		81,275		82,615		81,860		81,903		83,330

		原油価格WTI(単位：USﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ) カカク		IMF - Primary Commodity Prices(世界のネタ帳)
http://ecodb.net/pcp/imf_group_oil.html#index01 セカイチョウ		https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data		IR通信作成時期(月初) ツウシンサクセイジキゲッショ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92.98		95.38		105.47		112.62		125.37		133.93		133.38		116.64		103.94		76.61		57.29		41.44		41.74		39.15		47.98		49.81		59.12		69.58		64.14		71.06		69.44		75.77		78		74.49		78.34		76.3		81.25		84.5		73.74		75.35		76.16		76.6		75.26		81.9		84.19		89.22		89.51		89.37		102.92		110.04		101.25		96.25		97.19		86.32		85.62		86.41		97.07		98.61		100.15		102.26		106.15		103.28		94.51		82.36		87.89		94.11		94.61		89.52		86.69		88.19		94.65		95.3		93.12		92.02		94.72		95.79		104.55		106.55		106.31		100.50		93.81		97.90		95.00		100.70		100.57		102.18		102.00		105.24		102.99		96.38		93.35		84.40		75.70		59.10		47.60		50.72		47.78		54.20		54.26		59.80		51.16		42.86		45.48		46.20		42.65		37.24		31.70		30.35		37.77		40.96		46.85		48.75		44.89		44.75		45.17		49.89		45.62		52.01		52.56		53.40		49.58		51.17		48.56		45.17		46.65		48.03		48.03		51.56		56.65		57.94		63.67		62.17		62.76		66.32		69.98		74.15		68.76		69.80		73.25		65.31		50.93

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								↑17/7～新電力ネット(https://pps-net.org/statistics/crude-oil)からの情報。 シンデンリョク																						↑18/6～investing.com(https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data)からの情報。

		材料相場 ザイリョウソウバ		材料相場は「原材料相場.xls」に銅LME、銅建値(電気銅)、亜鉛LME、ニッケルLME、鉄スクラップを掲載

		黄銅棒市場生産(単位：トン) オウドウボウシジョウセイサンタンイ		KMWの経営会議資料 ケイエイカイギシリョウ				経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20,246		19,196		19,942		19,222		17,671		19,964		20,561		21,057		20,109		20,142		21,750		24,085		22,283		21,585		22,000		20,907		19,640		21,694		22,577		21,659		21,348		19,854		20,507		21,094		19,834		19,082		18,660		18,777		16,861		18,628		20,153		19,479		18,748		18,042		19,854		19,404		19,922		18,302		17,975		19,373		16,343		16,549		17,326		15,867		14,611		11,841		10,761		9,874		10,950		11,038		12,534		13,435		11,946		14,020		15,289		15,311		14,807		14,648		15,311		16,218		16,219		15,861		16,913		16,931		14,980		16,707		15,940		15,844		15,439		15,388		16,487		17,635		16,928		16,893		17,308		17,388		15,278		15,880		14,042		14,993		13,294		14,206		15,440		15,650		15,862		14,920		15,130		15,321		13,846		14,906		15,151		15,009		14,198		14,002		14,882		15,000		14,520		14,652		14,878		16,072		13,914		15,224		16,348		16,036		15,452		14,956		16,317		16,608		16,794		16,237		16,785		16,091		13,418		14,837		15,678		14,953		14,726		14,301		15,046		15,500		15,775		13,967		15,044		14,802		13,402		14,424		15,407		15,032		14,958		14,274		15,803		16,000		14,776		14,714		15,938		14,955		14,950		16,073		16,022		16,928		16,449		14,803		16,680		16,900		16,905		15,604		17,250		16,118		14,424		15,627		16,615		16,282		15,253		15,029		15,736		16,000		16,576		15,779		15,778		15,600		14,387		14,689		16,002		16,500

		銅建値　月平均(単位：円/kg) ドウタテネツキヘイキン						経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ																																																																																																																																																																																																																																																		732		748		741		770		769		783		772		828		816		746		724		763		765		808		770		724		676		680		677		639		610		573		577		602		581		555		534		548		526		525		533		629		705		700		713		704		670		671		673		713		753		773		812		813		811		826		802		766		779		798		811		741		716		717		745		741

		N社ダライ粉価格月平均(単位：円/kg) シャコナカカクツキヘイキンタンイエン				ダライ粉価格は加重平均値 コカカクカジュウヘイキンチ		経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		262		255		265		274		279		279		286		298		318		322		382		428		560		693		653		690		683		683		700		677		666		599		566		600		704		728		716		731		659		641		674		574		543		549		597		600		611		603		598		609		569		518		374		284		238		239		244		280		333		337		353		358		412		411		414		432		448		500		448		480		524.3		442.7		421.6		417.0		444.6		460.0		487.0		497.0		533.1		554.6		574.0		544.9		556.3		512.3		510.5		535		487		460		388		410		410		422		450		472		453		429		398		408		398		426		435		423		458		493		526		502		488		503		476		477		488		492		489		492		520		539		520		491		492		504		502		528		530		541		535		576		569		523		511		532		541		573		544		512		474		474		469		441		422		397		406		427		414		397		389		403		392		393		397		470		531		527		541		533		503		502		500		538		565		585		617		614		610		628		614		581		587		595		605		546		522		522		550		544

		KMW　黄銅棒販売量(単位：トン) オウドウボウハンバイリョウタンイ				10/4以前は黄銅棒のみの数値無し イゼンオウドウボウスウチナ		経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,939		2,945		3,308		3,283		2,929		3,273		3,016		3,088		3,030		3,167		3,220				2,711		2,734		3,048		2,965		2,640		2,710		2,426		2,708		2,391		2,437		2,774		2,856		2,691		2,630		2,561		2,770		2,479		2,701		2,808		2,727		2,431		2,575		2,791		2,682		2,730		2,907		2,960		3,021		2,725		2,918		3,045		2,734		2,774		2,716		2,817		2,758		2,969		2,934		3,087		2,793		2,356		2,574		2,748		2,493		2,441		2,691		2,928		2,973		2,921		2,538		2,825		2,950		2,448		2,664		2,812		2,785		2,734		2,416		2,716		2,795		2,479		2,523		2,639		2,527		2,507		2,715		2,626		2,974		2,774		2,657		2,930		2,958		2,801		2,424		2,981		2,407		2,682		2,569		2,722		2,585		2,531		2,525		2,609		2,631		2,735		2,595		2,656		2,766		2,553		2,611		2,740		2,845

		KMW　黄銅棒販売単価(単位：円/kg) オウドウボウハンバイタンカタンイエン						経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		693.0		698.6		673.0		627.0		510.8		418.1		368.6		344.0		346.0		373.0		413.0		434.0		442.0		445.0		477.2		502.1		504.5		518.4		535.9		561.8		552.0		560.0		581.0		569.4		537.6		521.5		526.0		538.0		557.8		573.6		588.0		619.5		638.0		638.8		627.7		612.3		608.9		609.1		589.7		563.9		505.0		494.1		492.7		500.0		513.2		533.0		532.0		523.0		498.0		492.0		485.0		493.0		505.0		502.0		522.0		547.0		574.1		577.1		563.6		567.6		566.7		556.6		554.4		561.4		563.7		564.5		581.3		599.0		593.6		577.1		565.7		567.0		580.6		590.8		611.5		606.1		619.4		626.4		638.5		619.5		595.8		600.6		608.0		623.8		626.5		595.1		571.3		556.6		550.2		530.9		514.7		498.3		489.2		494.7		497.0		490.1		483.7		482.0		478.5		480.1		478.0		506.1		554.7		584.5		602.8		611.0		597.1		587.7		584.4		595.9		628.4		644.6		667.5		682.5		685.4		689.4		691.8		671.0		662.3		669.7		675.2		645.0		622.0		603.1		617.3

		半導体製造装置統計（日本製装置）販売高(単位：億円) タンイオクエン		K:\Common\経営情報\グループ会社_月次レポート\国内Gr会社(月次レポート）\SCTグループ				経営会議終了後 ケイエイカイギシュウリョウゴ		1,160		1,246		1,570		1,423		1,271		1,680		842		1,108		1,404		1,098		1,135		2,039		928		884		1,123		1,132		1,138		1,703		894		1,215		1,395		1,221		1,200		2,329		888		1,150		1,412		1,442		1,475		1,772		1,223		1,370		1,696		1,384		1,408		2,556		1,200		1,560		1,790		1,640		1,750		1,890		1,210		1,370		1,440		1,330		1,200		2,120		810		830		1,010		699		714		1,090		440		490		540		350		290		699		227		248		368		368		422		657		478		607		709		558		671		1,270		866		690		852		922		1,000		1,439		1,439		993		1,201		923		902		1,831		795		1,156		1,172		961		1,160		1,070		695		733		1,099		963		990		1,835		760		981		1,143		749		892		1,224		474		442		850		595		600		1,566		457		587		987		763		703		1,072		515		854		1,018		878		1,028		2,377		787		1,084		1,157		889		907		1,320		678		615		1,483		773		859		2,369		837		969		1,210		1,153		1,158		1,480		831		817		1,123		701		854		1,936		733		1,028		1,229		981		1,218		1,778		922		1,085		1,757		993		1,341		2,536		1,097		1,489		2,006		1,358		1,500		1,910		1,226		1,467		1,971		1,355		1,787		3,270		1,486		1,898		1,983		1,785		1,676		2,962

																																																																																																																																																																																																				①販売量×単価 ハンバイリョウタンカ						1,434,303		1,399,160		1,339,403		1,379,460		1,219,668		1,309,985		8,081,979						①販売量×単価 ハンバイリョウタンカ						1,575,483		1,638,385		1,680,096		1,712,001		1,516,735		1,617,739		9,740,439

																																																																																																																																																																																																				②総販売量 ソウハンバイリョウ																		15,832						②総販売量 ソウハンバイリョウ																		17,261

																																																																																																																																																																																																				①／②（平均単価） ヘイキンタンカ																		510						①／②（平均単価） ヘイキンタンカ																		564

		IR用：管工事受注
(単位：百万円)
※本エクセルにはインプットしない ヨウカンコウジジュチュウヒャクマン		国土交通省 設備工事業に係る受注高調査結果(管工事) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000010.html カンコウジ		月末日公表。
エクセルデータをPPTに図として直接貼り付け。 ゲツマツヒコウヒョウズチョクセツハツ		決算説明会本資料作成時期 ケッサンセツメイカイホンシリョウサクセイジキ

																																																																																																																																																																																																																												単価比較 タンカヒカク																		1.11

																																																																																																																																																																																																																																														1.09

		IR用：銅建値IR用 ヨウドウタテネヨウ																																																																														0																								18,960																																																																																																																																																						740						757						816						766						781						737						705						675						557						545						571																		709

																																																																																																																																																																																																																																																																																775

																																																																																																																																																																																																																																																																																																														（1Q用） ヨウ						（2Q用） ヨウ						(3Q用） ヨウ																		(2Q用） ヨウ



https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
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大規模設備投資の状況

2015年から開発を進めてきたグローバル基幹システムの構築・導入プロジェクト「KITZ Innovation 

Global System（略称：KInGS）」は、2019年1月稼働開始に向け準備を進めてきたが、稼働開始後のリ

スクを再検討した結果、2018年度通期決算を確実に行うことを最優先とし、5月稼働開始に延期するこ

とを決定。システム開発はほぼ完了しており、今後はスムーズな運用開始に向け、万全の体制を整え

ていく。

総投資額：約70億円

新基幹業務システム 稼働時期の延期を決定

伸銅品事業 工事の進捗は計画通り

キッツメタルワークスの老朽化設備の更新投資については、ほぼ計画通りの進捗状況。新工場建屋

は、1月末に完成済。鋳造設備は、3月末完成予定。製棒設備（押出し機）は、6月までに据付・試運転

を完了し、7月より新設備による量産を開始する予定。

総投資額：約53億円



ご清聴ありがとうございました。
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