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２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日

株式会社株式会社株式会社株式会社ジェイテクトジェイテクトジェイテクトジェイテクト株式会社株式会社株式会社株式会社ジェイテクトジェイテクトジェイテクトジェイテクト

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年３３３３月期月期月期月期

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期 決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．ⅠⅠⅠⅠ．．．．第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期決算決算決算決算のののの概要概要概要概要決算決算決算決算のののの概要概要概要概要
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１１１１１１１１. . . . . . . . ２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１22222222年度年度年度年度　　　　第第第第２２２２四半期業績四半期業績四半期業績四半期業績年度年度年度年度　　　　第第第第２２２２四半期業績四半期業績四半期業績四半期業績

2. 2. 2. 2. ２０１２０１２０１２０１2222年度年度年度年度　　　　業績予想業績予想業績予想業績予想
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11111111--------1)1)1)1)1)1)1)1)　　　　決算決算決算決算サマリーサマリーサマリーサマリー　　　　決算決算決算決算サマリーサマリーサマリーサマリー

売売売売 上上上上 高高高高 ((((＋＋＋＋13131313....7777%)%)%)%)

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 (△1.8%)(△1.8%)(△1.8%)(△1.8%)

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 (△20.5%)(△20.5%)(△20.5%)(△20.5%)

四四四四半半半半期期期期純純純純利利利利益益益益 (△42.2%)(△42.2%)(△42.2%)(△42.2%)

○○○○前年同期前年同期前年同期前年同期とととと比比比比べべべべ、、、、増収増収増収増収・・・・減益減益減益減益

○○○○事業別事業別事業別事業別セグメントセグメントセグメントセグメント

　　　　・・・・機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品

　　自動車販売増加によるステアリングの売上高増加などにより増収も、
　　為替差・売価水準低下・先行投資費用などにより減益

　　　　・・・・工作機械工作機械工作機械工作機械

　　日本・北米で需要が好調だったことなどにより、増収・増益

中間配当 中間配当 中間配当 中間配当 7777円円円円、、、、年間 年間 年間 年間 14141414円円円円((((予定予定予定予定))))・・・・・・・・・・・・前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ、、、、2222円減配円減配円減配円減配のののの予定予定予定予定

(　　)は前年同期増減率

122122122122億円億円億円億円

48484848億円億円億円億円

5555,,,,262262262262億円億円億円億円

153153153153億円億円億円億円

2012年度第2四半期実績

2012年度配当金
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11111111--------2)2)2)2)2)2)2)2)　　　　財務財務財務財務データデータデータデータ　　　　財務財務財務財務データデータデータデータ

(億円)

(　　)は、売上高利益率

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト
(((( ４４４４ ～～～～ ９９９９ 月月月月 ))))

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

4,6274,6274,6274,627

156156156156

153153153153

84848484

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

5,2625,2625,2625,262

153153153153

122122122122

48484848

(3.4%)(3.4%)(3.4%)(3.4%)

(3.3%)(3.3%)(3.3%)(3.3%)

(1.8%)(1.8%)(1.8%)(1.8%)

(2.9%)(2.9%)(2.9%)(2.9%)

(2.3%)(2.3%)(2.3%)(2.3%)

(0.9%)(0.9%)(0.9%)(0.9%)

増増増増 減減減減

＋634

△2

△31

△35

＋13.7%

△1.8%

△20.5%

△42.2%

対対対対前前前前年年年年同同同同期期期期
増増増増 減減減減 率率率率

79797979円円円円/USD/USD/USD/USD

112112112112円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

78787878円円円円/USD/USD/USD/USD

99999999円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

1円 円高

13円 円高
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11111111--------22222222）））））））） 財務財務財務財務データデータデータデータ財務財務財務財務データデータデータデータ②②②②②②②②

(億円)

有利子負債：短期借入金返済により減少
設備投資：商品力強化の開発投資、付加価値を高める内製化投資、
　　　　　　　新興国での能力増強投資を実施

棚棚棚棚 卸卸卸卸 資資資資 産産産産

有有有有 利利利利 子子子子 負負負負 債債債債

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 額額額額

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費

2011201120112011年度年度年度年度

1,5451,5451,5451,545

2,5512,5512,5512,551

225225225225

214214214214

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

1,5011,5011,5011,501

2,2782,2782,2782,278

399399399399

206206206206

増増増増 減減減減

△44

△272

＋174

△8

△2.9%

△10.7%

＋77.3%

△3.8%

対対対対 前前前前 期期期期
増増増増 減減減減 率率率率

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期
増増増増 減減減減

対対対対前前前前年年年年同同同同期期期期
増増増増 減減減減 率率率率
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11111111--------33333333）））））））） 四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移四半期業績推移

2,484
2,347

2,640

911

2,592
2,669

2,142

98

123

7479

41 34

57

11111111年度年度年度年度1111QQQQ 11111111年度年度年度年度2222QQQQ 11111111年度年度年度年度3333QQQQ 11111111年度年度年度年度4444QQQQ 決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響 12121212年度年度年度年度1111QQQQ 12121212年度年度年度年度2222QQQQ

4.0%

1.8%

4.7%

3.0% 2.9%2.7%

売上高売上高売上高売上高

営業利益営業利益営業利益営業利益

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率

（億円）
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11111111--------44444444）））））））） 事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績

(億円)

※「消去」は省略しております。

機機機機
械械械械
器器器器
具具具具
部部部部
品品品品

2010201020102010年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

1,9561,9561,9561,956

1,5241,5241,5241,524

632632632632

4,1124,1124,1124,112

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

1,8411,8411,8411,841

1,5671,5671,5671,567

540540540540

3,9483,9483,9483,948

増増増増 減減減減 額額額額

△115

＋43

△92

△164

△5.9%

＋2.8%

△14.6%

△4.0%

増増増増 減減減減 率率率率

スススステテテテアアアアリリリリンンンンググググ

ベベベベ アアアア リリリリ ンンンン ググググ

駆駆駆駆 動動動動

【【【【 合合合合 計計計計 】】】】

工工工工 作作作作 機機機機 械械械械 等等等等

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営業業業業利利利利益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

165165165165 103103103103 △62 △37.6%

558558558558 679679679679 ＋121 ＋21.6%

1111 54545454 ＋53 ―

機機機機
械械械械
器器器器
具具具具
部部部部
品品品品

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

1,8411,8411,8411,841

1,5661,5661,5661,566

540540540540

3,9483,9483,9483,948

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2,3502,3502,3502,350

1,5891,5891,5891,589

592592592592

4,5314,5314,5314,531

増増増増 減減減減 額額額額

＋508

＋22

　＋51

＋583

＋27.6%

＋1.5%

＋9.6%

＋14.8%

増増増増 減減減減 率率率率

スススステテテテアアアアリリリリンンンンググググ

ベベベベ アアアア リリリリ ンンンン ググググ

駆駆駆駆 動動動動

【【【【 合合合合 計計計計 】】】】

工工工工 作作作作 機機機機 械械械械

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営業業業業利利利利益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

103103103103 88888888 △14 △14.1%

679679679679 730730730730 ＋51 ＋7.5%

54545454 64646464 ＋10 ＋18.7%

◇◇◇◇機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品
　　　　　　　　・・・・ステアリングステアリングステアリングステアリング・・・・駆動駆動駆動駆動 ・・・・・・・・・・・・ 日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米・・・・アジアアジアアジアアジアでででで増収増収増収増収、、、、欧州欧州欧州欧州はははは減収減収減収減収
　　　　　　　　・・・・ベアリングベアリングベアリングベアリング ・・・・・・・・・・・・ 自動車向自動車向自動車向自動車向けけけけ：　：　：　：　日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米・・・・アジアアジアアジアアジアでででで増収増収増収増収、、、、欧州欧州欧州欧州はははは減収減収減収減収

市販向市販向市販向市販向けけけけ：　：　：　：　ほぼほぼほぼほぼ全地域全地域全地域全地域でででで減収減収減収減収
◇◇◇◇工作工作工作工作機械機械機械機械 ・・・・・・・・・・・・ 日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米のののの需要需要需要需要がががが好調好調好調好調でででで増収増収増収増収

◇◇◇◇機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品
　　　　　　　　・・・・ステアリングステアリングステアリングステアリング・・・・駆動駆動駆動駆動 ・・・・・・・・・・・・ 日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米・・・・アジアアジアアジアアジアでででで増収増収増収増収、、、、欧州欧州欧州欧州はははは減収減収減収減収
　　　　　　　　・・・・ベアリングベアリングベアリングベアリング ・・・・・・・・・・・・ 自動車向自動車向自動車向自動車向けけけけ：　：　：　：　日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米・・・・アジアアジアアジアアジアでででで増収増収増収増収、、、、欧州欧州欧州欧州はははは減収減収減収減収

市販向市販向市販向市販向けけけけ：　：　：　：　ほぼほぼほぼほぼ全地域全地域全地域全地域でででで減収減収減収減収
◇◇◇◇工作工作工作工作機械機械機械機械 ・・・・・・・・・・・・ 日本日本日本日本・・・・北米北米北米北米のののの需要需要需要需要がががが好調好調好調好調でででで増収増収増収増収
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11111111--------55555555）））））））） 事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移事業別業績事業別業績事業別業績事業別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移

2,130 2,012
2,253

812

2,326 2,205
1,818

64
82

3738 2517
51

11111111年度年度年度年度////1111QQQQ 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12121212年度年度年度年度/ / / / 1111QQQQ 2Q2Q2Q2Q

3.0%

0.9%

3.7%
2.2% 1.7%2.1%

機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品

354 335
386

98

343
386

324

34
44

36
2827

9
19

11111111年度年度年度年度////1111QQQQ 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12121212年度年度年度年度////1111QQQQ 2Q2Q2Q2Q

9.8%
8.2%

9.4%

6.1%

11.6%

8.2%

工 作工 作工 作工 作 機 械機 械機 械機 械工 作工 作工 作工 作 機 械機 械機 械機 械

売上高売上高売上高売上高 営業営業営業営業
利益利益利益利益

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率

(億円)
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11111111--------66666666）））））））） 製品別売上高製品別売上高製品別売上高製品別売上高－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移製品別売上高製品別売上高製品別売上高製品別売上高－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移

846846846846
995995995995

1,1571,1571,1571,157
961

1,120 1,1921,1921,1921,192

514

11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q

ステアリングステアリングステアリングステアリングステアリングステアリングステアリングステアリング ベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グベ ア リ ン グ

734734734734 831831831831 771771771771818818818818815769

239

11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q

駆 動駆 動駆 動駆 動駆 動駆 動駆 動駆 動

237237237237
302302302302 276276276276315315315315318281

59

11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q

工 作工 作工 作工 作 機 械機 械機 械機 械工 作工 作工 作工 作 機 械機 械機 械機 械

324324324324 354354354354 386386386386343343343343386
335

98

11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q

（億円）決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一のののの影響額影響額影響額影響額
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11111111--------77777777）））））））） 法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績①①①①法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績①①①①

(億円)

※「消去」は省略しております。

2010201020102010年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2,4802,4802,4802,480

756756756756

716716716716

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2,3632,3632,3632,363

760760760760

696696696696

増増増増 減減減減 額額額額

△117

＋4

△19

△4.7%

＋0.6%

△2.7%

増増増増 減減減減 率率率率

日日日日 本本本本

欧欧欧欧 州州州州

北北北北 米米米米

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営業業業業利利利利益益益益 84848484 63636363 △21 △24.7%

営営営営業業業業利利利利益益益益 △△△△7777 △△△△16161616 △9 ―

営営営営業業業業利利利利益益益益 △△△△11111111 4444 ＋15 ―

2,3622,3622,3622,362 2,7642,7642,7642,764 ＋402 ＋17.0%
日日日日 本本本本

営営営営業業業業利利利利益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

63636363 86868686 ＋23 ＋36.8%

760760760760 624624624624 △135 △17.8%

△△△△16161616 △△△△30303030 △13 －
欧欧欧欧 州州州州

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高 696696696696 861861861861 ＋164 ＋23.7%

3333 1111 △2 △73.1%
北北北北 米米米米

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期
増増増増 減減減減 額額額額 増増増増 減減減減 率率率率
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11111111--------77777777）））））））） 法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績②②②②法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績②②②②

(億円)

※「消去」は省略しております。

424424424424 515515515515 ＋90 ＋21.4%
アアアア ジジジジ アアアア ・・・・
オオオオ セセセセ アアアア ニニニニ アアアア 営営営営業業業業利利利利益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

59595959 60606060 ＋1 ＋1.7%

215215215215 208208208208 △7 △3.3%

38383838 33333333 △5 △14.6%
中中中中 国国国国

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高 79797979 85858585 ＋5 ＋6.8%

9999 7777 △2 △20.6%

そそそそ のののの 他他他他 のののの 地地地地 域域域域
(((( 中中中中 南南南南 米米米米 ))))

2010201020102010年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期
増増増増 減減減減 額額額額 増増増増 減減減減 率率率率

515515515515 622622622622 ＋107 ＋20.8%
アアアア ジジジジ アアアア ・・・・
オオオオ セセセセ アアアア ニニニニ アアアア 営営営営業業業業利利利利益益益益

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 高高高高

60606060 65656565 ＋4 ＋8.2%

207207207207 301301301301 ＋94 ＋45.3%

32323232 34343434 ＋1 ＋3.9%
中中中中 国国国国

営営営営業業業業利利利利益益益益

売売売売 上上上上 高高高高 85858585 86868686 ＋1 ＋1.5%

7777 2222 △4 △63.8%
そそそそ のののの 他他他他 のののの 地地地地 域域域域

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期
増増増増 減減減減 額額額額 増増増増 減減減減 率率率率
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11111111--------88888888）））））））） 法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移①①①①法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移①①①①

1,358 1,356
1,501

0

1,366 1,398

1,003

48

75

4144
30

△0
14

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

1.5%

3.6%

2.3%

5.1%

3.3% 3.0%

北 米北 米北 米北 米北 米北 米北 米北 米

371
304 309 324 326 298

388

△14
△12

△15
△11

7

△4

△12

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

△1.1%

△3.3% △3.8% △3.9%
△5.0%△4.6%

欧 州欧 州欧 州欧 州欧 州欧 州欧 州欧 州

327 338
393 407391

453

368

△2

10

△1

6 6

△3

2

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

△0.9% △0.9%

2.8%

0.7%
△0.5%

1.8%

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率

売上高売上高売上高売上高

営業営業営業営業
利益利益利益利益

日 本日 本日 本日 本日 本日 本日 本日 本 (億円)
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11111111--------88888888）））））））） 法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移②②②②法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績法人所在地別業績－－－－四半期推移四半期推移四半期推移四半期推移②②②②

281

177

277

39

304 318

233

34 32 33
25

72

31

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

12.2%

1.5%

11.7% 10.4% 10.6%11.0%

ｱｼｱｼｱｼｱｼ ﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ････ｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱｱｼｱｼｱｼｱｼ ﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ････ｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱｵｾｱﾆｱ

そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 地 域地 域地 域地 域 (((( 中 南 米中 南 米中 南 米中 南 米 ))))そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 地 域地 域地 域地 域 (((( 中 南 米中 南 米中 南 米中 南 米 ))))

99
120 120 114 121

180

108

14 14
11

18

10
15

20

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

14.9% 12.7%
9.6% 11.1% 11.5%

16.6%

中 国中 国中 国中 国中 国中 国中 国中 国

45
49

38 41 39

47

39

4

1
2

0

4

1
2

11/1Q11/1Q11/1Q11/1Q 2Q2Q2Q2Q 3Q3Q3Q3Q 4Q4Q4Q4Q 決算期統一決算期統一決算期統一決算期統一 12/1Q12/1Q12/1Q12/1Q 2Q2Q2Q2Q

9.0% 8.1%

3.0%

1.0%

4.6%

7.3%

(億円)
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11111111--------99999999）））））））） 営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析

（億円）

153153153153156156156156

11111111年度年度年度年度
第第第第2222四半期四半期四半期四半期

12121212年度年度年度年度
第第第第2222四半期四半期四半期四半期

為為為為

替替替替

売売売売

価価価価

水水水水

準準準準

ダダダダ

ウウウウ

ンンンン

原原原原

材材材材

料料料料

価価価価

格格格格

変変変変

動動動動

先先先先

行行行行

投投投投
資資資資

費費費費

用用用用

そそそそ

のののの

他他他他

実実実実

質質質質

売売売売
上上上上

増増増増

加加加加

にににに

よよよよ

るるるる
利利利利

益益益益

増増増増

原原原原

価価価価

改改改改

善善善善

△△△△26262626

△△△△21212121 ＋＋＋＋125125125125

＋＋＋＋56565656

△△△△91919191

△△△△21212121

△△△△24242424

減益要因減益要因減益要因減益要因 △△△△183183183183億円億円億円億円 増益要因増益要因増益要因増益要因 ＋＋＋＋181181181181億円億円億円億円

営業利益営業利益営業利益営業利益 2222億円億円億円億円のののの減少減少減少減少

為 替 換 算 の
影 響 等 を除 く
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11111111--------1010101010101010）））））））） 配当配当配当配当のののの推移推移推移推移配当配当配当配当のののの推移推移推移推移

11111111 11111111

5555 7777 7777

13131313

6666

6666

9999 7777

7777

9999

24242424円円円円
(17.7%)(17.7%)(17.7%)(17.7%)

17171717円円円円
(―)(―)(―)(―)

11111111円円円円
(―)(―)(―)(―)

16161616円円円円
(26.9%)(26.9%)(26.9%)(26.9%)

16161616円円円円
(41.1%)(41.1%)(41.1%)(41.1%) 14141414円円円円

(119.7%)(119.7%)(119.7%)(119.7%)

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

（円／株）

中間配当：7円　　年間配当(予定)：14円中間配当：7円　　年間配当(予定)：14円

年間配当
(配当性向)
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2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１22222222年度年度年度年度　　　　業績予想業績予想業績予想業績予想年度年度年度年度　　　　業績予想業績予想業績予想業績予想

１１１１. . . . ２０１２０１２０１２０１2222年度年度年度年度　　　　第第第第２２２２四半期業績四半期業績四半期業績四半期業績
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22222222--------11111111）））））））） 当社当社当社当社をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの当社当社当社当社をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの変化変化変化変化変化変化変化変化

�欧州欧州欧州欧州債務債務債務債務問題問題問題問題のののの長期化長期化長期化長期化

�中国中国中国中国ででででのののの景気景気景気景気減速減速減速減速およびおよびおよびおよび日系日系日系日系のののの自動車販売自動車販売自動車販売自動車販売のののの減少減少減少減少

�円高円高円高円高のののの継続継続継続継続



JTEKT　　　　CORPORATION

1919

22222222--------22222222）））））））） 通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正通期業績予想修正

　　　　　　　　・・・・欧州欧州欧州欧州でのでのでのでの需要低迷需要低迷需要低迷需要低迷のののの長期化長期化長期化長期化、、、、
　　　　　　　　　　　　中国中国中国中国でのでのでのでの景気減速及景気減速及景気減速及景気減速及びびびび日系日系日系日系のののの自動車販売減少自動車販売減少自動車販売減少自動車販売減少などによりなどによりなどによりなどにより、、、、
　　　　　　　　　　　　売上高売上高売上高売上高をををを下方修正下方修正下方修正下方修正
　　　　　　　　・・・・売上高減少売上高減少売上高減少売上高減少によるによるによるによる影響影響影響影響のののの他他他他、、、、戦略的戦略的戦略的戦略的なななな先行投資先行投資先行投資先行投資のののの推進推進推進推進、、、、
　　　　　　　　　　　　円高円高円高円高のののの継続継続継続継続などによりなどによりなどによりなどにより、、、、利益利益利益利益をををを下方修正下方修正下方修正下方修正

(億円)
(　　)は、売上高利益率

40404040(0.4%)(0.4%)(0.4%)(0.4%)

450450450450(4.1%)(4.1%)(4.1%)(4.1%) 270270270270(2.6%)(2.6%)(2.6%)(2.6%)

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

1111QQQQ決算発表時予想決算発表時予想決算発表時予想決算発表時予想
((((7777月月月月))))

11,00011,00011,00011,000

430430430430

250250250250

2222QQQQ決算発表時予想決算発表時予想決算発表時予想決算発表時予想
((((10101010月月月月))))

10,50010,50010,50010,500

210210210210(3.9%)(3.9%)(3.9%)(3.9%)

(2.3%)(2.3%)(2.3%)(2.3%)

(2.0%)(2.0%)(2.0%)(2.0%)

増増増増 減減減減

△500

△180

△220

△210
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22222222--------33333333）））））））） 通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想

(億円)

(　　)は、売上高利益率

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト
(((( ４４４４ ～～～～ ３３３３ 月月月月 ))))

2010201020102010年度年度年度年度

9,5549,5549,5549,554

399399399399

402402402402

200200200200

2011201120112011年度年度年度年度

9,6009,6009,6009,600

450450450450

450450450450

240240240240

(4.2%)(4.2%)(4.2%)(4.2%)

(4.2%)(4.2%)(4.2%)(4.2%)

(2.1%)(2.1%)(2.1%)(2.1%)

(4.7%)(4.7%)(4.7%)(4.7%)

(4.7%)(4.7%)(4.7%)(4.7%)

(2.5%)(2.5%)(2.5%)(2.5%)

増増増増 減減減減

＋45

＋51

＋47

＋39

＋0.5%

＋12.7%

＋11.8%

＋19.7%

対対対対 前前前前 期期期期
増増増増 減減減減 率率率率

84848484円円円円/USD/USD/USD/USD

112112112112円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

77777777円円円円/USD/USD/USD/USD

109109109109円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

7円 円高

3円 円高

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 額額額額

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費

308308308308

486486486486

600600600600

450450450450

291

△36

売上高売上高売上高売上高…………前年度前年度前年度前年度のののの決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響をををを除除除除いたいたいたいた実質実質実質実質ベースベースベースベース比比比比でででで増収計画増収計画増収計画増収計画
利益利益利益利益…………為替差為替差為替差為替差・・・・売価水準低下売価水準低下売価水準低下売価水準低下・・・・先行投資先行投資先行投資先行投資などによりなどによりなどによりなどにより、、、、実質実質実質実質ベースベースベースベース比比比比でもでもでもでも減益計画減益計画減益計画減益計画

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト
(((( ４４４４ ～～～～ ９９９９ 月月月月 ))))

2011201120112011年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

4,6274,6274,6274,627

156156156156

153153153153

84848484

2012201220122012年度年度年度年度

第第第第2222四半期四半期四半期四半期

5,2625,2625,2625,262

153153153153

122122122122

48484848

(3.4%)(3.4%)(3.4%)(3.4%)

(3.3%)(3.3%)(3.3%)(3.3%)

(1.8%)(1.8%)(1.8%)(1.8%)

(2.9%)(2.9%)(2.9%)(2.9%)

(2.3%)(2.3%)(2.3%)(2.3%)

(0.9%)(0.9%)(0.9%)(0.9%)

増増増増 減減減減

+634

△2

△31

△35

13.7%

△1.8%

△20.5%

△42.2%

対対対対前前前前年年年年同同同同期期期期
増増増増 減減減減 率率率率

79797979円円円円/USD/USD/USD/USD

112112112112円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

78787878円円円円/USD/USD/USD/USD

99999999円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

1円 円高

13円 円高

売売売売 上上上上 高高高高

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト
(((( ４４４４ ～～～～ ３３３３ 月月月月 ))))

2011201120112011年度年度年度年度

10,52610,52610,52610,526

356356356356

386386386386

133133133133

2012201220122012年度年度年度年度
((((予想予想予想予想))))

10,50010,50010,50010,500

270270270270

210210210210

40404040

(3.4%)(3.4%)(3.4%)(3.4%)

(3.7%)(3.7%)(3.7%)(3.7%)

(1.3%)(1.3%)(1.3%)(1.3%)

(2.6%)(2.6%)(2.6%)(2.6%)

(2.0%)(2.0%)(2.0%)(2.0%)

(0.4%)(0.4%)(0.4%)(0.4%)

実実実実 質質質質 増増増増 減減減減

＋884

△51

△140

△62

78787878円円円円/USD/USD/USD/USD

107107107107円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

78787878円円円円/USD/USD/USD/USD

100100100100円円円円/EUR/EUR/EUR/EUR

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 額額額額

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費

658658658658

467467467467

850850850850

450450450450

決決決決 算算算算 期期期期
統統統統 一一一一 影影影影 響響響響

△911

△34

△36

△30

増増増増 減減減減

△26

△86

△176

△93

変わらず
7円 円高

＋191

△17
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22222222--------44444444）））））））） 事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高

機機機機
械械械械
器器器器
具具具具
部部部部
品品品品

2010201020102010年度年度年度年度

3,8753,8753,8753,875

3,1683,1683,1683,168

1,2461,2461,2461,246

8,2898,2898,2898,289

2011201120112011年度年度年度年度

3,8803,8803,8803,880

3,2703,2703,2703,270

1,0801,0801,0801,080

8,2308,2308,2308,230

増増増増 減減減減 額額額額

＋5

＋102

△166

△59

＋0.1%

＋3.2%

△13.4%

△0.7%

増増増増 減減減減 率率率率

スススステテテテアアアアリリリリンンンンググググ

ベベベベ アアアア リリリリ ンンンン ググググ

駆駆駆駆 動動動動

【【【【 合合合合 計計計計 】】】】

工工工工 作作作作 機機機機 械械械械 等等等等 1,2651,2651,2651,265 1,3701,3701,3701,370 ＋105 ＋8.3%

機機機機
械械械械
器器器器
具具具具
部部部部
品品品品

2011201120112011年度年度年度年度

4,4374,4374,4374,437

3,3913,3913,3913,391

1,1991,1991,1991,199

9,0279,0279,0279,027

2012201220122012年度年度年度年度

4,6804,6804,6804,680

3,1903,1903,1903,190

1,1701,1701,1701,170

9,0409,0409,0409,040

増増増増 減減減減 額額額額

242

△201

△29

12

スススステテテテアアアアリリリリンンンンググググ

ベベベベ アアアア リリリリ ンンンン ググググ

駆駆駆駆 動動動動

【【【【 合合合合 計計計計 】】】】

工工工工 作作作作 機機機機 械械械械 1,4981,4981,4981,498 1,4601,4601,4601,460 △38

【【【【 売売売売 上上上上 高高高高 合合合合 計計計計 】】】】 10,52610,52610,52610,526 10,05010,05010,05010,050

0000

△26

決決決決 算算算算 期期期期
統統統統 一一一一 影影影影 響響響響

△514

△239

△59

△812

△98

△911

実実実実 質質質質
増増増増 減減減減 額額額額

756

37

30

824

59

884

機機機機
械械械械
器器器器
具具具具
部部部部
品品品品

2011201120112011年度年度年度年度

4,4374,4374,4374,437

3,3913,3913,3913,391

1,1991,1991,1991,199

9,0279,0279,0279,027

2012201220122012年度年度年度年度

((((予想予想予想予想))))

4,6804,6804,6804,680

3,1803,1803,1803,180

1,1801,1801,1801,180

9,0409,0409,0409,040

増増増増 減減減減 額額額額

＋242

△211

△19

＋12

スススステテテテアアアアリリリリンンンンググググ

ベベベベ アアアア リリリリ ンンンン ググググ

駆駆駆駆 動動動動

【【【【 合合合合 計計計計 】】】】

工工工工 作作作作 機機機機 械械械械 1,4981,4981,4981,498 1,4601,4601,4601,460 △38

【【【【 売売売売 上上上上 高高高高 合合合合 計計計計 】】】】 10,52610,52610,52610,526 10,50010,50010,50010,500

0000

△26

決決決決 算算算算 期期期期
統統統統 一一一一 影影影影 響響響響

△514

△239

△59

△812

△98

△911

実実実実 質質質質 増増増増 減減減減

＋756

＋27

＋40

＋824

＋59

＋884

（億円）
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22222222--------55555555）））））））） 法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高法人所在地別売上高

2010201020102010年度年度年度年度

5,0015,0015,0015,001

1,4301,4301,4301,430

1,4611,4611,4611,461

1,0681,0681,0681,068

2011201120112011年度年度年度年度

5,0405,0405,0405,040

1,4701,4701,4701,470

1,4001,4001,4001,400

1,0701,0701,0701,070

増増増増 減減減減 額額額額

＋39

＋40

△61

＋2

＋0.8%

＋2.8%

△4.2%

＋0.2%

増増増増 減減減減 率率率率

日日日日 本本本本

欧欧欧欧 州州州州

北北北北 米米米米

ｱｱｱｱｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ ････ｵｵｵｵｾｾｾｾｱｱｱｱ ﾆﾆﾆﾆｱｱｱｱ

432432432432 450450450450 ＋18 ＋4.2%中中中中 国国国国

162162162162 170170170170 ＋7 ＋4.6%そそそそ のののの 他他他他 のののの 地地地地 域域域域

2011201120112011年度年度年度年度

5,2205,2205,2205,220

1,6981,6981,6981,698

1,8201,8201,8201,820

1,0091,0091,0091,009

2012201220122012年度年度年度年度

((((予想予想予想予想))))

5,5255,5255,5255,525

1,2301,2301,2301,230

1,7601,7601,7601,760

1,3251,3251,3251,325

増増増増 減減減減 額額額額

＋304

△468

△60

＋315

－

△324

△391

△39

決決決決 算算算算 期期期期
統統統統 一一一一 影影影影 響響響響

日日日日 本本本本

欧欧欧欧 州州州州

北北北北 米米米米

ｱｱｱｱｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ｱｱｱｱ ････ｵｵｵｵｾｾｾｾｱｱｱｱ ﾆﾆﾆﾆｱｱｱｱ

562562562562 485485485485 △77 △114中中中中 国国国国

214214214214 175175175175 △39 △41そそそそ のののの 他他他他 のののの 地地地地 域域域域

＋304

△144

＋331

＋354

実実実実 質質質質 増増増増 減減減減

＋36

＋2

【【【【売売売売上上上上 高高高高合合合合 計計計計】】】】 10,52610,52610,52610,526 10,50010,50010,50010,500 △26 △911 ＋884

（億円）
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22222222--------66666666）））））））） 営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析

（億円）

270270270270
321321321321

11111111年度年度年度年度 12121212年度年度年度年度
((((予想予想予想予想))))

為為為為

替替替替

売売売売

価価価価

水水水水

準準準準

ダダダダ

ウウウウ

ンンンン

原原原原

材材材材

料料料料

価価価価

格格格格

変変変変

動動動動

先先先先

行行行行

投投投投

資資資資

費費費費

用用用用

実実実実

質質質質

売売売売

上上上上

増増増増

加加加加

にににに

よよよよ

るるるる

利利利利

益益益益

増増増増

原原原原

価価価価

改改改改

善善善善

△△△△120120120120

＋＋＋＋100100100100

＋＋＋＋90909090
△△△△30303030

△△△△34343434

△△△△57575757

減益要因減益要因減益要因減益要因 △△△△241241241241億円億円億円億円 増益要因増益要因増益要因増益要因 ＋＋＋＋190190190190億円億円億円億円

営業利益営業利益営業利益営業利益 ((((実質実質実質実質) ) ) ) 51515151億円億円億円億円のののの減少減少減少減少
決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響決算期統一影響

34343434億円億円億円億円

356356356356

為 替 換 算 の
影 響 等 を 除 く
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．ⅡⅡⅡⅡ．．．．経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略
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産業産業産業産業構造構造構造構造のののの変化変化変化変化

商品商品商品商品トレンドトレンドトレンドトレンドのののの変化変化変化変化

�新興国新興国新興国新興国市場市場市場市場のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ強化強化強化強化

◆◆◆◆強化強化強化強化事業領域事業領域事業領域事業領域のののの拡大拡大拡大拡大（（（（産業機械産業機械産業機械産業機械））））

�商品力商品力商品力商品力のののの強化強化強化強化

需要需要需要需要地域地域地域地域のののの変化変化変化変化

０７０７０７０７年度年度年度年度 ０８０８０８０８年度年度年度年度 ０９０９０９０９年度年度年度年度 １０１０１０１０年度年度年度年度 １１１１１１１１年度年度年度年度 １２１２１２１２年度年度年度年度 １５１５１５１５年度年度年度年度

11,57511,57511,57511,575
10,17010,17010,17010,170

7,6967,6967,6967,696

9,5549,5549,5549,554
10,52610,52610,52610,526

（（（（10,50010,50010,50010,500））））

（（（（売上高売上高売上高売上高：：：：億円億円億円億円））））

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率））））

6.76.76.76.7

2.22.22.22.2
0.10.10.10.1

4.24.24.24.2
3.43.43.43.4

（（（（2.62.62.62.6））））

JTEKT VISION 2015JTEKT VISION 2015JTEKT VISION 2015JTEKT VISION 2015のののの重点実施事項重点実施事項重点実施事項重点実施事項

１１１１兆円兆円兆円兆円

２０２０２０２０年度年度年度年度

市場市場市場市場のののの変化変化変化変化ををををビジネスビジネスビジネスビジネスののののチャンスチャンスチャンスチャンスとらえとらえとらえとらえ成長成長成長成長しししし続続続続けるけるけるける企業企業企業企業へへへへ

（（（（9,6159,6159,6159,615））））
（（（（9,2709,2709,2709,270））））

※2010年度、2011年度は子会社の決算期変更のため１５ヶ月の数値となっております。カッコ内は１２ヶ月ベースの数値です。

(4.0)(4.0)(4.0)(4.0) (3.3)(3.3)(3.3)(3.3)

JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 JTEKT VISION 2015 概要概要概要概要概要概要概要概要
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中期中期中期中期グローバルグローバルグローバルグローバル中期中期中期中期グローバルグローバルグローバルグローバル方針方針方針方針方針方針方針方針 概要概要概要概要概要概要概要概要

変化変化変化変化にににに左右左右左右左右されないされないされないされない磐石磐石磐石磐石なななな基盤基盤基盤基盤のののの確立確立確立確立 飛躍飛躍飛躍飛躍にににに向向向向けたけたけたけた挑戦挑戦挑戦挑戦

営業力
強化安

　
全

品
質
・
納
期

Ｃ
Ｓ
Ｒ

人
材
・
風
土

グ
ル
ー
プ

経
営 商品力

強化

モノ
づくり
改革

グローバルマネジメント 地域戦略

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年６６６６月月月月 改革改革改革改革をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための大規模大規模大規模大規模なななな組織変更組織変更組織変更組織変更

営業本部営業本部営業本部営業本部のののの再編再編再編再編営業本部営業本部営業本部営業本部のののの再編再編再編再編

事業本部事業本部事業本部事業本部のののの再編再編再編再編事業本部事業本部事業本部事業本部のののの再編再編再編再編

技術本部技術本部技術本部技術本部のののの新設新設新設新設技術本部技術本部技術本部技術本部のののの新設新設新設新設

生産企画本部生産企画本部生産企画本部生産企画本部のののの新設新設新設新設生産企画本部生産企画本部生産企画本部生産企画本部のののの新設新設新設新設

生産本部生産本部生産本部生産本部のののの新設新設新設新設生産本部生産本部生産本部生産本部のののの新設新設新設新設商品企画段階で工程設定

提案型営業の推進

グローバルな技術標準化と人材育成

生産性改善とライン改革の推進

営業力強化

商品力強化

モノづくり改革

お客様目線の組織に

中期中期中期中期グローバルグローバルグローバルグローバル経営経営経営経営方針方針方針方針
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ライン汎用化・成長分野への重点投資

飛躍飛躍飛躍飛躍飛躍飛躍飛躍飛躍にににに向向向向けたけたけたけた挑戦挑戦挑戦挑戦にににに向向向向けたけたけたけた挑戦挑戦挑戦挑戦

市場から見て価値のある商品を
タイムリーにご提供

�標準化標準化標準化標準化・・・・シリーズシリーズシリーズシリーズ化化化化・・・・モジュールモジュールモジュールモジュール化化化化のののの推進推進推進推進

　　　　個別設計個別設計個別設計個別設計からからからから共通設計共通設計共通設計共通設計（（（（イージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー））））

→→→→研究研究研究研究・・・・技術技術技術技術・・・・事業事業事業事業・・・・生産企画本部生産企画本部生産企画本部生産企画本部

良い商品を少量でも安くつくる
グローバル標準ラインを構築・展開

�商品企画商品企画商品企画商品企画・・・・開発段階開発段階開発段階開発段階からからからから工程工程工程工程・・・・内外製設定内外製設定内外製設定内外製設定

�生産技術生産技術生産技術生産技術のののの手手手手のののの内化内化内化内化、、、、レシピレシピレシピレシピ化化化化

→→→→生産企画生産企画生産企画生産企画・・・・生産技術生産技術生産技術生産技術・・・・調達調達調達調達・・・・生産本部生産本部生産本部生産本部

営業営業営業営業・・・・商品商品商品商品・・・・モノモノモノモノづくりのづくりのづくりのづくりの三位一体改革三位一体改革三位一体改革三位一体改革のののの推進推進推進推進

商品力強化 モノづくり改革

営業力強化

市場トレンドを感知し、
システムサプライヤーとしての提案へ

�自社評価自社評価自社評価自社評価・・・・解析解析解析解析にににに基基基基づいたづいたづいたづいた商品価値商品価値商品価値商品価値、、、、

　　　　 標準商品標準商品標準商品標準商品、、、、ソリューションソリューションソリューションソリューションのののの提案提案提案提案

→→→→営業本部営業本部営業本部営業本部・・・・事業本部事業本部事業本部事業本部
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低機能低機能低機能低機能・・・・低価格低価格低価格低価格

中機能中機能中機能中機能・・・・中価格中価格中価格中価格

高機能高機能高機能高機能・・・・高価格高価格高価格高価格

領域領域領域領域をををを広広広広げるげるげるげる

価値価値価値価値をををを高高高高めるめるめるめる価値価値価値価値をををを高高高高めるめるめるめる

商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

� 生産生産生産生産効率効率効率効率のののの向上向上向上向上

　　　　ラインラインラインライン汎用化汎用化汎用化汎用化によるによるによるによる収益力向上収益力向上収益力向上収益力向上

� サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンののののシンプルシンプルシンプルシンプル化化化化

によるによるによるによる効率化効率化効率化効率化

◆◆◆◆ 高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品へのへのへのへのシフトシフトシフトシフトをををを進進進進めめめめ

　　　　 ボリュームゾーンボリュームゾーンボリュームゾーンボリュームゾーンをををを商品統合商品統合商品統合商品統合

----種類削減目標種類削減目標種類削減目標種類削減目標((((事例事例事例事例））））----

　　　　・・・・玉軸受玉軸受玉軸受玉軸受　　　　　　　　72,00072,00072,00072,000　　　　→→→→　　　　5,4005,4005,4005,400種類種類種類種類

　　　　・・・・ハブユニットハブユニットハブユニットハブユニット　　　　 33333333　　　　→→→→　　　　14141414種類種類種類種類

　　　　・・・・工作機械用主軸軸受工作機械用主軸軸受工作機械用主軸軸受工作機械用主軸軸受

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 324324324324　　　　→→→→　　　　56565656種類種類種類種類

高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合高付加価値商品統合

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルののののイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー商品商品商品商品へへへへオリジナルオリジナルオリジナルオリジナルののののイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダーイージーオーダー商品商品商品商品へへへへ

標準化標準化標準化標準化 シリーズシリーズシリーズシリーズ化化化化 モジュールモジュールモジュールモジュール化化化化

オーダーメードオーダーメードオーダーメードオーダーメード商品商品商品商品オーダーメードオーダーメードオーダーメードオーダーメード商品商品商品商品

共共共共　　　　　　　　　　　　　　　　通通通通　　　　　　　　　　　　　　　　設設設設　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計
個個個個　　　　　　　　別別別別　　　　　　　　設設設設　　　　　　　　計計計計

今後今後今後今後のののの商品領域商品領域商品領域商品領域

従来従来従来従来のののの商品領域商品領域商品領域商品領域
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商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（ステアリングステアリングステアリングステアリング①①①①））））自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（ステアリングステアリングステアリングステアリング①①①①））））

JTEKT A社 B社 C社 D社 E社

C-EPS
（コラム式）

○○○○ ○ ○ ○ ○ ×

H-EPS
（電動ポンプ式）

○○○○ × ○ × × ×

油圧 ○○○○ × ○ ○ ○ ○

P-EPS
（ピニオン式）

○○○○ × × × ○ ×

R-EPS
(ラック式)

○○○○ × ○ ○ ○ ○

３０３０３０３０％％％％

市市市市　　　　場場場場 方方方方　　　　向向向向　　　　性性性性

小型車小型車小型車小型車・・・・大型車大型車大型車大型車
＋＋＋＋

新興国新興国新興国新興国
ブラジルブラジルブラジルブラジル・・・・中国中国中国中国

インドインドインドインド・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア

大型車大型車大型車大型車・・・・高級車高級車高級車高級車
＋＋＋＋

欧州欧州欧州欧州・・・・米国米国米国米国

�標準標準標準標準ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽﾞ゙゙゙化化化化
�付加価値付加価値付加価値付加価値のののの向上向上向上向上
　　　　 →→→→モータモータモータモータ・・・・ＥＣＵＥＣＵＥＣＵＥＣＵ・・・・減速機減速機減速機減速機のののの一体化一体化一体化一体化

�油圧油圧油圧油圧からのからのからのからの切替切替切替切替ええええにににに対応対応対応対応したしたしたした
　　　　 供給能力供給能力供給能力供給能力のののの拡大拡大拡大拡大

�付加価値付加価値付加価値付加価値のののの向上向上向上向上
　　　　　　　　→→→→機能機能機能機能安全対応安全対応安全対応安全対応
　　　　　　　　→→→→小型小型小型小型軽量軽量軽量軽量・・・・高高高高フィーリングフィーリングフィーリングフィーリング

�高出力高出力高出力高出力EPSEPSEPSEPSのののの開発開発開発開発によるによるによるによる
　　　　 大型車市場大型車市場大型車市場大型車市場へへへへEPS拡販拡販拡販拡販　　　　

５０５０５０５０％％％％

＜＜＜＜商品商品商品商品ラインナップラインナップラインナップラインナップ比較比較比較比較＞＞＞＞

＜＜＜＜目指目指目指目指すすすす 電動電動電動電動パワーステアリングシェアパワーステアリングシェアパワーステアリングシェアパワーステアリングシェア＞＞＞＞

フルラインナップフルラインナップフルラインナップフルラインナップのののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした商品戦略商品戦略商品戦略商品戦略
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商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（ステアリングステアリングステアリングステアリング②②②②））））自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（ステアリングステアリングステアリングステアリング②②②②））））

電動電動電動電動パワーステアリングパワーステアリングパワーステアリングパワーステアリングのののの今後今後今後今後のののの開発開発開発開発事例事例事例事例

Ｃ・Ｄセグメント車
（軸力９ｋN～１２ｋN）

Ｃ・Ｄセグメント車
（軸力９ｋN～１２ｋN）

内製化・標準化
によるコスト低減

内製化・標準化
によるコスト低減

小型軽量化の推進と
機能安全対応による
市場競争力確保

小型軽量化の推進と
機能安全対応による
市場競争力確保

高出力に対応できる
ダントツの操舵感を

実現

高出力に対応できる
ダントツの操舵感を

実現

Ａ・Ｂ・Ｃセグメント車
（軸力９ｋＮ以下）

Ａ・Ｂ・Ｃセグメント車
（軸力９ｋＮ以下）

CCCC----EPSEPSEPSEPS DPDPDPDP----EPSEPSEPSEPS RPRPRPRP----EPSEPSEPSEPS

Ｅ・Ｆセグメント車
（軸力１２ｋＮ以上）

Ｅ・Ｆセグメント車
（軸力１２ｋＮ以上）

標準標準標準標準シリーズシリーズシリーズシリーズ化化化化・・・・共通化共通化共通化共通化

機能安全対応　：　２系統駆動モータなど
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ハブユニットモジュールハブユニットモジュールハブユニットモジュールハブユニットモジュールドライブシャフトモジュールドライブシャフトモジュールドライブシャフトモジュールドライブシャフトモジュール

共通共通共通共通設計設計設計設計のののの標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様

小型軽量化小型軽量化小型軽量化小型軽量化ＣＶＪＣＶＪＣＶＪＣＶＪシリーズシリーズシリーズシリーズ

周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品をををを含含含含めためためためたCAECAECAECAE解析解析解析解析

によるによるによるによる軽量化軽量化軽量化軽量化・・・・モジュールモジュールモジュールモジュール化化化化

キャリパキャリパキャリパキャリパ ナックルナックルナックルナックル

ブレーキロータブレーキロータブレーキロータブレーキロータ

ハブユニットハブユニットハブユニットハブユニット

ダストカバーダストカバーダストカバーダストカバー

小型軽量小型軽量小型軽量小型軽量ＣＶＪＣＶＪＣＶＪＣＶＪ

超低超低超低超低トルクトルクトルクトルクＴＲＢＴＲＢＴＲＢＴＲＢ
ピニオンピニオンピニオンピニオン用用用用（ＬＦＴ－（ＬＦＴ－（ＬＦＴ－（ＬＦＴ－ⅢⅢⅢⅢ））））

低低低低トルクトルクトルクトルク・・・・
軽量軽量軽量軽量ハブユニットハブユニットハブユニットハブユニット

小型軽量小型軽量小型軽量小型軽量コラムコラムコラムコラム
電動電動電動電動パワーステアリングパワーステアリングパワーステアリングパワーステアリング

各種低各種低各種低各種低トルクベアリングトルクベアリングトルクベアリングトルクベアリング
（（（（エンジンエンジンエンジンエンジン・・・・ミッションミッションミッションミッション・・・・デフデフデフデフ等等等等））））

軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車パッケージパッケージパッケージパッケージ

商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（提案力提案力提案力提案力①①①①））））自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品（（（（提案力提案力提案力提案力①①①①））））

標準化標準化標準化標準化・・・・シリーズシリーズシリーズシリーズ化化化化・・・・モジュールモジュールモジュールモジュール化商品化商品化商品化商品のののの提案事例提案事例提案事例提案事例

車種車種車種車種・・・・メーカーメーカーメーカーメーカーをををを超超超超えたえたえたえたシリーズシリーズシリーズシリーズ・・・・モジュールモジュールモジュールモジュール商品商品商品商品のののの提案提案提案提案

剛性剛性剛性剛性とととと小型化小型化小型化小型化・・・・軽量化軽量化軽量化軽量化のののの両立両立両立両立
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商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車部品部品部品部品（（（（提案力提案力提案力提案力②②②②部品部品部品部品（（（（提案力提案力提案力提案力②②②②））））））））

伊賀試験場伊賀試験場伊賀試験場伊賀試験場（（（（テストコーステストコーステストコーステストコース））））開設開設開設開設のねらいのねらいのねらいのねらい

専門メーカーとして
蓄積した評価・解析力で
標準商品をご提案

専門メーカーとして
蓄積した評価・解析力で
標準商品をご提案

先先先先 行行行行 開開開開 発発発発 評評評評 価価価価 二期工事後二期工事後二期工事後二期工事後

１００１００１００１００％％％％８０８０８０８０％％％％

現在現在現在現在

商商商商 品品品品 開開開開 発発発発 評評評評 価価価価

品品品品 質質質質・・・・信信信信 頼頼頼頼 性性性性 評評評評 価価価価

評価項目評価項目評価項目評価項目

�開発期間の短縮

�開発費用の削減

お客様の商品開発に貢献

ワインディングワインディングワインディングワインディング路路路路

異音評価路異音評価路異音評価路異音評価路

ダイナミクスパッドダイナミクスパッドダイナミクスパッドダイナミクスパッド

直線路直線路直線路直線路
冠水路冠水路冠水路冠水路
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商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--工作機械工作機械工作機械工作機械工作機械工作機械工作機械工作機械

研削工程① 研削工程② 研削工程④研削工程③

１台に集約１台に集約

①
②

B-axisB-axis

③ ④

工程集約工程集約工程集約工程集約でででで工作機械工作機械工作機械工作機械をををを
４４４４台台台台からからからから２２２２台台台台にににに

段取段取段取段取りりりり替替替替ええええ時間時間時間時間ゼロゼロゼロゼロ

クランクシャフトクランクシャフトクランクシャフトクランクシャフト研削研削研削研削フレキシブルセルフレキシブルセルフレキシブルセルフレキシブルセル

正味率向上正味率向上正味率向上正味率向上でででで生産効率生産効率生産効率生産効率にににに貢献貢献貢献貢献

工作機械工作機械工作機械工作機械システムシステムシステムシステム化化化化のののの提案事例提案事例提案事例提案事例

※正味率＝加工時間/総サイクルタイム

GF50MGF50MGF50MGF50M----70707070----TTTT TG4TG4TG4TG4
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グループの
コア技術を総動員

グループの
コア技術を総動員

固有技術と
新たな技術の融合

固有技術と
新たな技術の融合

既存事業の強化
新事業領域へ拡大

既存事業の強化
新事業領域へ拡大

商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力商品力のののののののの強化強化強化強化強化強化強化強化--技術革新技術革新技術革新技術革新にににに向向向向けてけてけてけて技術革新技術革新技術革新技術革新にににに向向向向けてけてけてけて

技術力技術力技術力技術力のののの革新革新革新革新によりによりによりにより強化事業領域強化事業領域強化事業領域強化事業領域のののの拡大拡大拡大拡大

モータモータモータモータ

減速機減速機減速機減速機
制御制御制御制御
技術技術技術技術

ＥＣＵＥＣＵＥＣＵＥＣＵ
�モータ、ＥＣＵ、減速機を一体化
小型・高剛性・高トルクアクチュエータ

�独自の制御技術
（重心移動、倒立、水平姿勢維持）

技術革新技術革新技術革新技術革新によるによるによるによる商品力商品力商品力商品力のののの強化強化強化強化

技術革新技術革新技術革新技術革新によりによりによりにより生生生生みみみみ出出出出したしたしたした新技術新技術新技術新技術のののの例例例例 新技術採用事例新技術採用事例新技術採用事例新技術採用事例 ：：：： 階段昇降階段昇降階段昇降階段昇降ロボットロボットロボットロボット
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モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革--コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

ＧＳＬ（ＧＳＬ（ＧＳＬ（ＧＳＬ（グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準ラインラインラインライン））））へへへへＧＳＬ（ＧＳＬ（ＧＳＬ（ＧＳＬ（グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準ラインラインラインライン））））へへへへ

汎用汎用汎用汎用ラインラインラインライン 変種変量生産変種変量生産変種変量生産変種変量生産 手手手手のののの内化内化内化内化・・・・レシピレシピレシピレシピ化化化化

専用量産専用量産専用量産専用量産ラインラインラインライン専用量産専用量産専用量産専用量産ラインラインラインライン

おおおお客様毎客様毎客様毎客様毎ののののラインラインラインライン

試作段階試作段階試作段階試作段階でででで工程設定工程設定工程設定工程設定しししし
日本日本日本日本ででででＧＳＬＧＳＬＧＳＬＧＳＬをををを構築構築構築構築

レシピレシピレシピレシピ化化化化→→→→グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開
（（（（レシピレシピレシピレシピ化化化化：：：：設備設備設備設備・・・・レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト・・・・

教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練・・・・保全保全保全保全・・・・・・・・・・・・））））

商品企画段階商品企画段階商品企画段階商品企画段階からからからから
手手手手のののの内化技術内化技術内化技術内化技術、、、、内外製内外製内外製内外製をををを設定設定設定設定

どこでもどこでもどこでもどこでも、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも、、、、少量少量少量少量でもでもでもでも、、、、安安安安くくくく高品質高品質高品質高品質なななな商品商品商品商品をつくるをつくるをつくるをつくるラインラインラインラインへへへへ

商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化

� 標準化標準化標準化標準化・・・・シリーズシリーズシリーズシリーズ化化化化したしたしたした

高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品

� モデルチェンジモデルチェンジモデルチェンジモデルチェンジによるによるによるによる種類削減種類削減種類削減種類削減

　　　　 既存既存既存既存のののの商品商品商品商品

汎用化汎用化汎用化汎用化したしたしたした

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準ラインラインラインラインをををを構築構築構築構築しししし

変種変量生産変種変量生産変種変量生産変種変量生産

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革

・・・・加工基準加工基準加工基準加工基準のののの標準化標準化標準化標準化、、、、統一化統一化統一化統一化

・・・・省工程省機化省工程省機化省工程省機化省工程省機化ででででラインラインラインラインををををシンプルシンプルシンプルシンプルにににに

・・・・設備設備設備設備のののの標準化標準化標準化標準化
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モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革--------CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ 加工組立加工組立加工組立加工組立ラインラインラインライン

従来ライン

工程集約工程集約工程集約工程集約
設備削減設備削減設備削減設備削減

CVJ

ＧＳＬ（グローバル標準ライン）

加工組立加工組立加工組立加工組立ラインラインラインラインののののリードタイムリードタイムリードタイムリードタイム短縮短縮短縮短縮

　　　　設備台数設備台数設備台数設備台数　　　　 ラインラインラインライン全長全長全長全長在庫在庫在庫在庫 リードタイムリードタイムリードタイムリードタイム

△△△△２０２０２０２０％％％％△△△△１０１０１０１０％％％％

△△△△７０７０７０７０％％％％

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準ラインラインラインラインによりによりによりにより在庫圧縮在庫圧縮在庫圧縮在庫圧縮・・・・リードタイムリードタイムリードタイムリードタイム短縮短縮短縮短縮

△△△△６５６５６５６５％％％％
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３３３３ヶヶヶヶ月月月月

１１１１ヶヶヶヶ月月月月

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり改革改革改革改革--工作機械工作機械工作機械工作機械ののののリードタイムリードタイムリードタイムリードタイム短縮短縮短縮短縮工作機械工作機械工作機械工作機械ののののリードタイムリードタイムリードタイムリードタイム短縮短縮短縮短縮

標準機標準機標準機標準機生産生産生産生産ラインラインラインライン構築構築構築構築標準機標準機標準機標準機標準機標準機標準機標準機生産生産生産生産ラインラインラインライン構築構築構築構築生産生産生産生産ラインラインラインライン構築構築構築構築

工作機械工作機械工作機械工作機械ののののリードタイムリードタイムリードタイムリードタイム短縮短縮短縮短縮

仕掛仕掛仕掛仕掛 調達調達調達調達 組立組立組立組立

受注受注受注受注 出荷出荷出荷出荷生産生産生産生産

出荷出荷出荷出荷生産生産生産生産受注受注受注受注

従
来
従
来
従
来
従
来

出庫出庫出庫出庫 組立組立組立組立

従来従来従来従来

刈谷工場再編刈谷工場再編刈谷工場再編刈谷工場再編 ２２２２２２２２ ヶヶヶヶヶヶヶヶ 月月月月月月月月 短短短短短短短短 縮縮縮縮縮縮縮縮

リードタイムリードタイムリードタイムリードタイムのののの６０６０６０６０％％％％短縮短縮短縮短縮
�後補充生産化後補充生産化後補充生産化後補充生産化

�装置組立装置組立装置組立装置組立のののの「「「「整流化整流化整流化整流化」「」「」「」「サブアッセンブリーサブアッセンブリーサブアッセンブリーサブアッセンブリー化化化化」」」」

デジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングでででで業務効率向上業務効率向上業務効率向上業務効率向上デジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングでででで業務効率向上業務効率向上業務効率向上業務効率向上デジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングデジタルエンジニアリングでででで業務効率向上業務効率向上業務効率向上業務効率向上

バーチャルバーチャルバーチャルバーチャル納入検証納入検証納入検証納入検証デジタルデジタルデジタルデジタル構想構想構想構想 バーチャルバーチャルバーチャルバーチャル立会立会立会立会いいいい

引
合
引
合
引
合
引
合

動
作
動
作
動
作
動
作

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

製
造
製
造
製
造
製
造

納
入
納
入
納
入
納
入
・・・・
復
元
復
元
復
元
復
元

操
作
教
育

操
作
教
育

操
作
教
育

操
作
教
育
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将来将来将来将来へのへのへのへの成長成長成長成長のののの布石布石布石布石将来将来将来将来へのへのへのへの成長成長成長成長のののの布石布石布石布石--地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略

成長分野成長分野成長分野成長分野・・・・市場市場市場市場へのへのへのへの重点投資重点投資重点投資重点投資

欧米事業構造改革欧米事業構造改革欧米事業構造改革欧米事業構造改革

�現地調達化現地調達化現地調達化現地調達化・・・・内製化内製化内製化内製化のののの推進推進推進推進によるによるによるによる付加価値向上付加価値向上付加価値向上付加価値向上
　　　　→ モータ・ECUの現地調達、アルミダイキャストの内製化

�生産効率生産効率生産効率生産効率のののの向上向上向上向上　　　　
　　　　→生産ラインの汎用化・整流化・寄せ止め
�赤字型番赤字型番赤字型番赤字型番のののの削減削減削減削減

・・・・ＣＶＪＣＶＪＣＶＪＣＶＪ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１３１３１３１３年年年年））））

・・・・ＤＰＤＰＤＰＤＰ-ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１４１４１４１４年年年年））））

・・・・テクニカルセンターテクニカルセンターテクニカルセンターテクニカルセンター機能拡充機能拡充機能拡充機能拡充
・・・・ハブユニットハブユニットハブユニットハブユニット生産能力増強生産能力増強生産能力増強生産能力増強

・・・・ハブユニットハブユニットハブユニットハブユニット生産能力増強生産能力増強生産能力増強生産能力増強
・・・・ＣＶＪＣＶＪＣＶＪＣＶＪ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１４１４１４１４年年年年））））

・・・・ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１３１３１３１３年年年年））））
・・・・テクニカルセンターテクニカルセンターテクニカルセンターテクニカルセンター、、、、
　　　　テストコーステストコーステストコーステストコースをををを新設新設新設新設

黒字体質黒字体質黒字体質黒字体質のののの
定着化定着化定着化定着化

・・・・軸受現地生産開始軸受現地生産開始軸受現地生産開始軸受現地生産開始（（（（１２１２１２１２年年年年））））
・・・・ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ生産能力増強生産能力増強生産能力増強生産能力増強

・・・・スタータークラッチスタータークラッチスタータークラッチスタータークラッチ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１０１０１０１０年年年年））））
・・・・軸受軸受軸受軸受、ＥＰＳ、ＥＰＳ、ＥＰＳ、ＥＰＳ現地生産開始現地生産開始現地生産開始現地生産開始（（（（１１１１１１１１年年年年））））

中国中国中国中国 米国米国米国米国

タイタイタイタイ

ブラジルブラジルブラジルブラジルインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア

インドインドインドインド
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将来将来将来将来へのへのへのへの成長成長成長成長のののの布石布石布石布石将来将来将来将来へのへのへのへの成長成長成長成長のののの布石布石布石布石--設備設備設備設備設備設備設備設備投資計画投資計画投資計画投資計画投資計画投資計画投資計画投資計画

三位一体改革三位一体改革三位一体改革三位一体改革とととと成長市場成長市場成長市場成長市場へのへのへのへの重点重点重点重点投資投資投資投資

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1,0001,0001,0001,000

06060606年度年度年度年度 07070707年度年度年度年度 08080808年度年度年度年度 09090909年度年度年度年度 10101010年度年度年度年度 11111111年度年度年度年度 12121212年度年度年度年度

（（（（億円億円億円億円））））

ステアリングステアリングステアリングステアリング

軸受軸受軸受軸受

工作機械工作機械工作機械工作機械

駆動駆動駆動駆動603603603603 589589589589
511511511511

252252252252
308308308308

658658658658

850850850850

商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化のののの
開発開発開発開発・・・・革新革新革新革新ラインラインラインライン投資投資投資投資

商品力強化商品力強化商品力強化商品力強化のののの
開発開発開発開発・・・・革新革新革新革新ラインラインラインライン投資投資投資投資

付加価値付加価値付加価値付加価値をををを高高高高めるめるめるめる
内製化投資内製化投資内製化投資内製化投資

付加価値付加価値付加価値付加価値をををを高高高高めるめるめるめる
内製化投資内製化投資内製化投資内製化投資

新興国新興国新興国新興国
能力増強能力増強能力増強能力増強

新興国新興国新興国新興国
能力増強能力増強能力増強能力増強


