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アジェンダ

・Excelで財務分析を行う上での課題

・BIを使う際の財務データの持ち方

・財務ダッシュボード例の紹介と活用イメージ

・財務分析ハンズオン



Excelで財務分析を行う上での課題

・Excelでのデータの集計・可視化に手間がかかる

・集計されたデータに対して、更なる深堀に対応できない

・再集計を依頼する手間とレポート作成者の対応遅延により
意思決定が進まない



csv

pdf

情報活用のスピード遅延はどこにあるのか

xlsx

○○が知りたい
見せて！

あのデータを
出して下さい

1~2週間待って
ください

IT専門家

データ閲覧者

データ活用者



経営情報が常にタイム
リーに把握でき、
自分でも編集できる

Tableauを使って、
動的なダッシュボード

を簡単に作成

現場で使えるデータを
用意しておきました。

IT専門家

データ活用者

情報活用のスピードをどう上げるか

データ閲覧者



まずは、読み込むデータを検討しましょう

ID 日付 お客様名 商品名 個数

1 2017/08/02 鈴木一郎 Server 15

2 2017/08/03 田中次郎 Desktop 10

3 2017/08/03 豊田三郎 Desktop 105

4 2017/08/04 銀座多武朗 Server 500

… … … … …

ID 1 2 3 4 …

日付 2017/08/02 2017/08/03 2017/08/03 2017/08/04 …

お客様名 鈴木一郎 田中次郎 豊田三郎 銀座多武朗 …

商品名 Server Desktop Desktop Server …

個数 15 10 105 500 …

製品

カテゴ
リー

分類 2017/06 2017/07 2017/08 …

Desktop Sub 100 220 500

Per 20 35 55

Server Int 250 400 1000

OL 50 200 750

列指向型: 
1列目に項目名があり、以降の列に実際のデータが並ぶ
いわゆる 「横持ち」 型

行指向型: 
1行目に列名があり、以降の行に実際のデータが並ぶ
いわゆる 「縦持ち」 型

クロス集計型: 
Excel 等でよくあるデータ集計後のまとめ方

…1 レコード



財務データによく見られるデータ
勘定科目が列にずらっと並ぶ



Tableauにそのまま読み込んでみましょう。



列で費目ごと持つデータは縦変換！

Company Period Ending Amount Account
Ford 12/31/2016 3,544,000 Adjst to Net Income
Ford 12/31/2015 -1,506,000 Adjst to Net Income
Ford 12/31/2014 4,424,000 Adjst to Net Income
Tesla 12/31/2016 308,693 Adjst to Net Income
Tesla 12/31/2015 362,800 Adjst to Net Income
Tesla 12/31/2014 191,863 Adjst to Net Income
GM 12/31/2016 -1,789,000 Adjst to Net Income
GM 12/31/2015 -3,803,000 Adjst to Net Income
GM 12/31/2014 -1,516,000 Adjst to Net Income
GE 12/31/2016 2,059,000 Adjst to Net Income
GE 12/31/2015 7,546,000 Adjst to Net Income
GE 12/31/2014 -6,849,000 Adjst to Net Income
Boeing 12/31/2016 649,000 Adjst to Net Income
Boeing 12/31/2015 559,000 Adjst to Net Income
Boeing 12/31/2014 609,000 Adjst to Net Income
LM 12/31/2016 -1,250,000 Adjst to Net Income
LM 12/31/2015 -205,000 Adjst to Net Income

勘定科目が列にずらっと並ぶ 勘定科目、金額という2列


Cash Flow Data (Finance Data fo

		Company		Period Ending		Amount		Account

		Ford		12/31/2016		3,544,000		Adjst to Net Income

		Ford		12/31/2015		-1,506,000		Adjst to Net Income

		Ford		12/31/2014		4,424,000		Adjst to Net Income

		Tesla		12/31/2016		308,693		Adjst to Net Income

		Tesla		12/31/2015		362,800		Adjst to Net Income

		Tesla		12/31/2014		191,863		Adjst to Net Income

		GM		12/31/2016		-1,789,000		Adjst to Net Income

		GM		12/31/2015		-3,803,000		Adjst to Net Income

		GM		12/31/2014		-1,516,000		Adjst to Net Income

		GE		12/31/2016		2,059,000		Adjst to Net Income

		GE		12/31/2015		7,546,000		Adjst to Net Income

		GE		12/31/2014		-6,849,000		Adjst to Net Income

		Boeing		12/31/2016		649,000		Adjst to Net Income

		Boeing		12/31/2015		559,000		Adjst to Net Income

		Boeing		12/31/2014		609,000		Adjst to Net Income

		LM		12/31/2016		-1,250,000		Adjst to Net Income

		LM		12/31/2015		-205,000		Adjst to Net Income

		LM		12/31/2014		-118,000		Adjst to Net Income

		Deere		10/31/2016		530,800		Adjst to Net Income

		Deere		10/31/2015		136,900		Adjst to Net Income

		Deere		10/31/2014		-58,300		Adjst to Net Income

		CAT		12/31/2016		2,005,000		Adjst to Net Income

		CAT		12/31/2015		325,000		Adjst to Net Income

		CAT		12/31/2014		2,140,000		Adjst to Net Income

		Goodyear		12/31/2016		-208,000		Adjst to Net Income

		Goodyear		12/31/2015		505,000		Adjst to Net Income

		Goodyear		12/31/2014		-3,203,000		Adjst to Net Income

		Toyota		3/31/2017		-2,295,000		Adjst to Net Income

		Toyota		3/31/2016		-760,000		Adjst to Net Income

		Toyota		3/31/2015		-1,880,000		Adjst to Net Income

		IBM		12/31/2016		-526,000		Adjst to Net Income

		IBM		12/31/2015		2,407,000		Adjst to Net Income

		IBM		12/31/2014		2,121,000		Adjst to Net Income

		Honda		3/31/2017		-3,058,000		Adjst to Net Income

		Honda		3/31/2016		-2,476,000		Adjst to Net Income

		Honda		3/31/2015		-2,588,000		Adjst to Net Income

		P&G		6/30/2017		-5,197,000		Adjst to Net Income

		P&G		6/30/2016		-71,000		Adjst to Net Income

		P&G		6/30/2015		2,970,000		Adjst to Net Income

		SONY		3/31/2017		1,240,000		Adjst to Net Income

		SONY		3/31/2016		398,000		Adjst to Net Income

		SONY		3/31/2015		763,000		Adjst to Net Income

		J&J		1/1/2017		246,000		Adjst to Net Income

		J&J		1/3/2016		-1,215,000		Adjst to Net Income

		J&J		12/28/2014		-681,000		Adjst to Net Income

		ABB		12/31/2016		1,000		Adjst to Net Income

		ABB		12/31/2015		-55,000		Adjst to Net Income

		ABB		12/31/2014		-200,000		Adjst to Net Income

		TTM		3/31/2017		671,400		Adjst to Net Income

		TTM		3/31/2016		1,764,300		Adjst to Net Income

		TTM		3/31/2015		2,909,900		Adjst to Net Income

		NGrumman		12/31/2016		129,000		Adjst to Net Income

		NGrumman		12/31/2015		568,000		Adjst to Net Income

		NGrumman		12/31/2014		269,000		Adjst to Net Income

		Philips		12/31/2016		-1,316,000		Adjst to Net Income

		Philips		12/31/2015		-872,000		Adjst to Net Income

		Philips		12/31/2014		-724,000		Adjst to Net Income

		Ferrari		12/31/2016		48,950		Adjst to Net Income

		Ferrari		12/31/2015		87,056		Adjst to Net Income

		Ferrari		12/31/2014		143,851		Adjst to Net Income

		Ford		12/31/2016		-6,992,000		Capital Expenditures

		Ford		12/31/2015		-7,196,000		Capital Expenditures

		Ford		12/31/2014		-7,463,000		Capital Expenditures

		Tesla		12/31/2016		-1,440,471		Capital Expenditures

		Tesla		12/31/2015		-1,634,850		Capital Expenditures

		Tesla		12/31/2014		-969,885		Capital Expenditures

		GM		12/31/2016		-9,542,000		Capital Expenditures

		GM		12/31/2015		-7,874,000		Capital Expenditures

		GM		12/31/2014		-7,091,000		Capital Expenditures

		GE		12/31/2016		-7,199,000		Capital Expenditures

		GE		12/31/2015		-7,309,000		Capital Expenditures

		GE		12/31/2014		-7,134,000		Capital Expenditures

		Boeing		12/31/2016		-2,613,000		Capital Expenditures

		Boeing		12/31/2015		-2,450,000		Capital Expenditures

		Boeing		12/31/2014		-2,236,000		Capital Expenditures

		LM		12/31/2016		-1,063,000		Capital Expenditures

		LM		12/31/2015		-939,000		Capital Expenditures

		LM		12/31/2014		-845,000		Capital Expenditures

		Deere		10/31/2016		-2,955,100		Capital Expenditures

		Deere		10/31/2015		-2,826,100		Capital Expenditures

		Deere		10/31/2014		-2,659,300		Capital Expenditures

		CAT		12/31/2016		-2,928,000		Capital Expenditures

		CAT		12/31/2015		-3,261,000		Capital Expenditures

		CAT		12/31/2014		-3,379,000		Capital Expenditures

		Goodyear		12/31/2016		-996,000		Capital Expenditures

		Goodyear		12/31/2015		-983,000		Capital Expenditures

		Goodyear		12/31/2014		-923,000		Capital Expenditures

		Toyota		3/31/2017		-10,983,000		Capital Expenditures

		Toyota		3/31/2016		-11,411,000		Capital Expenditures

		Toyota		3/31/2015		-9,559,000		Capital Expenditures

		IBM		12/31/2016		-3,567,000		Capital Expenditures

		IBM		12/31/2015		-3,579,000		Capital Expenditures

		IBM		12/31/2014		-3,740,000		Capital Expenditures

		Honda		3/31/2017		-4,434,000		Capital Expenditures

		Honda		3/31/2016		-5,651,000		Capital Expenditures

		Honda		3/31/2015		-5,405,000		Capital Expenditures

		P&G		6/30/2017		-3,384,000		Capital Expenditures

		P&G		6/30/2016		-3,314,000		Capital Expenditures

		P&G		6/30/2015		-3,736,000		Capital Expenditures

		SONY		3/31/2017		-2,993,000		Capital Expenditures

		SONY		3/31/2016		-3,340,000		Capital Expenditures

		SONY		3/31/2015		-1,800,000		Capital Expenditures

		J&J		1/1/2017		-3,226,000		Capital Expenditures

		J&J		1/3/2016		-3,463,000		Capital Expenditures

		J&J		12/28/2014		-3,714,000		Capital Expenditures

		ABB		12/31/2016		-831,000		Capital Expenditures

		ABB		12/31/2015		-876,000		Capital Expenditures

		ABB		12/31/2014		-1,026,000		Capital Expenditures

		TTM		3/31/2017		-2,507,100		Capital Expenditures

		TTM		3/31/2016		-2,409,100		Capital Expenditures

		TTM		3/31/2015		-2,738,200		Capital Expenditures

		NGrumman		12/31/2016		-920,000		Capital Expenditures

		NGrumman		12/31/2015		-471,000		Capital Expenditures

		NGrumman		12/31/2014		-561,000		Capital Expenditures

		Philips		12/31/2016		-467,000		Capital Expenditures

		Philips		12/31/2015		-567,000		Capital Expenditures

		Philips		12/31/2014		-529,000		Capital Expenditures

		Ferrari		12/31/2016		-185,264		Capital Expenditures

		Ferrari		12/31/2015		-200,869		Capital Expenditures

		Ferrari		12/31/2014		-204,938		Capital Expenditures

		Ford		12/31/2016		1,633,000		Change in Cash

		Ford		12/31/2015		3,515,000		Change in Cash

		Ford		12/31/2014		-3,711,000		Change in Cash

		Tesla		12/31/2016		2,196,308		Change in Cash

		Tesla		12/31/2015		-708,805		Change in Cash

		Tesla		12/31/2014		1,059,824		Change in Cash

		GM		12/31/2016		-2,172,000		Change in Cash

		GM		12/31/2015		-3,857,000		Change in Cash

		GM		12/31/2014		-853,000		Change in Cash

		GE		12/31/2016		-41,319,000		Change in Cash

		GE		12/31/2015		-138,000		Change in Cash

		GE		12/31/2014		2,224,000		Change in Cash

		Boeing		12/31/2016		-2,501,000		Change in Cash

		Boeing		12/31/2015		-431,000		Change in Cash

		Boeing		12/31/2014		2,645,000		Change in Cash

		LM		12/31/2016		747,000		Change in Cash

		LM		12/31/2015		-356,000		Change in Cash

		LM		12/31/2014		-1,171,000		Change in Cash

		Deere		10/31/2016		173,600		Change in Cash

		Deere		10/31/2015		375,200		Change in Cash

		Deere		10/31/2014		283,000		Change in Cash

		CAT		12/31/2016		708,000		Change in Cash

		CAT		12/31/2015		-881,000		Change in Cash

		CAT		12/31/2014		1,260,000		Change in Cash

		Goodyear		12/31/2016		-344,000		Change in Cash

		Goodyear		12/31/2015		-685,000		Change in Cash

		Goodyear		12/31/2014		-835,000		Change in Cash

		Toyota		3/31/2017		499,000		Change in Cash

		Toyota		3/31/2016		5,827,000		Change in Cash

		Toyota		3/31/2015		2,029,000		Change in Cash

		IBM		12/31/2016		140,000		Change in Cash

		IBM		12/31/2015		-790,000		Change in Cash

		IBM		12/31/2014		-2,240,000		Change in Cash

		Honda		3/31/2017		3,128,000		Change in Cash

		Honda		3/31/2016		2,542,000		Change in Cash

		Honda		3/31/2015		2,319,000		Change in Cash

		P&G		6/30/2017		-1,533,000		Change in Cash

		P&G		6/30/2016		266,000		Change in Cash

		P&G		6/30/2015		-1,712,000		Change in Cash

		SONY		3/31/2017		-211,000		Change in Cash

		SONY		3/31/2016		304,000		Change in Cash

		SONY		3/31/2015		-809,000		Change in Cash

		J&J		1/1/2017		5,240,000		Change in Cash

		J&J		1/3/2016		-791,000		Change in Cash

		J&J		12/28/2014		-6,404,000		Change in Cash

		ABB		12/31/2016		-921,000		Change in Cash

		ABB		12/31/2015		-878,000		Change in Cash

		ABB		12/31/2014		-578,000		Change in Cash

		TTM		3/31/2017		-270,500		Change in Cash

		TTM		3/31/2016		-509,100		Change in Cash

		TTM		3/31/2015		828,300		Change in Cash

		NGrumman		12/31/2016		222,000		Change in Cash

		NGrumman		12/31/2015		-1,544,000		Change in Cash

		NGrumman		12/31/2014		-1,287,000		Change in Cash

		Philips		12/31/2016		599,000		Change in Cash

		Philips		12/31/2015		-116,000		Change in Cash

		Philips		12/31/2014		-716,000		Change in Cash

		Ferrari		12/31/2016		290,090		Change in Cash

		Ferrari		12/31/2015		52,659		Change in Cash

		Ferrari		12/31/2014		24,796		Change in Cash

		Ford		12/31/2016		-2,855,000		Changes in Acc Receivables

		Ford		12/31/2015		-3,563,000		Changes in Acc Receivables

		Ford		12/31/2014		-2,896,000		Changes in Acc Receivables

		Tesla		12/31/2016		-213,097		Changes in Acc Receivables

		Tesla		12/31/2015		46,267		Changes in Acc Receivables

		Tesla		12/31/2014		-183,658		Changes in Acc Receivables

		GM		12/31/2016		0		Changes in Acc Receivables

		GM		12/31/2015		0		Changes in Acc Receivables

		GM		12/31/2014		0		Changes in Acc Receivables

		GE		12/31/2016		1,514,000		Changes in Acc Receivables

		GE		12/31/2015		-52,000		Changes in Acc Receivables

		GE		12/31/2014		-1,913,000		Changes in Acc Receivables

		Boeing		12/31/2016		-584,000		Changes in Acc Receivables

		Boeing		12/31/2015		-902,000		Changes in Acc Receivables

		Boeing		12/31/2014		-750,000		Changes in Acc Receivables

		LM		12/31/2016		-811,000		Changes in Acc Receivables

		LM		12/31/2015		-256,000		Changes in Acc Receivables

		LM		12/31/2014		28,000		Changes in Acc Receivables

		Deere		10/31/2016		335,200		Changes in Acc Receivables

		Deere		10/31/2015		1,145,000		Changes in Acc Receivables

		Deere		10/31/2014		-898,900		Changes in Acc Receivables

		CAT		12/31/2016		829,000		Changes in Acc Receivables

		CAT		12/31/2015		764,000		Changes in Acc Receivables

		CAT		12/31/2014		163,000		Changes in Acc Receivables

		Goodyear		12/31/2016		211,000		Changes in Acc Receivables

		Goodyear		12/31/2015		-31,000		Changes in Acc Receivables

		Goodyear		12/31/2014		75,000		Changes in Acc Receivables

		Toyota		3/31/2017		-2,376,000		Changes in Acc Receivables

		Toyota		3/31/2016		-224,000		Changes in Acc Receivables

		Toyota		3/31/2015		-579,000		Changes in Acc Receivables

		IBM		12/31/2016		712,000		Changes in Acc Receivables

		IBM		12/31/2015		812,000		Changes in Acc Receivables

		IBM		12/31/2014		1,270,000		Changes in Acc Receivables

		Honda		3/31/2017		3,882,000		Changes in Acc Receivables

		Honda		3/31/2016		5,388,000		Changes in Acc Receivables

		Honda		3/31/2015		5,187,000		Changes in Acc Receivables

		P&G		6/30/2017		-322,000		Changes in Acc Receivables

		P&G		6/30/2016		35,000		Changes in Acc Receivables

		P&G		6/30/2015		349,000		Changes in Acc Receivables

		SONY		3/31/2017		-337,000		Changes in Acc Receivables

		SONY		3/31/2016		-52,000		Changes in Acc Receivables

		SONY		3/31/2015		282,000		Changes in Acc Receivables

		J&J		1/1/2017		-1,065,000		Changes in Acc Receivables

		J&J		1/3/2016		-433,000		Changes in Acc Receivables

		J&J		12/28/2014		-247,000		Changes in Acc Receivables

		ABB		12/31/2016		10,000		Changes in Acc Receivables

		ABB		12/31/2015		162,000		Changes in Acc Receivables

		ABB		12/31/2014		-12,000		Changes in Acc Receivables

		TTM		3/31/2017		-640,500		Changes in Acc Receivables

		TTM		3/31/2016		-330,700		Changes in Acc Receivables

		TTM		3/31/2015		-440,700		Changes in Acc Receivables

		NGrumman		12/31/2016		-461,000		Changes in Acc Receivables

		NGrumman		12/31/2015		-30,000		Changes in Acc Receivables

		NGrumman		12/31/2014		-105,000		Changes in Acc Receivables

		Philips		12/31/2016		-232,000		Changes in Acc Receivables

		Philips		12/31/2015		175,000		Changes in Acc Receivables

		Philips		12/31/2014		-91,000		Changes in Acc Receivables

		Ferrari		12/31/2016		333,007		Changes in Acc Receivables

		Ferrari		12/31/2015		148,384		Changes in Acc Receivables

		Ferrari		12/31/2014		-243,061		Changes in Acc Receivables

		Ford		12/31/2016		-815,000		Changes in Inventories

		Ford		12/31/2015		-1,155,000		Changes in Inventories

		Ford		12/31/2014		-936,000		Changes in Inventories

		Tesla		12/31/2016		-2,465,703		Changes in Inventories

		Tesla		12/31/2015		-1,573,860		Changes in Inventories

		Tesla		12/31/2014		-1,050,264		Changes in Inventories

		GM		12/31/2016		0		Changes in Inventories

		GM		12/31/2015		0		Changes in Inventories

		GM		12/31/2014		0		Changes in Inventories

		GE		12/31/2016		-1,389,000		Changes in Inventories

		GE		12/31/2015		-314,000		Changes in Inventories

		GE		12/31/2014		-872,000		Changes in Inventories

		Boeing		12/31/2016		3,755,000		Changes in Inventories

		Boeing		12/31/2015		-1,110,000		Changes in Inventories

		Boeing		12/31/2014		-4,330,000		Changes in Inventories

		LM		12/31/2016		-46,000		Changes in Inventories

		LM		12/31/2015		-398,000		Changes in Inventories

		LM		12/31/2014		77,000		Changes in Inventories

		Deere		10/31/2016		-106,100		Changes in Inventories

		Deere		10/31/2015		-691,400		Changes in Inventories

		Deere		10/31/2014		-297,900		Changes in Inventories

		CAT		12/31/2016		1,109,000		Changes in Inventories

		CAT		12/31/2015		2,274,000		Changes in Inventories

		CAT		12/31/2014		101,000		Changes in Inventories

		Goodyear		12/31/2016		-172,000		Changes in Inventories

		Goodyear		12/31/2015		-89,000		Changes in Inventories

		Goodyear		12/31/2014		-35,000		Changes in Inventories

		Toyota		3/31/2017		-2,211,000		Changes in Inventories

		Toyota		3/31/2016		-613,000		Changes in Inventories

		Toyota		3/31/2015		-1,426,000		Changes in Inventories

		IBM		12/31/2016		-14,000		Changes in Inventories

		IBM		12/31/2015		133,000		Changes in Inventories

		IBM		12/31/2014		-39,000		Changes in Inventories

		Honda		3/31/2017		-647,000		Changes in Inventories

		Honda		3/31/2016		591,000		Changes in Inventories

		Honda		3/31/2015		-469,000		Changes in Inventories

		P&G		6/30/2017		71,000		Changes in Inventories

		P&G		6/30/2016		116,000		Changes in Inventories

		P&G		6/30/2015		313,000		Changes in Inventories

		SONY		3/31/2017		101,000		Changes in Inventories

		SONY		3/31/2016		-514,000		Changes in Inventories

		SONY		3/31/2015		946,000		Changes in Inventories

		J&J		1/1/2017		-249,000		Changes in Inventories

		J&J		1/3/2016		-449,000		Changes in Inventories

		J&J		12/28/2014		-1,120,000		Changes in Inventories

		ABB		12/31/2016		115,000		Changes in Inventories

		ABB		12/31/2015		105,000		Changes in Inventories

		ABB		12/31/2014		-176,000		Changes in Inventories

		TTM		3/31/2017		-1,021,200		Changes in Inventories

		TTM		3/31/2016		-865,900		Changes in Inventories

		TTM		3/31/2015		-590,600		Changes in Inventories

		NGrumman		12/31/2016		-15,000		Changes in Inventories

		NGrumman		12/31/2015		-80,000		Changes in Inventories

		NGrumman		12/31/2014		-24,000		Changes in Inventories

		Philips		12/31/2016		46,000		Changes in Inventories

		Philips		12/31/2015		24,000		Changes in Inventories

		Philips		12/31/2014		-93,000		Changes in Inventories

		Ferrari		12/31/2016		-35,004		Changes in Inventories

		Ferrari		12/31/2015		-3,134		Changes in Inventories

		Ferrari		12/31/2014		-79,317		Changes in Inventories

		Ford		12/31/2016		6,595,000		Changes in Liabilities

		Ford		12/31/2015		7,758,000		Changes in Liabilities

		Ford		12/31/2014		5,729,000		Changes in Liabilities

		Tesla		12/31/2016		1,980,954		Changes in Liabilities

		Tesla		12/31/2015		1,088,261		Changes in Liabilities

		Tesla		12/31/2014		1,042,227		Changes in Liabilities

		GM		12/31/2016		0		Changes in Liabilities

		GM		12/31/2015		0		Changes in Liabilities

		GM		12/31/2014		0		Changes in Liabilities

		GE		12/31/2016		3,034,000		Changes in Liabilities

		GE		12/31/2015		-1,537,000		Changes in Liabilities

		GE		12/31/2014		50,000		Changes in Liabilities

		Boeing		12/31/2016		130,000		Changes in Liabilities

		Boeing		12/31/2015		3,949,000		Changes in Liabilities

		Boeing		12/31/2014		5,943,000		Changes in Liabilities

		LM		12/31/2016		843,000		Changes in Liabilities

		LM		12/31/2015		876,000		Changes in Liabilities

		LM		12/31/2014		-1,357,000		Changes in Liabilities

		Deere		10/31/2016		85,000		Changes in Liabilities

		Deere		10/31/2015		-213,700		Changes in Liabilities

		Deere		10/31/2014		542,400		Changes in Liabilities

		CAT		12/31/2016		-1,534,000		Changes in Liabilities

		CAT		12/31/2015		-2,400,000		Changes in Liabilities

		CAT		12/31/2014		161,000		Changes in Liabilities

		Goodyear		12/31/2016		-262,000		Changes in Liabilities

		Goodyear		12/31/2015		116,000		Changes in Liabilities

		Goodyear		12/31/2014		142,000		Changes in Liabilities

		Toyota		3/31/2017		4,532,000		Changes in Liabilities

		Toyota		3/31/2016		4,304,000		Changes in Liabilities

		Toyota		3/31/2015		3,321,000		Changes in Liabilities

		IBM		12/31/2016		251,000		Changes in Liabilities

		IBM		12/31/2015		59,000		Changes in Liabilities

		IBM		12/31/2014		-1,111,000		Changes in Liabilities

		Honda		3/31/2017		-4,068,000		Changes in Liabilities

		Honda		3/31/2016		2,086,000		Changes in Liabilities

		Honda		3/31/2015		-1,364,000		Changes in Liabilities

		P&G		6/30/2017		-149,000		Changes in Liabilities

		P&G		6/30/2016		1,285,000		Changes in Liabilities

		P&G		6/30/2015		928,000		Changes in Liabilities

		SONY		3/31/2017		4,830,000		Changes in Liabilities

		SONY		3/31/2016		2,709,000		Changes in Liabilities

		SONY		3/31/2015		3,481,000		Changes in Liabilities

		J&J		1/1/2017		656,000		Changes in Liabilities

		J&J		1/3/2016		287,000		Changes in Liabilities

		J&J		12/28/2014		1,194,000		Changes in Liabilities

		ABB		12/31/2016		371,000		Changes in Liabilities

		ABB		12/31/2015		303,000		Changes in Liabilities

		ABB		12/31/2014		47,000		Changes in Liabilities

		TTM		3/31/2017		2,093,800		Changes in Liabilities

		TTM		3/31/2016		1,147,200		Changes in Liabilities

		TTM		3/31/2015		-172,400		Changes in Liabilities

		NGrumman		12/31/2016		739,000		Changes in Liabilities

		NGrumman		12/31/2015		-760,000		Changes in Liabilities

		NGrumman		12/31/2014		-22,000		Changes in Liabilities

		Philips		12/31/2016		601,000		Changes in Liabilities

		Philips		12/31/2015		-167,000		Changes in Liabilities

		Philips		12/31/2014		552,000		Changes in Liabilities

		Ferrari		12/31/2016		-153,849		Changes in Liabilities

		Ferrari		12/31/2015		-207,277		Changes in Liabilities

		Ferrari		12/31/2014		-154,807		Changes in Liabilities

		Ford		12/31/2016		-1,000		Changes in Other Operations

		Ford		12/31/2015		-701,000		Changes in Other Operations

		Ford		12/31/2014		-467,000		Changes in Other Operations

		Tesla		12/31/2016		3,985		Changes in Other Operations

		Tesla		12/31/2015		-53,957		Changes in Other Operations

		Tesla		12/31/2014		-65,130		Changes in Other Operations

		GM		12/31/2016		-1,342,000		Changes in Other Operations

		GM		12/31/2015		-2,138,000		Changes in Other Operations

		GM		12/31/2014		321,000		Changes in Other Operations

		GE		12/31/2016		-12,655,000		Changes in Other Operations

		GE		12/31/2015		7,160,000		Changes in Other Operations

		GE		12/31/2014		5,318,000		Changes in Other Operations

		Boeing		12/31/2016		-256,000		Changes in Other Operations

		Boeing		12/31/2015		-142,000		Changes in Other Operations

		Boeing		12/31/2014		34,000		Changes in Other Operations

		LM		12/31/2016		-64,000		Changes in Other Operations

		LM		12/31/2015		453,000		Changes in Other Operations

		LM		12/31/2014		628,000		Changes in Other Operations

		Deere		10/31/2016		-161,900		Changes in Other Operations

		Deere		10/31/2015		40,200		Changes in Other Operations

		Deere		10/31/2014		-231,200		Changes in Other Operations

		CAT		12/31/2016		224,000		Changes in Other Operations

		CAT		12/31/2015		143,000		Changes in Other Operations

		CAT		12/31/2014		-139,000		Changes in Other Operations

		Goodyear		12/31/2016		-105,000		Changes in Other Operations

		Goodyear		12/31/2015		89,000		Changes in Other Operations

		Goodyear		12/31/2014		94,000		Changes in Other Operations

		Toyota		3/31/2017		1,240,000		Changes in Other Operations

		Toyota		3/31/2016		860,000		Changes in Other Operations

		Toyota		3/31/2015		303,000		Changes in Other Operations

		IBM		12/31/2016		282,000		Changes in Other Operations

		IBM		12/31/2015		-3,448,000		Changes in Other Operations

		IBM		12/31/2014		-1,886,000		Changes in Other Operations

		Honda		3/31/2017		-3,256,000		Changes in Other Operations

		Honda		3/31/2016		-4,745,000		Changes in Other Operations

		Honda		3/31/2015		-4,194,000		Changes in Other Operations

		P&G		6/30/2017		119,000		Changes in Other Operations

		P&G		6/30/2016		388,000		Changes in Other Operations

		P&G		6/30/2015		-230,000		Changes in Other Operations

		SONY		3/31/2017		-5,321,000		Changes in Other Operations

		SONY		3/31/2016		-3,940,000		Changes in Other Operations

		SONY		3/31/2015		-4,004,000		Changes in Other Operations

		J&J		1/1/2017		-1,115,000		Changes in Other Operations

		J&J		1/3/2016		2,224,000		Changes in Other Operations

		J&J		12/28/2014		-654,000		Changes in Other Operations

		ABB		12/31/2016		177,000		Changes in Other Operations

		ABB		12/31/2015		88,000		Changes in Other Operations

		ABB		12/31/2014		163,000		Changes in Other Operations

		TTM		3/31/2017		-203,100		Changes in Other Operations

		TTM		3/31/2016		-57,300		Changes in Other Operations

		TTM		3/31/2015		-79,100		Changes in Other Operations

		NGrumman		12/31/2016		-235,000		Changes in Other Operations

		NGrumman		12/31/2015		7,000		Changes in Other Operations

		NGrumman		12/31/2014		-56,000		Changes in Other Operations

		Philips		12/31/2016		284,000		Changes in Other Operations

		Philips		12/31/2015		86,000		Changes in Other Operations

		Philips		12/31/2014		234,000		Changes in Other Operations

		Ferrari		12/31/2016		7,540		Changes in Other Operations

		Ferrari		12/31/2015		-26,830		Changes in Other Operations

		Ferrari		12/31/2014		17,331		Changes in Other Operations

		Ford		12/31/2016		8,717,000		Depreciation

		Ford		12/31/2015		7,966,000		Depreciation

		Ford		12/31/2014		7,423,000		Depreciation

		Tesla		12/31/2016		1,034,385		Depreciation

		Tesla		12/31/2015		494,653		Depreciation

		Tesla		12/31/2014		301,665		Depreciation

		GM		12/31/2016		10,408,000		Depreciation

		GM		12/31/2015		8,017,000		Depreciation

		GM		12/31/2014		7,238,000		Depreciation

		GE		12/31/2016		4,997,000		Depreciation

		GE		12/31/2015		4,847,000		Depreciation

		GE		12/31/2014		4,953,000		Depreciation

		Boeing		12/31/2016		1,910,000		Depreciation

		Boeing		12/31/2015		1,833,000		Depreciation

		Boeing		12/31/2014		1,906,000		Depreciation

		LM		12/31/2016		1,215,000		Depreciation

		LM		12/31/2015		1,026,000		Depreciation

		LM		12/31/2014		994,000		Depreciation

		Deere		10/31/2016		1,559,800		Depreciation

		Deere		10/31/2015		1,382,400		Depreciation

		Deere		10/31/2014		1,306,500		Depreciation

		CAT		12/31/2016		3,034,000		Depreciation

		CAT		12/31/2015		3,046,000		Depreciation

		CAT		12/31/2014		3,163,000		Depreciation

		Goodyear		12/31/2016		756,000		Depreciation

		Goodyear		12/31/2015		721,000		Depreciation

		Goodyear		12/31/2014		746,000		Depreciation

		Toyota		3/31/2017		14,457,000		Depreciation

		Toyota		3/31/2016		14,465,000		Depreciation

		Toyota		3/31/2015		11,750,000		Depreciation

		IBM		12/31/2016		4,381,000		Depreciation

		IBM		12/31/2015		3,855,000		Depreciation

		IBM		12/31/2014		4,492,000		Depreciation

		Honda		3/31/2017		6,052,000		Depreciation

		Honda		3/31/2016		5,878,000		Depreciation

		Honda		3/31/2015		5,214,000		Depreciation

		P&G		6/30/2017		2,820,000		Depreciation

		P&G		6/30/2016		3,078,000		Depreciation

		P&G		6/30/2015		3,134,000		Depreciation

		SONY		3/31/2017		5,605,000		Depreciation

		SONY		3/31/2016		6,198,000		Depreciation

		SONY		3/31/2015		5,233,000		Depreciation

		J&J		1/1/2017		3,754,000		Depreciation

		J&J		1/3/2016		3,746,000		Depreciation

		J&J		12/28/2014		3,895,000		Depreciation

		ABB		12/31/2016		1,135,000		Depreciation

		ABB		12/31/2015		1,160,000		Depreciation

		ABB		12/31/2014		1,305,000		Depreciation

		TTM		3/31/2017		2,809,000		Depreciation

		TTM		3/31/2016		2,538,000		Depreciation

		TTM		3/31/2015		2,149,100		Depreciation

		NGrumman		12/31/2016		456,000		Depreciation

		NGrumman		12/31/2015		467,000		Depreciation

		NGrumman		12/31/2014		462,000		Depreciation

		Philips		12/31/2016		1,336,000		Depreciation

		Philips		12/31/2015		1,392,000		Depreciation

		Philips		12/31/2014		1,436,000		Depreciation

		Ferrari		12/31/2016		261,280		Depreciation

		Ferrari		12/31/2015		298,470		Depreciation

		Ferrari		12/31/2014		349,684		Depreciation

		Ford		12/31/2016		-3,376,000		Dividends Paid

		Ford		12/31/2015		-2,380,000		Dividends Paid

		Ford		12/31/2014		-1,952,000		Dividends Paid

		Tesla		12/31/2016		-21,250		Dividends Paid

		Tesla		12/31/2015		-21,250		Dividends Paid

		Tesla		12/31/2014		-21,250		Dividends Paid

		GM		12/31/2016		-2,368,000		Dividends Paid

		GM		12/31/2015		-2,242,000		Dividends Paid

		GM		12/31/2014		-3,165,000		Dividends Paid

		GE		12/31/2016		-8,806,000		Dividends Paid

		GE		12/31/2015		-9,295,000		Dividends Paid

		GE		12/31/2014		-8,852,000		Dividends Paid

		Boeing		12/31/2016		-2,756,000		Dividends Paid

		Boeing		12/31/2015		-2,490,000		Dividends Paid

		Boeing		12/31/2014		-2,115,000		Dividends Paid

		LM		12/31/2016		-2,048,000		Dividends Paid

		LM		12/31/2015		-1,932,000		Dividends Paid

		LM		12/31/2014		-1,760,000		Dividends Paid

		Deere		10/31/2016		-761,300		Dividends Paid

		Deere		10/31/2015		-816,300		Dividends Paid

		Deere		10/31/2014		-786,000		Dividends Paid

		CAT		12/31/2016		-1,807,000		Dividends Paid

		CAT		12/31/2015		-1,764,000		Dividends Paid

		CAT		12/31/2014		-1,627,000		Dividends Paid

		Goodyear		12/31/2016		-93,000		Dividends Paid

		Goodyear		12/31/2015		-77,000		Dividends Paid

		Goodyear		12/31/2014		-124,000		Dividends Paid

		Toyota		3/31/2017		-6,301,000		Dividends Paid

		Toyota		3/31/2016		-6,932,000		Dividends Paid

		Toyota		3/31/2015		-5,205,000		Dividends Paid

		IBM		12/31/2016		-5,256,000		Dividends Paid

		IBM		12/31/2015		-4,897,000		Dividends Paid

		IBM		12/31/2014		-4,265,000		Dividends Paid

		Honda		3/31/2017		-1,770,000		Dividends Paid

		Honda		3/31/2016		-1,770,000		Dividends Paid

		Honda		3/31/2015		-1,502,000		Dividends Paid

		P&G		6/30/2017		-7,236,000		Dividends Paid

		P&G		6/30/2016		-7,436,000		Dividends Paid

		P&G		6/30/2015		-7,287,000		Dividends Paid

		SONY		3/31/2017		-227,000		Dividends Paid

		SONY		3/31/2016		-113,000		Dividends Paid

		SONY		3/31/2015		-110,000		Dividends Paid

		J&J		1/1/2017		-8,621,000		Dividends Paid

		J&J		1/3/2016		-8,173,000		Dividends Paid

		J&J		12/28/2014		-7,768,000		Dividends Paid

		ABB		12/31/2016		-122,000		Dividends Paid

		ABB		12/31/2015		-1,494,000		Dividends Paid

		ABB		12/31/2014		-1,973,000		Dividends Paid

		TTM		3/31/2017		-18,700		Dividends Paid

		TTM		3/31/2016		-16,000		Dividends Paid

		TTM		3/31/2015		-115,200		Dividends Paid

		NGrumman		12/31/2016		-640,000		Dividends Paid

		NGrumman		12/31/2015		-603,000		Dividends Paid

		NGrumman		12/31/2014		-563,000		Dividends Paid

		Philips		12/31/2016		-361,000		Dividends Paid

		Philips		12/31/2015		-324,000		Dividends Paid

		Philips		12/31/2014		-353,000		Dividends Paid

		Ferrari		12/31/2016		-109,812		Dividends Paid

		Ferrari		12/31/2015		-58,598		Dividends Paid

		Ferrari		12/31/2014		-18,211		Dividends Paid

		Ford		12/31/2016		-265,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Ford		12/31/2015		-815,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Ford		12/31/2014		-517,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Tesla		12/31/2016		-7,409		Effect of Exchange Rate Changes

		Tesla		12/31/2015		-34,278		Effect of Exchange Rate Changes

		Tesla		12/31/2014		-35,525		Effect of Exchange Rate Changes

		GM		12/31/2016		-213,000		Effect of Exchange Rate Changes

		GM		12/31/2015		-1,524,000		Effect of Exchange Rate Changes

		GM		12/31/2014		-1,230,000		Effect of Exchange Rate Changes

		GE		12/31/2016		-1,146,000		Effect of Exchange Rate Changes

		GE		12/31/2015		-3,464,000		Effect of Exchange Rate Changes

		GE		12/31/2014		-3,492,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Boeing		12/31/2016		-33,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Boeing		12/31/2015		-28,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Boeing		12/31/2014		-87,000		Effect of Exchange Rate Changes

		LM		12/31/2016		0		Effect of Exchange Rate Changes

		LM		12/31/2015		0		Effect of Exchange Rate Changes

		LM		12/31/2014		0		Effect of Exchange Rate Changes

		Deere		10/31/2016		-13,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Deere		10/31/2015		-187,300		Effect of Exchange Rate Changes

		Deere		10/31/2014		-73,600		Effect of Exchange Rate Changes

		CAT		12/31/2016		-28,000		Effect of Exchange Rate Changes

		CAT		12/31/2015		-169,000		Effect of Exchange Rate Changes

		CAT		12/31/2014		-174,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Goodyear		12/31/2016		-15,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Goodyear		12/31/2015		-125,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Goodyear		12/31/2014		-313,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Toyota		3/31/2017		-121,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Toyota		3/31/2016		-1,778,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Toyota		3/31/2015		543,000		Effect of Exchange Rate Changes

		IBM		12/31/2016		-51,000		Effect of Exchange Rate Changes

		IBM		12/31/2015		-473,000		Effect of Exchange Rate Changes

		IBM		12/31/2014		-655,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Honda		3/31/2017		-12,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Honda		3/31/2016		-1,200,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Honda		3/31/2015		715,000		Effect of Exchange Rate Changes

		P&G		6/30/2017		-29,000		Effect of Exchange Rate Changes

		P&G		6/30/2016		-381,000		Effect of Exchange Rate Changes

		P&G		6/30/2015		-411,000		Effect of Exchange Rate Changes

		SONY		3/31/2017		-279,000		Effect of Exchange Rate Changes

		SONY		3/31/2016		-575,000		Effect of Exchange Rate Changes

		SONY		3/31/2015		426,000		Effect of Exchange Rate Changes

		J&J		1/1/2017		-215,000		Effect of Exchange Rate Changes

		J&J		1/3/2016		-1,489,000		Effect of Exchange Rate Changes

		J&J		12/28/2014		-310,000		Effect of Exchange Rate Changes

		ABB		12/31/2016		-104,000		Effect of Exchange Rate Changes

		ABB		12/31/2015		-342,000		Effect of Exchange Rate Changes

		ABB		12/31/2014		-278,000		Effect of Exchange Rate Changes

		TTM		3/31/2017		-217,200		Effect of Exchange Rate Changes

		TTM		3/31/2016		118,100		Effect of Exchange Rate Changes

		TTM		3/31/2015		-228,900		Effect of Exchange Rate Changes

		NGrumman		12/31/2016		0		Effect of Exchange Rate Changes

		NGrumman		12/31/2015		0		Effect of Exchange Rate Changes

		NGrumman		12/31/2014		0		Effect of Exchange Rate Changes

		Philips		12/31/2016		-18,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Philips		12/31/2015		87,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Philips		12/31/2014		103,000		Effect of Exchange Rate Changes

		Ferrari		12/31/2016		1,296		Effect of Exchange Rate Changes

		Ferrari		12/31/2015		10,370		Effect of Exchange Rate Changes

		Ferrari		12/31/2014		7,041		Effect of Exchange Rate Changes

		Ford		12/31/2016		37,585,000		Investments

		Ford		12/31/2015		37,751,000		Investments

		Ford		12/31/2014		38,348,000		Investments

		Tesla		12/31/2016		16,667		Investments

		Tesla		12/31/2015		16,667		Investments

		Tesla		12/31/2014		-16,710		Investments

		GM		12/31/2016		-25,465,000		Investments

		GM		12/31/2015		-18,973,000		Investments

		GM		12/31/2014		-8,526,000		Investments

		GE		12/31/2016		200,000		Investments

		GE		12/31/2015		1,043,000		Investments

		GE		12/31/2014		1,260,000		Investments

		Boeing		12/31/2016		-510,000		Investments

		Boeing		12/31/2015		554,000		Investments

		Boeing		12/31/2014		4,799,000		Investments

		LM		12/31/2016		0		Investments

		LM		12/31/2015		0		Investments

		LM		12/31/2014		0		Investments

		Deere		10/31/2016		655,100		Investments

		Deere		10/31/2015		629,000		Investments

		Deere		10/31/2014		-1,513,400		Investments

		CAT		12/31/2016		460,000		Investments

		CAT		12/31/2015		-680,000		Investments

		CAT		12/31/2014		-1,275,000		Investments

		Goodyear		12/31/2016		-12,000		Investments

		Goodyear		12/31/2015		-8,000		Investments

		Goodyear		12/31/2014		23,000		Investments

		Toyota		3/31/2017		-16,040,000		Investments

		Toyota		3/31/2016		-17,279,000		Investments

		Toyota		3/31/2015		-22,587,000		Investments

		IBM		12/31/2016		-1,116,000		Investments

		IBM		12/31/2015		-629,000		Investments

		IBM		12/31/2014		-923,000		Investments

		Honda		3/31/2017		115,000		Investments

		Honda		3/31/2016		115,000		Investments

		Honda		3/31/2015		-16,000		Investments

		P&G		6/30/2017		-3,381,000		Investments

		P&G		6/30/2016		-1,368,000		Investments

		P&G		6/30/2015		-2,607,000		Investments

		SONY		3/31/2017		-8,476,000		Investments

		SONY		3/31/2016		-5,572,000		Investments

		SONY		3/31/2015		-3,736,000		Investments

		J&J		1/1/2017		1,830,000		Investments

		J&J		1/3/2016		-6,679,000		Investments

		J&J		12/28/2014		-10,794,000		Investments

		ABB		12/31/2016		-526,000		Investments

		ABB		12/31/2015		-199,000		Investments

		ABB		12/31/2014		-1,179,000		Investments

		TTM		3/31/2017		496,300		Investments

		TTM		3/31/2016		-586,600		Investments

		TTM		3/31/2015		-979,200		Investments

		NGrumman		12/31/2016		-		Investments

		NGrumman		12/31/2015		-		Investments

		NGrumman		12/31/2014		-		Investments

		Philips		12/31/2016		-127,000		Investments

		Philips		12/31/2015		-78,000		Investments

		Philips		12/31/2014		-8,000		Investments

		Ferrari		12/31/2016		19,613		Investments

		Ferrari		12/31/2015		410		Investments

		Ferrari		12/31/2014		-433		Investments

		Ford		12/31/2016		0		MISC in Financing

		Ford		12/31/2015		0		MISC in Financing

		Ford		12/31/2014		0		MISC in Financing

		Tesla		12/31/2016		-20,042		MISC in Financing

		Tesla		12/31/2015		4,225		MISC in Financing

		Tesla		12/31/2014		-617,327		MISC in Financing

		GM		12/31/2016		0		MISC in Financing

		GM		12/31/2015		0		MISC in Financing

		GM		12/31/2014		0		MISC in Financing

		GE		12/31/2016		0		MISC in Financing

		GE		12/31/2015		-2,000		MISC in Financing

		GE		12/31/2014		0		MISC in Financing

		Boeing		12/31/2016		0		MISC in Financing

		Boeing		12/31/2015		157,000		MISC in Financing

		Boeing		12/31/2014		114,000		MISC in Financing

		LM		12/31/2016		0		MISC in Financing

		LM		12/31/2015		0		MISC in Financing

		LM		12/31/2014		-9,101,000		MISC in Financing

		Deere		10/31/2016		5,400		MISC in Financing

		Deere		10/31/2015		18,500		MISC in Financing

		Deere		10/31/2014		30,800		MISC in Financing

		CAT		12/31/2016		28,000		MISC in Financing

		CAT		12/31/2015		24,000		MISC in Financing

		CAT		12/31/2014		182,000		MISC in Financing

		Goodyear		12/31/2016		-24,000		MISC in Financing

		Goodyear		12/31/2015		-33,000		MISC in Financing

		Goodyear		12/31/2014		270,000		MISC in Financing

		Toyota		3/31/2017		0		MISC in Financing

		Toyota		3/31/2016		0		MISC in Financing

		Toyota		3/31/2015		0		MISC in Financing

		IBM		12/31/2016		0		MISC in Financing

		IBM		12/31/2015		-1,000		MISC in Financing

		IBM		12/31/2014		0		MISC in Financing

		Honda		3/31/2017		0		MISC in Financing

		Honda		3/31/2016		0		MISC in Financing

		Honda		3/31/2015		0		MISC in Financing

		P&G		6/30/2017		0		MISC in Financing

		P&G		6/30/2016		0		MISC in Financing

		P&G		6/30/2015		1,730,000		MISC in Financing

		SONY		3/31/2017		0		MISC in Financing

		SONY		3/31/2016		0		MISC in Financing

		SONY		3/31/2015		-2,684,000		MISC in Financing

		J&J		1/1/2017		0		MISC in Financing

		J&J		1/3/2016		0		MISC in Financing

		J&J		12/28/2014		57,000		MISC in Financing

		ABB		12/31/2016		0		MISC in Financing

		ABB		12/31/2015		0		MISC in Financing

		ABB		12/31/2014		0		MISC in Financing

		TTM		3/31/2017		-17,600		MISC in Financing

		TTM		3/31/2016		-16,300		MISC in Financing

		TTM		3/31/2015		-1,161,200		MISC in Financing

		NGrumman		12/31/2016		0		MISC in Financing

		NGrumman		12/31/2015		0		MISC in Financing

		NGrumman		12/31/2014		-600,000		MISC in Financing

		Philips		12/31/2016		1,000		MISC in Financing

		Philips		12/31/2015		1,000		MISC in Financing

		Philips		12/31/2014		-1,000		MISC in Financing

		Ferrari		12/31/2016		16,714		MISC in Financing

		Ferrari		12/31/2015		-12,072		MISC in Financing

		Ferrari		12/31/2014		-24,210		MISC in Financing

		Ford		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Ford		12/31/2015		0		MISC in Investing

		Ford		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Tesla		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Tesla		12/31/2015		-16,667		MISC in Investing

		Tesla		12/31/2014		0		MISC in Investing

		GM		12/31/2016		0		MISC in Investing

		GM		12/31/2015		0		MISC in Investing

		GM		12/31/2014		0		MISC in Investing

		GE		12/31/2016		1,000		MISC in Investing

		GE		12/31/2015		1,000		MISC in Investing

		GE		12/31/2014		-1,000		MISC in Investing

		Boeing		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Boeing		12/31/2015		0		MISC in Investing

		Boeing		12/31/2014		0		MISC in Investing

		LM		12/31/2016		0		MISC in Investing

		LM		12/31/2015		0		MISC in Investing

		LM		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Deere		10/31/2016		0		MISC in Investing

		Deere		10/31/2015		0		MISC in Investing

		Deere		10/31/2014		0		MISC in Investing

		CAT		12/31/2016		0		MISC in Investing

		CAT		12/31/2015		0		MISC in Investing

		CAT		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Goodyear		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Goodyear		12/31/2015		0		MISC in Investing

		Goodyear		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Toyota		3/31/2017		0		MISC in Investing

		Toyota		3/31/2016		-1,000		MISC in Investing

		Toyota		3/31/2015		1,000		MISC in Investing

		IBM		12/31/2016		-1,000		MISC in Investing

		IBM		12/31/2015		1,000		MISC in Investing

		IBM		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Honda		3/31/2017		-1,000		MISC in Investing

		Honda		3/31/2016		-116,000		MISC in Investing

		Honda		3/31/2015		-1,000		MISC in Investing

		P&G		6/30/2017		0		MISC in Investing

		P&G		6/30/2016		0		MISC in Investing

		P&G		6/30/2015		0		MISC in Investing

		SONY		3/31/2017		0		MISC in Investing

		SONY		3/31/2016		-1,000		MISC in Investing

		SONY		3/31/2015		-2,000		MISC in Investing

		J&J		1/1/2017		0		MISC in Investing

		J&J		1/3/2016		0		MISC in Investing

		J&J		12/28/2014		0		MISC in Investing

		ABB		12/31/2016		0		MISC in Investing

		ABB		12/31/2015		0		MISC in Investing

		ABB		12/31/2014		0		MISC in Investing

		TTM		3/31/2017		0		MISC in Investing

		TTM		3/31/2016		0		MISC in Investing

		TTM		3/31/2015		0		MISC in Investing

		NGrumman		12/31/2016		0		MISC in Investing

		NGrumman		12/31/2015		0		MISC in Investing

		NGrumman		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Philips		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Philips		12/31/2015		-2,000		MISC in Investing

		Philips		12/31/2014		0		MISC in Investing

		Ferrari		12/31/2016		0		MISC in Investing

		Ferrari		12/31/2015		-1		MISC in Investing

		Ferrari		12/31/2014		-1		MISC in Investing

		Ford		12/31/2016		11,000		MISC in Operations

		Ford		12/31/2015		-2,000		MISC in Operations

		Ford		12/31/2014		-1,000		MISC in Operations

		Tesla		12/31/2016		-98,132		MISC in Operations

		Tesla		12/31/2015		0		MISC in Operations

		Tesla		12/31/2014		0		MISC in Operations

		GM		12/31/2016		-159,000		MISC in Operations

		GM		12/31/2015		-72,000		MISC in Operations

		GM		12/31/2014		69,000		MISC in Operations

		GE		12/31/2016		-6,635,000		MISC in Operations

		GE		12/31/2015		8,367,000		MISC in Operations

		GE		12/31/2014		11,789,000		MISC in Operations

		Boeing		12/31/2016		0		MISC in Operations

		Boeing		12/31/2015		0		MISC in Operations

		Boeing		12/31/2014		0		MISC in Operations

		LM		12/31/2016		0		MISC in Operations

		LM		12/31/2015		0		MISC in Operations

		LM		12/31/2014		0		MISC in Operations

		Deere		10/31/2016		-2,400		MISC in Operations

		Deere		10/31/2015		900		MISC in Operations

		Deere		10/31/2014		1,600		MISC in Operations

		CAT		12/31/2016		8,000		MISC in Operations

		CAT		12/31/2015		11,000		MISC in Operations

		CAT		12/31/2014		16,000		MISC in Operations

		Goodyear		12/31/2016		20,000		MISC in Operations

		Goodyear		12/31/2015		69,000		MISC in Operations

		Goodyear		12/31/2014		69,000		MISC in Operations

		Toyota		3/31/2017		860,000		MISC in Operations

		Toyota		3/31/2016		1,081,000		MISC in Operations

		Toyota		3/31/2015		1,123,000		MISC in Operations

		IBM		12/31/2016		0		MISC in Operations

		IBM		12/31/2015		0		MISC in Operations

		IBM		12/31/2014		-1,000		MISC in Operations

		Honda		3/31/2017		2,941,000		MISC in Operations

		Honda		3/31/2016		2,039,000		MISC in Operations

		Honda		3/31/2015		2,044,000		MISC in Operations

		P&G		6/30/2017		85,000		MISC in Operations

		P&G		6/30/2016		96,000		MISC in Operations

		P&G		6/30/2015		108,000		MISC in Operations

		SONY		3/31/2017		487,000		MISC in Operations

		SONY		3/31/2016		551,000		MISC in Operations

		SONY		3/31/2015		642,000		MISC in Operations

		J&J		1/1/2017		0		MISC in Operations

		J&J		1/3/2016		0		MISC in Operations

		J&J		12/28/2014		0		MISC in Operations

		ABB		12/31/2016		135,000		MISC in Operations

		ABB		12/31/2015		122,000		MISC in Operations

		ABB		12/31/2014		124,000		MISC in Operations

		TTM		3/31/2017		100		MISC in Operations

		TTM		3/31/2016		0		MISC in Operations

		TTM		3/31/2015		0		MISC in Operations

		NGrumman		12/31/2016		0		MISC in Operations

		NGrumman		12/31/2015		0		MISC in Operations

		NGrumman		12/31/2014		0		MISC in Operations

		Philips		12/31/2016		-284,000		MISC in Operations

		Philips		12/31/2015		-86,000		MISC in Operations

		Philips		12/31/2014		-234,000		MISC in Operations

		Ferrari		12/31/2016		176,814		MISC in Operations

		Ferrari		12/31/2015		156,553		MISC in Operations

		Ferrari		12/31/2014		161,201		MISC in Operations

		Ford		12/31/2016		0		MISC

		Ford		12/31/2015		0		MISC

		Ford		12/31/2014		0		MISC

		Tesla		12/31/2016		0		MISC

		Tesla		12/31/2015		0		MISC

		Tesla		12/31/2014		0		MISC

		GM		12/31/2016		0		MISC

		GM		12/31/2015		0		MISC

		GM		12/31/2014		0		MISC

		GE		12/31/2016		0		MISC

		GE		12/31/2015		1,000		MISC

		GE		12/31/2014		-3,000		MISC

		Boeing		12/31/2016		0		MISC

		Boeing		12/31/2015		0		MISC

		Boeing		12/31/2014		0		MISC

		LM		12/31/2016		0		MISC

		LM		12/31/2015		0		MISC

		LM		12/31/2014		0		MISC

		Deere		10/31/2016		0		MISC

		Deere		10/31/2015		0		MISC

		Deere		10/31/2014		0		MISC

		CAT		12/31/2016		0		MISC

		CAT		12/31/2015		0		MISC

		CAT		12/31/2014		0		MISC

		Goodyear		12/31/2016		0		MISC

		Goodyear		12/31/2015		0		MISC

		Goodyear		12/31/2014		0		MISC

		Toyota		3/31/2017		0		MISC

		Toyota		3/31/2016		1,000		MISC

		Toyota		3/31/2015		-1,000		MISC

		IBM		12/31/2016		0		MISC

		IBM		12/31/2015		0		MISC

		IBM		12/31/2014		0		MISC

		Honda		3/31/2017		0		MISC

		Honda		3/31/2016		0		MISC

		Honda		3/31/2015		0		MISC

		P&G		6/30/2017		0		MISC

		P&G		6/30/2016		0		MISC

		P&G		6/30/2015		0		MISC

		SONY		3/31/2017		-1,000		MISC

		SONY		3/31/2016		0		MISC

		SONY		3/31/2015		1,000		MISC

		J&J		1/1/2017		0		MISC

		J&J		1/3/2016		0		MISC

		J&J		12/28/2014		0		MISC

		ABB		12/31/2016		0		MISC

		ABB		12/31/2015		0		MISC

		ABB		12/31/2014		0		MISC

		TTM		3/31/2017		217,200		MISC

		TTM		3/31/2016		-118,100		MISC

		TTM		3/31/2015		229,000		MISC

		NGrumman		12/31/2016		0		MISC

		NGrumman		12/31/2015		0		MISC

		NGrumman		12/31/2014		0		MISC

		Philips		12/31/2016		283,000		MISC

		Philips		12/31/2015		86,000		MISC

		Philips		12/31/2014		234,000		MISC

		Ferrari		12/31/2016		1		MISC

		Ferrari		12/31/2015		0		MISC

		Ferrari		12/31/2014		0		MISC

		Ford		12/31/2016		11,028,000		Net Borrowings

		Ford		12/31/2015		17,148,000		Net Borrowings

		Ford		12/31/2014		7,314,000		Net Borrowings

		Tesla		12/31/2016		1,718,190		Net Borrowings

		Tesla		12/31/2015		683,937		Net Borrowings

		Tesla		12/31/2014		2,292,092		Net Borrowings

		GM		12/31/2016		22,124,000		Net Borrowings

		GM		12/31/2015		19,551,000		Net Borrowings

		GM		12/31/2014		12,240,000		Net Borrowings

		GE		12/31/2016		-58,411,000		Net Borrowings

		GE		12/31/2015		-57,546,000		Net Borrowings

		GE		12/31/2014		-30,190,000		Net Borrowings

		Boeing		12/31/2016		-34,000		Net Borrowings

		Boeing		12/31/2015		861,000		Net Borrowings

		Boeing		12/31/2014		-639,000		Net Borrowings

		LM		12/31/2016		-952,000		Net Borrowings

		LM		12/31/2015		9,101,000		Net Borrowings

		LM		12/31/2014		9,101,000		Net Borrowings

		Deere		10/31/2016		-1,410,500		Net Borrowings

		Deere		10/31/2015		1,349,400		Net Borrowings

		Deere		10/31/2014		3,112,100		Net Borrowings

		CAT		12/31/2016		-1,310,000		Net Borrowings

		CAT		12/31/2015		-138,000		Net Borrowings

		CAT		12/31/2014		2,444,000		Net Borrowings

		Goodyear		12/31/2016		-256,000		Net Borrowings

		Goodyear		12/31/2015		-477,000		Net Borrowings

		Goodyear		12/31/2014		309,000		Net Borrowings

		Toyota		3/31/2017		9,252,000		Net Borrowings

		Toyota		3/31/2016		5,861,000		Net Borrowings

		Toyota		3/31/2015		10,657,000		Net Borrowings

		IBM		12/31/2016		2,763,000		Net Borrowings

		IBM		12/31/2015		19,000		Net Borrowings

		IBM		12/31/2014		1,783,000		Net Borrowings

		Honda		3/31/2017		3,213,000		Net Borrowings

		Honda		3/31/2016		1,367,000		Net Borrowings

		Honda		3/31/2015		2,054,000		Net Borrowings

		P&G		6/30/2017		1,399,000		Net Borrowings

		P&G		6/30/2016		1,285,000		Net Borrowings

		P&G		6/30/2015		-3,954,000		Net Borrowings

		SONY		3/31/2017		2,793,000		Net Borrowings

		SONY		3/31/2016		-351,000		Net Borrowings

		SONY		3/31/2015		-2,423,000		Net Borrowings

		J&J		1/1/2017		7,875,000		Net Borrowings

		J&J		1/3/2016		1,379,000		Net Borrowings

		J&J		12/28/2014		850,000		Net Borrowings

		ABB		12/31/2016		-489,000		Net Borrowings

		ABB		12/31/2015		-30,000		Net Borrowings

		ABB		12/31/2014		-43,000		Net Borrowings

		TTM		3/31/2017		1,795,300		Net Borrowings

		TTM		3/31/2016		-816,200		Net Borrowings

		TTM		3/31/2015		1,747,700		Net Borrowings

		NGrumman		12/31/2016		563,000		Net Borrowings

		NGrumman		12/31/2015		600,000		Net Borrowings

		NGrumman		12/31/2014		600,000		Net Borrowings

		Philips		12/31/2016		-398,000		Net Borrowings

		Philips		12/31/2015		1,337,000		Net Borrowings

		Philips		12/31/2014		-364,000		Net Borrowings

		Ferrari		12/31/2016		-341,903		Net Borrowings

		Ferrari		12/31/2015		-301,686		Net Borrowings

		Ferrari		12/31/2014		-95,508		Net Borrowings

		Ford		12/31/2016		4,596,000		Net Income

		Ford		12/31/2015		7,373,000		Net Income

		Ford		12/31/2014		1,231,000		Net Income

		Tesla		12/31/2016		-674,914		Net Income

		Tesla		12/31/2015		-888,663		Net Income

		Tesla		12/31/2014		-294,040		Net Income

		GM		12/31/2016		9,427,000		Net Income

		GM		12/31/2015		9,687,000		Net Income

		GM		12/31/2014		3,949,000		Net Income

		GE		12/31/2016		8,831,000		Net Income

		GE		12/31/2015		-6,126,000		Net Income

		GE		12/31/2014		15,233,000		Net Income

		Boeing		12/31/2016		4,895,000		Net Income

		Boeing		12/31/2015		5,176,000		Net Income

		Boeing		12/31/2014		5,446,000		Net Income

		LM		12/31/2016		5,302,000		Net Income

		LM		12/31/2015		3,605,000		Net Income

		LM		12/31/2014		3,614,000		Net Income

		Deere		10/31/2016		1,523,900		Net Income

		Deere		10/31/2015		1,940,000		Net Income

		Deere		10/31/2014		3,161,700		Net Income

		CAT		12/31/2016		-67,000		Net Income

		CAT		12/31/2015		2,512,000		Net Income

		CAT		12/31/2014		2,452,000		Net Income

		Goodyear		12/31/2016		1,264,000		Net Income

		Goodyear		12/31/2015		307,000		Net Income

		Goodyear		12/31/2014		2,452,000		Net Income

		Toyota		3/31/2017		16,433,000		Net Income

		Toyota		3/31/2016		20,576,000		Net Income

		Toyota		3/31/2015		18,122,000		Net Income

		IBM		12/31/2016		11,872,000		Net Income

		IBM		12/31/2015		13,190,000		Net Income

		IBM		12/31/2014		12,022,000		Net Income

		Honda		3/31/2017		6,097,000		Net Income

		Honda		3/31/2016		3,615,000		Net Income

		Honda		3/31/2015		4,679,000		Net Income

		P&G		6/30/2017		15,326,000		Net Income

		P&G		6/30/2016		10,508,000		Net Income

		P&G		6/30/2015		7,036,000		Net Income

		SONY		3/31/2017		658,000		Net Income

		SONY		3/31/2016		1,315,000		Net Income

		SONY		3/31/2015		-1,050,000		Net Income

		J&J		1/1/2017		16,540,000		Net Income

		J&J		1/3/2016		15,409,000		Net Income

		J&J		12/28/2014		16,323,000		Net Income

		ABB		12/31/2016		1,899,000		Net Income

		ABB		12/31/2015		1,933,000		Net Income

		ABB		12/31/2014		2,594,000		Net Income

		TTM		3/31/2017		958,400		Net Income

		TTM		3/31/2016		1,462,800		Net Income

		TTM		3/31/2015		2,062,600		Net Income

		NGrumman		12/31/2016		2,200,000		Net Income

		NGrumman		12/31/2015		1,990,000		Net Income

		NGrumman		12/31/2014		2,069,000		Net Income

		Philips		12/31/2016		1,573,000		Net Income

		Philips		12/31/2015		716,000		Net Income

		Philips		12/31/2014		497,000		Net Income

		Ferrari		12/31/2016		421,603		Net Income

		Ferrari		12/31/2015		315,088		Net Income

		Ferrari		12/31/2014		320,682		Net Income

		Ford		12/31/2016		-49,000		Other Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2015		-317,000		Other Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2014		25,000		Other Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2016				Other Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2015				Other Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2014				Other Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2016		-117,000		Other Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2015		-103,000		Other Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2014		-123,000		Other Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2016		-485,000		Other Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2015		-8,112,000		Other Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2014		23,304,000		Other Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2016		-117,000		Other Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2015		-96,000		Other Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2014		-295,000		Other Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2016		1,533,000		Other Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2015		5,000		Other Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2014		38,000		Other Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2016		-64,700		Other Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2015		-72,100		Other Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2014		-63,600		Other Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2016		-		Other Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2015		-		Other Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2014		-		Other Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2016		-		Other Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2015		-271,000		Other Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2014		-271,000		Other Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2017		0		Other Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2016		0		Other Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2015		0		Other Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2016		0		Other Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2015		0		Other Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2014		0		Other Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2017		-407,000		Other Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2016		-445,000		Other Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2015		-448,000		Other Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2017		-		Other Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2016		-1,730,000		Other Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2015		-1,730,000		Other Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2017		2,180,000		Other Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2016		1,162,000		Other Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2015		338,000		Other Cash Flows from Financing

		J&J		1/1/2017		-15,000		Other Cash Flows from Financing

		J&J		1/3/2016		-57,000		Other Cash Flows from Financing

		J&J		12/28/2014		-57,000		Other Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2016		-1,637,000		Other Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2015		-476,000		Other Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2014		-43,000		Other Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2017		-804,200		Other Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2016		-846,700		Other Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2015		-1,104,700		Other Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2016		-162,000		Other Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2015		-90,000		Other Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2014		-4,000		Other Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2016		-		Other Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2015		-		Other Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2014		-		Other Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2016		-		Other Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2015		-		Other Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2014		-		Other Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2016		-55,945,000		Other Cash flows from Investing

		Ford		12/31/2015		-56,717,000		Other Cash flows from Investing

		Ford		12/31/2014		-52,009,000		Other Cash flows from Investing

		Tesla		12/31/2016		7,374		Other Cash flows from Investing

		Tesla		12/31/2015		-38,701		Other Cash flows from Investing

		Tesla		12/31/2014		-3,849		Other Cash flows from Investing

		GM		12/31/2016		-636,000		Other Cash flows from Investing

		GM		12/31/2015		-863,000		Other Cash flows from Investing

		GM		12/31/2014		258,000		Other Cash flows from Investing

		GE		12/31/2016		56,200,000		Other Cash flows from Investing

		GE		12/31/2015		65,753,000		Other Cash flows from Investing

		GE		12/31/2014		841,000		Other Cash flows from Investing

		Boeing		12/31/2016		-257,000		Other Cash flows from Investing

		Boeing		12/31/2015		50,000		Other Cash flows from Investing

		Boeing		12/31/2014		-96,000		Other Cash flows from Investing

		LM		12/31/2016		78,000		Other Cash flows from Investing

		LM		12/31/2015		-8,795,000		Other Cash flows from Investing

		LM		12/31/2014		-878,000		Other Cash flows from Investing

		Deere		10/31/2016		1,122,800		Other Cash flows from Investing

		Deere		10/31/2015		1,138,400		Other Cash flows from Investing

		Deere		10/31/2014		1,291,700		Other Cash flows from Investing

		CAT		12/31/2016		708,000		Other Cash flows from Investing

		CAT		12/31/2015		424,000		Other Cash flows from Investing

		CAT		12/31/2014		1,027,000		Other Cash flows from Investing

		Goodyear		12/31/2016		35,000		Other Cash flows from Investing

		Goodyear		12/31/2015		-271,000		Other Cash flows from Investing

		Goodyear		12/31/2014		49,000		Other Cash flows from Investing

		Toyota		3/31/2017		370,000		Other Cash flows from Investing

		Toyota		3/31/2016		375,000		Other Cash flows from Investing

		Toyota		3/31/2015		346,000		Other Cash flows from Investing

		IBM		12/31/2016		-6,292,000		Other Cash flows from Investing

		IBM		12/31/2015		-3,952,000		Other Cash flows from Investing

		IBM		12/31/2014		1,662,000		Other Cash flows from Investing

		Honda		3/31/2017		-1,519,000		Other Cash flows from Investing

		Honda		3/31/2016		-2,134,000		Other Cash flows from Investing

		Honda		3/31/2015		-1,587,000		Other Cash flows from Investing

		P&G		6/30/2017		1,076,000		Other Cash flows from Investing

		P&G		6/30/2016		-893,000		Other Cash flows from Investing

		P&G		6/30/2015		3,453,000		Other Cash flows from Investing

		SONY		3/31/2017		216,000		Other Cash flows from Investing

		SONY		3/31/2016		-255,000		Other Cash flows from Investing

		SONY		3/31/2015		204,000		Other Cash flows from Investing

		J&J		1/1/2017		-3,365,000		Other Cash flows from Investing

		J&J		1/3/2016		2,407,000		Other Cash flows from Investing

		J&J		12/28/2014		2,203,000		Other Cash flows from Investing

		ABB		12/31/2016		52,000		Other Cash flows from Investing

		ABB		12/31/2015		101,000		Other Cash flows from Investing

		ABB		12/31/2014		1,084,000		Other Cash flows from Investing

		TTM		3/31/2017		-3,883,200		Other Cash flows from Investing

		TTM		3/31/2016		-2,599,100		Other Cash flows from Investing

		TTM		3/31/2015		-1,782,300		Other Cash flows from Investing

		NGrumman		12/31/2016		115,000		Other Cash flows from Investing

		NGrumman		12/31/2015		40,000		Other Cash flows from Investing

		NGrumman		12/31/2014		-84,000		Other Cash flows from Investing

		Philips		12/31/2016		-637,000		Other Cash flows from Investing

		Philips		12/31/2015		-1,462,000		Other Cash flows from Investing

		Philips		12/31/2014		-654,000		Other Cash flows from Investing

		Ferrari		12/31/2016		-172,356		Other Cash flows from Investing

		Ferrari		12/31/2015		-143,971		Other Cash flows from Investing

		Ferrari		12/31/2014		-145,274		Other Cash flows from Investing

		Ford		12/31/2016		-145,000		Sale Purchase of Stock

		Ford		12/31/2015		-129,000		Sale Purchase of Stock

		Ford		12/31/2014		-1,964,000		Sale Purchase of Stock

		Tesla		12/31/2016		2,067,078		Sale Purchase of Stock

		Tesla		12/31/2015		856,611		Sale Purchase of Stock

		Tesla		12/31/2014		489,615		Sale Purchase of Stock

		GM		12/31/2016		-2,500,000		Sale Purchase of Stock

		GM		12/31/2015		-3,520,000		Sale Purchase of Stock

		GM		12/31/2014		-3,277,000		Sale Purchase of Stock

		GE		12/31/2016		-21,429,000		Sale Purchase of Stock

		GE		12/31/2015		-1,099,000		Sale Purchase of Stock

		GE		12/31/2014		-1,218,000		Sale Purchase of Stock

		Boeing		12/31/2016		-6,680,000		Sale Purchase of Stock

		Boeing		12/31/2015		-6,352,000		Sale Purchase of Stock

		Boeing		12/31/2014		-5,658,000		Sale Purchase of Stock

		LM		12/31/2016		-1,990,000		Sale Purchase of Stock

		LM		12/31/2015		-2,897,000		Sale Purchase of Stock

		LM		12/31/2014		-1,592,000		Sale Purchase of Stock

		Deere		10/31/2016		-169,400		Sale Purchase of Stock

		Deere		10/31/2015		-2,598,600		Sale Purchase of Stock

		Deere		10/31/2014		-2,581,600		Sale Purchase of Stock

		CAT		12/31/2016		-23,000		Sale Purchase of Stock

		CAT		12/31/2015		-1,992,000		Sale Purchase of Stock

		CAT		12/31/2014		-3,995,000		Sale Purchase of Stock

		Goodyear		12/31/2016		-487,000		Sale Purchase of Stock

		Goodyear		12/31/2015		-127,000		Sale Purchase of Stock

		Goodyear		12/31/2014		-195,000		Sale Purchase of Stock

		Toyota		3/31/2017		-6,318,000		Sale Purchase of Stock

		Toyota		3/31/2016		-2,698,000		Sale Purchase of Stock

		Toyota		3/31/2015		-2,900,000		Sale Purchase of Stock

		IBM		12/31/2016		-3,298,000		Sale Purchase of Stock

		IBM		12/31/2015		-4,287,000		Sale Purchase of Stock

		IBM		12/31/2014		-12,970,000		Sale Purchase of Stock

		Honda		3/31/2017		0		Sale Purchase of Stock

		Honda		3/31/2016		0		Sale Purchase of Stock

		Honda		3/31/2015		0		Sale Purchase of Stock

		P&G		6/30/2017		-2,731,000		Sale Purchase of Stock

		P&G		6/30/2016		-1,332,000		Sale Purchase of Stock

		P&G		6/30/2015		-1,778,000		Sale Purchase of Stock

		SONY		3/31/2017		-687,000		Sale Purchase of Stock

		SONY		3/31/2016		2,684,000		Sale Purchase of Stock

		SONY		3/31/2015		2,684,000		Sale Purchase of Stock

		J&J		1/1/2017		-7,790,000		Sale Purchase of Stock

		J&J		1/3/2016		-4,285,000		Sale Purchase of Stock

		J&J		12/28/2014		-5,581,000		Sale Purchase of Stock

		ABB		12/31/2016		-1,107,000		Sale Purchase of Stock

		ABB		12/31/2015		-1,380,000		Sale Purchase of Stock

		ABB		12/31/2014		-965,000		Sale Purchase of Stock

		TTM		3/31/2017		800		Sale Purchase of Stock

		TTM		3/31/2016		1,122,500		Sale Purchase of Stock

		TTM		3/31/2015		1,122,500		Sale Purchase of Stock

		NGrumman		12/31/2016		-1,547,000		Sale Purchase of Stock

		NGrumman		12/31/2015		-3,182,000		Sale Purchase of Stock

		NGrumman		12/31/2014		-2,668,000		Sale Purchase of Stock

		Philips		12/31/2016		315,000		Sale Purchase of Stock

		Philips		12/31/2015		-462,000		Sale Purchase of Stock

		Philips		12/31/2014		-721,000		Sale Purchase of Stock

		Ferrari		12/31/2016		1,460		Sale Purchase of Stock

		Ferrari		12/31/2015		-9,234		Sale Purchase of Stock

		Ferrari		12/31/2014		-9,234		Sale Purchase of Stock

		Ford		12/31/2016		19,792,000		Total Cash Flow from Operations

		Ford		12/31/2015		16,170,000		Total Cash Flow from Operations

		Ford		12/31/2014		14,507,000		Total Cash Flow from Operations

		Tesla		12/31/2016		-123,829		Total Cash Flow from Operations

		Tesla		12/31/2015		-524,499		Total Cash Flow from Operations

		Tesla		12/31/2014		-57,337		Total Cash Flow from Operations

		GM		12/31/2016		16,545,000		Total Cash Flow from Operations

		GM		12/31/2015		11,691,000		Total Cash Flow from Operations

		GM		12/31/2014		10,061,000		Total Cash Flow from Operations

		GE		12/31/2016		-244,000		Total Cash Flow from Operations

		GE		12/31/2015		19,891,000		Total Cash Flow from Operations

		GE		12/31/2014		27,709,000		Total Cash Flow from Operations

		Boeing		12/31/2016		10,499,000		Total Cash Flow from Operations

		Boeing		12/31/2015		9,363,000		Total Cash Flow from Operations

		Boeing		12/31/2014		8,858,000		Total Cash Flow from Operations

		LM		12/31/2016		5,189,000		Total Cash Flow from Operations

		LM		12/31/2015		5,101,000		Total Cash Flow from Operations

		LM		12/31/2014		3,866,000		Total Cash Flow from Operations

		Deere		10/31/2016		3,764,300		Total Cash Flow from Operations

		Deere		10/31/2015		3,740,300		Total Cash Flow from Operations

		Deere		10/31/2014		3,525,900		Total Cash Flow from Operations

		CAT		12/31/2016		5,608,000		Total Cash Flow from Operations

		CAT		12/31/2015		6,675,000		Total Cash Flow from Operations

		CAT		12/31/2014		8,057,000		Total Cash Flow from Operations

		Goodyear		12/31/2016		1,504,000		Total Cash Flow from Operations

		Goodyear		12/31/2015		1,687,000		Total Cash Flow from Operations

		Goodyear		12/31/2014		340,000		Total Cash Flow from Operations

		Toyota		3/31/2017		30,640,000		Total Cash Flow from Operations

		Toyota		3/31/2016		39,689,000		Total Cash Flow from Operations

		Toyota		3/31/2015		30,734,000		Total Cash Flow from Operations

		IBM		12/31/2016		16,958,000		Total Cash Flow from Operations

		IBM		12/31/2015		17,008,000		Total Cash Flow from Operations

		IBM		12/31/2014		16,868,000		Total Cash Flow from Operations

		Honda		3/31/2017		7,943,000		Total Cash Flow from Operations

		Honda		3/31/2016		12,376,000		Total Cash Flow from Operations

		Honda		3/31/2015		8,509,000		Total Cash Flow from Operations

		P&G		6/30/2017		12,753,000		Total Cash Flow from Operations

		P&G		6/30/2016		15,435,000		Total Cash Flow from Operations

		P&G		6/30/2015		14,608,000		Total Cash Flow from Operations

		SONY		3/31/2017		7,263,000		Total Cash Flow from Operations

		SONY		3/31/2016		6,665,000		Total Cash Flow from Operations

		SONY		3/31/2015		6,293,000		Total Cash Flow from Operations

		J&J		1/1/2017		18,767,000		Total Cash Flow from Operations

		J&J		1/3/2016		19,569,000		Total Cash Flow from Operations

		J&J		12/28/2014		18,710,000		Total Cash Flow from Operations

		ABB		12/31/2016		3,843,000		Total Cash Flow from Operations

		ABB		12/31/2015		3,818,000		Total Cash Flow from Operations

		ABB		12/31/2014		3,845,000		Total Cash Flow from Operations

		TTM		3/31/2017		4,667,900		Total Cash Flow from Operations

		TTM		3/31/2016		5,658,400		Total Cash Flow from Operations

		TTM		3/31/2015		5,838,800		Total Cash Flow from Operations

		NGrumman		12/31/2016		2,813,000		Total Cash Flow from Operations

		NGrumman		12/31/2015		2,162,000		Total Cash Flow from Operations

		NGrumman		12/31/2014		2,593,000		Total Cash Flow from Operations

		Philips		12/31/2016		2,008,000		Total Cash Flow from Operations

		Philips		12/31/2015		1,268,000		Total Cash Flow from Operations

		Philips		12/31/2014		1,577,000		Total Cash Flow from Operations

		Ferrari		12/31/2016		1,060,341		Total Cash Flow from Operations

		Ferrari		12/31/2015		768,310		Total Cash Flow from Operations

		Ferrari		12/31/2014		515,564		Total Cash Flow from Operations

		Ford		12/31/2016		7,458,000		Total Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2015		14,322,000		Total Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2014		3,423,000		Total Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2016		3,743,976		Total Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2015		1,523,523		Total Cash Flows from Financing

		Tesla		12/31/2014		2,143,130		Total Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2016		17,139,000		Total Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2015		13,686,000		Total Cash Flows from Financing

		GM		12/31/2014		5,675,000		Total Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2016		-89,131,000		Total Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2015		-76,054,000		Total Cash Flows from Financing

		GE		12/31/2014		-16,956,000		Total Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2016		-9,587,000		Total Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2015		-7,920,000		Total Cash Flows from Financing

		Boeing		12/31/2014		-8,593,000		Total Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2016		-3,457,000		Total Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2015		4,277,000		Total Cash Flows from Financing

		LM		12/31/2014		-3,314,000		Total Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2016		-2,400,500		Total Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2015		-2,119,100		Total Cash Flows from Financing

		Deere		10/31/2014		-288,300		Total Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2016		-3,112,000		Total Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2015		-3,870,000		Total Cash Flows from Financing

		CAT		12/31/2014		-2,996,000		Total Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2016		-860,000		Total Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2015		-985,000		Total Cash Flows from Financing

		Goodyear		12/31/2014		-11,000		Total Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2017		-3,367,000		Total Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2016		-3,769,000		Total Cash Flows from Financing

		Toyota		3/31/2015		2,552,000		Total Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2016		-5,791,000		Total Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2015		-9,166,000		Total Cash Flows from Financing

		IBM		12/31/2014		-15,452,000		Total Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2017		1,036,000		Total Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2016		-848,000		Total Cash Flows from Financing

		Honda		3/31/2015		104,000		Total Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2017		-8,568,000		Total Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2016		-9,213,000		Total Cash Flows from Financing

		P&G		6/30/2015		-13,019,000		Total Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2017		4,059,000		Total Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2016		3,382,000		Total Cash Flows from Financing

		SONY		3/31/2015		-2,195,000		Total Cash Flows from Financing

		J&J		1/1/2017		-8,551,000		Total Cash Flows from Financing

		J&J		1/3/2016		-11,136,000		Total Cash Flows from Financing

		J&J		12/28/2014		-12,499,000		Total Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2016		-3,355,000		Total Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2015		-3,380,000		Total Cash Flows from Financing

		ABB		12/31/2014		-3,024,000		Total Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2017		955,600		Total Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2016		-572,700		Total Cash Flows from Financing

		TTM		3/31/2015		489,100		Total Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2016		-1,786,000		Total Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2015		-3,275,000		Total Cash Flows from Financing

		NGrumman		12/31/2014		-3,235,000		Total Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2016		-443,000		Total Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2015		552,000		Total Cash Flows from Financing

		Philips		12/31/2014		-1,439,000		Total Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2016		-433,541		Total Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2015		-381,590		Total Cash Flows from Financing

		Ferrari		12/31/2014		-147,163		Total Cash Flows from Financing

		Ford		12/31/2016		-25,352,000		Total Cash Flows from Investing

		Ford		12/31/2015		-26,162,000		Total Cash Flows from Investing

		Ford		12/31/2014		-21,124,000		Total Cash Flows from Investing

		Tesla		12/31/2016		-1,416,430		Total Cash Flows from Investing

		Tesla		12/31/2015		-1,673,551		Total Cash Flows from Investing

		Tesla		12/31/2014		-990,444		Total Cash Flows from Investing

		GM		12/31/2016		-35,643,000		Total Cash Flows from Investing

		GM		12/31/2015		-27,710,000		Total Cash Flows from Investing

		GM		12/31/2014		-15,359,000		Total Cash Flows from Investing

		GE		12/31/2016		49,202,000		Total Cash Flows from Investing

		GE		12/31/2015		59,488,000		Total Cash Flows from Investing

		GE		12/31/2014		-5,034,000		Total Cash Flows from Investing

		Boeing		12/31/2016		-3,380,000		Total Cash Flows from Investing

		Boeing		12/31/2015		-1,846,000		Total Cash Flows from Investing

		Boeing		12/31/2014		2,467,000		Total Cash Flows from Investing

		LM		12/31/2016		-985,000		Total Cash Flows from Investing

		LM		12/31/2015		-9,734,000		Total Cash Flows from Investing

		LM		12/31/2014		-1,723,000		Total Cash Flows from Investing

		Deere		10/31/2016		-1,177,200		Total Cash Flows from Investing

		Deere		10/31/2015		-1,058,700		Total Cash Flows from Investing

		Deere		10/31/2014		-2,881,000		Total Cash Flows from Investing

		CAT		12/31/2016		-1,760,000		Total Cash Flows from Investing

		CAT		12/31/2015		-3,517,000		Total Cash Flows from Investing

		CAT		12/31/2014		-3,627,000		Total Cash Flows from Investing

		Goodyear		12/31/2016		-973,000		Total Cash Flows from Investing

		Goodyear		12/31/2015		-1,262,000		Total Cash Flows from Investing

		Goodyear		12/31/2014		-851,000		Total Cash Flows from Investing

		Toyota		3/31/2017		-26,653,000		Total Cash Flows from Investing

		Toyota		3/31/2016		-28,316,000		Total Cash Flows from Investing

		Toyota		3/31/2015		-31,799,000		Total Cash Flows from Investing

		IBM		12/31/2016		-10,976,000		Total Cash Flows from Investing

		IBM		12/31/2015		-8,159,000		Total Cash Flows from Investing

		IBM		12/31/2014		-3,001,000		Total Cash Flows from Investing

		Honda		3/31/2017		-5,839,000		Total Cash Flows from Investing

		Honda		3/31/2016		-7,786,000		Total Cash Flows from Investing

		Honda		3/31/2015		-7,009,000		Total Cash Flows from Investing

		P&G		6/30/2017		-5,689,000		Total Cash Flows from Investing

		P&G		6/30/2016		-5,575,000		Total Cash Flows from Investing

		P&G		6/30/2015		-2,890,000		Total Cash Flows from Investing

		SONY		3/31/2017		-11,253,000		Total Cash Flows from Investing

		SONY		3/31/2016		-9,168,000		Total Cash Flows from Investing

		SONY		3/31/2015		-5,334,000		Total Cash Flows from Investing

		J&J		1/1/2017		-4,761,000		Total Cash Flows from Investing

		J&J		1/3/2016		-7,735,000		Total Cash Flows from Investing

		J&J		12/28/2014		-12,305,000		Total Cash Flows from Investing

		ABB		12/31/2016		-1,305,000		Total Cash Flows from Investing

		ABB		12/31/2015		-974,000		Total Cash Flows from Investing

		ABB		12/31/2014		-1,121,000		Total Cash Flows from Investing

		TTM		3/31/2017		-5,894,000		Total Cash Flows from Investing

		TTM		3/31/2016		-5,594,800		Total Cash Flows from Investing

		TTM		3/31/2015		-5,499,700		Total Cash Flows from Investing

		NGrumman		12/31/2016		-805,000		Total Cash Flows from Investing

		NGrumman		12/31/2015		-431,000		Total Cash Flows from Investing

		NGrumman		12/31/2014		-645,000		Total Cash Flows from Investing

		Philips		12/31/2016		-1,231,000		Total Cash Flows from Investing

		Philips		12/31/2015		-2,109,000		Total Cash Flows from Investing

		Philips		12/31/2014		-1,191,000		Total Cash Flows from Investing

		Ferrari		12/31/2016		-338,007		Total Cash Flows from Investing

		Ferrari		12/31/2015		-344,431		Total Cash Flows from Investing

		Ferrari		12/31/2014		-350,646		Total Cash Flows from Investing







• クロス集計表を、縦型(カラム型)データに変換（Tableau DesktopもしくはTableau Prep）
• 財務データやアンケート調査データの整形に対してよく用いられる
• メジャーデータの集約による、分析作業の利便性向上

ピボット（後ほどハンズオンで実践）



主要な費目は1列ずつ持っていると便利

・「金額」の構成比の内訳（赤）

・費目項目ごとの関係性（青）
（売上高、営業利益、広告宣伝費、その他販管費）

Ex. 固定費/売上の割合を見たい等

両方の分析、多様な見方に対応できます。



データの持ち方は両方想定される

P/L費目1 P/L費目2 P/L費目3 事業部 金額
その他限界利益 その他限界利益 EMS例外作業費 事業部A -5
その他限界利益 その他限界利益 SZ利益 事業部A 0
その他限界利益 その他限界利益 その他限界利益ほか 事業部A 0
その他限界利益 その他限界利益 ほか（連結調整、構内外注費等） 事業部A -10
その他限界利益 その他限界利益 実績未分解 事業部A 0
その他限界利益 その他限界利益 販社限界利益 事業部A 5
その他限界利益 その他限界利益 在庫増減 事業部A 0
その他限界利益 その他限界利益 在庫増減 事業部A -5
営業利益 営業利益  事業部A 65
限界利益 限界利益  事業部A 165
固定費 海外販社 海外販社1 事業部A 0
固定費 海外販社 海外販社2 事業部A 1
固定費 海外販社 海外販社3 事業部A 2
固定費 海外販社 海外販社4 事業部A 0
固定費 海外販社 海外販社5 事業部A 3
固定費 海外販社 海外販社6 事業部A 0
固定費 海外販社 海外販社7 事業部A 0
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) ほか 事業部A 0
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 事業所A 事業部A 0
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 社内振替（試作加工費） 事業部A -5
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 事業所(発生ﾍﾞｰｽ) 事業部A 25
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 事業所(発生ﾍﾞｰｽ) 事業部A 0
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 事業所(発生ﾍﾞｰｽ) 事業部A 0
固定費 事業所(負担ﾍﾞｰｽ) 事業所(発生ﾍﾞｰｽ) 事業部A 0

固定費 実力変動費 売上高 事業部
0 0 75 事業部A
0 0 0 事業部A
1 0 165 事業部A
0 0 0 事業部A
1 0 10 事業部A
2 20 50 事業部A
0 10 0 事業部A
3 0 80 事業部A
0 0 100 事業部A
0 10 180 事業部A
0 300 200 事業部A
0 5 0 事業部A

「金額」の構成比の内訳

・ウォーターフォールチャート等

◆「勘定科目」「金額」という
2列にまとめると扱いやすい

勘定科目ごとの関係を見たい

・固定費/売上の割合を見たい等

◆主要な科目は列で持つと便利


PL実績

		P/L費目分類		限界利益率		営業利益率		固定費		実力変動費		固定費率		実力変動費率		最新日付		年度用日付		年度半期		P/Lへ移動		売上高		金額 (WFサイズ用)		金額 (正負化)		売上高比		空白		レコード数		P/L費目1		P/L費目2		P/L費目3		事業部		金額

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-10

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				65		-65						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		65

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		165

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-5

		費用						25								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		25

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		5

		費用						15								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		15

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						7								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		7

		費用						8								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		8

		費用						9								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		9

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		3

		費用						4								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		4

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		5

		費用						6								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		6

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		180

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								20						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		20

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		10

		費用								300						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				300		-300						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		300

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		5

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		10

		費用								-10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		10

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		550		-550		550		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		550

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-10

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				65		-65						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		65

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		165

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-5

		費用						25								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		25

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		5

		費用						15								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		15

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						7								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		7

		費用						8								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		8

		費用						9								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		9

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		3

		費用						4								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		4

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		5

		費用						6								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		6

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		180

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								20						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		20

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		10

		費用								300						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				300		-300						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		300

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		5

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		10

		費用								-10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		10

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		550		-550		550		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		550

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-10

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				65		-65						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		65

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		165

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-5

		費用						25								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		25

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		5

		費用						15								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		15

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						7								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		7

		費用						8								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		8

		費用						9								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		9

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						4								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		4

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		5

		費用						6								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		6

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		180

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								20						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		20

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		10

		費用								300						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				300		-300						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		300

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		5

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		10

		費用								-10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		10

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		550		-550		550		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		550

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-10

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				65		-65						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		65

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		165

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-5

		費用						25								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		25

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		5

		費用						15								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		15

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						7								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		7

		費用						8								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		8

		費用						9								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		9

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						4								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		4

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		5

		費用						6								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		6

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		180

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								20						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		20

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		10

		費用								300						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				300		-300						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		300

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		5

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		10

		費用								-10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		10

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		550		-550		550		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		550

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-10

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				65		-65						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		65

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		165

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-5

		費用						25								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		25

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		5

		費用						15								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		15

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						7								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		7

		費用						8								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		8

		費用						9								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		9

		費用						1								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						4								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		4

		費用						5								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		5

		費用						6								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		6

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		180

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								20						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		20

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		10

		費用								300						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				300		-300						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		300

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		5

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		10

		費用								-10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-10

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		10

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2015年10月時点）		10/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		550		-550		550		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		550

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-11

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		11

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				120		-120						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		120

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-6

		費用						30								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				30		-30						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		30

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		5

		費用						17								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		17

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		7

		費用						9								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		9

		費用						9								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		9

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		3

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		4

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		6

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		7

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				137		-137						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		137

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								20						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		20

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		11

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		12

		費用								354						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				354		-354						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		354

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		6

		費用								10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		10

		費用								-10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-10

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		11

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		568		-568		568		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		568

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-10

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				38		-38						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		38

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				149		-149						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		149

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		4

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-5

		費用						29								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		29

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		5

		費用						18								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				18		-18						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		18

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		7

		費用						8								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		8

		費用						10								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		10

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		3

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		5

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		6

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		6

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				164		-164						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		164

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								24						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		24

		費用								10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		10

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		11

		費用								355						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				355		-355						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		355

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		5

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		12

		費用								-11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-11

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		11

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		597		-597		597		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		597

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-11

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				72		-72						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		72

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				183		-183						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		183

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		4

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-5

		費用						29								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		29

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		6

		費用						17								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		17

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		7

		費用						9								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		9

		費用						10								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		10

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		5

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		5

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		6

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				199		-199						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		199

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								20						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		20

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		12

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		11

		費用								357						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				357		-357						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		357

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		6

		費用								10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		10

		費用								-11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-11

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		10

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		631		-631		631		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		631

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-11

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				115		-115						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		115

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				225		-225						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		225

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-5

		費用						28								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		28

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		6

		費用						17								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		17

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		7

		費用						9								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		9

		費用						10								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		10

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		4

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		5

		費用						5								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		5

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		6

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				240		-240						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		240

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								24						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		24

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		11

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		12

		費用								308						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				308		-308						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		308

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		6

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		11

		費用								-12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-12

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		12

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		629		-629		629		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		629

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-11

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		5

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-6

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				41		-41						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		41

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				152		-152						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		152

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		4

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-6

		費用						29								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		29

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		6

		費用						17								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		17

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						8								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		8

		費用						8								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		8

		費用						10								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		10

		費用						1								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						4								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		4

		費用						6								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		6

		費用						7								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		7

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				170		-170						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		170

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								21						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				21		-21						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		21

		費用								12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		12

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		11

		費用								328						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				328		-328						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		328

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		5

		費用								11						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		11

		費用								-12						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-12

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		10

		費用								6						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2015年11月時点）		11/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		572		-572		572		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		572

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-12

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				30		-30						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		30

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				138		-138						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		138

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						4								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		4

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-5

		費用						28								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		28

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		5

		費用						17								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		17

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		7

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		9

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		9

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		3

		費用						4								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		4

		費用						5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		5

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		7

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				156		-156						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		156

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								23						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				23		-23						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		23

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		10

		費用								320						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				320		-320						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		320

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		5

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		10

		費用								-12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-12

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		12

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		551		-551		551		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		551

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-11

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		5

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				42		-42						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		42

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				152		-152						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		152

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-6

		費用						28								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		28

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		6

		費用						17								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		17

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		7

		費用						8								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		8

		費用						10								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		10

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						4								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		4

		費用						5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		5

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		6

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		7

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				170		-170						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		170

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								21						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				21		-21						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		21

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		11

		費用								343						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				343		-343						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		343

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		6

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		10

		費用								-10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-10

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		12

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		591		-591		591		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		591

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-11

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		-11

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				99		-99						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		99

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-6

		費用						28								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		28

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		6

		費用						16								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				16		-16						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		16

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						8								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		8

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		9

		費用						11								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		11

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						4								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		4

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		6

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		7

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				115		-115						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		115

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								23						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				23		-23						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		23

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		11

		費用								359						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				359		-359						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		359

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		6

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		10

		費用								-11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		11

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		552		-552		552		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		552

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-11

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		5

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				86		-86						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		86

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				189		-189						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		189

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-6

		費用						26								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				26		-26						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		26

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		5

		費用						16								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				16		-16						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		16

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		7

		費用						8								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		8

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		9

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						4								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		4

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		6

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		7

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				206		-206						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		206

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								22						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		22

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		12

		費用								345						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				345		-345						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		345

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		5

		費用								12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		12

		費用								-12						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-12

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		10

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		627		-627		627		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		627

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-12

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		6

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				99		-99						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		99

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				209		-209						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		209

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-6

		費用						29								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		29

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		6

		費用						16								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				16		-16						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		16

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						8								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		8

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		9

		費用						9								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		9

		費用						1								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						5								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		5

		費用						6								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		6

		費用						7								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		7

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				226		-226						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		226

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								22						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		22

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		10

		費用								314						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				314		-314						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		314

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		6

		費用								11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		11

		費用								-11						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-11

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		10

		費用								5						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2015年12月時点）		12/1/14		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		616		-616		616		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		616

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-11

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				109		-109						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		109

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				219		-219						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		219

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-6

		費用						27								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				27		-27						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		27

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		5

		費用						17								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		17

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						7								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		7

		費用						9								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		9

		費用						11								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		11

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						4								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		4

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		5

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		6

		費用						7								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		7

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				236		-236						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		236

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								21						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				21		-21						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		21

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		11

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		11

		費用								324						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				324		-324						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		324

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		6

		費用								10						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		10

		費用								-11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-11

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		11

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		635		-635		635		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		635

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-11

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				101		-101						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		101

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				206		-206						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		206

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-5

		費用						28								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		28

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		5

		費用						15								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		15

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						7								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		7

		費用						8								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		8

		費用						10								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		10

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		3

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		5

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		5

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		6

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				224		-224						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		224

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								21						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				21		-21						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		21

		費用								10						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		10

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		11

		費用								344						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				344		-344						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		344

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		5

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		12

		費用								-11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-11

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		11

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		644		-644		644		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		644

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-10

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				100		-100						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		100

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				207		-207						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		207

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-6

		費用						28								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		28

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		6

		費用						17								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		17

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						7								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		7

		費用						8								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		8

		費用						10								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		10

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						4								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		4

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		5

		費用						7								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		7

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				224		-224						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		224

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								24						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		24

		費用								10						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		10

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		11

		費用								329						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				329		-329						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		329

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		5

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		12

		費用								-11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-11

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		11

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		632		-632		632		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		632

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-10

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		6

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				111		-111						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		111

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-5

		費用						25								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		25

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		6

		費用						15								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		15

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						8								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		8

		費用						9								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		9

		費用						10								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		10

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						4								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		4

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		6

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		6

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				126		-126						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		126

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								24						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		24

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		12

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		12

		費用								355						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				355		-355						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		355

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		6

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		12

		費用								-10						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-10

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		11

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		564		-564		564		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		564

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-12

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				94		-94						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		94

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				201		-201						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		201

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						4								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		4

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-6

		費用						28								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		28

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		6

		費用						16								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				16		-16						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		16

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						8								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		8

		費用						9								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		9

		費用						9								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		9

		費用						1								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						4								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		4

		費用						5								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		5

		費用						6								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		6

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				218		-218						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		218

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								23						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				23		-23						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		23

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		12

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		11

		費用								302						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				302		-302						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		302

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		5

		費用								11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		11

		費用								-11						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-11

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								12						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		12

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2016年1月時点）		1/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		600		-600		600		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		600

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-12

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				89		-89						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		89

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				201		-201						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		201

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-5

		費用						29								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		29

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		6

		費用						17								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		17

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		8

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		9

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		9

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		4

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		4

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		6

		費用						7								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		7

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				218		-218						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		218

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								24						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		24

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		11

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		11

		費用								359						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				359		-359						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		359

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		6

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		11

		費用								-10						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-10

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		12

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		658		-658		658		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		658

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-11

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				40		-40						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		40

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				148		-148						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		148

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-6

		費用						27								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				27		-27						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		27

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		6

		費用						18								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				18		-18						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		18

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		8

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		9

		費用						10								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		10

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		3

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		4

		費用						5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		5

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		6

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				163		-163						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		163

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								24						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		24

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		11

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		11

		費用								324						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				324		-324						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		324

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		5

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		11

		費用								-12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-12

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		12

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		565		-565		565		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		565

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-11

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				58		-58						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		58

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				167		-167						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		167

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-5

		費用						27								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				27		-27						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		27

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		5

		費用						17								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		17

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		8

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		9

		費用						11								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		11

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		4

		費用						5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		5

		費用						7								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		7

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				184		-184						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		184

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								24						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		24

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		11

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		11

		費用								337						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				337		-337						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		337

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		6

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		11

		費用								-10						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-10

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		12

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		603		-603		603		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		603

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-11

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				63		-63						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		63

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				173		-173						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		173

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-6

		費用						29								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				29		-29						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		29

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		6

		費用						17								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		17

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		8

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		8

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		9

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		4

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		4

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		6

		費用						7								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		7

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				190		-190						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		190

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								20						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				20		-20						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		20

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		11

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		11

		費用								322						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				322		-322						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		322

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		5

		費用								12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		12

		費用								-11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-11

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		11

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		588		-588		588		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		588

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-12

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		6

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				52		-52						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		52

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				163		-163						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		163

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						4								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		4

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-5

		費用						26								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				26		-26						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		26

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		6

		費用						17								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		17

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						8								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		8

		費用						9								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		9

		費用						10								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		10

		費用						1								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						5								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		5

		費用						6								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		6

		費用						7								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		7

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				180		-180						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		180

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								22						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		22

		費用								10						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		10

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		10

		費用								330						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				330		-330						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		330

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		5

		費用								11						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		11

		費用								-10						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-10

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								12						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		12

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								5						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2016年2月時点）		2/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		586		-586		586		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		586

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部A		-6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部A		-11

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部A		5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部A		-5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				51		-51						1		営業利益		営業利益		 		事業部A		51

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				164		-164						1		限界利益		限界利益		 		事業部A		164

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部A		2

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部A		0

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部A		0

		費用						-5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部A		-5

		費用						28								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		28

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		6

		費用						18								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				18		-18						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		18

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部A		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部A		1

		費用						8								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部A		8

		費用						9								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部A		9

		費用						10								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部A		10

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部A		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部A		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部A		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部A		0

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部A		2

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部A		4

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部A		4

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部A		6

		費用						7								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部A		7

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部A		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部A		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				181		-181						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部A		181

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部A		0

		費用								24						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				24		-24						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部A		24

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部A		10

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部A		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部A		10

		費用								332						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				332		-332						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部A		332

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部A		5

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部A		10

		費用								-11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部A		-11

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		10

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部A		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部A		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部A		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部A		0

		売上														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		589		-589		589		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部A		589

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部B		-11

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部B		5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部B		-6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				83		-83						1		営業利益		営業利益		 		事業部B		83

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				188		-188						1		限界利益		限界利益		 		事業部B		188

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部B		2

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部B		0

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部B		0

		費用						-6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部B		-6

		費用						27								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				27		-27						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		27

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		5

		費用						15								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		15

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部B		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部B		1

		費用						7								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部B		7

		費用						9								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部B		9

		費用						10								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部B		10

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部B		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部B		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部B		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部B		0

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部B		2

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部B		4

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部B		4

		費用						5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部B		5

		費用						7								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部B		7

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部B		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部B		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				206		-206						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部B		206

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部B		0

		費用								22						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部B		22

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部B		10

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部B		0

		費用								12						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部B		12

		費用								327						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				327		-327						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部B		327

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部B		5

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部B		11

		費用								-12						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-12		12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部B		-12

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		10

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部B		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部B		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部B		0

		売上														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		607		-607		607		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部B		607

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部C		-11

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部C		6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部C		-5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				129		-129						1		営業利益		営業利益		 		事業部C		129

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				235		-235						1		限界利益		限界利益		 		事業部C		235

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部C		2

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部C		0

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部C		0

		費用						-6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部C		-6

		費用						28								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				28		-28						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		28

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		5

		費用						15								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		15

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部C		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部C		1

		費用						7								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				7		-7						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部C		7

		費用						8								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部C		8

		費用						11								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部C		11

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部C		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部C		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部C		0

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部C		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部C		3

		費用						5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部C		5

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部C		6

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部C		6

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部C		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部C		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				250		-250						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部C		250

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部C		0

		費用								22						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部C		22

		費用								12						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部C		12

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部C		11

		費用								307						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				307		-307						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部C		307

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部C		6

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部C		11

		費用								-11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-11		11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部C		-11

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		11

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部C		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部C		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部C		0

		売上														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		636		-636		636		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部C		636

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部D		-6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部D		-11

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部D		5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部D		-6

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				59		-59						1		営業利益		営業利益		 		事業部D		59

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				165		-165						1		限界利益		限界利益		 		事業部D		165

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部D		2

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部D		0

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部D		0

		費用						-6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-6		6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部D		-6

		費用						25								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				25		-25						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		25

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		6

		費用						17								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				17		-17						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		17

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部D		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部D		1

		費用						8								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部D		8

		費用						9								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部D		9

		費用						10								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部D		10

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部D		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部D		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部D		0

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部D		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部D		3

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部D		4

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部D		6

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部D		6

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部D		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部D		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				183		-183						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部D		183

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部D		0

		費用								23						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				23		-23						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部D		23

		費用								12						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部D		12

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部D		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部D		10

		費用								360						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				360		-360						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部D		360

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部D		5

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部D		11

		費用								-10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部D		-10

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		10

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部D		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部D		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部D		0

		売上														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		620		-620		620		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部D		620

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		EMS例外作業費		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		SZ利益		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		その他限界利益ほか		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		その他限界利益		その他限界利益		ほか（連結調整、構内外注費等）		事業部E		-12

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		実績未分解		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		その他限界利益		その他限界利益		販社限界利益		事業部E		5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		その他限界利益		その他限界利益		在庫増減		事業部E		-5

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				45		-45						1		営業利益		営業利益		 		事業部E		45

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				156		-156						1		限界利益		限界利益		 		事業部E		156

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社1		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		海外販社		海外販社2		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		海外販社		海外販社3		事業部E		2

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社4		事業部E		0

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		海外販社		海外販社5		事業部E		4

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社6		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		海外販社		海外販社7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		ほか		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所A		事業部E		0

		費用						-5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-5		5						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		社内振替（試作加工費）		事業部E		-5

		費用						30								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				30		-30						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		30

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		6

		費用						15								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				15		-15						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		15

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		事業所(負担ﾍﾞｰｽ)		事業所(発生ﾍﾞｰｽ)		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財1		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財2		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		知財		知財3		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		調整		 		事業部E		0

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織1		事業部E		1

		費用						8								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				8		-8						1		固定費		本社組織		本社組織10		事業部E		8

		費用						9								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				9		-9						1		固定費		本社組織		本社組織11		事業部E		9

		費用						11								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		固定費		本社組織		本社組織12		事業部E		11

		費用						1								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		固定費		本社組織		本社組織13		事業部E		1

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織14		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織15		事業部E		3

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織16		事業部E		0

		費用						2								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				2		-2						1		固定費		本社組織		本社組織2		事業部E		2

		費用						3								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				3		-3						1		固定費		本社組織		本社組織3		事業部E		3

		費用						4								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				4		-4						1		固定費		本社組織		本社組織4		事業部E		4

		費用						5								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		固定費		本社組織		本社組織5		事業部E		5

		費用						6								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		固定費		本社組織		本社組織6		事業部E		6

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織7		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織8		事業部E		0

		費用						0								年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		固定費		本社組織		本社組織9		事業部E		0

		利益														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				173		-173						1		実力限界利益		実力限界利益		 		事業部E		173

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費1		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費2		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費3		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費4		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費5		事業部E		0

		費用								22						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				22		-22						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費6		事業部E		22

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費7		事業部E		11

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費8		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		後工程加工費		後工程加工費9		事業部E		0

		費用								10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				10		-10						1		実力変動費		後工程加工費		調整（後工程加工費）		事業部E		10

		費用								333						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				333		-333						1		実力変動費		材料費・外注加工費		後工程材料費		事業部E		333

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程外注加工費		事業部E		6

		費用								12						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				12		-12						1		実力変動費		材料費・外注加工費		前工程材料		事業部E		12

		費用								-10						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				-10		10						1		実力変動費		材料費・外注加工費		調整（材料費・外注加工費）		事業部E		-10

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		調整（会計起因ほか）		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								11						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				11		-11						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		11

		費用								5						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				5		-5						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		5

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		後責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								6						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				6		-6						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		6

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		仕損費		前責仕損		事業部E		0

		費用								0						年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		実力変動費		実力変動費ほか		 		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		RMA		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		のれん償却費		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		他費用ほか		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		評価減		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		不良償却		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				1		-1						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		1

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		原価差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		洗替差額		事業部E		0

		費用														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動				0		0						1		他費用		他費用		未実現		事業部E		0

		売上														年度累計　（2016年3月時点）		3/1/15		下半期		P/Lダッシュボード へ移動		585		-585		585		0.00%				1		売上高		売上高		 		事業部E		585






PL実績

		固定費		実力変動費		売上高 ウリアゲ ダカ		事業部

		0		0		75		事業部A

		0		0		0		事業部A

		1		0		165		事業部A

		0		0		0		事業部A

		1		0		10		事業部A

		2		20		50		事業部A

		0		10		0		事業部A

		3		0		80		事業部A

		0		0		100		事業部A

		0		10		180		事業部A

		0		300		200		事業部A

		0		5		0		事業部A

		-5				-5		事業部A

						180		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				20		20		事業部A

				10		10		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				10		10		事業部A

				300		300		事業部A

				5		5		事業部A

				10		10		事業部A

				-10		-10		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				10		10		事業部A

				5		5		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				5		5		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				5		5		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

						1		事業部A

						1		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						1		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						550		事業部A

						-5		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						-10		事業部B

						0		事業部B

						5		事業部B

						0		事業部B

						-5		事業部B

						65		事業部B

						165		事業部B

		0				0		事業部B

		1				1		事業部B

		2				2		事業部B

		0				0		事業部B

		3				3		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		-5				-5		事業部B

		25				25		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		5				5		事業部B

		15				15		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		1				1		事業部B

		7				7		事業部B

		8				8		事業部B

		9				9		事業部B

		1				1		事業部B

		2				2		事業部B

		3				3		事業部B

		0				0		事業部B

		2				2		事業部B

		3				3		事業部B

		4				4		事業部B

		5				5		事業部B

		6				6		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

						180		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				20		20		事業部B

				10		10		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				10		10		事業部B

				300		300		事業部B

				5		5		事業部B

				10		10		事業部B

				-10		-10		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				10		10		事業部B

				5		5		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				5		5		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				5		5		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

				0		0		事業部B

						1		事業部B

						1		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						1		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						550		事業部B

						-5		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						-10		事業部C

						0		事業部C

						5		事業部C

						0		事業部C

						-5		事業部C

						65		事業部C

						165		事業部C

		0				0		事業部C

		1				1		事業部C

		2				2		事業部C

		0				0		事業部C

		3				3		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		-5				-5		事業部C

		25				25		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		5				5		事業部C

		15				15		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		1				1		事業部C

		7				7		事業部C

		8				8		事業部C

		9				9		事業部C

		1				1		事業部C

		2				2		事業部C

		3				3		事業部C

		0				0		事業部C

		2				2		事業部C

		3				3		事業部C

		4				4		事業部C

		5				5		事業部C

		6				6		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

		0				0		事業部C

						180		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				20		20		事業部C

				10		10		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				10		10		事業部C

				300		300		事業部C

				5		5		事業部C

				10		10		事業部C

				-10		-10		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				10		10		事業部C

				5		5		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				5		5		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				5		5		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

						1		事業部C

						1		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						1		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						550		事業部C

						-5		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						-10		事業部D

						0		事業部D

						5		事業部D

						0		事業部D

						-5		事業部D

						65		事業部D

						165		事業部D

		0				0		事業部D

		1				1		事業部D

		2				2		事業部D

		0				0		事業部D

		3				3		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		-5				-5		事業部D

		25				25		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		5				5		事業部D

		15				15		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		1				1		事業部D

		7				7		事業部D

		8				8		事業部D

		9				9		事業部D

		1				1		事業部D

		2				2		事業部D

		3				3		事業部D

		0				0		事業部D

		2				2		事業部D

		3				3		事業部D

		4				4		事業部D

		5				5		事業部D

		6				6		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

						180		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				20		20		事業部D

				10		10		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				10		10		事業部D

				300		300		事業部D

				5		5		事業部D

				10		10		事業部D

				-10		-10		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				10		10		事業部D

				5		5		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				5		5		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				5		5		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

						1		事業部D

						1		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						1		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						550		事業部D

						-5		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						-10		事業部E

						0		事業部E

						5		事業部E

						0		事業部E

						-5		事業部E

						65		事業部E

						165		事業部E

		0				0		事業部E

		1				1		事業部E

		2				2		事業部E

		0				0		事業部E

		3				3		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		-5				-5		事業部E

		25				25		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		5				5		事業部E

		15				15		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		1				1		事業部E

		7				7		事業部E

		8				8		事業部E

		9				9		事業部E

		1				1		事業部E

		2				2		事業部E

		3				3		事業部E

		0				0		事業部E

		2				2		事業部E

		3				3		事業部E

		4				4		事業部E

		5				5		事業部E

		6				6		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

						180		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				20		20		事業部E

				10		10		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				10		10		事業部E

				300		300		事業部E

				5		5		事業部E

				10		10		事業部E

				-10		-10		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				10		10		事業部E

				5		5		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				5		5		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				5		5		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

						1		事業部E

						1		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						1		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						550		事業部E

						-6		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						-11		事業部A

						0		事業部A

						6		事業部A

						0		事業部A

						-6		事業部A

						11		事業部A

						120		事業部A

		0				0		事業部A

		1				1		事業部A

		2				2		事業部A

		0				0		事業部A

		3				3		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		-6				-6		事業部A

		30				30		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		5				5		事業部A

		17				17		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		1				1		事業部A

		7				7		事業部A

		9				9		事業部A

		9				9		事業部A

		1				1		事業部A

		2				2		事業部A

		3				3		事業部A

		0				0		事業部A

		2				2		事業部A

		3				3		事業部A

		4				4		事業部A

		6				6		事業部A

		7				7		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

		0				0		事業部A

						137		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				20		20		事業部A

				11		11		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				12		12		事業部A

				354		354		事業部A

				6		6		事業部A

				10		10		事業部A

				-10		-10		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				11		11		事業部A

				6		6		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				6		6		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				5		5		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

				0		0		事業部A

						1		事業部A

						1		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						1		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						0		事業部A

						568		事業部A

						-5		事業部B

						0		事業部B

						0		事業部B

						-10		事業部B

						0		事業部B

						5		事業部B

						0		事業部B

						-5		事業部B

						38		事業部B

						149		事業部B

		0				0		事業部B

		1				1		事業部B

		2				2		事業部B

		0				0		事業部B

		4				4		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		-5				-5		事業部B

		29				29		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		5				5		事業部B

		18				18		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		0				0		事業部B

		1				1		事業部B

		7				7		事業部B

		8				8		事業部B

		10				10		事業部B

		1				1		事業部B

		2				2		事業部B

		3				3		事業部B

		0				0		事業部B
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				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				6		6		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

				0		0		事業部C

						1		事業部C

						1		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						1		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						0		事業部C

						636		事業部C

						-6		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						-11		事業部D

						0		事業部D

						5		事業部D

						0		事業部D

						-6		事業部D

						59		事業部D

						165		事業部D

		0				0		事業部D

		1				1		事業部D

		2				2		事業部D

		0				0		事業部D

		3				3		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		-6				-6		事業部D

		25				25		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		6				6		事業部D

		17				17		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		1				1		事業部D

		8				8		事業部D

		9				9		事業部D

		10				10		事業部D

		1				1		事業部D

		2				2		事業部D

		3				3		事業部D

		0				0		事業部D

		2				2		事業部D

		3				3		事業部D

		4				4		事業部D

		6				6		事業部D

		6				6		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

		0				0		事業部D

						183		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				23		23		事業部D

				12		12		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				10		10		事業部D

				360		360		事業部D

				5		5		事業部D

				11		11		事業部D

				-10		-10		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				10		10		事業部D

				6		6		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				5		5		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				5		5		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

				0		0		事業部D

						1		事業部D

						1		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						1		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						0		事業部D

						620		事業部D

						-5		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						-12		事業部E

						0		事業部E

						5		事業部E

						0		事業部E

						-5		事業部E

						45		事業部E

						156		事業部E

		0				0		事業部E

		1				1		事業部E

		2				2		事業部E

		0				0		事業部E

		4				4		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		-5				-5		事業部E

		30				30		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		6				6		事業部E

		15				15		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		1				1		事業部E

		8				8		事業部E

		9				9		事業部E

		11				11		事業部E

		1				1		事業部E

		2				2		事業部E

		3				3		事業部E

		0				0		事業部E

		2				2		事業部E

		3				3		事業部E

		4				4		事業部E

		5				5		事業部E

		6				6		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

		0				0		事業部E

						173		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				22		22		事業部E

				11		11		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				10		10		事業部E

				333		333		事業部E

				6		6		事業部E

				12		12		事業部E

				-10		-10		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				11		11		事業部E

				5		5		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				6		6		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				6		6		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

				0		0		事業部E

						1		事業部E

						1		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						1		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						0		事業部E

						585		事業部E
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