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2017年度第2四半期決算 
補足データ 

2 0 1 7年 1 1月 9日 
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セグメント別 経営指標 
単位：億円 

棚卸資産 17/3末 17/6末 17/9末

1,474

1,791

483

2,436

229

エネルギーシステム
ソリューション
インフラシステム
ソリューション
リテール＆プリンティング
ソリューション
ストレージ＆デバイス
ソリューション
インダストリアルICT
ソリューション

1,525

1,527

406

2,293

168

1,646

1,733

459

2,428

204

2017年度第2四半期決算 

※ リテール＆プリンティングソリューションについては、東芝テック（株）が公表している、東芝テック（株）の連結貸借
対照表上の金額を記載しています。 


Sheet1

		棚卸資産 タナオロシ シサン						17/3末 マツ		17/6末 マツ		17/9末 マツ

				エネルギーシステム
ソリューション				1,525		1,646		1,474





				インフラシステム
ソリューション				1,527		1,733		1,791





				リテール＆プリンティング
ソリューション				406		459		483





				ストレージ＆デバイス
ソリューション				2,293		2,428		2,436





				インダストリアルICT
ソリューション				168		204		229





				その他 タ



						うち、ＰＣ

						うち、映像 エイゾウ



				合計 ゴウケイ
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セグメント別 経営指標 
単位：億円 

売上債権 17/3末 17/6末 17/9末

3,419

2,868

609

3,016

457

3,688

2,577

518

2,604

367

エネルギーシステム
ソリューション
インフラシステム
ソリューション
リテール＆プリンティング
ソリューション
ストレージ＆デバイス
ソリューション
インダストリアルICT
ソリューション

3,761

3,635

638

2,561

550

2017年度第2四半期決算 

※ リテール＆プリンティングソリューションについては、東芝テック（株）が公表している、東芝テック（株）の連結貸借
対照表上の金額を記載しています。 


Sheet1

		売上債権 ウリアゲ サイケン						17/3末 マツ		17/6末 マツ		17/9末 マツ

				エネルギーシステム
ソリューション				3,761		3,688		3,419





				インフラシステム
ソリューション				3,635		2,577		2,868





				リテール＆プリンティング
ソリューション				638		518		609





				ストレージ＆デバイス
ソリューション				2,561		2,604		3,016





				インダストリアルICT
ソリューション				550		367		457





				その他 タ



						うち、ＰＣ

						うち、映像 エイゾウ



				合計 ゴウケイ
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セグメント別 経営指標 

2017年度第2四半期決算 

※従業員数は、正規従業員及び期間の定めのある雇用契約に基づく労働者のうち1年以上働いているまたは働くことが
見込まれる従業員の合計数です。 

単位：人 

3,307 3,224 3,151

146,599

10,417

18,563

20,848

30,873

17/9末

20,142

42,605

152,364

13,052

16,391

153,492

17/6末

26,232

43,127

20,940

29,398

13,069

16,862

20,777

29,423

17/3末

26,534

43,520

従業員数

全社（共通）

合計

エネルギーシステム
ソリューション
インフラシステム
ソリューション

その他

リテール＆プリンティング
ソリューション
ストレージ＆デバイス
ソリューション
インダストリアルICT
ソリューション

※1 ランディス・ギア社の非連
結化を主因に減少 

※2 グループ内情報システム
の担当部門を「インダスト
リアルICTソリューション」か
ら「その他」に変更 

※1 

※2 

※2 


Sheet1

		従業員数 ジュウギョウイン スウ										17/3末 マツ						17/6末 マツ						17/9末 マツ

								国内 コクナイ		海外 カイガイ				国内 コクナイ		海外 カイガイ				国内 コクナイ		海外 カイガイ

				エネルギーシステム
ソリューション				13,265		13,269		26,534		13,076		13,156		26,232						20,142





				インフラシステム
ソリューション				29,729		13,791		43,520		29,289		13,838		43,127						42,605





				リテール＆プリンティング
ソリューション				6,819		13,958		20,777		6,998		13,942		20,940						20,848





				ストレージ＆デバイス
ソリューション				20,043		9,380		29,423		19,835		9,563		29,398						30,873





				インダストリアルICT
ソリューション				11,754		1,315		13,069		11,818		1,234		13,052						10,417





				その他 タ				10,264		6,598		16,862		10,219		6,172		16,391						18,563





				全社（共通） ゼンシャ キョウツウ				3,307		0		3,307		3,224		0		3,224						3,151



				合計 ゴウケイ				95,181		58,311		153,492		94,459		57,905		152,364		0		0		146,599
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地域別海外売上高 
単位：億円 

アジア 7,243 8,651 14,671 15,032
構成比 58% 61% 51% 58%

北米 2,692 2,468 7,147 5,642
構成比 22% 18% 25% 22%

欧州 1,688 2,128 4,390 3,514
構成比 13% 15% 15% 13%

その他 880 871 2,417 1,898
構成比 7% 6% 9% 7%

合計 12,503 14,118 28,625 26,086
海外売上高比率 55% 59% 56% 54%

16/上期 17/上期 15年度 16年度

2017年度第2四半期決算 


sheet 1

								16/上期 カミキ		17/上期 カミキ				15年度 ネンド		16年度 ネンド



				アジア				7,243		8,651				14,671		15,032

						構成比 コウセイヒ		58%		61%				51%		58%

				北米 ホクベイ				2,692		2,468				7,147		5,642

						構成比 コウセイヒ		22%		18%				25%		22%

				欧州 オウシュウ				1,688		2,128				4,390		3,514

						構成比 コウセイヒ		13%		15%				15%		13%

				その他 タ				880		871				2,417		1,898

						構成比 コウセイヒ		7%		6%				9%		7%



				合計 ゴウケイ				12,503		14,118				28,625		26,086

						海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		55%		59%				56%		54%
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減価償却費・研究開発費 
単位：億円 

減価償却費 668 669 1,787 1,341 2,300

研究開発費 1,460 1,492 3,514 2,955 3,000

17年度
期初計画

16年度
実績

15年度
実績17/上期16/上期

2017年度第2四半期決算 


2014年度実績(ver1)

						16/上期 カミキ		17/上期 カミキ				15年度
実績 ネンド ジッセキ		16年度
実績 ネンド ジッセキ		17年度
期初計画 ネンド キショ ケイカク



				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		668		669				1,787		1,341		2,300

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ		1,460		1,492				3,514		2,955		3,000
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為替レート 

16/上期 17/上期 17/3末 17/9末
米ドル ¥107 ¥111 ¥112 ¥113

ユーロ ¥120 ¥126 ¥120 ¥133

実績為替レート
期中平均レート 期末日レート

2017年度第2四半期決算 

下期 為替感応度
（半期・1円あたり) 売上高 営業損益

米ドル 100 50

ユーロ 5 3

単位：億円 

想定為替レート 11月以降

米ドル ¥110

ユーロ ¥130


2014年度実績(ver1)

				実績為替レート ジッセキ カワセ		期中平均レート キチュウ ヘイキン						期末日レート キマツ ビ

						16/上期 カミキ		17/上期 ウエ キ				17/3末 マツ		17/9末 マツ

				米ドル ベイ		¥107		¥111				¥112		¥113

				ユーロ		¥120		¥126				¥120		¥133






2014年度実績(ver1)

				下期 為替感応度
（半期・1円あたり) シモキ カワセ カンノウド ハンキ エン		売上高 ウリアゲ ダカ		営業損益 エイギョウ ソンエキ

				米ドル ベイ		100		50

				ユーロ		5		3






2014年度実績(ver1)

				想定為替レート ソウテイ カワセ		11月以降 ガツ イコウ

				米ドル ベイ		¥110

				ユーロ		¥130
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