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((((注意事項注意事項注意事項注意事項））））
本資料に掲載されている住友化学の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち歴史的事実でないも
のは将来の業績等に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られた情報にも
とづき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等に重大な影響を
与えうる重要な要因としては、住友化学の事業領域をとりまく経済情勢、市場における住友化学の製
品に対する需要動向、競争激化による価格下落圧力、激しい競争にさらされた市場において住友化学
が引き続き顧客に受け入れられる製品を提供できる能力、為替レートの変動などがあります。但し、
業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。



� 業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比））））････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高予想別売上高予想別売上高予想別売上高予想････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想････････････････････････････････････････････････

� 主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー予想予想予想予想････････････････････････････････････････････････････････････

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ．．．．経営指標経営指標経営指標経営指標．．．．経営指標経営指標経営指標経営指標

目目目目 次次次次

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

11111111

12121212

13131313

14141414

15151515

17171717

18181818

19191919

20202020

� 業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前期対比前期対比前期対比前期対比））））････････････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益別営業利益別営業利益別営業利益････････････････････････････････････････････････････････････････

� 主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� 特別損益特別損益特別損益特別損益････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� 比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� 主要主要主要主要グループグループグループグループ会社業績動向会社業績動向会社業績動向会社業績動向････････････････････････････････････････････････

� 売上高売上高売上高売上高、、、、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� 営業利益営業利益営業利益営業利益、、、、EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� ROAROAROAROA、、、、ROEROEROEROE････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� 自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率、、、、有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高････････････････････････････････

（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））

22222222

23232323

24242424

25252525

26262626

27272727

� セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資別設備投資別設備投資別設備投資････････････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費別減価償却費別減価償却費別減価償却費････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費別研究費別研究費別研究費････････････････････････････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想････････････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想････････････････････････････････････････

� セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費予想別研究費予想別研究費予想別研究費予想････････････････････････････････････････････････････････



ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009.2009年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算年度決算

1



業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前期対比前期対比前期対比前期対比））））業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前期対比前期対比前期対比前期対比））））

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減 増減率増減率増減率増減率

売売売売 上上上上 高高高高 17,88217,88217,88217,882 16,20916,20916,20916,209 △1,673△1,673△1,673△1,673 △9.4%△9.4%△9.4%△9.4%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 21212121 515515515515 493493493493 ----

（（（（ 持持持持 分分分分 法法法法 投投投投 資資資資 損損損損 失失失失 ）））） (△128)(△128)(△128)(△128) (△70)(△70)(△70)(△70) (58)(58)(58)(58) ----

（（（（ 為為為為 替替替替 差差差差 損損損損 ）））） (△147)(△147)(△147)(△147) (△5)(△5)(△5)(△5) (142)(142)(142)(142) ----

経経経経 常常常常 損損損損 益益益益 △326△326△326△326 350350350350 676676676676 ----

当当当当 期期期期 純純純純 損損損損 益益益益 △592△592△592△592 147147147147 739739739739 ----

RRRR OOOO EEEE △9.0%△9.0%△9.0%△9.0% 2.6%2.6%2.6%2.6%

ナナナナ フフフフ ササササ 価価価価 格格格格 （（（（ 円円円円 /KL/KL/KL/KL ）））） 58,90058,90058,90058,900 41,20041,20041,20041,200

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト （（（（ 円円円円 /US$/US$/US$/US$ ）））） 100.71100.71100.71100.71 92.8992.8992.8992.89

2



セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減 増減率増減率増減率増減率 売価差売価差売価差売価差 数量差数量差数量差数量差

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 2,4002,4002,4002,400 2,0332,0332,0332,033 △367△367△367△367 △15.3%△15.3%△15.3%△15.3% △410△410△410△410 43434343

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 5,5305,5305,5305,530 4,8154,8154,8154,815 △714△714△714△714 △12.9%△12.9%△12.9%△12.9% △1,270△1,270△1,270△1,270 556556556556

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 808808808808 676676676676 △132△132△132△132 △16.3%△16.3%△16.3%△16.3% △40△40△40△40 △92△92△92△92

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 3,0713,0713,0713,071 2,6522,6522,6522,652 △419△419△419△419 △13.6%△13.6%△13.6%△13.6% △400△400△400△400 △19△19△19△19

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 2,2222,2222,2222,222 2,1152,1152,1152,115 △107△107△107△107 △4.8%△4.8%△4.8%△4.8% △70△70△70△70 △37△37△37△37

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 2,3562,3562,3562,356 2,6752,6752,6752,675 319319319319 13.5%13.5%13.5%13.5% 0000 319319319319

そそそそ のののの 他他他他 1,4951,4951,4951,495 1,2431,2431,2431,243 △253△253△253△253 △16.9%△16.9%△16.9%△16.9% 0000 △253△253△253△253

合合合合 計計計計 17,88217,88217,88217,882 16,20916,20916,20916,209 △1,673△1,673△1,673△1,673 △9.4%△9.4%△9.4%△9.4% △2,190△2,190△2,190△2,190 517517517517

海海海海 外外外外 売売売売 上上上上 高高高高 7,4987,4987,4987,498 7,2897,2897,2897,289 △209△209△209△209 △2.8%△2.8%△2.8%△2.8%
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セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益別営業利益別営業利益別営業利益セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益別営業利益別営業利益別営業利益

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

基礎化学基礎化学基礎化学基礎化学 石油化学石油化学石油化学石油化学 精密化学精密化学精密化学精密化学
情報電子情報電子情報電子情報電子

化学化学化学化学
農業化学農業化学農業化学農業化学 医薬品医薬品医薬品医薬品 そのそのそのその他他他他 合計合計合計合計

営業利益営業利益営業利益営業利益

09090909....3333期期期期 △153△153△153△153 △303△303△303△303 16161616 △10△10△10△10 244244244244 324324324324 △96△96△96△96 21212121

10101010....3333期期期期 △27△27△27△27 △53△53△53△53 15151515 33333333 259259259259 293293293293 △6△6△6△6 515515515515

増減増減増減増減 127127127127 250250250250 △1△1△1△1 43434343 15151515 △30△30△30△30 90909090 493493493493

価格差価格差価格差価格差 25252525 5555 15151515 △400△400△400△400 5555 0000 0000 △350△350△350△350

売価差売価差売価差売価差 △410△410△410△410 △1,270△1,270△1,270△1,270 △40△40△40△40 △400△400△400△400 △70△70△70△70 0000 0000 △2,190△2,190△2,190△2,190

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 435435435435 1,2751,2751,2751,275 55555555 0000 75757575 0000 0000 1,8401,8401,8401,840

コストコストコストコスト差差差差 40404040 △15△15△15△15 15151515 315315315315 15151515 △300△300△300△300 80808080 150150150150

合理化合理化合理化合理化 0000 0000 5555 185185185185 10101010 0000 0000 200200200200

固定費差固定費差固定費差固定費差 40404040 △15△15△15△15 10101010 130130130130 5555 △300△300△300△300 80808080 △50△50△50△50

数量差等数量差等数量差等数量差等 62626262 260260260260 △31△31△31△31 128128128128 △5△5△5△5 270270270270 10101010 693693693693

　　　　　　　　計計計計 127127127127 250250250250 △1△1△1△1 43434343 15151515 △30△30△30△30 90909090 493493493493
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主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等主要原価要素等

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

労労労労 務務務務 費費費費 2,2952,2952,2952,295 2,4292,4292,4292,429 134134134134

補補補補 修修修修 費費費費 525525525525 488488488488 △37△37△37△37

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 1,4071,4071,4071,407 1,1611,1611,1611,161 △246△246△246△246

研研研研 究究究究 費費費費 1,3111,3111,3111,311 1,1731,1731,1731,173 △138△138△138△138

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 1,3411,3411,3411,341 1,0321,0321,0321,032 △309△309△309△309

期期期期 末末末末 人人人人 員員員員 26,90226,90226,90226,902 27,82827,82827,82827,828 926926926926
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特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益 9999 95959595 86868686

有形固定資産売却益有形固定資産売却益有形固定資産売却益有形固定資産売却益 10101010 11111111 1111

退職給付信託設定益退職給付信託設定益退職給付信託設定益退職給付信託設定益 148148148148 ---- △148△148△148△148

訴訟損失引当金戻入額訴訟損失引当金戻入額訴訟損失引当金戻入額訴訟損失引当金戻入額 11111111 ---- △11△11△11△11

特別利益合計特別利益合計特別利益合計特別利益合計 177177177177 106106106106 △71△71△71△71

事業構造改善費用事業構造改善費用事業構造改善費用事業構造改善費用 88888888 27272727 △61△61△61△61

人事制度改定人事制度改定人事制度改定人事制度改定にににに伴伴伴伴うううう補償金補償金補償金補償金 ---- 16161616 16161616

減損損失減損損失減損損失減損損失 208208208208 ---- △208△208△208△208

投資有価証券評価損投資有価証券評価損投資有価証券評価損投資有価証券評価損 41414141 ---- △41△41△41△41

特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 338338338338 42424242 △295△295△295△295
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比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

科    目科    目科    目科    目 09090909....3333月末月末月末月末 10101010....3333月末月末月末月末 増減増減増減増減 科    目科    目科    目科    目 09090909....3333月末月末月末月末 10101010....3333月末月末月末月末 増減増減増減増減

流動資産流動資産流動資産流動資産 8,3818,3818,3818,381 10,13510,13510,13510,135 1,7531,7531,7531,753 負債負債負債負債 12,46912,46912,46912,469 15,62515,62515,62515,625 3,1553,1553,1553,155

　　　　現現現現 預預預預 金金金金 608608608608 709709709709 101101101101 買買買買 掛掛掛掛 債債債債 務務務務 1,5151,5151,5151,515 2,1462,1462,1462,146 631631631631

　　　　売売売売 掛掛掛掛 債債債債 権権権権 2,9432,9432,9432,943 3,8253,8253,8253,825 882882882882 短短短短 期期期期 ・・・・ 長長長長 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金 3,7023,7023,7023,702 6,0536,0536,0536,053 2,3512,3512,3512,351

　　　　たたたた なななな 卸卸卸卸 資資資資 産産産産 3,3573,3573,3573,357 3,5573,5573,5573,557 200200200200 ＣＣＣＣ ＰＰＰＰ 1,2701,2701,2701,270 780780780780 △490△490△490△490

　　　　繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 347347347347 495495495495 148148148148 社社社社 債債債債 2,9822,9822,9822,982 3,1463,1463,1463,146 165165165165

　　　　そそそそ のののの 他他他他 1,1261,1261,1261,126 1,5491,5491,5491,549 423423423423 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 133133133133 156156156156 23232323

固定資産固定資産固定資産固定資産 11,84411,84411,84411,844 13,70413,70413,70413,704 1,8601,8601,8601,860 退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 296296296296 296296296296 △0△0△0△0

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 5,6785,6785,6785,678 5,8185,8185,8185,818 140140140140 そそそそ のののの 他他他他 2,5722,5722,5722,572 3,0483,0483,0483,048 476476476476

無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 634634634634 2,4972,4972,4972,497 1,8641,8641,8641,864 純資産純資産純資産純資産のののの部部部部 7,7567,7567,7567,756 8,2148,2148,2148,214 458458458458

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 3,8463,8463,8463,846 3,9453,9453,9453,945 99999999 株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 5,9215,9215,9215,921 6,0156,0156,0156,015 94949494

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 133133133133 148148148148 15151515 評評評評 価価価価 ・・・・ 換換換換 算算算算 差差差差 額額額額 等等等等 △478△478△478△478 △262△262△262△262 216216216216

そそそそ のののの 他他他他 1,5531,5531,5531,553 1,2951,2951,2951,295 △257△257△257△257 少少少少 数数数数 株株株株 主主主主 持持持持 分分分分 2,3132,3132,3132,313 2,4612,4612,4612,461 148148148148

20,22620,22620,22620,226 23,83923,83923,83923,839 3,6143,6143,6143,614 20,22620,22620,22620,226 23,83923,83923,83923,839 3,6143,6143,6143,614

7,9547,9547,9547,954 9,9799,9799,9799,979 2,0262,0262,0262,026期期期期 末末末末 有有有有 利利利利 子子子子 負負負負 債債債債 残残残残 高高高高

合     計合     計合     計合     計合     計合     計合     計合     計
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キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフローキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

784784784784 1,3291,3291,3291,329 544544544544

△2,062△2,062△2,062△2,062 △2,694△2,694△2,694△2,694 △632△632△632△632

△1,278△1,278△1,278△1,278 △1,365△1,365△1,365△1,365 △87△87△87△87

1,1251,1251,1251,125 1,6871,6871,6871,687 562562562562

△63△63△63△63 12121212 76767676

△216△216△216△216 334334334334 550550550550

858858858858 1,2071,2071,2071,207 349349349349

財財財財 務務務務 キキキキ ャャャャ ッッッッ シシシシ ュュュュ ・・・・ フフフフ ロロロロ ーーーー

 現金及 現金及 現金及 現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高 期末残高 期末残高 期末残高 

  そ              の                 そ              の                 そ              の                 そ              の               他他他他

 現 金 及  現 金 及  現 金 及  現 金 及 び び び び 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 の の の の 増 減増 減増 減増 減

営営営営 業業業業 キキキキ ャャャャ ッッッッ シシシシ ュュュュ ・・・・ フフフフ ロロロロ ーーーー

投投投投 資資資資 キキキキ ャャャャ ッッッッ シシシシ ュュュュ ・・・・ フフフフ ロロロロ ーーーー

  フ リ ー  フ リ ー  フ リ ー  フ リ ー・・・・キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー
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主要主要主要主要グループグループグループグループ会社業績動向会社業績動向会社業績動向会社業績動向主要主要主要主要グループグループグループグループ会社業績動向会社業績動向会社業績動向会社業績動向

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期

1,2691,2691,2691,269 906906906906

3,0643,0643,0643,064 2,0502,0502,0502,050

1,8021,8021,8021,802 1,4241,4241,4241,424

427427427427 426426426426

利益動向利益動向利益動向利益動向会社名会社名会社名会社名

東友東友東友東友ファインケムファインケムファインケムファインケム

ベーラントベーラントベーラントベーラント　Ｕ．Ｓ．Ａ．　Ｕ．Ｓ．Ａ．　Ｕ．Ｓ．Ａ．　Ｕ．Ｓ．Ａ．
（（（（連結連結連結連結ベースベースベースベース））））

売上高売上高売上高売上高

販売数量増加販売数量増加販売数量増加販売数量増加のののの一方一方一方一方、、、、売価売価売価売価
下落下落下落下落によりによりによりにより減益減益減益減益

ザザザザ・・・・ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー
（（（（シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール））））

ペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカル・・・・コーポレーションコーポレーションコーポレーションコーポレーション・・・・
オブオブオブオブ・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

ﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ改善改善改善改善、、、、在庫評価益在庫評価益在庫評価益在庫評価益おおおお
よびよびよびよび販売数量増加販売数量増加販売数量増加販売数量増加によりによりによりにより増増増増
益益益益

販売量増加販売量増加販売量増加販売量増加とととと原料価格下落原料価格下落原料価格下落原料価格下落
にににに伴伴伴伴ううううﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ回復回復回復回復によりによりによりにより増増増増
益益益益

販売好調販売好調販売好調販売好調によりによりによりにより増益増益増益増益（（（（円高円高円高円高
によりによりによりにより邦貨邦貨邦貨邦貨ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽではではではでは減収減収減収減収））））
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想年度予想
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業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比））））業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比））））

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減 増減率増減率増減率増減率

売売売売 上上上上 高高高高 16,20916,20916,20916,209 20,00020,00020,00020,000 3,7913,7913,7913,791 23.4%23.4%23.4%23.4%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 515515515515 350350350350 △165△165△165△165 △32.0%△32.0%△32.0%△32.0%

（（（（ 持持持持 分分分分 法法法法 投投投投 資資資資 損損損損 益益益益 ）））） (△70)(△70)(△70)(△70) (160)(160)(160)(160) (230)(230)(230)(230) ----

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 350350350350 350350350350 0000 0.1%0.1%0.1%0.1%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 147147147147 250250250250 103103103103 69.8%69.8%69.8%69.8%

RRRR OOOO EEEE 2.6%2.6%2.6%2.6% 4.3%4.3%4.3%4.3%

ナナナナ フフフフ ササササ 価価価価 格格格格 （（（（ 円円円円 /KL/KL/KL/KL ）））） 41,20041,20041,20041,200 50,00050,00050,00050,000

為為為為 替替替替 レレレレ ーーーー トトトト （（（（ 円円円円 /US$/US$/US$/US$ ）））） 92.8992.8992.8992.89 90.0090.0090.0090.00
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セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高予想別売上高予想別売上高予想別売上高予想セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高予想別売上高予想別売上高予想別売上高予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減 増減率増減率増減率増減率 売価差売価差売価差売価差 数量差数量差数量差数量差

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 2,0332,0332,0332,033 2,3502,3502,3502,350 317317317317 15.6%15.6%15.6%15.6% 145145145145 172172172172

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 4,8154,8154,8154,815 7,0007,0007,0007,000 2,1852,1852,1852,185 45.4%45.4%45.4%45.4% 880880880880 1,3051,3051,3051,305

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 676676676676 950950950950 274274274274 40.6%40.6%40.6%40.6% 0000 274274274274

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 2,6522,6522,6522,652 3,1503,1503,1503,150 498498498498 18.8%18.8%18.8%18.8% △290△290△290△290 788788788788

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 2,1152,1152,1152,115 2,2002,2002,2002,200 85858585 4.0%4.0%4.0%4.0% △20△20△20△20 105105105105

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 2,6752,6752,6752,675 3,4503,4503,4503,450 775775775775 29.0%29.0%29.0%29.0% △150△150△150△150 925925925925

そそそそ のののの 他他他他 1,2431,2431,2431,243 900900900900 △343△343△343△343 △27.6%△27.6%△27.6%△27.6% 0000 △343△343△343△343

合合合合 計計計計 16,20916,20916,20916,209 20,00020,00020,00020,000 3,7913,7913,7913,791 23.4%23.4%23.4%23.4% 565565565565 3,2263,2263,2263,226
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セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

基礎化学基礎化学基礎化学基礎化学 石油化学石油化学石油化学石油化学 精密化学精密化学精密化学精密化学
情報電子情報電子情報電子情報電子

化学化学化学化学
農業化学農業化学農業化学農業化学 医薬品医薬品医薬品医薬品 そのそのそのその他他他他 全社全社全社全社 合計合計合計合計

営業利益営業利益営業利益営業利益

10101010....3333期期期期 △27△27△27△27 △53△53△53△53 15151515 33333333 259259259259 293293293293 △5△5△5△5 △2△2△2△2 515515515515

11111111....3333期予想期予想期予想期予想 40404040 90909090 25252525 185185185185 240240240240 0000 10101010 △240△240△240△240 350350350350

増減増減増減増減 67676767 143143143143 10101010 152152152152 △19△19△19△19 △293△293△293△293 15151515 △238△238△238△238 △165△165△165△165

価格差価格差価格差価格差 10101010 50505050 △10△10△10△10 △290△290△290△290 △45△45△45△45 △150△150△150△150 0000 0000 △435△435△435△435

売価差売価差売価差売価差 145145145145 880880880880 0000 △290△290△290△290 △20△20△20△20 △150△150△150△150 0000 0000 565565565565

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 △135△135△135△135 △830△830△830△830 △10△10△10△10 0000 △25△25△25△25 0000 0000 0000 △1,000△1,000△1,000△1,000

コストコストコストコスト差差差差 20202020 55555555 △15△15△15△15 270270270270 △45△45△45△45 △930△930△930△930 65656565 △240△240△240△240 △820△820△820△820

合理化合理化合理化合理化 0000 0000 5555 210210210210 5555 0000 0000 0000 220220220220

固定費差固定費差固定費差固定費差 20202020 55555555 △20△20△20△20 60606060 △50△50△50△50 △930△930△930△930 65656565 △240△240△240△240 △1,040△1,040△1,040△1,040

数量差等数量差等数量差等数量差等 37373737 38383838 35353535 172172172172 71717171 787787787787 △50△50△50△50 2222 1,0901,0901,0901,090

　　　　　　　　計計計計 67676767 143143143143 10101010 152152152152 △19△19△19△19 △293△293△293△293 15151515 △238△238△238△238 △165△165△165△165

40404040 51515151 21212121 30303030 33333333 5555 72727272 △252△252△252△252 0000

27272727 92929292 △11△11△11△11 122122122122 △52△52△52△52 △298△298△298△298 △57△57△57△57 14141414 △165△165△165△165

（（（（制度変更等制度変更等制度変更等制度変更等
　　　　　　　　　　　　影響額影響額影響額影響額））））
（（（（実質損益実質損益実質損益実質損益
　　　　　　　　　　　　増減額増減額増減額増減額））））

13



主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想主要原価要素等予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減

労労労労 務務務務 費費費費 2,4292,4292,4292,429 2,7302,7302,7302,730 301301301301

補補補補 修修修修 費費費費 488488488488 510510510510 22222222

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 1,1611,1611,1611,161 1,5201,5201,5201,520 359359359359

研研研研 究究究究 費費費費 1,1731,1731,1731,173 1,3751,3751,3751,375 202202202202

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 1,0321,0321,0321,032 1,1601,1601,1601,160 128128128128

期期期期 末末末末 人人人人 員員員員 27,82827,82827,82827,828 29,00029,00029,00029,000 1,1721,1721,1721,172
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キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー予想予想予想予想キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー予想予想予想予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減

1,3291,3291,3291,329 1,2001,2001,2001,200 △129△129△129△129

△2,694△2,694△2,694△2,694 △1,800△1,800△1,800△1,800 894894894894

△1,365△1,365△1,365△1,365 △600△600△600△600 765765765765

1,6871,6871,6871,687 600600600600 △1,087△1,087△1,087△1,087

12121212 ---- △12△12△12△12

334334334334 ---- △334△334△334△334

9,9799,9799,9799,979 10,80010,80010,80010,800 821821821821期 末 有 利 子 負 債 残 高期 末 有 利 子 負 債 残 高期 末 有 利 子 負 債 残 高期 末 有 利 子 負 債 残 高

 財 務  財 務  財 務  財 務 キ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュ・・・・フ ロ ーフ ロ ーフ ロ ーフ ロ ー

  そ              の                 そ              の                 そ              の                 そ              の               他他他他

 現 金 及  現 金 及  現 金 及  現 金 及 び び び び 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 現 金 同 等 物 の の の の 増 減増 減増 減増 減

 営 業  営 業  営 業  営 業 キ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュ・・・・フ ロ ーフ ロ ーフ ロ ーフ ロ ー

 投 資  投 資  投 資  投 資 キ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュキ ャ ッ シ ュ・・・・フ ロ ーフ ロ ーフ ロ ーフ ロ ー

  フリー  フリー  フリー  フリー・・・・キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ．．．．経営指標経営指標経営指標経営指標．．．．経営指標経営指標経営指標経営指標
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経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－①①①①経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－①①①①
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経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－②②②②経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－②②②②
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経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－③③③③経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－③③③③

ROA

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3予想

% ROE

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3予想

%

19



経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－④④④④経営指標経営指標経営指標経営指標－－－－④④④④
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（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））
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セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資別設備投資別設備投資別設備投資セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資別設備投資別設備投資別設備投資

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 147147147147 124124124124 △23△23△23△23

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 176176176176 144144144144 △32△32△32△32

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 77777777 143143143143 66666666

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 506506506506 115115115115 △391△391△391△391

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 113113113113 232232232232 119119119119

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 127127127127 78787878 △48△48△48△48

そそそそ のののの 他他他他 196196196196 197197197197 2222

合合合合 計計計計 1,3411,3411,3411,341 1,0321,0321,0321,032 △309△309△309△309
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セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費別減価償却費別減価償却費別減価償却費セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費別減価償却費別減価償却費別減価償却費

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 172172172172 142142142142 △30△30△30△30

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 209209209209 194194194194 △16△16△16△16

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 63636363 60606060 △3△3△3△3

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 398398398398 232232232232 △167△167△167△167

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 131131131131 126126126126 △5△5△5△5

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 145145145145 212212212212 67676767

そそそそ のののの 他他他他 290290290290 197197197197 △93△93△93△93

合合合合 計計計計 1,4071,4071,4071,407 1,1611,1611,1611,161 △246△246△246△246
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セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費別研究費別研究費別研究費セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費別研究費別研究費別研究費

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....3333期期期期 10101010....3333期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 64646464 58585858 △6△6△6△6

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 120120120120 114114114114 △7△7△7△7

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 42424242 43434343 0000

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 212212212212 130130130130 △82△82△82△82

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 207207207207 195195195195 △13△13△13△13

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 550550550550 556556556556 6666

そそそそ のののの 他他他他 116116116116 79797979 △37△37△37△37

合合合合 計計計計 1,3111,3111,3111,311 1,1731,1731,1731,173 △138△138△138△138

　※全社研究費を各セグメントに配賦後
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セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想別設備投資予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 124124124124 175175175175 51515151

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 144144144144 130130130130 △14△14△14△14

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 143143143143 65656565 △78△78△78△78

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 115115115115 370370370370 255255255255

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 232232232232 130130130130 △102△102△102△102

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 78787878 130130130130 52525252

そそそそ のののの 他他他他 197197197197 160160160160 △37△37△37△37

合合合合 計計計計 1,0321,0321,0321,032 1,1601,1601,1601,160 128128128128
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セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想別減価償却費予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 142142142142 155155155155 13131313

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 194194194194 190190190190 △4△4△4△4

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 60606060 110110110110 50505050

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 232232232232 205205205205 △27△27△27△27

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 126126126126 180180180180 54545454

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 212212212212 495495495495 283283283283

そそそそ のののの 他他他他 197197197197 185185185185 △12△12△12△12

合合合合 計計計計 1,1611,1611,1611,161 1,5201,5201,5201,520 359359359359
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セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費予想別研究費予想別研究費予想別研究費予想セグメントセグメントセグメントセグメント別研究費予想別研究費予想別研究費予想別研究費予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 58585858 35353535 △23△23△23△23

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 114114114114 80808080 △34△34△34△34

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 43434343 45454545 2222

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 130130130130 110110110110 △20△20△20△20

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 195195195195 195195195195 0000

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 556556556556 705705705705 149149149149

そそそそ のののの 他他他他 79797979 205205205205 126126126126

合合合合 計計計計 1,1731,1731,1731,173 1,3751,3751,3751,375 202202202202

　　11年３月期予想は全社研究費を「その他」に計上
　※10年３月期は全社研究費を各セグメントに配賦
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