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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。
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業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年同期対比前年同期対比前年同期対比前年同期対比））））業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年同期対比前年同期対比前年同期対比前年同期対比））））
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909年度年度年度年度１１１１QQQQ 08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ 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 3,4083,4083,4083,408 4,9634,9634,9634,963 △1,556△1,556△1,556△1,556 △31.3%△31.3%△31.3%△31.3%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 23232323 247247247247 △224△224△224△224 △90.7%△90.7%△90.7%△90.7%

（（（（ 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 ）））） (△2)(△2)(△2)(△2) (3)(3)(3)(3) (△5)(△5)(△5)(△5) ----

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 32323232 253253253253 △221△221△221△221 △87.4%△87.4%△87.4%△87.4%

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 損損損損 益益益益 △15△15△15△15 151151151151 △166△166△166△166 ----

RRRR OOOO EEEE △0.3%△0.3%△0.3%△0.3% 2.0%2.0%2.0%2.0%

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 ）））） 33,50033,50033,50033,500 70,00070,00070,00070,000

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$/US$ ）））） 97.3697.3697.3697.36 104.56104.56104.56104.56
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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年度年度年度年度１１１１QQQQ 08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ 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 424424424424 757757757757 △332△332△332△332 △43.9%△43.9%△43.9%△43.9% △160△160△160△160 △172△172△172△172

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 961961961961 1,6481,6481,6481,648 △687△687△687△687 △41.7%△41.7%△41.7%△41.7% △505△505△505△505 △182△182△182△182

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 148148148148 243243243243 △95△95△95△95 △39.2%△39.2%△39.2%△39.2% △5△5△5△5 △90△90△90△90

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 460460460460 778778778778 △318△318△318△318 △40.9%△40.9%△40.9%△40.9% △95△95△95△95 △223△223△223△223

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 542542542542 542542542542 0000 0.0%0.0%0.0%0.0% 15151515 △15△15△15△15

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 594594594594 629629629629 △35△35△35△35 △5.5%△5.5%△5.5%△5.5% 0000 △35△35△35△35

そそそそ のののの 他他他他 278278278278 366366366366 △88△88△88△88 △24.0%△24.0%△24.0%△24.0% 0000 △88△88△88△88

合合合合 計計計計 3,4083,4083,4083,408 4,9634,9634,9634,963 △1,556△1,556△1,556△1,556 △31.3%△31.3%△31.3%△31.3% △750△750△750△750 △806△806△806△806
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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年度年度年度年度１１１１QQQQ △28△28△28△28 △56△56△56△56 △1△1△1△1 △31△31△31△31 58585858 98989898 △16△16△16△16 23232323

08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ 16161616 △7△7△7△7 13131313 72727272 58585858 110110110110 △15△15△15△15 247247247247

増減増減増減増減 △44△44△44△44 △49△49△49△49 △14△14△14△14 △104△104△104△104 0000 △12△12△12△12 △1△1△1△1 △224△224△224△224

価格差価格差価格差価格差 △15△15△15△15 40404040 10101010 △95△95△95△95 15151515 0000 0000 △45△45△45△45

売価差売価差売価差売価差 △160△160△160△160 △505△505△505△505 △5△5△5△5 △95△95△95△95 15151515 0000 0000 △750△750△750△750

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 145145145145 545545545545 15151515 0000 0000 0000 0000 705705705705

コストコストコストコスト差差差差 5555 △5△5△5△5 0000 40404040 5555 0000 0000 45454545

合理化合理化合理化合理化 0000 0000 0000 40404040 0000 0000 0000 40404040

固定費差固定費差固定費差固定費差 5555 △5△5△5△5 0000 0000 5555 0000 0000 5555

数量差等数量差等数量差等数量差等 △34△34△34△34 △84△84△84△84 △24△24△24△24 △49△49△49△49 △20△20△20△20 △12△12△12△12 △1△1△1△1 △224△224△224△224

　　　　　　　　計計計計 △44△44△44△44 △49△49△49△49 △14△14△14△14 △104△104△104△104 0000 △12△12△12△12 △1△1△1△1 △224△224△224△224
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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年度年度年度年度１１１１QQQQ 08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ 増減増減増減増減

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 売売売売 却却却却 益益益益 ---- 9999 △9△9△9△9

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 売売売売 却却却却 益益益益 ---- 9999 △9△9△9△9

特別利益合計特別利益合計特別利益合計特別利益合計 ---- 18181818 △18△18△18△18

事事事事 業業業業 構構構構 造造造造 改改改改 善善善善 費費費費 用用用用 2222 3333 △1△1△1△1

特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 2222 3333 △1△1△1△1

特別損益合計特別損益合計特別損益合計特別損益合計 △2△2△2△2 15151515 △17△17△17△17
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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....6666月末月末月末月末 09090909....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....6666月末月末月末月末 09090909....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 8,5988,5988,5988,598 8,3818,3818,3818,381 217217217217 負債負債負債負債 12,54012,54012,54012,540 12,46912,46912,46912,469 70707070

　　　　現預金現預金現預金現預金 586586586586 608608608608 △22△22△22△22 買掛債務買掛債務買掛債務買掛債務 1,5391,5391,5391,539 1,5151,5151,5151,515 24242424

売掛債権売掛債権売掛債権売掛債権 3,1413,1413,1413,141 2,9432,9432,9432,943 198198198198 短期短期短期短期・・・・長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 4,1224,1224,1224,122 3,7023,7023,7023,702 420420420420

　　　　たなたなたなたな卸資産卸資産卸資産卸資産 3,2653,2653,2653,265 3,3573,3573,3573,357 △93△93△93△93 ＣＰＣＰＣＰＣＰ 1,2601,2601,2601,260 1,2701,2701,2701,270 △10△10△10△10

　　　　そのそのそのその他他他他 1,6061,6061,6061,606 1,4731,4731,4731,473 134134134134 社債社債社債社債 2,8942,8942,8942,894 2,9822,9822,9822,982 △87△87△87△87

固定資産固定資産固定資産固定資産 11,98011,98011,98011,980 11,84411,84411,84411,844 135135135135 退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金 299299299299 296296296296 3333

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 5,6945,6945,6945,694 5,6785,6785,6785,678 16161616 そのそのそのその他他他他 2,4252,4252,4252,425 2,7042,7042,7042,704 △279△279△279△279

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 645645645645 634634634634 11111111 純資産純資産純資産純資産のののの部部部部 8,0388,0388,0388,038 7,7567,7567,7567,756 282282282282

投資有価証券投資有価証券投資有価証券投資有価証券 4,0894,0894,0894,089 3,8463,8463,8463,846 243243243243 株主資本株主資本株主資本株主資本 5,8525,8525,8525,852 5,9215,9215,9215,921 △69△69△69△69

そのそのそのその他他他他 1,5511,5511,5511,551 1,6861,6861,6861,686 △135△135△135△135 評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等 △164△164△164△164 △478△478△478△478 313313313313

少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 2,3512,3512,3512,351 2,3132,3132,3132,313 38383838

20,57820,57820,57820,578 20,22620,22620,22620,226 352352352352 20,57820,57820,57820,578 20,22620,22620,22620,226 352352352352

8,2768,2768,2768,276 7,9547,9547,9547,954 322322322322

合計合計合計合計 合計合計合計合計

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
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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年度年度年度年度１１１１QQQQ 08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ 増増増増　　　　減減減減

△40△40△40△40 63636363 △103△103△103△103

△140△140△140△140 △380△380△380△380 241241241241

△179△179△179△179 △317△317△317△317 138138138138

220220220220 239239239239 △19△19△19△19

17171717 △12△12△12△12 29292929

57575757 △90△90△90△90 147147147147

915915915915 984984984984 △69△69△69△69 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

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

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年度年度年度年度１１１１QQQQ 08080808年度年度年度年度１１１１QQQQ

185185185185 380380380380

352352352352 929929929929

245245245245 478478478478

116116116116 102102102102

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

売上高売上高売上高売上高

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））））

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

利益動向利益動向利益動向利益動向

製品市況下落製品市況下落製品市況下落製品市況下落によるによるによるによる
ﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼ ﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ悪化悪化悪化悪化およびおよびおよびおよび数量数量数量数量
減少減少減少減少によりによりによりにより減益減益減益減益

製品市況下落製品市況下落製品市況下落製品市況下落によるによるによるによる
ﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼﾏｰｼ ﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ悪化悪化悪化悪化およびおよびおよびおよび数量数量数量数量
減少減少減少減少によりによりによりにより減益減益減益減益

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

売価下落売価下落売価下落売価下落、、、、数量減少数量減少数量減少数量減少
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））））
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