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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（前年度対比）･･････････････業績概要（前年度対比）･･････････････業績概要（前年度対比）･･････････････業績概要（前年度対比）･･････････････

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

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

� 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･フロー予想･･･････････････キャッシュ･フロー予想･･･････････････キャッシュ･フロー予想･･･････････････キャッシュ･フロー予想･･･････････････

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007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.2008.2008.2008.2008.2008.2008.2008.2008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

Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標

目　　　次目　　　次目　　　次目　　　次

5555

6666

7777

8888

9999

10101010

11111111

12121212

14141414

15151515

16161616

17171717

18181818

20202020

21212121

22222222

23232323

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

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

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

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

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

� 売上高、当期純利益･･････････････････売上高、当期純利益･･････････････････売上高、当期純利益･･････････････････売上高、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、有利子負債残高････････自己資本比率、有利子負債残高････････自己資本比率、有利子負債残高････････自己資本比率、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）

25252525

26262626

27272727

28282828

29292929

30303030

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

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

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

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

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

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



ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2007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



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

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3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 18,96518,96518,96518,965 17,90017,90017,90017,900 1,0651,0651,0651,065 6.0%6.0%6.0%6.0%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 1,0241,0241,0241,024 1,3961,3961,3961,396 △372△372△372△372 △26.7%△26.7%△26.7%△26.7%

（（（（ 持持持持 分分分分 法法法法 投投投投 資資資資 利利利利 益益益益 ）））） (112)(112)(112)(112) (236)(236)(236)(236) (△124)(△124)(△124)(△124) (△52.7%)(△52.7%)(△52.7%)(△52.7%)

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 928928928928 1,5801,5801,5801,580 △652△652△652△652 △41.3%△41.3%△41.3%△41.3%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 631631631631 939939939939 △308△308△308△308 △32.8%△32.8%△32.8%△32.8%

RRRR OOOO EEEE 8.1%8.1%8.1%8.1% 12.4%12.4%12.4%12.4%

ナフサ価格（円/KL）ナフサ価格（円/KL）ナフサ価格（円/KL）ナフサ価格（円/KL） 61,50061,50061,50061,500 50,00050,00050,00050,000

為替レート（円/US$）為替レート（円/US$）為替レート（円/US$）為替レート（円/US$） 114.44114.44114.44114.44 116.97116.97116.97116.97
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セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高セグメント別売上高

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3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 3,1473,1473,1473,147 3,1403,1403,1403,140 7777 0.2%0.2%0.2%0.2% 160160160160 △153△153△153△153

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 6,0336,0336,0336,033 5,3915,3915,3915,391 643643643643 11.9%11.9%11.9%11.9% 600600600600 43434343

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 929929929929 909909909909 21212121 2.3%2.3%2.3%2.3% 0000 21212121

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 2,9752,9752,9752,975 2,6642,6642,6642,664 311311311311 11.7%11.7%11.7%11.7% △400△400△400△400 711711711711

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 2,0042,0042,0042,004 1,9831,9831,9831,983 21212121 1.0%1.0%1.0%1.0% 5555 16161616

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 2,3762,3762,3762,376 2,3452,3452,3452,345 30303030 1.3%1.3%1.3%1.3% 0000 30303030

そそそそ のののの 他他他他 1,5011,5011,5011,501 1,4681,4681,4681,468 33333333 2.2%2.2%2.2%2.2% 0000 33333333

合合合合 計計計計 18,96518,96518,96518,965 17,90017,90017,90017,900 1,0651,0651,0651,065 6.0%6.0%6.0%6.0% 365365365365 700700700700

海海海海 外外外外 売売売売 上上上上 高高高高 7,8887,8887,8887,888 7,4787,4787,4787,478 410410410410 5.5%5.5%5.5%5.5%
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セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益セグメント別営業利益

単位：億円単位：億円単位：億円単位：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 その他その他その他その他 合計合計合計合計

営業利益営業利益営業利益営業利益

08.3期08.3期08.3期08.3期 106106106106 45454545 114114114114 63636363 209209209209 465465465465 22222222 1,0241,0241,0241,024

07.3期07.3期07.3期07.3期 135135135135 236236236236 131131131131 35353535 233233233233 562562562562 65656565 1,3961,3961,3961,396

増減増減増減増減 △29△29△29△29 △191△191△191△191 △17△17△17△17 28282828 △23△23△23△23 △98△98△98△98 △43△43△43△43 △372△372△372△372

価格差価格差価格差価格差 △30△30△30△30 △170△170△170△170 △20△20△20△20 △400△400△400△400 △10△10△10△10 0000 0000 △630△630△630△630

売価差売価差売価差売価差 160160160160 600600600600 0000 △400△400△400△400 5555 0000 0000 365365365365

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 △190△190△190△190 △770△770△770△770 △20△20△20△20 0000 △15△15△15△15 0000 0000 △995△995△995△995

コスト差コスト差コスト差コスト差 △15△15△15△15 △5△5△5△5 △5△5△5△5 155155155155 △40△40△40△40 △120△120△120△120 △70△70△70△70 △100△100△100△100

合理化合理化合理化合理化 15151515 10101010 5555 280280280280 10101010 0000 0000 320320320320

固定費差固定費差固定費差固定費差 △30△30△30△30 △15△15△15△15 △10△10△10△10 △125△125△125△125 △50△50△50△50 △120△120△120△120 △70△70△70△70 △420△420△420△420

数量差等数量差等数量差等数量差等 16161616 △16△16△16△16 8888 273273273273 27272727 22222222 27272727 358358358358

　　計　　計　　計　　計 △29△29△29△29 △191△191△191△191 △17△17△17△17 28282828 △23△23△23△23 △98△98△98△98 △43△43△43△43 △372△372△372△372
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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：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3期 増減増減増減増減

労労労労 務務務務 費費費費 2,1622,1622,1622,162 2,0562,0562,0562,056 106106106106

補補補補 修修修修 費費費費 502502502502 515515515515 △12△12△12△12

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 1,2501,2501,2501,250 1,1391,1391,1391,139 111111111111

研研研研 究究究究 費費費費 1,0541,0541,0541,054 977977977977 77777777

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 1,4251,4251,4251,425 1,5981,5981,5981,598 △173△173△173△173

期期期期 末末末末 人人人人 員員員員 25,58825,58825,58825,588 24,69124,69124,69124,691 897897897897
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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：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3期 増減増減増減増減

持分変動利益持分変動利益持分変動利益持分変動利益 288288288288 ---- 288288288288

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 67676767 311311311311 △244△244△244△244

固定資産売却益固定資産売却益固定資産売却益固定資産売却益 47474747 ---- 47474747

特別利益合計特別利益合計特別利益合計特別利益合計 402402402402 311311311311 91919191

構造改善費用構造改善費用構造改善費用構造改善費用 48484848 64646464 △16△16△16△16

訴訟関連費用訴訟関連費用訴訟関連費用訴訟関連費用 ---- 10101010 △10△10△10△10

退職給付制度改定に伴う損失退職給付制度改定に伴う損失退職給付制度改定に伴う損失退職給付制度改定に伴う損失 ---- 6666 △6△6△6△6

特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 48484848 80808080 △32△32△32△32
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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：億円単位：億円単位：億円単位：億円

科    目科    目科    目科    目 08.3月末08.3月末08.3月末08.3月末 07.3月末07.3月末07.3月末07.3月末 増減増減増減増減 科    目科    目科    目科    目 08.3月末08.3月末08.3月末08.3月末 07.3月末07.3月末07.3月末07.3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 10,03210,03210,03210,032 9,9599,9599,9599,959 73737373 負債負債負債負債 13,52913,52913,52913,529 12,94412,94412,94412,944 585585585585

　　　　現現現現 預預預預 金金金金 775775775775 1,0421,0421,0421,042 △267△267△267△267 買買買買 掛掛掛掛 債債債債 務務務務 2,8272,8272,8272,827 2,6192,6192,6192,619 208208208208

　　　　売売売売 掛掛掛掛 債債債債 権権権権 4,2384,2384,2384,238 4,0764,0764,0764,076 163163163163 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 2,7762,7762,7762,776 2,8062,8062,8062,806 △30△30△30△30

　　　　たたたた なななな 卸卸卸卸 資資資資 産産産産 3,3823,3823,3823,382 3,2773,2773,2773,277 104104104104 ＣＣＣＣ ＰＰＰＰ 920920920920 540540540540 380380380380

　　　　繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 334334334334 362362362362 △28△28△28△28 社社社社 債債債債 3,0433,0433,0433,043 3,0643,0643,0643,064 △21△21△21△21

　　　　そそそそ のののの 他他他他 1,3031,3031,3031,303 1,2021,2021,2021,202 101101101101 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 190190190190 321321321321 △131△131△131△131

固定資産固定資産固定資産固定資産 13,55813,55813,55813,558 13,29013,29013,29013,290 268268268268 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 437437437437 428428428428 9999

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 6,3656,3656,3656,365 6,2356,2356,2356,235 130130130130 そそそそ のののの 他他他他 3,3373,3373,3373,337 3,1673,1673,1673,167 170170170170

無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 839839839839 428428428428 411411411411 純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部 10,06010,06010,06010,060 10,30510,30510,30510,305 △245△245△245△245

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 5,1895,1895,1895,189 4,8614,8614,8614,861 328328328328 株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 6,7306,7306,7306,730 6,3266,3266,3266,326 404404404404

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 125125125125 109109109109 17171717 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 951951951951 1,5991,5991,5991,599 △649△649△649△649

そそそそ のののの 他他他他 1,0401,0401,0401,040 1,6571,6571,6571,657 △618△618△618△618 少少少少 数数数数 株株株株 主主主主 持持持持 分分分分 2,3792,3792,3792,379 2,3802,3802,3802,380 △0△0△0△0

23,58923,58923,58923,589 23,24923,24923,24923,249 340340340340 23,58923,58923,58923,589 23,24923,24923,24923,249 340340340340

6,7396,7396,7396,739 6,4106,4106,4106,410 329329329329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･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フローキャッシュ･フロー

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3期 増減増減増減増減

1,5661,5661,5661,566 1,4291,4291,4291,429 137137137137

△1,827△1,827△1,827△1,827 △1,642△1,642△1,642△1,642 △184△184△184△184

△261△261△261△261 △213△213△213△213 △48△48△48△48

71717171 356356356356 △285△285△285△285

4444 8888 △4△4△4△4

△186△186△186△186 150150150150 △336△336△336△336

1,0741,0741,0741,074 1,2601,2601,2601,260 △186△186△186△186

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

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

  そ              の               他  そ              の               他  そ              の               他  そ              の               他

 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 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・キャッシュ・フロー  フ リ ー・キャッシュ・フロー  フ リ ー・キャッシュ・フロー  フ リ ー・キャッシュ・フロー
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主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向主要グループ会社業績動向

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3期

1,3931,3931,3931,393 1,1471,1471,1471,147

3,3713,3713,3713,371 2,9062,9062,9062,906

1,8251,8251,8251,825 1,5941,5941,5941,594

401401401401 390390390390

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

東友ファインケム東友ファインケム東友ファインケム東友ファインケム

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

売上高売上高売上高売上高

売価下落の一方、数量増売価下落の一方、数量増売価下落の一方、数量増売価下落の一方、数量増
加・合理化により増益加・合理化により増益加・合理化により増益加・合理化により増益

ザ・ポリオレフィン・カンパニーザ・ポリオレフィン・カンパニーザ・ポリオレフィン・カンパニーザ・ポリオレフィン・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・コーポレーション・ペトロケミカル・コーポレーション・ペトロケミカル・コーポレーション・ペトロケミカル・コーポレーション・
オブ・シンガポールオブ・シンガポールオブ・シンガポールオブ・シンガポール

原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ
ン悪化の一方、数量増加にン悪化の一方、数量増加にン悪化の一方、数量増加にン悪化の一方、数量増加に
より損益はほぼ横ばいより損益はほぼ横ばいより損益はほぼ横ばいより損益はほぼ横ばい

原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ原料価格上昇によるマージ
ン悪化により減益ン悪化により減益ン悪化により減益ン悪化により減益

数量増加の一方、開発費等数量増加の一方、開発費等数量増加の一方、開発費等数量増加の一方、開発費等
の増加により若干減益の増加により若干減益の増加により若干減益の増加により若干減益
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ.2008.2008.2008.2008.2008.2008.2008.2008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（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）業績概要（前年度対比）

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3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 20,80020,80020,80020,800 18,96518,96518,96518,965 1,8351,8351,8351,835 9.7%9.7%9.7%9.7%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 950950950950 1,0241,0241,0241,024 △74△74△74△74 △7.2%△7.2%△7.2%△7.2%

（（（（ 持持持持 分分分分 法法法法 投投投投 資資資資 利利利利 益益益益 ）））） (150)(150)(150)(150) (112)(112)(112)(112) (38)(38)(38)(38) (33.9%)(33.9%)(33.9%)(33.9%)

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 1,0001,0001,0001,000 928928928928 72727272 7.8%7.8%7.8%7.8%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 550550550550 631631631631 △81△81△81△81 △12.8%△12.8%△12.8%△12.8%

RRRR OOOO EEEE 7.1%7.1%7.1%7.1% 8.1%8.1%8.1%8.1%

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 ）））） 67,00067,00067,00067,000 61,50061,50061,50061,500

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$/US$ ）））） 100.00100.00100.00100.00 114.44114.44114.44114.44
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セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想セグメント別売上高予想

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3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 3,2503,2503,2503,250 3,1473,1473,1473,147 103103103103 3.3%3.3%3.3%3.3% 25252525 78787878

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 7,2007,2007,2007,200 6,0336,0336,0336,033 1,1671,1671,1671,167 19.3%19.3%19.3%19.3% 540540540540 627627627627

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 1,0001,0001,0001,000 929929929929 71717171 7.6%7.6%7.6%7.6% 5555 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 3,4003,4003,4003,400 2,9752,9752,9752,975 425425425425 14.3%14.3%14.3%14.3% △380△380△380△380 805805805805

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 2,0502,0502,0502,050 2,0042,0042,0042,004 46464646 2.3%2.3%2.3%2.3% △25△25△25△25 71717171

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 2,4002,4002,4002,400 2,3762,3762,3762,376 24242424 1.0%1.0%1.0%1.0% △105△105△105△105 129129129129

そそそそ のののの 他他他他 1,5001,5001,5001,500 1,5011,5011,5011,501 △1△1△1△1 △0.0%△0.0%△0.0%△0.0% ---- △1△1△1△1

合合合合 計計計計 20,80020,80020,80020,800 18,96518,96518,96518,965 1,8351,8351,8351,835 9.7%9.7%9.7%9.7% 60606060 1,7751,7751,7751,775
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セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想セグメント別営業利益予想

単位：億円単位：億円単位：億円単位：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 その他その他その他その他 合計合計合計合計

営業利益営業利益営業利益営業利益

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 100100100100 110110110110 90909090 225225225225 165165165165 310310310310 △50△50△50△50 950950950950

08.3期08.3期08.3期08.3期 106106106106 45454545 114114114114 63636363 209209209209 465465465465 22222222 1,0241,0241,0241,024

増減増減増減増減 △6△6△6△6 65656565 △24△24△24△24 162162162162 △44△44△44△44 △155△155△155△155 △72△72△72△72 △74△74△74△74

価格差価格差価格差価格差 10101010 60606060 △5△5△5△5 △380△380△380△380 △35△35△35△35 △105△105△105△105 0000 △455△455△455△455

売価差売価差売価差売価差 25252525 540540540540 5555 △380△380△380△380 △25△25△25△25 △105△105△105△105 0000 60606060

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 △15△15△15△15 △480△480△480△480 △10△10△10△10 0000 △10△10△10△10 0000 0000 △515△515△515△515

コスト差コスト差コスト差コスト差 △75△75△75△75 △45△45△45△45 △15△15△15△15 140140140140 △10△10△10△10 △145△145△145△145 △115△115△115△115 △265△265△265△265

合理化合理化合理化合理化 15151515 5555 5555 205205205205 15151515 0000 0000 245245245245

固定費差固定費差固定費差固定費差 △90△90△90△90 △50△50△50△50 △20△20△20△20 △65△65△65△65 △25△25△25△25 △145△145△145△145 △115△115△115△115 △510△510△510△510

数量差等数量差等数量差等数量差等 59595959 50505050 △4△4△4△4 402402402402 1111 95959595 43434343 646646646646

　　計　　計　　計　　計 △6△6△6△6 65656565 △24△24△24△24 162162162162 △44△44△44△44 △155△155△155△155 △72△72△72△72 △74△74△74△74
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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：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3期 増減増減増減増減

労労労労 務務務務 費費費費 2,3102,3102,3102,310 2,1622,1622,1622,162 148148148148

補補補補 修修修修 費費費費 520520520520 502502502502 18181818

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 1,3601,3601,3601,360 1,2501,2501,2501,250 110110110110

研研研研 究究究究 費費費費 1,2701,2701,2701,270 1,0541,0541,0541,054 216216216216

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 1,4101,4101,4101,410 1,4251,4251,4251,425 △15△15△15△15

期期期期 末末末末 人人人人 員員員員 26,75026,75026,75026,750 25,58825,58825,58825,588 1,1621,1621,1621,162
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キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想キャッシュ･フロー予想

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3期 増減増減増減増減

1,1001,1001,1001,100 1,5661,5661,5661,566 △466△466△466△466

△1,400△1,400△1,400△1,400 △1,827△1,827△1,827△1,827 427427427427

△300△300△300△300 △261△261△261△261 △39△39△39△39

300300300300 71717171 229229229229

---- 4444 △4△4△4△4

---- △186△186△186△186 186186186186

7,2507,2507,2507,250 6,7396,7396,7396,739 511511511511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 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー

  そ              の               他  そ              の               他  そ              の               他  そ              の               他

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

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

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

  フリー・キャッシュ・フロー  フリー・キャッシュ・フロー  フリー・キャッシュ・フロー  フリー・キャッシュ・フロー
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Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標Ⅲ．経営指標
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経営指標－①経営指標－①経営指標－①経営指標－①経営指標－①経営指標－①経営指標－①経営指標－①
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経営指標－②経営指標－②経営指標－②経営指標－②経営指標－②経営指標－②経営指標－②経営指標－②
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経営指標－③経営指標－③経営指標－③経営指標－③経営指標－③経営指標－③経営指標－③経営指標－③
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経営指標－④経営指標－④経営指標－④経営指標－④経営指標－④経営指標－④経営指標－④経営指標－④
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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）



セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資セグメント別設備投資

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3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 276276276276 246246246246 30303030

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 212212212212 169169169169 43434343

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 69696969 46464646 23232323

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 334334334334 720720720720 △387△387△387△387

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 85858585 101101101101 △17△17△17△17

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 183183183183 125125125125 58585858

そそそそ のののの 他他他他 267267267267 191191191191 76767676

合合合合 計計計計 1,4251,4251,4251,425 1,5981,5981,5981,598 △173△173△173△173
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セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費セグメント別減価償却費

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3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 133133133133 135135135135 △2△2△2△2

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 184184184184 192192192192 △8△8△8△8

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 61616161 65656565 △5△5△5△5

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 422422422422 315315315315 107107107107

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 128128128128 142142142142 △14△14△14△14

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 154154154154 162162162162 △8△8△8△8

そそそそ のののの 他他他他 169169169169 128128128128 41414141

合合合合 計計計計 1,2501,2501,2501,250 1,1391,1391,1391,139 111111111111
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セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費セグメント別研究費

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08.3期08.3期08.3期08.3期 07.3期07.3期07.3期07.3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 61616161 57575757 4444

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 111111111111 113113113113 △2△2△2△2

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 41414141 42424242 △1△1△1△1

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 137137137137 126126126126 11111111

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 194194194194 187187187187 7777

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 477477477477 425425425425 52525252

そそそそ のののの 他他他他 33333333 26262626 6666

合合合合 計計計計 1,0541,0541,0541,054 977977977977 77777777

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

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3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 200200200200 276276276276 △76△76△76△76

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 220220220220 212212212212 8888

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 60606060 69696969 △9△9△9△9

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 320320320320 334334334334 △14△14△14△14

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 80808080 85858585 △5△5△5△5

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 130130130130 183183183183 △53△53△53△53

そそそそ のののの 他他他他 400400400400 267267267267 133133133133

合合合合 計計計計 1,4101,4101,4101,410 1,4251,4251,4251,425 △15△15△15△15
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セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想セグメント別減価償却費予想

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3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 170170170170 133133133133 37373737

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 205205205205 184184184184 21212121

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 65656565 61616161 4444

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 360360360360 422422422422 △62△62△62△62

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 135135135135 128128128128 7777

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 155155155155 154154154154 1111

そそそそ のののの 他他他他 270270270270 169169169169 101101101101

合合合合 計計計計 1,3601,3601,3601,360 1,2501,2501,2501,250 110110110110
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セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想セグメント別研究費予想

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

09.3期予想09.3期予想09.3期予想09.3期予想 08.3期08.3期08.3期08.3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 65656565 61616161 4444

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 125125125125 111111111111 14141414

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 40404040 41414141 △1△1△1△1

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 150150150150 137137137137 13131313

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 220220220220 194194194194 26262626

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 585585585585 477477477477 108108108108

そそそそ のののの 他他他他 85858585 33333333 52525252

合合合合 計計計計 1,2701,2701,2701,270 1,0541,0541,0541,054 216216216216

　※全社研究費を各セグメントに配賦後
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