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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（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）業績概要（前年同期対比）
単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

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 14,52614,52614,52614,526 13,91013,91013,91013,910 616616616616 4.4%4.4%4.4%4.4%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 423423423423 759759759759 △337△337△337△337 △44.3%△44.3%△44.3%△44.3%

（（（（ 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 ）））） (△15)(△15)(△15)(△15) (124)(124)(124)(124) (△139)(△139)(△139)(△139) ----

（（（（ 為為為為 替替替替 差差差差 損損損損 ）））） (△132)(△132)(△132)(△132) (△3)(△3)(△3)(△3) (△128)(△128)(△128)(△128) ----

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 262262262262 855855855855 △593△593△593△593 △69.4%△69.4%△69.4%△69.4%

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 8888 405405405405 △397△397△397△397 △98.1%△98.1%△98.1%△98.1%

RRRR OOOO EEEE 0.1%0.1%0.1%0.1% 5.2%5.2%5.2%5.2%

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 ）））） 69,60069,60069,60069,600 59,70059,70059,70059,700

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$/US$ ）））） 102.92102.92102.92102.92 117.35117.35117.35117.35
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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年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

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 2,0612,0612,0612,061 2,3402,3402,3402,340 △279△279△279△279 △11.9%△11.9%△11.9%△11.9% △60△60△60△60 △219△219△219△219

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 4,6644,6644,6644,664 4,4094,4094,4094,409 255255255255 5.8%5.8%5.8%5.8% 470470470470 △215△215△215△215

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 662662662662 696696696696 △33△33△33△33 △4.8%△4.8%△4.8%△4.8% 20202020 △53△53△53△53

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 2,5492,5492,5492,549 2,1402,1402,1402,140 408408408408 19.1%19.1%19.1%19.1% △170△170△170△170 578578578578

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 1,6531,6531,6531,653 1,4261,4261,4261,426 227227227227 15.9%15.9%15.9%15.9% 55555555 172172172172

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 1,7991,7991,7991,799 1,7921,7921,7921,792 7777 0.4%0.4%0.4%0.4% △80△80△80△80 87878787

そそそそ のののの 他他他他 1,1391,1391,1391,139 1,1061,1061,1061,106 32323232 2.9%2.9%2.9%2.9% 0000 32323232

合合合合 計計計計 14,52614,52614,52614,526 13,91013,91013,91013,910 616616616616 4.4%4.4%4.4%4.4% 235235235235 381381381381
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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年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

△77△77△77△77 △106△106△106△106 36363636 177177177177 155155155155 289289289289 △51△51△51△51 423423423423

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

96969696 43434343 91919191 2222 114114114114 386386386386 27272727 759759759759

増減増減増減増減 △173△173△173△173 △149△149△149△149 △55△55△55△55 175175175175 40404040 △97△97△97△97 △78△78△78△78 △337△337△337△337

価格差価格差価格差価格差 △75△75△75△75 △35△35△35△35 △15△15△15△15 △210△210△210△210 5555 △80△80△80△80 0000 △410△410△410△410

売価差売価差売価差売価差 △60△60△60△60 470470470470 20202020 △170△170△170△170 55555555 △80△80△80△80 0000 235235235235

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 △15△15△15△15 △505△505△505△505 △35△35△35△35 △40△40△40△40 △50△50△50△50 0000 0000 △645△645△645△645

コスト差コスト差コスト差コスト差 △40△40△40△40 △40△40△40△40 △15△15△15△15 140140140140 △15△15△15△15 △80△80△80△80 △120△120△120△120 △170△170△170△170

合理化合理化合理化合理化 15151515 5555 0000 160160160160 10101010 0000 0000 190190190190

固定費差固定費差固定費差固定費差 △55△55△55△55 △45△45△45△45 △15△15△15△15 △20△20△20△20 △25△25△25△25 △80△80△80△80 △120△120△120△120 △360△360△360△360

数量差等数量差等数量差等数量差等 △58△58△58△58 △74△74△74△74 △25△25△25△25 245245245245 50505050 63636363 42424242 243243243243

　　計　　計　　計　　計 △173△173△173△173 △149△149△149△149 △55△55△55△55 175175175175 40404040 △97△97△97△97 △78△78△78△78 △337△337△337△337

3



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年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

増減増減増減増減

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 10101010 47474747 △37△37△37△37

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 12121212 △4△4△4△4

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 59595959 △40△40△40△40

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 評評評評 価価価価 損損損損 39393939 ---- 39393939

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 25252525 16161616 9999

特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 64646464 16161616 49494949

特別損益合計特別損益合計特別損益合計特別損益合計 △46△46△46△46 43434343 △89△89△89△89
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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 08.12月末08.12月末08.12月末08.12月末 08.3月末08.3月末08.3月末08.3月末 増減増減増減増減 科    目科    目科    目科    目 08.12月末08.12月末08.12月末08.12月末 08.3月末08.3月末08.3月末08.3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 9,7599,7599,7599,759 10,03210,03210,03210,032 △273△273△273△273 負債負債負債負債 13,60113,60113,60113,601 13,52913,52913,52913,529 72727272

　　　　現預金現預金現預金現預金 799799799799 775775775775 23232323 買掛債務買掛債務買掛債務買掛債務 2,3812,3812,3812,381 2,8272,8272,8272,827 △446△446△446△446

売掛債権売掛債権売掛債権売掛債権 3,7793,7793,7793,779 4,2384,2384,2384,238 △459△459△459△459 短期・長期借入金短期・長期借入金短期・長期借入金短期・長期借入金 3,3853,3853,3853,385 2,7762,7762,7762,776 609609609609

　　　　たな卸資産たな卸資産たな卸資産たな卸資産 3,7043,7043,7043,704 3,3823,3823,3823,382 322322322322 ＣＰＣＰＣＰＣＰ 1,6001,6001,6001,600 920920920920 680680680680

　　　　その他その他その他その他 1,4771,4771,4771,477 1,6371,6371,6371,637 △159△159△159△159 社債社債社債社債 2,9832,9832,9832,983 3,0433,0433,0433,043 △60△60△60△60

固定資産固定資産固定資産固定資産 12,81712,81712,81712,817 13,55813,55813,55813,558 △741△741△741△741 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 446446446446 437437437437 10101010

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 6,1576,1576,1576,157 6,3656,3656,3656,365 △208△208△208△208 その他その他その他その他 2,8062,8062,8062,806 3,5273,5273,5273,527 △721△721△721△721

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 700700700700 839839839839 △139△139△139△139 純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部 8,9758,9758,9758,975 10,06010,06010,06010,060 △1,086△1,086△1,086△1,086

投資有価証券投資有価証券投資有価証券投資有価証券 4,4344,4344,4344,434 5,1895,1895,1895,189 △755△755△755△755 株主資本株主資本株主資本株主資本 6,5206,5206,5206,520 6,7306,7306,7306,730 △210△210△210△210

その他その他その他その他 1,5261,5261,5261,526 1,1651,1651,1651,165 361361361361 評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等 87878787 951951951951 △864△864△864△864

少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 2,3672,3672,3672,367 2,3792,3792,3792,379 △12△12△12△12

22,57622,57622,57622,576 23,58923,58923,58923,589 △1,014△1,014△1,014△1,014 22,57622,57622,57622,576 23,58923,58923,58923,589 △1,014△1,014△1,014△1,014

7,9687,9687,9687,968 6,7396,7396,7396,739 1,2291,2291,2291,229

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･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年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

増　減増　減増　減増　減

300300300300 1,0511,0511,0511,051 △752△752△752△752

△1,549△1,549△1,549△1,549 △1,736△1,736△1,736△1,736 187187187187

△1,249△1,249△1,249△1,249 △685△685△685△685 △564△564△564△564

1,1321,1321,1321,132 411411411411 721721721721

△33△33△33△33 4444 △37△37△37△37

△150△150△150△150 △270△270△270△270 120120120120

924924924924 992992992992 △68△68△68△68 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

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・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年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ08年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ07年度３Ｑ
（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）（９ヶ月累計）

1,0731,0731,0731,073 1,0281,0281,0281,028

2,7192,7192,7192,719 2,5062,5062,5062,506

1,5231,5231,5231,523 1,3311,3311,3311,331

366366366366 332332332332

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

利益動向利益動向利益動向利益動向

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝのﾏｰｼﾞﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝのﾏｰｼﾞﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝのﾏｰｼﾞﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝのﾏｰｼﾞﾝ
悪化により減益悪化により減益悪化により減益悪化により減益

ﾅﾌｻ価格高騰によるﾏｰﾅﾌｻ価格高騰によるﾏｰﾅﾌｻ価格高騰によるﾏｰﾅﾌｻ価格高騰によるﾏｰ
ｼﾞﾝ悪化により減益ｼﾞﾝ悪化により減益ｼﾞﾝ悪化により減益ｼﾞﾝ悪化により減益

販売好調により若干販売好調により若干販売好調により若干販売好調により若干
増益増益増益増益

売価の下落があった売価の下落があった売価の下落があった売価の下落があった
ものの、数量増加・ものの、数量増加・ものの、数量増加・ものの、数量増加・
合理化により増益合理化により増益合理化により増益合理化により増益

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

売上高売上高売上高売上高

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）

会社名会社名会社名会社名
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業績予想修正業績予想修正業績予想修正業績予想修正業績予想修正業績予想修正業績予想修正業績予想修正

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

今回予想今回予想今回予想今回予想 前回予想前回予想前回予想前回予想 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 18,20018,20018,20018,200 20,10020,10020,10020,100 △1,900△1,900△1,900△1,900 △9.5%△9.5%△9.5%△9.5%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 300300300300 700700700700 △400△400△400△400 △57.1%△57.1%△57.1%△57.1%

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 0000 600600600600 △600△600△600△600 △100.0%△100.0%△100.0%△100.0%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 △150△150△150△150 150150150150 △300△300△300△300 ----

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 ））））
（（（（ 括括括括 弧弧弧弧 内内内内 第第第第 4444 四四四四 半半半半 期期期期 ））））

58,50058,50058,50058,500
(25,000)(25,000)(25,000)(25,000)

66,10066,10066,10066,100

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$/US$））））
（（（（ 括括括括 弧弧弧弧 内内内内 第第第第 4444 四四四四 半半半半 期期期期 ））））

100.00100.00100.00100.00
(90.00)(90.00)(90.00)(90.00)

104.00104.00104.00104.00

配配配配 当当当当 金金金金 （（（（ 年年年年 間間間間 ）））） 9円00銭9円00銭9円00銭9円00銭 12円00銭12円00銭12円00銭12円00銭
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業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み業績改善の取組み

9

１.設備投資･研究開発投資の厳選

２.諸経費の削減

３.在庫削減等による有利子負債の削減

４.人員合理化


