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住友化学 2008年度上期決算説明会

△△△△76.276.276.276.2％％％％63億円264億円純 利 益

△△△△60.260.260.260.2％％％％

△△△△35.935.935.935.9％％％％

＋＋＋＋8.38.38.38.3％％％％

前年同期比

230億円

310億円

10,092億円

２００８年度上期

577億円経常利益

484億円営業利益

9,319億円売 上 高

２００７年度上期

２００８年度上期業績

【【【【 連 結連 結連 結連 結 】】】】

106.12円/ﾄﾞﾙ

78,200円/ｋｌ

119.40円/ﾄﾞﾙ為 替

58,800円/ｋｌナフサ価格



住友化学 2008年度上期決算説明会

（単位：億円）

２００８年度上期 部門別売上高・営業利益

薬価改定

研究開発費増加

＋４％１，２０７１，１６４売上高
医薬品

△２６％１９２２６０営業利益

新規事業研究開発費等増加
△２％７７６７９４売上高

その他
－△３７１７営業利益

メチオニン価格上昇

農薬販売数量増加

＋１３％１，１３６１，００６売上高
農業化学

＋１４％１２３１０８営業利益

△６４％２２６１営業利益

偏光フィルム、カラーフィルター販売
数量増加、合理化

＋１８％１，６２５１，３７７売上高情報電子

化学

原料価格高騰
０％４６７４７５売上高

精密化学

－１２３△６３営業利益

原料価格高騰

原料価格高騰

主な営業利益増減要因

△３６％

＋８％

－

＋１５％

－

△４％

前年同期比

３１０

１０，０９２

△１０１

３，３４１

△１２

１，５３９

０８年上期

７９営業利益

２，９０６売上高
石油化学

２０営業利益

４８４営業利益

９，３１９売上高
全社

１，５９８売上高
基礎化学

０７年上期



住友化学 2008年度上期決算説明会

△△△△76.276.276.276.2％％％％63億円264億円純 利 益

△△△△60.260.260.260.2％％％％

△△△△35.935.935.935.9％％％％

＋＋＋＋8.38.38.38.3％％％％

前年同期比

230億円

310億円

10,092億円

２００８年度上期

577億円経常利益

484億円営業利益

9,319億円売 上 高

２００７年度上期

２００８年度上期業績

【【【【 連 結連 結連 結連 結 】】】】

106.12円/ﾄﾞﾙ

78,200円/ｋｌ

119.40円/ﾄﾞﾙ為 替

58,800円/ｋｌナフサ価格



住友化学 2008年度上期決算説明会

△△△△76.276.276.276.2％％％％150億円631億円純 利 益

△△△△35.335.335.335.3％％％％

△△△△31.631.631.631.6％％％％

＋＋＋＋6.06.06.06.0％％％％

前期比

600億円

700億円

2兆100億円

２００８年度予想

928億円経常利益

1,024億円営業利益

1兆8,965億円売 上 高

２００７年度実績

２００８年度年間業績予想

【【【【 連 結連 結連 結連 結 】】】】

104.00104.00104.00104.00円円円円////ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

66,66,66,66,１１１１00000000円円円円////ｋｌｋｌｋｌｋｌ

（（（（下期下期下期下期 54,00054,00054,00054,000円円円円
////klklklkl））））

114.44円/ﾄﾞﾙ為 替

61,500円/ｋｌナフサ価格



住友化学 2008年度上期決算説明会

（単位：億円）

２００８年度予想 部門別売上高・営業利益

薬価改定

研究開発費増加

＋１％２，４００２，３７６売上高
医薬品

△３３％３１０４６５営業利益

新規事業研究開発費等増加
＋３％１，５５０１，５０１売上高

その他
－△８０２２営業利益

メチオニン価格上昇

農薬販売増加

＋１５％２，３００２，００４売上高
農業化学

＋１２％２３５２０９営業利益

△３４％７５１１４営業利益

偏光フィルム販売増加

合理化

＋１３％３，３５０２，９７５売上高情報電子

化学

上期原料価格高騰
＋８％１，０００９２９売上高

精密化学

＋１４６％１５５６３営業利益

スチレンモノマー、プロピレンオキサ
イド採算悪化

固定費増加

上期原料価格高騰

固定費増加

主な営業利益増減要因

△３２％

＋６％

△４５％

＋８％

－

△５％

前期比

７００

２０，１００

２５

６，５００

△２０

３，０００

２００８年度

１０６営業利益

６，０３３売上高

石油化学 ４５営業利益

１，０２４営業利益

１８，９６５売上高
全社

３，１４７売上高
基礎化学

２００７年度



住友化学 2008年度上期決算説明会

営業利益の比較 2007年度対2008年度

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1,0001,0001,0001,000

1,2001,2001,2001,200

2007200720072007年度年度年度年度 2008200820082008年度年度年度年度

（（（（億円億円億円億円））））

1111,,,,024024024024億円億円億円億円 700700700700億円億円億円億円

数量差等数量差等数量差等数量差等　＋　＋　＋　＋486486486486億円億円億円億円

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差　　　　△△△△705705705705億円億円億円億円

売価差売価差売価差売価差　＋　＋　＋　＋185185185185億円億円億円億円

固定費差固定費差固定費差固定費差　　　　△△△△525525525525億円億円億円億円

（（（（予想予想予想予想））））

合理化等合理化等合理化等合理化等　＋　＋　＋　＋235235235235億円億円億円億円

　　　　



住友化学 2008年度上期決算説明会

△△△△76.276.276.276.2％％％％150億円631億円純 利 益

△△△△35.335.335.335.3％％％％

△△△△31.631.631.631.6％％％％

＋＋＋＋6.06.06.06.0％％％％

前期比

600億円

700億円

2兆100億円

２００８年度予想

928億円経常利益

1,024億円営業利益

1兆8,965億円売 上 高

２００７年度実績

２００８年度年間業績予想

【【【【 連 結連 結連 結連 結 】】】】

104.00104.00104.00104.00円円円円////ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

66,66,66,66,１１１１00000000円円円円////ｋｌｋｌｋｌｋｌ

（（（（下期下期下期下期 54,00054,00054,00054,000円円円円
////klklklkl））））

114.44円/ﾄﾞﾙ為 替

61,500円/ｋｌナフサ価格



住友化学 2008年度上期決算説明会

２００９年度の事業環境と業績改善への取り組み

【【【【業績改善業績改善業績改善業績改善へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】
� ラービグラービグラービグラービグ計画計画計画計画

・・・・ 第第第第１１１１四半期中四半期中四半期中四半期中のののの全全全全プラントプラントプラントプラント稼動稼動稼動稼動

� 既存事業既存事業既存事業既存事業のののの収益改善収益改善収益改善収益改善

・・・・ 適正売価適正売価適正売価適正売価のののの確保確保確保確保によるによるによるによる採算改善採算改善採算改善採算改善（（（（基礎基礎基礎基礎、、、、石化石化石化石化、、、、精密精密精密精密））））

・・・・ 高機能高機能高機能高機能・・・・高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品（（（（石化石化石化石化）、）、）、）、成長成長成長成長・・・・戦略製品戦略製品戦略製品戦略製品（（（（情報電子情報電子情報電子情報電子、、、、農業農業農業農業、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品））））等等等等のののの拡販拡販拡販拡販

・・・・ 徹底徹底徹底徹底したしたしたした合理化合理化合理化合理化によるによるによるによるコストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上（（（（全部門全部門全部門全部門））））

・・・・ 業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化によるによるによるによる総固定費総固定費総固定費総固定費のののの削減削減削減削減（（（（全部門全部門全部門全部門））））

� 研究開発研究開発研究開発研究開発のののの効率化効率化効率化効率化

・・・・ 選択選択選択選択とととと集中集中集中集中のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる削減削減削減削減

� 設備投資設備投資設備投資設備投資のののの厳選厳選厳選厳選

・・・・ 投資案件投資案件投資案件投資案件のののの厳選厳選厳選厳選とととと資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮のののの促進促進促進促進によるによるによるによる財務体質財務体質財務体質財務体質のののの強化強化強化強化

� 経費経費経費経費のののの削減削減削減削減

【【【【事業環境事業環境事業環境事業環境】】】】
� 金融危機金融危機金融危機金融危機のののの実体経済実体経済実体経済実体経済へのへのへのへの波及波及波及波及によるによるによるによる需要減少需要減少需要減少需要減少
� 米国米国米国米国・・・・欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷をををを背景背景背景背景とするとするとするとする円高懸念円高懸念円高懸念円高懸念
� 原料価格原料価格原料価格原料価格のののの急激急激急激急激なななな変動変動変動変動
� 中東中東中東中東・・・・中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備のののの相次相次相次相次ぐぐぐぐ稼動稼動稼動稼動
� 液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界のののの供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化
� 株価下落株価下落株価下落株価下落にともなうにともなうにともなうにともなう退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担のののの増加増加増加増加



住友化学 2008年度上期決算説明会

２００９年度の事業環境と業績改善への取り組み

【【【【業績改善業績改善業績改善業績改善へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】
� ラービグラービグラービグラービグ計画計画計画計画

・・・・ 第第第第１１１１四半期中四半期中四半期中四半期中のののの全全全全プラントプラントプラントプラント稼動稼動稼動稼動

� 既存事業既存事業既存事業既存事業のののの収益改善収益改善収益改善収益改善

・・・・ 適正売価適正売価適正売価適正売価のののの確保確保確保確保によるによるによるによる採算改善採算改善採算改善採算改善（（（（基礎基礎基礎基礎、、、、石化石化石化石化、、、、精密精密精密精密））））

・・・・ 高機能高機能高機能高機能・・・・高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品（（（（石化石化石化石化）、）、）、）、成長成長成長成長・・・・戦略製品戦略製品戦略製品戦略製品（（（（情報電子情報電子情報電子情報電子、、、、農業農業農業農業、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品））））等等等等のののの拡販拡販拡販拡販

・・・・ 徹底徹底徹底徹底したしたしたした合理化合理化合理化合理化によるによるによるによるコストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上（（（（全部門全部門全部門全部門））））

・・・・ 業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化によるによるによるによる総固定費総固定費総固定費総固定費のののの削減削減削減削減（（（（全部門全部門全部門全部門））））

� 研究開発研究開発研究開発研究開発のののの効率化効率化効率化効率化

・・・・ 選択選択選択選択とととと集中集中集中集中のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる削減削減削減削減

� 設備投資設備投資設備投資設備投資のののの厳選厳選厳選厳選

・・・・ 投資案件投資案件投資案件投資案件のののの厳選厳選厳選厳選とととと資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮のののの促進促進促進促進によるによるによるによる財務体質財務体質財務体質財務体質のののの強化強化強化強化

� 経費経費経費経費のののの削減削減削減削減

【【【【事業環境事業環境事業環境事業環境】】】】
� 金融危機金融危機金融危機金融危機のののの実体経済実体経済実体経済実体経済へのへのへのへの波及波及波及波及によるによるによるによる需要減少需要減少需要減少需要減少
� 米国米国米国米国・・・・欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷をををを背景背景背景背景とするとするとするとする円高懸念円高懸念円高懸念円高懸念
� 原料価格原料価格原料価格原料価格のののの急激急激急激急激なななな変動変動変動変動
� 中東中東中東中東・・・・中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備のののの相次相次相次相次ぐぐぐぐ稼動稼動稼動稼動
� 液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界のののの供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化
� 株価下落株価下落株価下落株価下落にともなうにともなうにともなうにともなう退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担のののの増加増加増加増加



住友化学 2008年度上期決算説明会

２００９年度の事業環境と業績改善への取り組み

【【【【業績改善業績改善業績改善業績改善へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】
� ラービグラービグラービグラービグ計画計画計画計画

・・・・ 第第第第１１１１四半期中四半期中四半期中四半期中のののの全全全全プラントプラントプラントプラント稼動稼動稼動稼動

� 既存事業既存事業既存事業既存事業のののの収益改善収益改善収益改善収益改善

・・・・ 適正売価適正売価適正売価適正売価のののの確保確保確保確保によるによるによるによる採算改善採算改善採算改善採算改善（（（（基礎基礎基礎基礎、、、、石化石化石化石化、、、、精密精密精密精密））））

・・・・ 高機能高機能高機能高機能・・・・高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品高付加価値製品（（（（石化石化石化石化）、）、）、）、成長成長成長成長・・・・戦略製品戦略製品戦略製品戦略製品（（（（情報電子情報電子情報電子情報電子、、、、農業農業農業農業、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品））））等等等等のののの拡販拡販拡販拡販

・・・・ 徹底徹底徹底徹底したしたしたした合理化合理化合理化合理化によるによるによるによるコストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上（（（（全部門全部門全部門全部門））））

・・・・ 業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化によるによるによるによる総固定費総固定費総固定費総固定費のののの削減削減削減削減（（（（全部門全部門全部門全部門））））

� 研究開発研究開発研究開発研究開発のののの効率化効率化効率化効率化

・・・・ 選択選択選択選択とととと集中集中集中集中のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる削減削減削減削減

� 設備投資設備投資設備投資設備投資のののの厳選厳選厳選厳選

・・・・ 投資案件投資案件投資案件投資案件のののの厳選厳選厳選厳選とととと資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮のののの促進促進促進促進によるによるによるによる財務体質財務体質財務体質財務体質のののの強化強化強化強化

� 経費経費経費経費のののの削減削減削減削減

【【【【事業環境事業環境事業環境事業環境】】】】
� 金融危機金融危機金融危機金融危機のののの実体経済実体経済実体経済実体経済へのへのへのへの波及波及波及波及によるによるによるによる需要減少需要減少需要減少需要減少
� 米国米国米国米国・・・・欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷欧州経済低迷をををを背景背景背景背景とするとするとするとする円高懸念円高懸念円高懸念円高懸念
� 原料価格原料価格原料価格原料価格のののの急激急激急激急激なななな変動変動変動変動
� 中東中東中東中東・・・・中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備石油化学新規設備のののの相次相次相次相次ぐぐぐぐ稼動稼動稼動稼動
� 液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界液晶関連業界のののの供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化供給過剰長期化
� 株価下落株価下落株価下落株価下落にともなうにともなうにともなうにともなう退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担退職年金数理差異償却負担のののの大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加



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。


