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(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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419年度連結業績概要（対前年度）
単位:億円

18年度 19年度 増減 増減率

売上収益 23,186 22,258 △928 △4.0%
コア営業利益 2,043 1,327 △716 △35.1%
（うち持分法による投資利益） (372) (92) (△280) -              
   非経常項目 △213 49 261 -              
営業利益 1,830 1,375 △455 △24.8%
   金融損益 54 △70 △124 -              
（うち為替差損益） (55) (△56) (△111) -              
   法人所得税費用 △359 △761 △402 -              
   非支配持分損益 △345 △235 110 -              
親会社の所有者に帰属する当期利益 1,180 309 △871 △73.8%
ROE 12.3% 3.2%
平均為替レート（円/USD） 110.92 108.70
ナフサ価格（円/KL） 49,400 43,000

海外売上比率 64.9% 65.6%
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増減分析（全社計）

セグメント別売上収益
単位:億円

18年度 19年度 増減 増減率 売価差 数量差 邦貨換算差

石油化学 7,575 6,569 △1,006 △13.3% △990 70 △86
エネルギー・ 機能材料 2,829 2,550 △278 △9.8% △95 △145 △39
情報電子化学 3,968 4,049 80 2.0% △280 468 △108
健康・農業関連事業 3,381 3,437 56 1.6% △75 232 △101
医薬品 4,921 5,158 237 4.8% △25 333 △71
その他 511 495 △17 △3.3% 0 △17 0
合計 23,186 22,258 △928 △4.0% △1,465 942 △405

23,186 22,258 

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

△1,465 △405

+942



6セグメント別コア営業利益
単位:億円

18年度 19年度 増減 価格差 コスト差 数量差等 合計

石油化学 616 145 △471 △185 △15 △271 △471
エネルギー・ 機能材料 230 203 △26 0 △10 △16 △26
情報電子化学 262 251 △11 △280 10 259 △11
健康・農業関連事業 197 21 △176 △60 △95 △21 △176
医薬品 808 753 △55 △25 △180 150 △55
その他 全社費用等 △70 △46 24 0 0 24 24
合計 2,043 1,327 △716 △550 △290 124 △716

2,043 

1,327 

18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

増減分析（全社計）

△550
△290

+124
（持分法 △280）



7石油化学セグメント (対前年度実績）

売上収益増減

コア営業利益増減

6,569億円（前期比△1,006億円）

売価差
△990億円

数量差
+70億円

換算差
△86億円

 市況下落

 MMA出荷増加

145億円（前期比△471億円）

価格差
△185億円

コスト差
△15億円

数量差等
△271億円

 MMA・合繊原料交易条件悪化

 持分法損益悪化

7,575 6,569

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

616

145
18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

+70
△990 △86

△185 △15

△271



8エネルギー・機能材料セグメント (対前年度実績）

売上収益増減

コア営業利益増減

2,550億円（前期比△278億円）

売価差
△95億円

数量差
△145億円

換算差
△39億円

 アルミニウム市況下落
 正極材料売価下落

203億円（前期比△26億円）

価格差
0億円

コスト差
△10億円

数量差等
△16億円

2,829 2,550

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

230 203

18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

△95 △145 △39

△10 △16
±0

 正極材料出荷減少
 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用ｾﾊﾟﾚｰﾀ出荷減少

 正極材料出荷減少
 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用ｾﾊﾟﾚｰﾀ出荷減少



9情報電子化学セグメント (対前年度実績）

売上収益増減

コア営業利益増減

4,049億円（前期比+80億円）

売価差
△280億円

数量差
＋468億円

換算差
△108億円

 偏光フィルム売価下落
 タッチセンサーパネル売価下落

251億円（前期比△11億円）

価格差
△280億円

コスト差
+10億円

数量差等
＋259億円

 偏光フィルム売価下落
 タッチセンサーパネル売価下落

 偏光フィルム出荷増加
 タッチセンサーパネル出荷増加

 偏光フィルム出荷増加
 タッチセンサーパネル出荷増加

3,968 4,049

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

△280
△108

+468

262 251

18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

△280

+10

+259



10健康・農業関連事業セグメント (対前年度実績）

売上収益増減

コア営業利益増減

3,437億円（前期比＋56億円）

売価差
△75億円

数量差
＋232億円

換算差
△101億円

21億円（前期比△176億円）

価格差
△60億円

コスト差
△95億円

数量差等
△21億円

 メチオニン市況下落

 メチオニン交易条件悪化

 北米天候不順に伴う農薬出荷減
 メチオニン設備増強に伴う出荷増

3,381 3,437

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

197

21
18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

△75

+232

△101

△60

△95 △21

 メチオニン設備増強に伴う固定費増

 北米天候不順に伴う農薬出荷減
 メチオニン設備増強に伴う出荷増



11医薬品セグメント (対前年度実績）

売上収益増減

コア営業利益増減

5,158億円（前期比+237億円）

売価差
△25億円

数量差
+333億円

換算差
△71億円

 北米ラツーダ等出荷増加
 国内エクア・エクメット販売開始

753億円（前期比△55億円）

価格差
△25億円

コスト差
△180億円
数量差等
+150億円

 ロイバント社との戦略的提携に伴う
販管費・研究費増加

 北米ラツーダ等出荷増加

4,921 5,158

18年度 売価差 数量差 換算差 19年度

808 753

18年度 価格差 コスト差 数量差等 19年度

△25

+333

△71

△25
△180

+150

 国内薬価改定

 国内薬価改定



12非経常項目内訳
単位:億円

18年度 19年度 増減

条件付対価に係る公正価値変動 90 485 395
固定資産売却益 14 9 △5
減損損失戻入益 30 1 △29
減損損失 △246 △373 △127
事業構造改善費用 △91 △78 13
その他 △9 5 15

非経常項目 計 △213 49 261



13連結財政状態計算書
単位:億円

19.3月末 20.3月末 増減 19.3月末 20.3月末 増減

12,912 13,109 197 18,197 22,615 4,418

現金及び現金同等物 2,017 1,806 △210 営業債務及びその他の債務 4,829 4,361 △468

営業債権及びその他の債権 5,500 5,704 204 有利子負債 8,395 13,047 4,651

棚卸資産 4,893 4,924 31 その他 4,973 5,208 234

その他 503 675 172 13,519 13,888 370

18,804 23,394 4,590 株主資本 9,223 9,085 △138

有形固定資産 7,359 7,784 425 その他の資本の構成要素 764 139 △626

のれん及び無形資産 3,435 6,624 3,189 非支配持分 3,532 4,665 1,133

その他 8,010 8,986 976

31,716 36,503 4,787 31,716 36,503 4,787

31.5% 25.3% △ 6.2%

0.6 0.9 0.3

資産合計 負債及び資本合計

親会社所有者帰属持分比率

Ｄ/Ｅレシオ（倍）

流動資産 負債

資本

非流動資産



14連結キャッシュ･フロー

単位:億円

18年度 19年度 増減

2,081 1,060 △1,021
△1,808 △4,997 △3,188

273 △3,937 △4,210
△609 3,735 4,344

33 △9 △42
△303 △210 92

2,017 1,806 △210

現金及び現金同等物の増減

現金及び現金同等物の当期末残高

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー

その他



Ⅱ. 2020年度予想



1620年度業績予想、配当予想について（１）

■新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大に
より国内外の経済環境は大きく悪化しており、
当社グループを取り巻く事業環境にも悪影響
を及ぼしています。

■特に、自動車関連やディスプレイ関連などの
事業分野では今後も厳しい状況が続くことが
見込まれ、その影響は、新型コロナウイルス
感染症の終息まで続くと考えられます。



1720年度業績予想、配当予想について（２）

■新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
今後の為替相場およびナフサ価格の想定を含め、
現時点では業績見通しの合理的な算定は困難で
あるため、2020年度の業績予想、配当予想は
未定といたします。

■今後、新型コロナウイルス感染症の影響を含む
業績動向を見極め、算定が可能となった時点で
速やかに公表いたします。



18流動性の確保について

■当社は金融機関との間に当座借越契約を締結して
いるほか、総額1,010億円のコミットメント・
ライン契約を締結しています。

■国内および海外のグループ会社に関しては、
グループファイナンスの実施によって相互の
資金融通を可能としています。

■今後も事業運営に必要な手元流動性を確保し
ながら、財務の安定性を図ってまいります。



（参考資料）



20セグメントトピックス
石油化学  ラービグⅡ期計画 商業運転開始

 インド向け PO ライセンス契約締結
 千葉工場での触媒新プラント稼働開始

エネルギー・
機能材料

 欧州電池メーカーとの正極材前駆体販売・製造技術支援契約の締結
（田中化学研究所）

 京都大学に産学共同講座を開設（固体型電池の実用化研究推進）

情報電子化学  国内偏光板メーカーとの事業提携による車載向け事業拡大
 フォルダブルディスプレイ用カバーフィルム出荷開始
 EUVリソグラフィ用フォトレジスト提供開始

健康・農業
関連事業

 ニューファーム南米子会社４社の買収に合意
 インド子会社の統合完了
 メチオニン事業の競争力強化

医薬品  ロイバント社との戦略的提携
 開発中の統合失調症治療剤（SEP-363856）のフェーズ3試験開始
 新規糖尿病治療薬（イメグリミン）のフェーズ3試験完了



21セグメント別売上収益（四半期推移）

単位:億円

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

石油化学 1,856 1,948 1,965 1,806 1,775 1,747 1,661 1,386

エネルギー・機能材料 685 723 738 682 649 661 596 644

情報電子化学 892 1,063 1,055 959 1,025 1,044 981 999

健康・農業関連事業 694 688 745 1,254 719 744 722 1,252

医薬品 1,243 1,184 1,291 1,203 1,258 1,217 1,348 1,336

その他 119 127 126 140 107 130 124 134

合計 5,489 5,732 5,920 6,044 5,532 5,543 5,432 5,751

18年度 19年度



22セグメント別コア営業利益（四半期推移）

単位:億円

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

石油化学 178 176 164 98 130 44 100 △129

エネルギー・機能材料 59 69 74 28 56 70 51 27

情報電子化学 43 105 75 39 78 75 34 64

健康・農業関連事業 26 △2 15 158 △46 △36 △54 157

医薬品 197 196 200 215 230 239 207 77

その他  全社費用等 △21 △6 1 △44 △5 11 △20 △32

合計 482 539 528 493 443 402 317 164

18年度 19年度



23設備投資/減価償却費/研究費/期末人員

単位:億円

18年度 19年度

設備投資 1,637 1,163

減価償却費 1,125 1,317

研究費 1,635 1,743

期末人員（人） 32,542 33,586



24セグメント別設備投資

単位:億円

18年度 19年度 増減

石油化学 315 238 △76
エネルギー・
機能材料 243 214 △29
情報電子化学 336 216 △120
健康・農業関連事業 399 197 △203
医薬品 169 170 2
その他 全社費用等 176 129 △47
合計 1,637 1,163 △473



25セグメント別減価償却費

単位:億円

18年度 19年度 増減

石油化学 220 279 58
エネルギー・
機能材料 154 159 4
情報電子化学 311 290 △21
健康・農業関連事業 187 261 74
医薬品 163 200 38
その他 全社費用等 90 130 40
合計 1,125 1,317 192



26セグメント別研究費

単位:億円

18年度 19年度 増減

石油化学 71 70 △1
エネルギー・機能材料 85 78 △7
情報電子化学 173 191 18
健康・農業関連事業 293 289 △4
医薬品 851 950 99
その他 全社費用等 162 165 3
合計 1,635 1,743 109



27主要グループ会社業績動向
外貨ベース

18年度 19年度

　　（百万USD）

　（百万USD）

　（百万SAR）
東友ファインケム

（億KRW）

（百万USD）

23,832 25,114
販売数量増加の一方、
売価下落により減益

ベーラント U.S.A.
（連結ベース） 848 718 天候不順による販売数量減少

ペトロケミカル・コーポレーショ
ン・オブ・シンガポール 2,770 2,371 交易条件悪化

ラービグ・リファイニング・アン
ド・ペトロケミカル・カンパニー 40,998 34,062

石油精製マージンおよび
石油化学品マージンの低下

会社名
売上収益

利益動向

ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール） 1,146 1,047 交易条件やや改善
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34.4%

19.5%
17.3%

20.1%

4.2%
4.6%

北米

その他
アジア

日本

海外売上比率 65.6%

欧州

海外売上収益

海外売上比率

その他

35.1%

18.8%
16.4%
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その他
アジア

64.9%

その他

日本

中国
中国

北米

欧州

2019年度
海外売上収益
14,607億円 2018年度

海外売上収益
15,057億円


グラフ(日本語)



日本	中国	北米	その他アジア	欧州	その他	



0.34372074090980159	0.19488643204882369	0.17251159580987366	0.20077868491565296	4.1843306957845341E-2	4.6259239358002774E-2	日本	日本以外	765055	1460749	



数値

		2019年度 ネンド

		売上収益 シュウエキ								比率 ヒリツ						円グラフを重ねる方法 エン カサ ホウホウ

		日本 ニホン		765,055		日本		765,055		34.4%						https://hamachan.info/win7/Excel/engraph.html

		日本以外 ニホン イガイ		1,460,749		中国		433,779		19.5%

						北米		383,977		17.3%

						その他アジア		446,894		20.1%

						欧州		93,135		4.2%

						その他		102,964		4.6%

		合計 ゴウケイ		2,225,804		合計 ゴウケイ		2,225,804		100.0%







		《A1011 日本》		765,055

		《A3013 北米》		383,977

		《A2011 中国》		433,779



		《A4010 欧州》		93,135



		《A2021 韓国》		113,774		446,894

		《A2033 台湾》		82,582

		《A2043 東南アジア》		198,716

		《A2093 その他アジア（インド含む）》		51,822

		《A3020 中南米》		45,813		102,964

		《A5013 中近東》		30,009

		《A5093 アフリカ》		16,938

		《A6013 オセアニア》		7,526

		《A10002 その他》		2,678

				2,225,804



日本	中国	北米	その他アジア	欧州	その他	

0.34372074090980159	0.19488643204882369	0.17251159580987366	0.20077868491565296	4.1843306957845341E-2	4.6259239358002774E-2	日本	日本以外	765055	1460749	

外のドーナツグラフのデータ

日本の部分は色は白で

内側の円グラフのデータ

https://hamachan.info/win7/Excel/engraph.html

グラフ(英語)



日本	中国	北米	その他アジア	欧州	その他	

0.34372074090980159	0.19488643204882369	0.17251159580987366	0.20077868491565296	4.1843306957845341E-2	4.6259239358002774E-2	日本	日本以外	765055	1460749	




グラフ(日本語)



日本	北米	中国	その他アジア	欧州	その他	

0.35058691297919581	0.18795577622778159	0.	16404838840458696	0.21591695233100375	4.0998511152554241E-2	4.0493458904877655E-2	日本	日本以外	812861	1505711	



数値

		売上収益 シュウエキ								比率 ヒリツ

		日本 ニホン		812,861		日本		812,861		35.1%

		日本以外 ニホン イガイ		1,505,711		北米		435,789		18.8%

						中国		380,358		16.4%

						その他アジア		500,619		21.6%

						欧州		95,058		4.1%

						その他		93,887		4.0%

		合計 ゴウケイ		2,318,572		合計 ゴウケイ		2,318,572		100.0%





日本	北米	中国	その他アジア	欧州	その他	

0.35058691297919581	0.18795577622778159	0.16404838840458696	0.21591695233100375	4.0998511152554241E-2	4.0493458904877655E-2	日本	日本以外	812861	1505711	



グラフ(英語)



日本	北米	中国	その他アジア	欧州	その他	

0.35058691297919581	0.18795577622778159	0.16404838840458696	0.21591695233100375	4.0998511152554241E-2	4.0493458904877655E-2	日本	日本以外	812861	1505711	
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売上収益 損益

日本基準 IFRS


グラフ(日本語)



売上収益	14	15	16	16	17	18	19	23767	21018	19543	19391	21905	23185.719999999998	22258.04	経常利益/コア営業利益	14	15	16	16	17	18	19	1574	1712	1666	1845	2627	2043	1327	純利益	14	15	16	16	17	18	19	522	815	855	765	1338	1180	309	



数値

		日本語 ニホンゴ		年度 ネンド		経常利益/コア営業利益 ケイジョウ エイギョウ リエキ		売上収益 シュウエキ		経常利益		純利益						英語 エイゴ		年度 ネンド		Ordinary income/Core Operating income		Sales revenue				Net income

		日本基準 ニホン キジュン		13		1,111		22,438				370						J-GAAP		13		111		2,244				37

				14		1,574		23,767				522								14		157		2,377				52

				15		1,712		21,018				815								15		171		2,102				82

				16		1,666		19,543				855								16		167		1,954				86

		IFRS		16		1,845		19,391				765						IFRS		16		185		1,939				77

				17		2,627		21,905				1,338								17		263		2,191				134

				18		2,043		23,186				1,180								18		204		2,319				118

				19		1,327		22,258				309								19		133		2,226				31

				20予 ヨ																20		0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0

																						0		0				0





グラフ(英語)



Sales revenue	14	15	16	16	17	18	19	2376.6999999999998	2101.8000000000002	1954.3	1939.1	2190.5	2318.5719999999997	2225.8040000000001	Ordinary income/Core Operating income	14	15	16	16	17	18	19	157.4	171.2	166.6	184.5	262.7	204.3	132.69999999999999	Net income	14	15	16	16	17	18	19	52.2	81.5	85.5	76.5	133.80000000000001	118	30.9	
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グラフ(日本語）



有利子負債	14	15	16	16	17	18	19	9802	8315	8753	8841	8422	8395	13047	D/Eレシオ	14	15	16	16	17	18	19	0.88	0.76	0.75	0.79	0.67	0.62	0.94	



数値

		日本語 ニホンゴ		 		有利子負債 ユウ リシ フサイ		D/Eレシオ		資本 シホン				英語 エイゴ		 		Interest-bearing liabilities		D/E ratio		Equity

		日本基準 ニホン キジュン		13		10,746		1.15		9,345				日本基準 ニホン キジュン		13		1,075		1.15		935				9345		1.1499197432		1.15

				14		9,802		0.9		11,182						14		980		0.9		1,118				11182		0.8765873726		0.88

				15		8,315		0.8		10,908						15		832		0.8		1,091				10908		0.7622845618		0.76

				16		8,753		0.8		11,625						16		875		0.8		1,163				11625		0.7529462366		0.75

		IFRS		16		8,841		0.8		11,159				IFRS		16		884		0.8		1,116				11159		0.7922752935		0.79

				17		8,422		0.7		12,522						17		842		0.7		1,252				12522		0.6725762658		0.67

				18		8,395		0.6		13,519						18		840		0.6		1,352				13519		0.620977883		0.62

				19		13,047		0.9		13,888						19		1,305		0.9		1,389				13888		0.9394441244		0.94

				20予 ヨ												20予		0		ERROR:#DIV/0!		0				14,241		0		0						20年予想資本＝19年度 資本計　+　20年予想 当期利益　-　配当 ネン ヨソウ シホン ネンド シホン ケイ ネン ヨソウ トウキ リエキ ハイトウ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0																				配当＝自己株式控除後発行済み株式数（20/3）*　1株当たり配当　/100000000 ハイトウ ジコ カブシキ コウジョ ゴ ハッコウ ズ カブシキスウ カブ ア ハイトウ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0								当期利益（NCI含む） トウキリエキ フク		配当 ハイトウ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0						20予想 ヨソウ		1000		更新未 コウシン ミ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0								自己株式控除後発行済み株式数（20/3E） ジコカブシキ コウジョゴ ハッコウズミ カブシキスウ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0								1,635,000,365		更新済 コウシン スミ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0						1株あたり配当 カブ ハイトウ		17		更新済 コウシン スミ

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0						配当 ハイトウ		278

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0

								ERROR:#DIV/0!								0		0		ERROR:#DIV/0!		0











グラフ(英語)



Interest-bearing liabilities	14	15	16	16	17	18	19	980.2	831.5	875.3	884.1	842.2	839.5	1304.7	D/E ratio	14	15	16	16	17	18	19	0.88	0.76	0.75	0.79	0.67	0.62	0.94	





31配当金・配当性向（年度推移）
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グラフ(日本語)









期末配当	14	15	16	17	16	17	18	19	3	6	7	12	7	12	11	6	中間配当	14	15	16	17	16	17	18	19	6	8	7	10	7	10	11	11	配当性向	14	15	16	17	16	17	18	19	0.28186658315064206	0.28089887640449435	0.26768642447418739	0.29333333333333333	0.29908139286477248	0.26891578046693559	0.30483580435083829	0.89899524061343206	







数値

		日本語 ニホンゴ																英語 エイゴ

				年度 ネンド		配当性向 ハイトウ セイコウ		期末配当 キマツ ハイトウ		中間配当 チュウカン ハイトウ		一株利益 ヒトカブ リエキ		年間配当 ネンカン ハイトウ								Payout ratio		Year-end dividends		Interim dividends		Earnings per share		Annual dividend

		日本基準 ニホン キジュン		14		28.2%		3		6		31.93		9				J-GAAP		14		28.2%		3		6		31.93		9

				15		28.1%		6		8		49.84		14						15		28.1%		6		8		49.84		14

				16		26.8%		7		7		52.3		14						16		26.8%		7		7		52.3		14

				17		29.3%		12		10		75		22						17		29.3%		12		10		75		22



		IFRS		16		29.9%		7		7		46.81		14				IFRS		16		29.9%		7		7		46.81		14

				17		26.9%		12		10		81.81		22						17		26.9%		12		10		81.81		22

				18		30.5%		11		11		72.17		22						18		30.5%		11		11		72.17		22

				19		89.9%		6		11		18.91		17						19		89.9%		6		11		18.91		17

				20予 ヨ		ERROR:#DIV/0!														20予		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0		0





グラフ(英語)









Year-end dividends	14	15	16	17	16	17	18	19	3	6	7	12	7	12	11	6	Interim dividends	14	15	16	17	16	17	18	19	6	8	7	10	7	10	11	11	Payout ratio	14	15	16	17	16	17	18	19	0.28186658315064206	0.28089887640449435	0.26768642447418739	0.29333333333333333	0.29908139286477248	0.26891578046693559	0.30483580435083829	0.89899524061343206	








	スライド番号 1
	スライド番号 2
	目　次　
	Ⅰ.2019年度決算
	19年度連結業績概要（対前年度）
	セグメント別売上収益
	セグメント別コア営業利益
	石油化学セグメント (対前年度実績）
	エネルギー・機能材料セグメント (対前年度実績）
	情報電子化学セグメント (対前年度実績）
	健康・農業関連事業セグメント (対前年度実績）
	医薬品セグメント (対前年度実績）
	非経常項目内訳
	連結財政状態計算書
	連結キャッシュ･フロー
	Ⅱ. 2020年度予想
	20年度業績予想、配当予想について（１）
	20年度業績予想、配当予想について（２）
	流動性の確保について
	（参考資料）
	セグメントトピックス
	セグメント別売上収益（四半期推移）
	セグメント別コア営業利益（四半期推移）
	設備投資/減価償却費/研究費/期末人員
	セグメント別設備投資
	セグメント別減価償却費
	セグメント別研究費
	主要グループ会社業績動向
	海外売上収益
	売上収益・各段階損益（年度推移）
	有利子負債・D/Eレシオ（年度推移）
	配当金・配当性向（年度推移）

