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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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単位:億円

前回発表
予想

今回修正
予想

増減 増減率

売上収益 23,300 22,500 △800 △3.4％
コア営業利益 1,600 1,250 △350 △21.9％
（非経常項目） (100) (50) (△50) -
営業利益 1,700 1,300 △400 △23.5%
親会社の所有者に帰属する当期利益 500 300 △200 △40.0%
平均為替レート（円/USD） 106.80 108.51
ナフサ価格（円/KL） 42,900 41,700

2019年度通期業績予想概要（対前回発表予想）


Sheet1

										単位:億円

				前回発表
予想 ゼンカイ ハッピョウ ヨソウ		今回修正
予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ		増減		増減率				17年3月
公表予想 ネン ガツ コウヒョウ ヨソウ

		売上収益 シュウエキ		23,300		22,500		△800		△3.4％				21,018

		コア営業利益 エイギョウ		1,600		1,250		△350		△21.9％				1,712

		（うち持分法による投資利益） リエキ		(553)		(370)		-183.19		-				(202)

		（非経常項目） ヒ ケイジョウ コウモク		(100)		(50)		(△50)		-				(△85)

		営業利益 エイギョウ		1,700		1,300		△400		△23.5%				1,712

		（金融損益） キンユウ ソンエキ		(△101)		0		101.12		-				1,712

		親会社の所有者に帰属する当期利益 オヤ カイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ		500		300		△200		△40.0%				815

		ROE		15.4%		13.4%

		平均為替レート（円/USD） ヘイキン		106.80		108.51

		ナフサ価格（円/KL）		42,900		41,700













Sheet2







4

単位:億円

前回発表
予想

今回修正
予想

増減

石油化学 売上収益 7,050 6,750 △300
コア営業利益 240 160 △80

エネルギー・機能材料 売上収益 2,800 2,600 △200
コア営業利益 230 190 △40

情報電子化学 売上収益 4,250 4,150 △100
コア営業利益 270 240 △30

健康・農業関連事業 売上収益 3,650 3,500 △150
コア営業利益 110 30 △80

医薬品 売上収益 5,000 5,000 0
コア営業利益 810 680 △130

その他・全社費用 売上収益 550 500 △50
コア営業利益 △60 △50 10

合計 売上収益 23,300 22,500 △800
コア営業利益 1,600 1,250 △350

セグメント別売上収益・コア営業利益（対前回発表予想）


表示用

												単位:億円

								前回発表
予想 ゼンカイ ハッピョウ ヨソウ		今回修正
予想 コンカイ シュウセイ ヨソウ		増減

				石油化学		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		7,050		6,750		△300

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		240		160		△80

				エネルギー・機能材料 キノウ ザイリョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,800		2,600		△200

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		230		190		△40

				情報電子化学 ジョウホウ デンシ カガク		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		4,250		4,150		△100

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		270		240		△30

				健康・農業関連事業 ケンコウ ノウギョウ カンレン ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		3,650		3,500		△150

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		110		30		△80

				医薬品		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		5,000		5,000		0

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		810		680		△130

				その他・全社費用 タ ゼンシャ ヒヨウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		550		500		△50

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		△60		△50		10

				合計 ゴウケイ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		23,300		22,500		△800

						コア営業利益 エイギョウ リエキ		1,600		1,250		△350







まとめ

		公表値まとめ コウヒョウ チ



																								15/3 - 14/3		16/3 - 15/3				★2013年度資料上の数値 ネン ド シリョウ ジョウ スウチ

		期末従業員数		09/3末実績 マツ ジッセキ		10/3末実績 マツ ジッセキ		11/3末実績 マツ ジッセキ		12/3末実績 マツ ジッセキ		13/3末実績 マツ ジッセキ		14/3末実績 マツ ジッセキ		15/3末実績 マツ ジッセキ		16/3末予想 マツ ヨソウ		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				14/3末実績 マツ ジッセキ

		基礎化学		2,507		2,070		2,191		3,347		3,463		3,322										(3,322)		0				3,322		0

		石油化学		3,049		3,050		3,078		3,188		3,409		3,363										(3,363)		0				3,363		0

		情報電子		7,213		5,898		6,495		6,580		6,900		7,420										(7,420)		0				7,420		0

		農業化学		2,987		3,038		3,369		4,444		4,808		4,989										(4,989)		0				4,989		0

		医薬		5,584		7,865		8,225		8,405		8,030		7,833										(7,833)		0				7,833		0

		その他		3,092		3,267		2,961		2,704		2,614		2,665										(2,665)		0				2,665		0

		本社		883		1,073		1,123		1,171		1,172		1,153										(1,153)		0				1,153		0

		合計 ゴウケイ		26,902		27,828		29,382		29,839		30,396		30,745		0		0		0				(30,745)		0				30,745		0





																								15/3 - 14/3		16/3 - 15/3

		研究費		08年度実績 ネン ド ジッセキ		09年度実績 ネン ド ジッセキ		10年度実績 ネン ド ジッセキ		11年度実績 ネン ド ジッセキ		12年度実績 ネン ド ジッセキ		13年度実績 ネン ド ジッセキ		14年度実績 ネン ド ジッセキ		15年度予想 ネン ド ヨソウ		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				13年度実績 ネン ド ジッセキ

		基礎化学		6,372		3,549		5,068		5,168		5,812		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				6,390		ERROR:#VALUE!

		石油化学		12,022		8,293		7,589		7,184		7,108		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				7,569		ERROR:#VALUE!

		情報電子		21,198		11,038		11,561		11,661		12,270		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				15,020		ERROR:#VALUE!

		農業化学		20,710		17,171		21,606		19,725		20,638		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				22,914		ERROR:#VALUE!

		医薬		54,976		54,932		71,232		59,030		61,086		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				71,867		ERROR:#VALUE!

		その他		11,622		440		396		385		420		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				420		ERROR:#VALUE!

		本社		0		17,704		20,692		19,113		17,678		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				17,140		ERROR:#VALUE!

		合計 ゴウケイ		131,123		117,328		138,144		122,266		125,012		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				141,320		ERROR:#VALUE!





										2012/3末 マツ		0												15/3 - 14/3		16/3 - 15/3

		補修費		08年度実績 ネン ド ジッセキ		09年度実績 ネン ド ジッセキ		10年度実績 ネン ド ジッセキ		11年度実績 ネン ド ジッセキ		12年度実績 ネン ド ジッセキ		13年度実績 ネン ド ジッセキ		14年度実績 ネン ド ジッセキ		15年度予想 ネン ド ヨソウ		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				13年度実績 ネン ド ジッセキ

		基礎化学		2,397		2,050		3,692		3,361		1,293		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				3,088		ERROR:#VALUE!

		石油化学		4,317		4,084		5,334		2,552		3,685		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				3,372		ERROR:#VALUE!

		情報電子		6,660		4,923		5,068		3,959		3,452		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				5,528		ERROR:#VALUE!

		農業化学		1,122		879		2,103		1,919		871		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				1,786		ERROR:#VALUE!

		医薬		4,565		4,168		4,976		4,720		4,768		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				5,814		ERROR:#VALUE!

		その他		3,913		3,278		3,730		4,277		4,185		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				3,925		ERROR:#VALUE!

		本社		28,724		28,706		28,814		33,057		33,218		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				33,305		ERROR:#VALUE!

		合計 ゴウケイ		131,123		117,328		138,144		53,845		51,472		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				56,818		ERROR:#VALUE!





												0												15/3 - 14/3		16/3 - 15/3

		労務費		08年度実績 ネン ド ジッセキ		09年度実績 ネン ド ジッセキ		10年度実績 ネン ド ジッセキ		11年度実績 ネン ド ジッセキ		12年度実績 ネン ド ジッセキ		13年度実績 ネン ド ジッセキ		14年度実績 ネン ド ジッセキ		15年度予想 ネン ド ヨソウ		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				13年度実績 ネン ド ジッセキ

		基礎化学		8,649		7,697		12,220		10,733		11,298		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				11,364		ERROR:#VALUE!

		石油化学		16,357		17,998		16,319		14,692		15,218		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				17,278		ERROR:#VALUE!

		情報電子		20,655		18,966		21,032		21,770		22,906		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				31,838		ERROR:#VALUE!

		農業化学		20,111		20,663		24,676		20,602		22,353		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				28,061		ERROR:#VALUE!

		医薬		60,955		78,994		110,777		108,153		98,793		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				99,853		ERROR:#VALUE!

		その他		30,527		24,110		26,052		24,355		24,433		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				24,673		ERROR:#VALUE!

		本社		65,930		64,348		65,912		75,285		72,674		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				74,042		ERROR:#VALUE!

		合計 ゴウケイ		131,123		117,328		138,144		275,590		267,676		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				287,109		ERROR:#VALUE!







												0												15/3 - 14/3		16/3 - 15/3

		減価償却費		08年度実績 ネン ド ジッセキ		09年度実績 ネン ド ジッセキ		10年度実績 ネン ド ジッセキ		11年度実績 ネン ド ジッセキ		12年度実績 ネン ド ジッセキ		13年度実績 ネン ド ジッセキ		16/3末実績		17/3末予想		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				13年度実績 ネン ド ジッセキ

		石油化学		17,168		14,153		21,229		14,242		15,508		ERROR:#VALUE!		22,178		22,000		22,000				ERROR:#VALUE!		(178)				18,002		ERROR:#VALUE!

		エネ・機		20,943		19,380		18,396		14,115		13,690		ERROR:#VALUE!		11,780		12,500		12,500				ERROR:#VALUE!		720				12,819		ERROR:#VALUE!

		情報電子		39,816		23,160		20,281		14,532		17,933		ERROR:#VALUE!		34,988		34,500		34,500				ERROR:#VALUE!		(488)				25,023		ERROR:#VALUE!

		健康・農業		13,054		12,586		22,261		14,638		15,343		ERROR:#VALUE!		16,254		17,000		17,000				ERROR:#VALUE!		746				17,658		ERROR:#VALUE!

		医薬		14,489		21,185		47,157		42,299		37,142		ERROR:#VALUE!		22,238		21,500		21,500				ERROR:#VALUE!		(738)				28,099		ERROR:#VALUE!

		その他		20,459		8,273		7,218		6,950		6,184		ERROR:#VALUE!		5,281		5,500		5,500				ERROR:#VALUE!		219				5,177		ERROR:#VALUE!

		本社		8,522		10,080		10,468		8,114		9,683		ERROR:#VALUE!		3,884		4,000		4,000				ERROR:#VALUE!		116				8,955		ERROR:#VALUE!

		合計 ゴウケイ		140,707		116,110		147,009		114,890		115,483		ERROR:#VALUE!		116,602		117,000		117,000				ERROR:#VALUE!		398				115,734		ERROR:#VALUE!





												0												15/3 - 14/3		16/3 - 15/3

		資本的支出 シホンテキ シシュツ		08年度実績 ネン ド ジッセキ		09年度実績 ネン ド ジッセキ		10年度実績 ネン ド ジッセキ		11年度実績 ネン ド ジッセキ		12年度実績 ネン ド ジッセキ		13年度実績 ネン ド ジッセキ		14年度実績 ネン ド ジッセキ		15年度予想 ネン ド ヨソウ		丸め マル				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン				13年度実績 ネン ド ジッセキ

		基礎化学		14,698		12,368		16,639		24,510		32,981		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				22,678		ERROR:#VALUE!

		石油化学		17,550		14,353		13,719		19,584		14,080		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				16,975		ERROR:#VALUE!

		情報電子		50,625		11,529		27,749		66,880		18,690		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				51,515		ERROR:#VALUE!

		農業化学		11,275		23,159		15,607		19,282		25,149		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				17,515		ERROR:#VALUE!

		医薬		12,658		7,809		10,451		11,340		14,634		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				28,673		ERROR:#VALUE!

		その他		13,739		10,135		7,902		3,241		4,497		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				4,756		ERROR:#VALUE!

		本社		5,817		6,115		6,652		10,240		6,116		ERROR:#VALUE!		0		0						ERROR:#VALUE!		0				1,338		ERROR:#VALUE!

				134,100		103,247		98,719		155,077		116,147		ERROR:#VALUE!		0		0		0				ERROR:#VALUE!		0				143,449		ERROR:#VALUE!







5配当予想について

IFRS

2019年度（2020年3月期）配当予想 中間配当 1株当たり 11円
期末配当 1株当たり 6円
年間配当 1株当たり 17円
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中間配当（左軸） 期末配当（左軸） 記念配当等（左軸） 親会社の所有者に帰属する当期利益（右軸）（円） （億円）

（年度）

IFRS
日本基準

配当性向 40% 28% 28% 30% 27% 30% 93%
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