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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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20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年同期対比前年同期対比前年同期対比前年同期対比））））業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年同期対比前年同期対比前年同期対比前年同期対比））））

2

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 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 7,3527,3527,3527,352 9,8929,8929,8929,892 2,5402,5402,5402,540 34.6%34.6%34.6%34.6%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 112112112112 530530530530 419419419419 374.8%374.8%374.8%374.8%

(((( 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 )))) (△14)(△14)(△14)(△14) (75)(75)(75)(75) (89)(89)(89)(89) ----

(((( 為為為為 替替替替 差差差差 損損損損 益益益益 )))) (△11)(△11)(△11)(△11) (△64)(△64)(△64)(△64) (△53)(△53)(△53)(△53) ----

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 78787878 521521521521 443443443443 569.1%569.1%569.1%569.1%

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 損損損損 益益益益 △35△35△35△35 25252525 60606060 ----

RRRR OOOO EEEE △0.6%△0.6%△0.6%△0.6% 0.5%0.5%0.5%0.5%

ナフサナフサナフサナフサ価格価格価格価格（（（（円円円円////KLKLKLKL）））） 37,30037,30037,30037,300 46,20046,20046,20046,200

為替為替為替為替レートレートレートレート（（（（円円円円////USUSUSUS$$$$）））） 95.5395.5395.5395.53 88.9188.9188.9188.91
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 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 940940940940 1,2441,2441,2441,244 304304304304 32.4%32.4%32.4%32.4% 145145145145 159159159159

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 2,1122,1122,1122,112 3,1753,1753,1753,175 1,0631,0631,0631,063 50.3%50.3%50.3%50.3% 600600600600 463463463463

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 407407407407 463463463463 55555555 13.6%13.6%13.6%13.6% 0000 55555555

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 1,1171,1171,1171,117 1,6391,6391,6391,639 523523523523 46.8%46.8%46.8%46.8% △120△120△120△120 643643643643

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 1,0831,0831,0831,083 1,0791,0791,0791,079 △4△4△4△4 △0.4%△0.4%△0.4%△0.4% △15△15△15△15 11111111

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 1,1861,1861,1861,186 1,8011,8011,8011,801 615615615615 51.9%51.9%51.9%51.9% △85△85△85△85 700700700700

そそそそ のののの 他他他他 508508508508 492492492492 △16△16△16△16 △3.2%△3.2%△3.2%△3.2% 0000 △16△16△16△16

合合合合 計計計計 7,3527,3527,3527,352 9,8929,8929,8929,892 2,5402,5402,5402,540 34.6%34.6%34.6%34.6% 525525525525 2,0152,0152,0152,015

海海海海 外外外外 売売売売 上上上上 高高高高 3,1553,1553,1553,155 5,2945,2945,2945,294 2,1392,1392,1392,139 67.8%67.8%67.8%67.8%

　※09年９月期及び10年３月期は、当期のセグメント区分に従って組替えて表示しております。
　　（以降、セグメントに関するページにおいては全て同様の組替を行っております）



20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益別営業利益別営業利益別営業利益セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益別営業利益別営業利益別営業利益
単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

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 そのそのそのその他他他他

全社費用全社費用全社費用全社費用
等等等等

合計合計合計合計

営業利益営業利益営業利益営業利益

09090909....9999期期期期 △18△18△18△18 △36△36△36△36 8888 △41△41△41△41 144144144144 161161161161 14141414 △121△121△121△121 112112112112

10101010....9999期期期期 101101101101 58585858 20202020 171171171171 139139139139 137137137137 18181818 △114△114△114△114 530530530530

増減増減増減増減 118118118118 94949494 12121212 213213213213 △5△5△5△5 △24△24△24△24 4444 7777 419419419419

価格差価格差価格差価格差 50505050 50505050 0000 △120△120△120△120 △20△20△20△20 △85△85△85△85 0000 0000 △125△125△125△125

売価差売価差売価差売価差 145145145145 600600600600 0000 △120△120△120△120 △15△15△15△15 △85△85△85△85 0000 0000 525525525525

購入価格差購入価格差購入価格差購入価格差 △95△95△95△95 △550△550△550△550 0000 0000 △5△5△5△5 0000 0000 0000 △650△650△650△650

コストコストコストコスト差差差差 0000 10101010 △5△5△5△5 125125125125 △25△25△25△25 △565△565△565△565 0000 5555 △455△455△455△455

合理化合理化合理化合理化 0000 0000 0000 115115115115 5555 0000 0000 0000 120120120120

固定費差固定費差固定費差固定費差 0000 10101010 △5△5△5△5 10101010 △30△30△30△30 △565△565△565△565 0000 5555 △575△575△575△575

数量差等数量差等数量差等数量差等 68686868 34343434 17171717 208208208208 40404040 626626626626 4444 2222 999999999999

　　　　　　　　計計計計 118118118118 94949494 12121212 213213213213 △5△5△5△5 △24△24△24△24 4444 7777 419419419419
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

減減減減 価価価価 償償償償 却却却却 費費費費 523523523523 720720720720 197197197197

研研研研 究究究究 費費費費 566566566566 648648648648 82828282

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資 401401401401 433433433433 32323232

期期期期 末末末末 人人人人 員員員員 27,32027,32027,32027,320 28,48028,48028,48028,480 1,1601,1601,1601,160



20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 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

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

持分法持分法持分法持分法によるによるによるによる投資損失投資損失投資損失投資損失 ---- 287287287287 287287287287

事業構造改善費用事業構造改善費用事業構造改善費用事業構造改善費用 5555 9999 4444

特別損失合計特別損失合計特別損失合計特別損失合計 5555 296296296296 291291291291

特別損益特別損益特別損益特別損益 △5△5△5△5 △296△296△296△296 △291△291△291△291
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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

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

科    目科    目科    目科    目 10101010....9999月末月末月末月末 10101010....3333月末月末月末月末 増減増減増減増減 科    目科    目科    目科    目 10101010....9999月末月末月末月末 10101010....3333月末月末月末月末 増減増減増減増減

流動資産流動資産流動資産流動資産 10,60910,60910,60910,609 10,13510,13510,13510,135 474474474474 負債負債負債負債 15,87715,87715,87715,877 15,62515,62515,62515,625 252252252252

　　　　現預金現預金現預金現預金 767767767767 709709709709 58585858 買掛債務買掛債務買掛債務買掛債務 2,2572,2572,2572,257 2,1462,1462,1462,146 111111111111

　　　　売掛債権売掛債権売掛債権売掛債権 3,9793,9793,9793,979 3,8253,8253,8253,825 155155155155 短期短期短期短期・・・・長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 6,0456,0456,0456,045 6,0536,0536,0536,053 △8△8△8△8

　　　　たなたなたなたな卸資産卸資産卸資産卸資産 3,6153,6153,6153,615 3,5573,5573,5573,557 58585858 ＣＰＣＰＣＰＣＰ 1,1001,1001,1001,100 780780780780 320320320320

　　　　そのそのそのその他他他他 2,2482,2482,2482,248 2,0442,0442,0442,044 204204204204 社債社債社債社債 3,3883,3883,3883,388 3,1463,1463,1463,146 241241241241

固定資産固定資産固定資産固定資産 12,98312,98312,98312,983 13,70413,70413,70413,704 △721△721△721△721 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 294294294294 296296296296 △1△1△1△1

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 5,6425,6425,6425,642 5,8185,8185,8185,818 △177△177△177△177 そのそのそのその他他他他 2,7922,7922,7922,792 3,2043,2043,2043,204 △411△411△411△411

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 2,1862,1862,1862,186 2,4972,4972,4972,497 △311△311△311△311 純資産純資産純資産純資産のののの部部部部 7,7167,7167,7167,716 8,2148,2148,2148,214 △499△499△499△499

投資有価証券投資有価証券投資有価証券投資有価証券 3,8243,8243,8243,824 3,9453,9453,9453,945 △122△122△122△122 株主資本株主資本株主資本株主資本 5,9315,9315,9315,931 6,0156,0156,0156,015 △85△85△85△85

そのそのそのその他他他他 1,3321,3321,3321,332 1,4431,4431,4431,443 △112△112△112△112 評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等 △645△645△645△645 △262△262△262△262 △383△383△383△383

少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 2,4302,4302,4302,430 2,4612,4612,4612,461 △31△31△31△31

23,59223,59223,59223,592 23,83923,83923,83923,839 △247△247△247△247 23,59223,59223,59223,592 23,83923,83923,83923,839 △247△247△247△247

10,53310,53310,53310,533 9,9799,9799,9799,979 553553553553

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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20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフローキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフロー

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

577577577577 748748748748 171171171171

△438△438△438△438 △932△932△932△932 △494△494△494△494

139139139139 △185△185△185△185 △324△324△324△324

103103103103 494494494494 390390390390

15151515 △38△38△38△38 △53△53△53△53

257257257257 271271271271 14141414

1,1201,1201,1201,120 1,4781,4781,4781,478 357357357357

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

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

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

  フリー  フリー  フリー  フリー・・・・キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

 現金及 現金及 現金及 現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増減増減増減増減

  そ              の                 そ              の                 そ              の                 そ              の               他他他他

 財 務  財 務  財 務  財 務 キ ャ ッ シ ュ キ ャ ッ シ ュ キ ャ ッ シ ュ キ ャ ッ シ ュ ・ ・ ・ ・ フ ロ ーフ ロ ーフ ロ ーフ ロ ー
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主要主要主要主要グループグループグループグループ会社業績動向会社業績動向会社業績動向会社業績動向主要主要主要主要グループグループグループグループ会社業績動向会社業績動向会社業績動向会社業績動向
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期

419419419419 591591591591

841841841841 1,3781,3781,3781,378

596596596596 869869869869

278278278278 298298298298

3,0073,0073,0073,007 5,5335,5335,5335,533

販売数量増加販売数量増加販売数量増加販売数量増加によりによりによりにより
増益増益増益増益

ラービグラービグラービグラービグ・・・・リファイニングリファイニングリファイニングリファイニング・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・
ペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカル・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー

製品価格上昇製品価格上昇製品価格上昇製品価格上昇にににに伴伴伴伴うううう
交易条件改善交易条件改善交易条件改善交易条件改善、、、、販売販売販売販売
数量増加数量増加数量増加数量増加によりによりによりにより増益増益増益増益

操業操業操業操業のののの本格化本格化本格化本格化にともにともにともにとも
ないないないない損益改善損益改善損益改善損益改善

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

販売好調販売好調販売好調販売好調によりによりによりにより増益増益増益増益

売上高売上高売上高売上高
利益動向利益動向利益動向利益動向

製品価格上昇製品価格上昇製品価格上昇製品価格上昇にににに伴伴伴伴うううう
交易条件改善交易条件改善交易条件改善交易条件改善によりによりによりにより
増益増益増益増益

東友東友東友東友ファインケムファインケムファインケムファインケム

ザザザザ・・・・ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー
（（（（シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール））））

ペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカル・・・・コーポレーションコーポレーションコーポレーションコーポレーション・・・・
オブオブオブオブ・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

会社名会社名会社名会社名



ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010年度連結予想年度連結予想年度連結予想年度連結予想年度連結予想年度連結予想年度連結予想年度連結予想
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20102010年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間 業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比））））業績概要業績概要業績概要業績概要（（（（前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比））））

11

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 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 16,20916,20916,20916,209 19,50019,50019,50019,500 3,2913,2913,2913,291 20.3%20.3%20.3%20.3%

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 515515515515 720720720720 205205205205 39.9%39.9%39.9%39.9%

（（（（ 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 ）））） (△70)(△70)(△70)(△70) (110)(110)(110)(110) (180)(180)(180)(180) ----

（（（（ 為為為為 替替替替 差差差差 損損損損 益益益益 ）））） (△5)(△5)(△5)(△5) (△95)(△95)(△95)(△95) (△90)(△90)(△90)(△90) ----

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 350350350350 620620620620 270270270270 77.4%77.4%77.4%77.4%

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 147147147147 100100100100 △47△47△47△47 △32.1%△32.1%△32.1%△32.1%

RRRR OOOO EEEE 2.6%2.6%2.6%2.6% 1.8%1.8%1.8%1.8%

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 ）））） 41,20041,20041,20041,200 45,10045,10045,10045,100

（（（（ 括括括括 弧弧弧弧 内内内内 下下下下 期期期期 ）））） (44,000)(44,000)(44,000)(44,000)

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$/US$ ）））） 92.8992.8992.8992.89 84.0084.0084.0084.00

（（（（ 括括括括 弧弧弧弧 内内内内 下下下下 期期期期 ）））） (80.00)(80.00)(80.00)(80.00)



20102010年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間 セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高・・・・営業利益予想営業利益予想営業利益予想営業利益予想セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高・・・・営業利益予想営業利益予想営業利益予想営業利益予想

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減 見通見通見通見通しししし

売売売売 上上上上 高高高高 2,0332,0332,0332,033 2,4002,4002,4002,400 367367367367

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 13131313 195195195195 182182182182

売売売売 上上上上 高高高高 4,8154,8154,8154,815 6,3506,3506,3506,350 1,5351,5351,5351,535

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 △2△2△2△2 105105105105 107107107107

売売売売 上上上上 高高高高 867867867867 900900900900 33333333

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 36363636 15151515 △21△21△21△21

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学
合繊原料合繊原料合繊原料合繊原料ややややメタアクリルメタアクリルメタアクリルメタアクリル
のののの市況上昇市況上昇市況上昇市況上昇やややや需要回復需要回復需要回復需要回復にににに
よりよりよりより増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益

ラービグコンプレックスラービグコンプレックスラービグコンプレックスラービグコンプレックス
のののの寄与寄与寄与寄与がががが本格化本格化本格化本格化することすることすることすること
にににに加加加加ええええ、、、、国内売価国内売価国内売価国内売価のののの是正是正是正是正
やややや海外市況海外市況海外市況海外市況のののの上昇上昇上昇上昇によりによりによりにより
増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益

レゾルシンレゾルシンレゾルシンレゾルシンのののの需要回復需要回復需要回復需要回復・・・・
拡販拡販拡販拡販によりによりによりにより増収増収増収増収となるとなるとなるとなる一一一一
方方方方でででで、、、、新規設備新規設備新規設備新規設備のののの償却負償却負償却負償却負
担増加担増加担増加担増加によりによりによりにより減益減益減益減益
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20102010年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間年度年間 セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高・・・・営業利益予想営業利益予想営業利益予想営業利益予想セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高・・・・営業利益予想営業利益予想営業利益予想営業利益予想
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

10101010....3333期期期期 11111111....3333期予想期予想期予想期予想 増減増減増減増減 見通見通見通見通しししし

売売売売 上上上上 高高高高 2,6522,6522,6522,652 3,2503,2503,2503,250 598598598598

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 63636363 260260260260 197197197197

売売売売 上上上上 高高高高 2,1152,1152,1152,115 2,2002,2002,2002,200 85858585

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 293293293293 225225225225 △68△68△68△68

売売売売 上上上上 高高高高 2,6752,6752,6752,675 3,5003,5003,5003,500 825825825825

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 299299299299 135135135135 △164△164△164△164

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学

医医医医 薬薬薬薬 品品品品

偏光偏光偏光偏光フィルムフィルムフィルムフィルムややややカラーカラーカラーカラー
フィルターフィルターフィルターフィルターのののの大幅大幅大幅大幅なななな出荷出荷出荷出荷
増加増加増加増加によりによりによりにより増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益

メチオニンメチオニンメチオニンメチオニンやややや除草剤除草剤除草剤除草剤、、、、オオオオ
リセットネットリセットネットリセットネットリセットネットのののの出荷増出荷増出荷増出荷増
加加加加によりによりによりにより増収増収増収増収となるとなるとなるとなる一方一方一方一方
でででで、、、、円高円高円高円高のののの進行進行進行進行、、、、新規設新規設新規設新規設
備備備備のののの償却負担増加償却負担増加償却負担増加償却負担増加によりによりによりにより
減益減益減益減益

米国子会社米国子会社米国子会社米国子会社のののの寄与寄与寄与寄与によりによりによりにより
増収増収増収増収となるとなるとなるとなる一方一方一方一方でででで、、、、特許特許特許特許
権等権等権等権等のののの償却負担増加償却負担増加償却負担増加償却負担増加、、、、薬薬薬薬
価改定価改定価改定価改定のののの影響影響影響影響によりによりによりにより減益減益減益減益



（（（（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））））
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20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資別設備投資別設備投資別設備投資セグメントセグメントセグメントセグメント別設備投資別設備投資別設備投資別設備投資

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 59595959 64646464 5555

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 59595959 80808080 22222222

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 68686868 37373737 △31△31△31△31

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 77777777 98989898 21212121

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 45454545 57575757 12121212

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 38383838 42424242 5555

そそそそ のののの 他他他他 15151515 24242424 8888

全全全全 社社社社 費費費費 用用用用 等等等等 40404040 30303030 △10△10△10△10

合合合合 計計計計 401401401401 433433433433 32323232
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20102010年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期年度第年度第年度第年度第２２２２四半期四半期四半期四半期 セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費別減価償却費別減価償却費別減価償却費セグメントセグメントセグメントセグメント別減価償却費別減価償却費別減価償却費別減価償却費

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 66666666 72727272 6666

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 93939393 90909090 △3△3△3△3

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 34343434 45454545 11111111

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 108108108108 107107107107 △1△1△1△1

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 59595959 84848484 25252525

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 67676767 239239239239 172172172172

そそそそ のののの 他他他他 41414141 35353535 △6△6△6△6

全全全全 社社社社 費費費費 用用用用 等等等等 56565656 49494949 △7△7△7△7

合合合合 計計計計 523523523523 720720720720 197197197197
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

09090909....9999期期期期 10101010....9999期期期期 増減増減増減増減

基基基基 礎礎礎礎 化化化化 学学学学 18181818 16161616 △1△1△1△1

石石石石 油油油油 化化化化 学学学学 41414141 37373737 △4△4△4△4

精精精精 密密密密 化化化化 学学学学 22222222 19191919 △3△3△3△3

情情情情 報報報報 電電電電 子子子子 化化化化 学学学学 55555555 51515151 △4△4△4△4

農農農農 業業業業 化化化化 学学学学 78787878 84848484 5555

医医医医 薬薬薬薬 品品品品 260260260260 343343343343 83838383

そそそそ のののの 他他他他 3333 2222 △1△1△1△1

全全全全 社社社社 費費費費 用用用用 等等等等 88888888 95959595 7777

合合合合 計計計計 566566566566 648648648648 82828282


