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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

16年度1Q 17年度1Q 増減 増減率

売上高 4,566 5,085 520 11.4%
営業利益 253 376 123 48.6%
（持分法投資損益） (102) (77) (△25) -
（為替差損益） (△93) (5) (98) -
経常利益 258 462 203 78.7%
（特別損益） (△5) (91) (96) -
（法人税等） (△48) (△104) (△56) -
四半期純利益 206 449 244 -
（非支配株主に帰属する四半期純利益） (△84) (△134) (△50) -
親会社株主に帰属する四半期純利益 122 316 193 158.3%
ROE 1.7% 3.8%
平均為替レート（円/USD） 108.04 111.09
ナフサ価格（円/KL） 31,600 39,000

海外売上高比率 60.6% 62.1%

業績概要（前年同期対比） 


Sheet1

										単位:億円

				16年度1Q ネン ド		17年度1Q ネン ド		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

		売上高		4,566		5,085		520		11.4%				21,018

		営業利益		253		376		123		48.6%				1,644

		（持分法投資損益） ソン エキ		(102)		(77)		(△25)		-				(202)

		（為替差損益） カワセ サ ソン エキ		(△93)		(5)		(98)		-				(△85)

		経常利益		258		462		203		78.7%				1,712

		（特別損益） トク ベツ ソン エキ		(△5)		(91)		(96)		-				(△136)

		（法人税等） ホウジンゼイトウ		(△48)		(△104)		(△56)		-				(△452)

		四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		206		449		244		-				1,124

		（非支配株主に帰属する四半期純利益） ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュン リエキ		(△84)		(△134)		(△50)		-				(△309)

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		122		316		193		158.3%				815

		ROE		1.7%		3.8%

		平均為替レート（円/USD） ヘイキン		108.04		111.09

		ナフサ価格（円/KL）		31,600		39,000



		海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		60.6%		62.1%





Sheet2
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4,566 

5,085 

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

単位:億円

16年度1Q 17年度1Q 増減 増減率 売価差 数量差 邦貨換算差

石油化学 1,370 1,565 196 14.3% 145 34 17

エネルギー・
機能材料 470 593 123 26.2% 20 101 2

情報電子化学 860 908 48 5.5% △55 59 43
健康・農業
関連事業 640 652 12 1.8% △35 35 12

医薬品 1,117 1,248 131 11.7% 0 115 15
その他 109 120 11 9.8% 0 11 0
合計 4,566 5,085 520 11.4% 75 355 90

+75 

+355 
+90 

医薬品 
エネルギー・機能材料 

増減分析（全社計） 

セグメント別売上高 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		4566		4566

		売価差 バイカ サ		75				4566		75		0

		数量差 スウリョウ サ		355				4641		355		0

		換算差 カンサン サ		89				4996		89		0

		17年度1Q ネン ド		5085		5085

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	

16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	4566	5085	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	4566	4641	4996	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	75	355	89	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	0	0	




分析

																										(単位：億円) タンイ オクエン

						17年 ネン				16年 ネン				増減 ゾウゲン				売価差 バイカ サ				数量差 スウリョウ サ				邦貨換算差 ホウカ カンサン サ

						1Q				1Q

		石油化学 セキユ カガク				1,565				1,370				196		①		145		②		34				17

		ｴﾈﾙｷﾞｰ・機能材料 キノウ ザイリョウ				593				470				123		③		20		④		101				2

		情報電子化学 ジョウホウ デンシ カガク				908				860				48		⑤		△55 		⑥		59				43

		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				652				640				12		⑦		△35 		⑧		35				12

		医薬品 イヤクヒン				1,248				1,117				131				0		⑨		115				15

		その他 タ				120				109				11				0		⑩		11				0

		合計 ゴウケイ				5,085				4,566				520				75				355				90



		〈増減内容〉 ゾウゲン ナイヨウ



		【石化】　 　売価差 セッカ バイカ サ		①		145				市況上昇（MMA 33、海外樹脂 24、PO 19 、国内樹脂 16 、工薬 16、その他石化品22） シキョウ ジョウショウ カイガイ コクナイ ジュシ コウヤク



		　　　  数量差 スウリョウ サ		②		34				住化ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 41（新規連結）、PRC品 29（前期ﾌﾟﾗﾝﾄﾄﾗﾌﾞﾙ）、PO 6（触媒出荷）、  スミ カ ショクバイ シュッカ

										MMA △24（SCA定修による出荷減）、TPC △13（当期PCSﾌﾟﾗﾝﾄﾄﾗﾌﾞﾙ） テイシュウ シュッカ ゲン トウキ





		【エネ・機能】　売価差 キノウ バイカ サ		③		20				ｱﾙﾐﾆｳﾑ 15  (市況上昇 [1,571$/ｔ → 1,911$/t])、 シキョウ ジョウショウ

										ﾚｿﾞﾙｼﾝ 3 (原料高に伴う売価上昇) ニ トモナウ バイカ ジョウショウ ）

		数量差 スウリョウ サ		④		101				耐熱ｾﾊﾟ 20 （SSLM稼働 15）、ﾚｿﾞﾙｼﾝ 7 （Indspec撤退に伴う出荷増）、 カドウ テッタイ トモナ シュッカ ゾウ

										SEP 9・ｱﾙﾐﾅ/HPA 6（出荷増）、田中化学 51（新規連結） シュッカ ゾウ タナカ カガク





		【情電】　 　売価差 ジョウ デン バイカ サ		⑤		△55 				機能性ﾌｨﾙﾑ △41 ( [足元17年4-6月] TV 0%・ﾓﾊﾞｲﾙ 2%下落）、 キノウセイ アシモト ネン ガツ ゲラク

										ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ △7 ( [足元17年4-6月] OCTA 7%下落） アシモト ゲラク

																		

sysusr: UBTは2％上昇		数量差 スウリョウ サ		⑥		59				機能性ﾌｨﾙﾑ 40（主に中国・台湾向け出荷増）、 タイワン

										ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ 15 (UBT出荷堅調)、その他 11（ﾚｼﾞｽﾄ出荷増） タ シュッカ





		【健康・農業】　売価差 ケンコウ ノウギョウ バイカ サ		⑦		△35 				ﾒﾁｵﾆﾝ △32 (市況下落 (粉体：3.25→2.33$/kg、液体：2.47→1.80$/kg)) シキョウ ゲラク フンタイ エキタイ



		数量差 スウリョウ サ		⑧		35				ｴｸｾﾙｸﾛｯﾌﾟｹｱ 50（新規連結）、海外農薬 △29  (北米 出荷ずれ等） シンキ レンケツ カイガイ ノウヤク ホクベイ シュッカ トウ





		【医薬品】   数量差 イヤク ヒン スウリョウ サ		⑨		0

		【医薬品】   数量差 イヤク ヒン スウリョウ サ		⑨		115				DSP北米 112 (ﾗﾂｰﾀﾞ拡販)、DSP国内 11（ﾄﾙﾘｼﾃｨ等拡販） ホクベイ カクハン コクナイ トウ カクハン





		【その他】   数量差 タ スウリョウ サ		⑩		11				SCEC 11 (受注工事案件増加) ゾウカ













































































表示用

																		単位:億円

						16年度1Q ネン ド		17年度1Q ネン ド		増減		増減率		売価差		数量差		邦貨換算差 ホウカ カンサン サ

				石油化学		1,370		1,565		196		14.3%		145		34		17										ENTITY

				エネルギー・
機能材料		470		593		123		26.2%		20		101		2										CATEGORY		ACTUAL

				情報電子化学		860		908		48		5.5%		△55		59		43										ACCOUNT

				健康・農業
関連事業 ケンコウ カンレン ジギョウ		640		652		12		1.8%		△35		35		12										PERIOD		3/31/15

				医薬品		1,117		1,248		131		11.7%		0		115		15										FREQUENCY		Q.CTD

				その他		109		120		11		9.8%		0		11		0

				合計		4,566		5,085		520		11.4%		75		355		90
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253 

376 

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

単位:億円

16年度1Q 17年度1Q 増減 価格差 コスト差 数量差等 合計

石油化学 18 103 85 80 0 5 85

エネルギー・
機能材料 7 46 39 10 0 29 39

情報電子化学 14 30 16 △45 20 41 16

健康・農業関連事業 91 30 △61 △35 △10 △16 △61

医薬品 153 203 50 0 △15 65 50

その他 全社費用等 △30 △37 △7 0 5 △12 △7

合計 253 376 123 10 0 113 123

セグメント別営業利益 

+10 

+113 医薬品 
情報電子 

増減分析（全社計） 

±0 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		253		253

		価格差 カカクサ		10				253		10		0

		コスト差 サ		0				263		0		0

		数量差等 スウリョウ サ トウ		113				263		113		0

		17年度1Q ネン ド		376		376

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	

16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	253	376	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	253	263	263	増額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	10	0	113	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	0	0	




表示

																		単位:億円

						16年度1Q ネン ド		17年度1Q ネン ド		増減		価格差		コスト差		数量差等		合計 ゴウ

				石油化学		18		103		85		80		0		5		85

				エネルギー・
機能材料		7		46		39		10		0		29		39

				情報電子化学		14		30		16		△45		20		41		16

				健康・農業関連事業 ケンコウ カンレン ジギョウ		91		30		△61		△35		△10		△16		△61

				医薬品		153		203		50		0		△15		65		50

				その他 全社費用等 ゼンシャ ヒヨウ トウ		△30		△37		△7		0		5		△12		△7

				合計		253		376		123		10		0		113		123























分析

																																																(単位：億円) タンイ オクエン

								営業利益 エイギョウ リエキ						増減 ゾウゲン				価格差 カカク サ												コスト差 サ												数量差等 スウリョウ サ トウ				合計

						2017年
1Q ネン				2016年
1Q ネン								売価差 バイカ サ				購入価格差 コウニュウ カカク サ								合理化等 ゴウリカ トウ				固定費差 コテイヒ サ

		石油化学 セキユ カガク						103				18		85						145				△65		①		80				0				0				0		②		5				85

		ｴﾈﾙｷﾞｰ・機能材料 キノウ ザイリョウ						46				7		39						20				△10		③		10				0		④		0				0		⑤		29				39

		情報電子化学 ジョウホウ デンシ カガク						30				14		16				⑥		△55		⑦		10				△45		⑧		30		⑨		△10				20		⑩		41				16

		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						30				91		△61				⑪		△35				0				△35				0		⑫		△10				△10		⑬		△16				△61

		医薬品 イヤクヒン						203				153		50						0				0				0				0		⑭		△15				△15		⑮		65				50

		その他 タ						4				8		△4						0				0				0				0				0				0		⑯		△4				△4

		全社・消去 ゼンシャ ショウキョ						△41				△38		△3						0				0				0				0				5				5				△8				△3

		合計 ゴウケイ						376				253		123						75				△65				10				30				△30

住友化学株式会社: 住化退職給付数理差異
　石化　　　 △2
　エネ・機　 △1
　情電       △1
　健・農     △2
　医薬       △0
　他/全社    △1　　　　　　　0
　計      　 △7（損）13→7

DSP退職給付数理差異
　本体      2　　　△1 →   1
　ﾘｽﾃｰﾄ   　0 　 　△6 → △6 
　計 　　 　2（益）△7 → △5				0				113				123

				〈増減内容〉 ゾウゲン ナイヨウ



				【石化】 合成樹脂、MMA、PO等の交易条件改善により増益 セッカ ゴウセイ ジュシ トウ コウエキ ジョウケン カイゼン ゾウエキ

				価格 カカク		①		80				国内樹脂 26 ・ MMA 12 ・ PO 11 （ﾏｰｼﾞﾝ改善）、 コクナイ ジュシ

				(売価差・購入価格差) バイカ サ コウニュウ カカク サ								工薬 11（ﾗｸﾀﾑ市況上昇）　

				固定費差 コテイヒ サ		0		0

				数量差等 スウリョウ サ トウ		②		5				PO 12（触媒出荷等）、 MMA △8（SCA定修影響等）、 テイシュウ エイキョウ トウ

												TPC △3 （当期PCSﾌﾟﾗﾝﾄﾄﾗﾌﾞﾙ）





				【エネ・機能】 耐熱ｾﾊﾟﾚｰﾀ、ﾚｿﾞﾙｼﾝ、SEP等の出荷増加により増益 キノウ タイネツ ゾウカ ゾウエキ

				価格 カカク		③		10				合成ｺﾞﾑ交易条件改善等 ゴウセイ コウエキ ジョウケン カイゼン トウ

				(売価差・購入価格差) バイカ サ コウニュウ カカク サ

				固定費差 コテイヒ サ		④		0				SSLM稼働 △8、前期減損影響 7（HPA・S-SBR） カドウ

				数量差等 スウリョウ サ トウ		⑤		29				耐熱ｾﾊﾟ 8 ・ﾚｿﾞﾙｼﾝ 5 ・ｱﾙﾐﾅ/HPA 4 ・SEP 3  (出荷増加)、田中化学 3（新規連結） シュッカ ゾウカ タナカ カガク シンキ レンケツ





				【情電】 売価下落の一方、出荷増加や合理化等により増益 ジョウ デン バイカ ゲラク イッポウ シュッカ ゾウカ ゴウリカ トウ ゾウエキ

				売価差 バイカ サ		⑥		△55				機能性ﾌｨﾙﾑ △41 (売価下落△34、現地通貨高 △8） バイカ ゲラク ゲンチ ツウカ ダカ

												ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ △7 (売価下落 △3、現地通貨高 △4） バイカ ゲラク ゲンチ ツウカ ダカ

				購入価格差 コウニュウ カカクサ		⑦		10				現地通貨高による円建原料価格下落 ゲンチ ツウカ ダカ エン タ ゲンリョウ カカク ゲラク

				合理化等 ゴウリカ トウ		⑧		30				安価原料、収率改善等 アンカ ゲンリョウ シュウリツ カイゼン トウ

				固定費差 コテイヒ サ		⑨		△10				ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ △14 (OCTA3稼働） カドウ

				数量差等 スウリョウ サ トウ		⑩		41				機能性ﾌｨﾙﾑ 12 (主に中国・台湾向け出荷増)、 オモ チュウゴク タイワン ム シュッカ ゾウ

												ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ 5（UBT出荷堅調）、その他 9（ﾚｼﾞｽﾄ出荷増） シュッカ ケンチョウ





																																		

sysusr: 為替変動による影響

情電 　　  0億円 （売価差　　　：住華・東友売価為替差
　　　　　　　　　 　  購入価格差：東友・住華）

健農  　   5億円 （数量差等　：住化内部向け売価為替差）

医薬　　　 5億円 （数量差等　　：DSP北米換算差）　　　

計   　　　10億円		

住友化学株式会社: 住化退職給付数理差異
　石化　　　 △2
　エネ・機　 △1
　情電       △1
　健・農     △2
　医薬       △0
　他/全社    △1　　　　　　　0
　計      　 △7（損）13→7

DSP退職給付数理差異
　本体      2　　　△1 →   1
　ﾘｽﾃｰﾄ   　0 　 　△6 → △6 
　計 　　 　2（益）△7 → △5		

sysusr: 品目別の営業利益増減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　機能性ﾌｨﾙﾑ 　 　   　＋22
　ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ 　　   　 　 △4
　ﾀｯﾁｾﾝｻｰ（OCTA）  　　△17
　ﾀｯﾁｾﾝｻｰ（UBT）　　　　 +5
　他(電薬・ﾚｼﾞｽﾄ等)　  ＋10 		【健康・農業】 ﾒﾁｵﾆﾝの市況下落、海外農薬の出荷時期ずれ等により減益 ケンコウ ノウギョウ ゲラク カイガイ ノウヤク シュッカ ジキ ゲンエキ

				売価差 バイカ サ		⑪		△35				ﾒﾁｵﾆﾝ △32 (市況下落)

				購入価格差 コウニュウ カカクサ		0		0

				固定費差 コテイヒ サ		⑫		△10				住化 △5 (退職給付数理差異償却等） スミ カ タイショク キュウフ スウリ サイ ショウキャク トウ

				数量差等 スウリョウ サ トウ		⑬		△16				海外農薬 △28（北米出荷ずれ等） ホクベイ シュッカ トウ





				【医薬品】 北米ﾗﾂｰﾀﾞ等の拡販により増益 イヤク ヒン キタ

				売価差 バイカ サ		0		0

				固定費差 コテイヒ サ		⑭		△15				DSP販管費 △7、DSP研究費 △3

				数量差等 スウリョウ サ トウ		⑮		65				DSP北米ﾗﾂｰﾀﾞ等拡販 ホクベイ トウ カクハン



				【その他】 タ

				数量差等 スウリョウ サ トウ		⑯		△4				共電△5 トモ デン







				ﾅﾌｻ国産基準価格 コクサン キジュン カカク				17/4-6						39,000円/KL														16/4-6						31,600円/KL

				ﾍﾞﾝｾﾞﾝ購入価格				17/4-6						80.0円/kg エン														16/4-6						64.1円/kg エン



				為替ﾚｰﾄ カワセ				【単独、3月決算会社換算ﾚｰﾄ】 タンドク ガツ ケッサン カイシャ カンサン																				【単独、3月決算会社換算ﾚｰﾄ】 タンドク ガツ ケッサン カイシャ カンサン

								17/4-6平均 ヘイキン						111.09円/$ エン														16/4-6平均 ヘイキン						108.04円/$ エン

														122.26円/€																				121.88円/€

														9.85円/100W エン																				9.30円/100W エン





































































7 石油化学セグメント (前年同期対比) 

1,370
1,565

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

売上高増減 

営業利益増減 

1,565億円（前年同期比+196億円） 

売価差 
  +145億円 
数量差 
  +34億円 
換算差 
    +17億円 

 MMA・合成樹脂等市況上昇 

 住化ポリカーボネート子会社化 
 ラービグ製品出荷増加 

+34 +145 +17 

103億円（前年同期比+85億円） 

価格差 
 +80億円 
コスト差 
      0億円 
数量差等 
   +5億円 

 合成樹脂・MMA等交易条件改善 

18
103

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

+80 +5 ±0 

 ラービグ製品出荷増加 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		1370		1370

		売価差 バイカ サ		145				1370		145		0

		数量差 スウリョウ サ		34				1515		34		0

		換算差 カンサン サ		17				1549		17		0

		17年度1Q ネン ド		1566		1566

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	1,370

1,565



16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	1370	1566	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	1370	1515	1549	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	145	34	17	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	0	0	




数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		18		18

		価格差 カカク サ		80				18		80		0

		コスト差 サ		0				98		0		0

		数量差等 スウリョウ サ トウ		5				98		5		0

		17年度1Q ネン ド		103		103

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	18

103



16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	18	103	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	18	98	98	増額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	80	0	5	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	0	0	





8 エネルギー・機能材料セグメント (前年同期対比） 

470
593

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

売上高増減 

営業利益増減 

593億円（前年同期比+123億円） 

売価差 
    +20億円 
数量差 
  +101億円 
換算差 
      +2億円 

 アルミニウム市況上昇 

 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用ｾﾊﾟﾚｰﾀ増強 
 ﾚｿﾞﾙｼﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ出荷増加 
 田中化学新規連結 

+101 

+20 

+2 

46億円（前年同期比+39億円） 

価格差 
     ＋10億円 
コスト差 
          0億円 
数量差等 
     ＋29億円 

 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用ｾﾊﾟﾚｰﾀ増強 
 ﾚｿﾞﾙｼﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ出荷増加 

7
46

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

+10 
+29 

±0 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		470		470

		売価差 バイカ サ		20				470		20		0

		数量差 スウリョウ サ		101				490		101		0

		換算差 カンサン サ		2				591		2		0

		17年度1Q ネン ド		593		593

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	470

593



16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	470	593	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	470	490	591	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	20	101	2	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	0	0	




数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		7		7

		価格差 カカク サ		10				7		10		0

		コスト差 サ		0				17		0		0

		数量差等 スウリョウ サ トウ		29				17		29		0

		17年度1Q ネン ド		46		46

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	

16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	7	46	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	7	17	17	増額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	10	0	29	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	0	0	





9 情報電子化学セグメント (前年同期対比） 

860 908

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

売上高増減 

営業利益増減 

908億円（前年同期比+48億円） 

売価差 
  △55億円 
数量差 
   +59億円 
換算差 
   +43億円 

 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 

+59 

△55 

+43 

30億円（前年同期比+16億円） 

価格差 
  △45億円 
コスト差 
  ＋20億円 
数量差等 
  ＋41億円 

 偏光フィルム売価下落 
 タッチセンサーパネル売価下落 

 原料合理化、収率向上等 

 偏光フィルム出荷増加 
 タッチセンサーパネル出荷増加 

14 30

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

+20 

△45 

+41 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		860		860

		売価差 バイカ サ		-50				810		0		50

		数量差 スウリョウ サ		54				810		54		0

		換算差 カンサン サ		43				864		43		0

		17年度1Q ネン ド		907		907

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	860

908



16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	860	907	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	810	810	864	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	54	43	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	50	0	0	




数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		14		14

		価格差 カカク サ		-40				-31		14		40

		コスト差 サ		20				-11		-20		0

		数量差等 スウリョウ サ トウ		36				-10		30		0

		17年度1Q ネン ド		30		30

												0

						イレギュラー手入力 テ ニュウリョク





				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	

16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	14	30	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	-31	-11	-10	増額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	14	-20	30	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	40	0	0	





10 健康・農業関連事業セグメント (前年同期対比） 

640 652

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

売上高増減 

営業利益増減 

652億円（前年同期比+12億円） 

売価差 
   △35億円 
数量差 
   ＋35億円 
換算差 
   +12億円 

 メチオニン市況下落 
 

 エクセルクロップケア新規連結 
 海外農薬出荷減少 

+35 

△35 

+12 

  30億円（前年同期比△61億円） 

価格差 
   △35億円 
コスト差 
   △10億円 
数量差等 
 △16億円 

 メチオニン市況下落 

 退職給付数理差異償却負担増加 

 海外農薬出荷減少 

91

30

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

△10 △35 
△16 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		640		640

		売価差 バイカ サ		-35				605		0		35

		数量差 スウリョウ サ		35				605		35		0

		換算差 カンサン サ		12				640		12		0

		17年度1Q ネン ド		652		652

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	640

652



16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	640	652	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	605	605	640	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	35	12	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	35	0	0	




数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		91		91

		価格差 カカク サ		-35				56		0		35

		コスト差 サ		-10				46		0		10

		数量差等 スウリョウ サ トウ		-16				30		0		16

		17年度1Q ネン ド		30		30

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	91

30



16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	91	30	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	56	46	30	増額	16年	度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	0	0	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	35	10	16	





11 医薬品セグメント (前年同期対比） 

1,117
1,248

16年度1Q 売価差 数量差 換算差 17年度1Q

売上高増減 

営業利益増減 

1,248億円（前年同期比+131億円） 

売価差 
      0億円 
数量差 
+115億円 
換算差 
  +15億円 

 北米ラツーダ等出荷増加 

+115 +15 

203億円（前年同期比+50億円） 

価格差 
     0億円 
コスト差 
  △15億円 
数量差等 
  ＋65億円 

 COPD製品 販売費用増加 

 北米ラツーダ等出荷増加 
153

203

16年度1Q 価格差 コスト差 数量差等 17年度1Q

△15 

+65 

±0 

±0 


数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		1117		1117

		売価差 バイカ サ		0				1117		0		0

		数量差 スウリョウ サ		115				1117		115		0

		換算差 カンサン サ		15				1232		15		0

		17年度1Q ネン ド		1247		1247

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	1,117

1,248



16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	1117	1247	空白	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	1117	1117	1232	増額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	115	15	減額	16年度1Q	売価差	数量差	換算差	17年度1Q	0	0	0	




数値

				金額　 キンガク		前回・今回 ゼンカイ コンカイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

		16年度1Q ネン ド		153		153

		価格差 カカク サ		0				153		0		0

		コスト差 サ		-15				138		0		15

		数量差等 スウリョウ サ トウ		65				138		65		0

		17年度1Q ネン ド		203		203

												0







				数値入力は スウチ ニュウリョク				のセルのみ





グラフ



前回・今回	

16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	153	203	空白	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	153	138	138	増額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	0	65	減額	16年度1Q	価格差	コスト差	数量差等	17年度1Q	0	15	0	
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単位:億円

17.3月末 17.6月末 増減 17.3月末 17.6月末 増減

12,311 12,825 513 16,995 17,344 349

　 現預金 1,609 1,954 346 買掛債務 2,435 2,429 △7

　 売掛債権 4,552 4,469 △84 有利子負債 8,753 9,094 341

　 たな卸資産 4,094 4,288 194 その他 5,807 5,822 15

　 その他 2,056 2,114 57 11,625 11,836 211

16,309 16,356 47 株主資本 7,070 7,272 202

有形固定資産 6,262 6,241 △21 その他の包括利益累計額 1,133 1,074 △60

無形固定資産 3,576 3,538 △38 非支配株主持分 3,422 3,491 69

投資その他の資産 6,471 6,577 106

28,621 29,180 560 28,621 29,180 560

28.7% 28.6% △ 0.1%

0.8 0.8 0.0

資産合計 負債・純資産合計

自己資本比率

Ｄ/Ｅレシオ（倍）

負債

純資産

流動資産

固定資産

比較貸借対照表 


Q4 (2)

																								単位:億円

								17.3月末		17.6月末		増減								17.3月末		17.6月末		増減

				流動資産				12,311		12,825		513				負債				16,995		17,344		349

				　		現預金		1,609		1,954		346						買掛債務		2,435		2,429		△7

				　		売掛債権 ウリカケサイケン		4,552		4,469		△84						有利子負債 ユウリシフサイ		8,753		9,094		341

				　		たな卸資産		4,094		4,288		194						その他		5,807		5,822		15				その他 タ

				　		その他		2,056		2,114		57				純資産				11,625		11,836		211

				固定資産				16,309		16,356		47						株主資本		7,070		7,272		202

						有形固定資産		6,262		6,241		△21						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク		1,133		1,074		△60

						無形固定資産		3,576		3,538		△38						非支配株主持分 ヒシハイ		3,422		3,491		69

						投資その他の資産 タシサン		6,471		6,577		106

				資産合計 シサン				28,621		29,180		560				負債・純資産合計 フサイジュンシサン				28,621		29,180		560

																自己資本比率 ジコシホンヒリツ				28.7%		28.6%		△ 0.1%

																Ｄ/Ｅレシオ（倍） バイ				0.8		0.8		0.0



転送元の方にその他が２か所あるので、この行だけ数式を変えている。

１３Q3～純資産の部→純資産に修正した。
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単位:億円

16年度1Q 17年度1Q 増減

△94 249 343
△348 △165 183
△442 85 526

525 126 △399
△172 △8 163
△88 202 291

2,068 2,144 76

現金及び現金同等物の増減

現金及び現金同等物の期末残高 

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

差引（ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ）

財務キャッシュ・フロー

その他

キャッシュ･フロー 


Q1

												単位:億円

								13年度1Q ネンド		14年度1Q ネンド		増減

				 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				74		△175		△249

				 投 資 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				△388		△206		182

				  フ リ ー・キャッシュ・フロー				△314		△381		△67

				 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー				398		567		169

				  そ              の               他				96		△11		△106

				 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減				180		175		△5



				 現金及び現金同等物の期末残高 				1,355		1,497		142





Q2

												単位:億円

								13年度２Ｑ		14年度２Ｑ		増減

				 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				1,008		140		△868

				 投 資 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				△800		△279		521

				  フ リ ー・キャッシュ・フロー				209		△139		△347

				 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー				△46		497		544

				  そ              の               他				94		64		△30

				 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減				256		423		167



				 現金及び現金同等物の期末残高 				1,432		1,747		315





Q3

												単位:億円

								13年度３Ｑ
（９ヶ月累計）		14年度３Ｑ
（９ヶ月累計）		増減

				 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				940		△127		△1,067

				 投 資 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー				△1,244		△325		919

				  フ リ ー・キャッシュ・フロー				△304		△452		△148

				 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー				573		1,125		551

				  そ              の               他				183		195		13

				 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減				452		868		416



				 現金及び現金同等物の期末残高 				1,627		2,197		570





Q4

												単位:億円

								16.3期		17.3期		増減

				営業キャッシュ・フロー				2,612		1,874		△737

				投資キャッシュ・フロー				△537		△1,997		△1,461

				差引（ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ）				2,075		△123		△2,198

				財務キャッシュ・フロー				△1,780		△81		1,698

				その他				△143		△19		124

				現金及び現金同等物の増減				153		△223		△376



				現金及び現金同等物の期末残高 				2,156		1,933		△223







2017Q1

												単位:億円

								16年度1Q ネン ド		17年度1Q ネン ド		増減

				営業キャッシュ・フロー				△94		249		343

				投資キャッシュ・フロー				△348		△165		183

				差引（ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ）				△442		85		526

				財務キャッシュ・フロー				525		126		△399

				その他				△172		△8		163

				現金及び現金同等物の増減				△88		202		291



				現金及び現金同等物の期末残高 				2,068		2,144		76







注意事項

						FreeCF

				+		財務CF ザイム

				+		その他 タ

				現金及び現金同等物の増減 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン









CF（CAP_010）

				当年度
15年第４四半期
年次累計		前年度
14年第４四半期
年次累計		増減 		％ 				1		2		3		4		5

		[ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書]														13.3期		14.3期		増減		15.3期予想 ヨソウ

		CF_IBT 税引前当期純利益		-4		86,200		-86,204		-100.00				 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		194,362		(7)		(194,369)		2,350

		CF1010 減価償却費		-3		108,550		-108,553		-100.00				 投 資 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		(135,177)		2		135,179		(950)

		CF1020 のれん償却額		1		7,184		-7,183		-99.99				  フ リ ー・キャッシュ・フロー		59,185		(5)		(59,190)		1,400

		CF1021 関連事業損失		0		0		0		- 				 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー		(59,084)		0		59,084		(1,100)

		CF1022 減損損失		0		21,823		-21,823		-100.00				  そ              の               他		14,696		(43,358)		(58,054)		0

		CF1025 退職給付引当金の増減額		1		2,134		-2,133		-99.95				 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減		14,797		(135,141)		(149,938)		300

		CF1030 貸倒引当金の増加額		-1		-75		74		-98.67				 現金及び現金同等物の期末残高 		132,321		132,321		(135,139)		9,800

		CF1031 定期修繕引当金の増減		0		-342		342		-100.00												9,800

		CF1032 賞与引当金の増減		0		2,116		-2,116		-100.00												9,800

		CF1033 その他引当金の増減		1		7,676		-7,675		-99.99												9,800

		CF1040 受取利息及び配当金		8		-7,956		7,964		-100.10												9,800

		CF1050 支払利息		3		12,837		-12,834		-99.98												9,800

		CF1060 為替差損益		1		217		-216		-99.54												9,800

		CF1070 持分法による投資損益		0		-8,619		8,619		-100.00												9,800

		CF1075 持分変動利益		0 		0 		0		- 												9,800

		CF1076 その他特別利益		0		0		0		- 												9,800

		CF1077 その他特別損失		0 		0 		0		- 												9,800

		CF1080 有価証券売却損益		0		0		0		- 												9,800

		CF1085 有価証券評価損		0		0		0		- 												9,800

		CF1090 投資有価証券売却損益		0		-3,414		3,414		-100.00												9,800

		CF1100 投資有価証券評価損益		0		1,462		-1,462		-100.00												9,800

		CF1110 有形固定資産売却損益		2		-2,586		2,588		-100.08												9,800

		CF1111 有形固定資産等除却損		-2		411		-413		-100.49												9,800

		CF1115 構造改善費用		0		8,976		-8,976		-100.00												9,800

		CF1116 合併関連費用		0 		0 		0		- 												9,800

		CF1120 売上債権の増減		6		-20,196		20,202		-100.03												9,800

		CF1130 棚卸資産の増減		-4		-14,098		14,094		-99.97												9,800

		CF1140 仕入債務の増減		-1		45,154		-45,155		-100.00												9,800

		CF1150 役員賞与の支払額		0		0		0		- 												9,800

		CF1910 非資金取引相殺		-1		0		-1		- 												9,800

		CF1920 資産振替による差額		0 		0 		0		- 												9,800

		CF1999 その他営業CF		-2		-26,406		26,404		-99.99												9,800

		CF_ST1 小計		5		221,048		-221,043		-100.00												9,800

																						9,800

		CF2010 利息及び配当金の受取額		-9		6,980		-6,989		-100.13												9,800

		CF2020 利息の支払額		0		-12,924		12,924		-100.00												9,800

		CF2030 法人税等の支払額		-3		-20,742		20,739		-99.99												9,800

		CF_OCF 営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ		-7		194,362		-194,369		-100.00				期  末  有  利  子  負  債  残  高  ユウ リ コ フ サイ				10,746				9,800



		CF3010 定期預金の増減		0		5,665		-5,665		-100.00

		CF3020 有価証券の取得		0		-42,453		42,453		-100.00

		CF3030 有価証券の売却		0		47,102		-47,102		-100.00

		CF3040 固定資産の取得		4		-143,055		143,059		-100.00

		CF3050 固定資産の売却		0		4,168		-4,168		-100.00

		CF3055 事業譲渡に伴う収入		0 		0		0		- 

		CF3060 事業譲受に伴う支出		0 		0 		0		- 

		CF3070 株取得による現金増減		0 		0 		0		- 

		CF3080 設備関係支払手形増減		1		-2,748		2,749		-100.04

		CF3081 設備関係未払金増減		-1		-8,110		8,109		-99.99

		CF3090 投資有価証券の取得		-1		-16,339		16,338		-99.99

		CF3100 投資有価証券の売却		0		24,157		-24,157		-100.00

		CF3110 短期貸付け（グループ内）		0		0		0		- 

		CF3111 短期貸付け（外部）		0		-10,881		10,881		-100.00

		CF3120 短期貸付金の回収（グループ内）		0		0		0		- 

		CF3121 短期貸付金の回収（外部）		0		7,783		-7,783		-100.00

		CF3130 長期貸付け（グループ内）		0		0		0		- 

		CF3131 長期貸付け（外部）		1		-700		701		-100.14

		CF3140 長期貸付金の回収（グループ内）		0		0		0		- 

		CF3141 長期貸付金の回収（外部）		-2		663		-665		-100.30

		CF3210 連結範囲変更を伴う子会社株売却による収入		0 		0 		0		- 

		CF3220 連結範囲変更を伴う子会社株取得による支出		0 		0		0		- 

		CF3221 連結範囲変更を伴う子会社株取得による収入		0		140		-140		-100

		CF3230 出資金の取得		0		-13		13		-100.00

		CF3999 その他投資CF		0		-556		556		-100.00

		CF_ICF 投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ		2		-135,177		135,179		-100.00



		CF4010 短期借入れ（グループ内）		0		-472		472		-100.00

		CF4011 短期借入れ（外部）		0		271,380		-271,380		-100.00

		CF4020 短期借入金返済（グループ内）		0		0		0		- 

		CF4021 短期借入金返済（外部）		-1		-278,847		278,846		-100.00

		CF4030 ＣＰの増減		0		-52,000		52,000		-100.00

		CF4040 長期借入れ（グループ内）		0		0		0		- 

		CF4041 長期借入れ（外部）		0		81,975		-81,975		-100.00

		CF4050 長期借入金の返済（グループ内）		0		0		0		- 

		CF4051 長期借入金の返済（外部）		1		-68,340		68,341		-100.00

		CF4060 社債の発行		0		50,000		-50,000		-100.00

		CF4070 社債の償還		0		-50,000		50,000		-100.00

		CF4080 株式の発行		-1		0		-1		- 

		CF4085 リース債務の返済による支出		0		-1,279		1,279		-100.00

		CF4090 自己株式の取得		-1		-46		45		-97.83

		CF4100 自己株式処分		0		3		-3		-100.00

		CF4105 自己株式の売却		0 		0 		0		- 

		CF4110 配当金の支払		2		-9,813		9,815		-100.02

		CF4120 少数株主への配当金		0		-4,622		4,622		-100.00

		CF4125 少数株主からの払込		0		2,977		-2,977		-100.00

		CF4999 その他財務CF		0		0		0		- 

		CF_FCF 財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ		0		-59,084		59,084		-100.00



		CF5000 現金等に係わる換算差額		-43,358		14,696		-58,054		-395.03

		CF6000 現金等の増加額		-135,141		14,797		-149,938		-1,013.30

		CF7000 現金等期首残高		132,321		126,949		5,372		4.23

		CF8000 新規連結に伴う期首調整		2		0		2		- 

		CF8500 連結除外に伴う期首調整		0		-36		36		-100

		CF8600 決算期変更による現金等の増減額		0		-9,389		9,389		-100.00

		CF_TTL 現金等期末残高		-2,818		132,321		-135,139		-102.13

																《2013年度実績》 ネンド ジッセキ		《2013年度当初公表予想》 ネンド トウショ コウヒョウ ヨソウ

		2014年度　CF予想検討資料（案） ネンド ヨソウ ケントウ シリョウ アン												 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		(0)		2,350																										経理室（経理） ケイリシツ ケイリ

														 投 資 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー		0		(950)

		【5月公表　前提】 ガツ コウヒョウ ゼンテイ												  フ リ ー・キャッシュ・フロー		(0)		1,400

		為替　年間 100.0円/USD カワセ ネンカン エン												 財 務 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー		0		(1,100)

		ﾅﾌｻ　年間 70,000円/KL ネンカン												  そ              の               他		(434)		0

														 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減		(1,351)		300



		【連結CF／有利子負債残高】 レンケツ ユウ リシ フサイ ザンダカ												 現金及び現金同等物の期末残高 		10,746		9,800																										（億円） オクエン

				営業CF エイギョウ												投資CF トウシ								フリーCF		財務CF ザイム								換算差等 カンサン サ トウ		現預金
増減 ゲン ヨキン ゾウゲン				有利子負債残高 ユウリシ フサイ ザンダカ

				税引前損益 ゼイビキ マエ ソンエキ		減価
償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		運転資金
増減 ウンテン シキン ゾウゲン		法人税等
支払い ホウジンゼイ トウ シハラ		その他 タ		合計 ゴウ ケイ		設備
取得 セツビ シュトク		有価証券
取得 ユウカ ショウケン シュトク		その他 タ		合計 ゴウ ケイ				借入金
増減 カリイレ キン ゾウゲン		配当 ハイトウ		その他 タ		合計 ゴウ ケイ								期首残高 キシュ ザンダカ		期中増減 キチュウ ゾウゲン		期末残高 キマツ ザンダカ

		総合予算 ソウゴウ ヨサン		1,018		1,168		162		(320)		575		2,603		(1,027)		(130)		295		(862)		1,741		(1,250)		(147)		(64)		(1,461)		0		280				11,000		(1,250)		9,750



		13年度末残高への補正 ネンド マツ ザンダカ ホセイ												0								0		0								0				0				(254)		0		(254)

		決算期変更の影響（SSLM） ケッサンキ ヘンコウ エイキョウ												0								0		0								0				0				1		0		1

		流動化等補正 リュウドウカ トウ ホセイ						(254)						(254)								0		(254)		254						254				0						254		254

		PRC立替金補正 タテカエキン ホセイ										28		28								0		28		(28)						(28)				0						(28)		(28)

		公表予想への補正 コウヒョウ ヨソウ ホセイ		(68)		(18)		18				103		35								0		35		(35)						(35)				0						(35)		(35)

														0								0		0								0				0						0		0

		PRC貸付返済遅延リスク カシツケ ヘンサイ チエン												0						(70)		(70)		(70)		70						70				0						70		70

		運転資金増加リスク ウンテン シキン ゾウカ						(50)						(50)								0		(50)		50						50				0						50		50

		　　端数調整等 ハスウ チョウセイ トウ						4				(16)		(12)		(3)				(15)		(18)		(30)		39				11		50				20						(8)		(8)

		計 ケイ		950		1,150		(120)		(320)		690		2,350		(1,030)		(130)		210		(950)		1,400		(900)		(147)		(53)		(1,100)		0		300				10,747		(947)		9,800

		《2013年度実績》 ネンド ジッセキ		857		1,157		109		(207)		26		(1,941)		(1,541)		(164)		356		(-1,349)		(592)		(463)		(98)		(30)		(-591)		(147)		(148)								(10,746)



		《2013年度当初公表予想》 ネンド トウショ コウヒョウ ヨソウ		700		1,130		100		(240)		310		(2,000)		(1,500)		(130)		280		(-1,350)		(650)		(650)		(100)		(50)		(-800)		(0)		(-150)								(10,200)
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単位:億円

　売上収益
（売上高）

21,900 21,700 △200 交換販売の売上収益非認識

　コア営業利益
（営業利益）

1,650 2,000 350 持分法投資利益算入
のれん非償却

　親会社の所有者に帰属する当期利益
（親会社株主に帰属する当期純利益）

1,000 1,000 -

日本基準 IFRS 主な内容増減
　IFRS
（日本基準）

コア営業利益：IFRSの営業利益から非経常的な要因により発生した損益
　　　　　　　を控除した損益であり、経常的な収益力を表す損益概念。
　　　　　　　持分法投資利益を含む。
　　　　　　　社内管理損益として使用し、セグメント損益として開示予定。

IFRS適用の影響（2017年度予想） 


Q4

																単位:億円

				　IFRS
（日本基準） ニホン キジュン		日本基準 ニホン キジュン		IFRS		増減						主な内容 オモ ナイヨウ

												段階損益組替 ダンカイ ソンエキ クミカエ		IFRS
調整 チョウセイ

				　売上収益
（売上高） ウリアゲ シュウエキ		21,900		21,700		△200		-		△200		交換販売の売上収益非認識 コウカン ハンバイ ウリアゲ シュウエキ ヒ ニンシキ

				　コア営業利益
（営業利益） エイギョウ リエキ		1,650		2,000		350		250		100		持分法投資利益算入
のれん非償却 モチブン ホウ トウシ リエキ サンニュウ ヒ ショウキャク

				（持分法投資損益） ソン エキ		(350)		(350)		-

				　営業利益
（経常利益） エイギョウ リエキ		1,850		1,750		△100		△50		△50		条件付対価の公正価値変動
有価証券売却益の非認識 ジョウケン ツ タイカ コウセイ カチ ヘンドウ ユウカ ショウケン バイキャクエキ ヒ ニンシキ

				　親会社の所有者に帰属する当期利益
（親会社株主に帰属する当期純利益） オヤガイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ トウキ ジュンリエキ		1,000		1,000		-		-		-



				コア営業利益：IFRSの営業利益から非経常的な要因により発生した損益
　　　　　　　を控除した損益であり、経常的な収益力を表す損益概念。
　　　　　　　持分法投資利益を含む。
　　　　　　　社内管理損益として使用し、セグメント損益として開示予定。 エイギョウ リエキ エイギョウ リエキ ヒ ケイジョウテキ ヨウイン ハッセイ ソンエキ コウジョ ソンエキ ケイジョウテキ シュウエキリョク アラワ ソンエキ ガイネン モ ブン ホウ トウシ リエキ フク シャナイ カンリ ソンエキ シヨウ ソンエキ カイジ ヨテイ

				営業利益　　：税引前損益から金融費用／収益を控除した損益であり、日本基準における
(IFRS)　　　　特別損益項目を含む。 エイギョウ リエキ ゼイビ マエ ソンエキ キンユウ ヒヨウ シュウエキ コウジョ ソンエキ ニホン キジュン トクベツ ソンエキ コウモク フク

				　　　　









Q2

												単位:億円

						前回予想 ゼンカイ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		増減		増減率

				売 上 高		23,200		23,200		0		0.0%

				営 業 利 益		1,050		1,050		0		0.0%

				（持 分 法 投 資 利 益） リ エキ		(230)		(200)		(△30)		△13.0%

				経 常 利 益		1,200		1,200		0		0.0%

				当 期 純 利 益 トウ リ		450		450		0		0.0%

				R O E		6.9%		6.9%

				為替レート（円/USD）		100.00		104.00

				ナフサ価格（円/KL）		70,000		66,200







Sheet2

												単位:億円

						16.3期		17.3期		増減		増減率				17年2月
公表予想

				売上高		21,018		19,543		△2,749		△11.6%				21,018

				営業利益		1,644		1,343		371		29.10%				1,644

				（持分法投資損益） ソン		202		412		(△37)		-				-202

				（為替差損益）		(△85)		(△11)		-		-				(△85)

				経常利益		1,712		1,666		138		8.80%				1,712

				（特別損益）		(△136)		(△214)		-271		-				(△136)

				（法人税等）		(△452)		(△281)		-4		-				(△452)

				当期純利益		1,124		1,178		413		-				1,124

				（非支配株主に帰属する当期純利益）		(△309)		(△316)		(△120)		-				(△309)

				親会社株主に帰属する当期純利益		81500.00%		855		293		56.10%				815

				ROE		10.50%		10.80%

				為替レート（円/USD）		120		108.34

				ナフサ価格（円/KL）		42,800		34,700

				海外売上高比率		61.30%		60.70%







（参考資料） 
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単位:億円

17年度

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ 上期 下期

石油化学 1,370 1,287 1,484 1,580 1,565 3,000 3,400

エネルギー・機能材料 470 475 515 599 593 1,200 1,300

情報電子化学 860 887 951 886 908 1,900 1,950

健康・農業関連事業 640 618 661 1,274 652 1,500 2,300

医薬品 1,117 1,026 1,155 1,145 1,248 2,350 2,450

その他 109 147 127 161 120 250 300

合計 4,566 4,440 4,893 5,645 5,085 10,200 11,700

17年度予想16年度

セグメント別売上高（四半期推移） 


表示

																		単位:億円

						16年度 ネンド								17年度 ネンド		17年度予想 ネンドヨソウ

						１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		上期 カミキ		下期 シモキ

				石油化学		1,370		1,287		1,484		1,580		1,565		3,000		3,400

				エネルギー・機能材料		470		475		515		599		593		1,200		1,300

				情報電子化学		860		887		951		886		908		1,900		1,950

				健康・農業関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		640		618		661		1,274		652		1,500		2,300

				医薬品		1,117		1,026		1,155		1,145		1,248		2,350		2,450

				その他		109		147		127		161		120		250		300

				合計		4,566		4,440		4,893		5,645		5,085		10,200		11,700





当期

				累計 ルイケイ								会計期間 カイケイキカン										予想 ヨソウ

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ				上期 カミキ		下期 シモキ

		石油化学 セキユカガク		156,500								156,500		-156,500		0		0				3,000		3,400

		エネルギー・機能材料 キノウザイリョウ		59,300								59,300		-59,300		0		0				1,200		1,300

		情報電子化学 ジョウホウデンシカガク		90,800								90,800		-90,800		0		0				1,900		1,950

		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		65,200								65,200		-65,200		0		0				1,500		2,300

		医薬品 イヤクヒン		124,800								124,800		-124,800		0		0				2,350		2,450

		その他 タ		12,000								12,000		-12,000		0		0				250		300

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		508,500								508,500		-508,500		0		0				10,200		11,700





前期

				累計 ルイケイ								会計期間 カイケイキカン										予想 ヨソウ

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ				上期 カミキ		下期 シモキ

		石油化学 セキユカガク		136,966		265,654		414,048		572,017		136,966		128,688		148,394		157,969				3,000		3,400

		エネルギー・機能材料 キノウザイリョウ		46,985		94,448		145,989		205,934		46,985		47,463		51,541		59,945				1,200		1,300

		情報電子化学 ジョウホウデンシカガク		86,002		174,684		269,809		358,426		86,002		88,682		95,125		88,617				1,900		1,950

		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		64,038		125,831		191,916		319,271		64,038		61,793		66,085		127,355				1,500		2,300

		医薬品 イヤクヒン		111,663		214,265		329,728		444,189		111,663		102,602		115,463		114,461				2,350		2,450

		その他 タ		10,901		25,630		38,312		54,446		10,901		14,729		12,682		16,134				250		300

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		456,555		900,512		1,389,802		1,954,283		456,555		443,957		489,290		564,481				10,200		11,700





Sheet1

		15.3期

		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ

		735		814		755		-2,304

		1,991		2,075		2,086		-6,152

		981		966		1,036		-2,982

		774		721		815		-2,310

		978		966		1,087		-3,031

		110		172		168		-450

		5,569		5,715		5,945		-17,230
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単位:億円

17年度

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ 上期 下期

石油化学 18 49 109 91 103 130 140

エネルギー・機能材料 7 15 30 21 46 50 70

情報電子化学 14 11 65 14 30 110 100

健康・農業関連事業 91 38 37 296 30 130 470

医薬品 153 126 182 90 203 280 290

その他  全社費用等 △30 △18 △32 △31 △37 △50 △70

合計 253 219 390 481 376 650 1,000

16年度 17年度予想

セグメント別営業利益（四半期推移） 


1Q

																				単位:億円

						14.3期 キ								15.3期 キ				15.3期予想 キヨソウ

						１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ				上期 カミキ		下期 シモキ

				石 油 化 学		1,774		1,915		2,025		2,206		1,781				3,650		3,950

				エネルギー・
機能材料

				基 礎 化 学		668		701		683		817		0				1,500		1,600

				情 報 電 子 化 学		861		957		917		887		1,402				2,200		2,250

				健康・農業
関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		760		635		677		1,198		9,100				1,550		2,000

				医 薬 品		976		996		1,107		1,109		15,309				1,950		1,900

				そ の 他		117		148		145		159		(2,983)				250		400

				合 計		5,155		5,353		5,554		6,375		25,326				11,100		12,100





2Q

																						単位:億円

						14.3期 キ								15.3期						15.3期予想

						１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ				上期実績 カミキジッセキ		下期予想 シモキヨソウ

				石 油 化 学		1,774		1,915		2,025		2,206		1,991		4,870				4,067		3,733

				エネルギー・
機能材料

				基 礎 化 学		668		701		683		817		735		0				1,550		1,650

				情 報 電 子 化 学		861		957		917		887		981		1,052				1,947		2,053

				健康・農業
関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		760		635		677		1,198		774		3,751				1,495		2,105

				医 薬 品		976		996		1,107		1,109		978		12,563				1,944		2,056

				そ の 他		117		148		145		159		110		(1,769)				282		318

				合 計		5,155		5,353		5,554		6,375		5,569		21,928				11,284		11,916





3Q

																								単位:億円

						14.3期 キ								15.3期								15.3期予想

						１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ				上期実績 カミキジッセキ		下期予想 シモキヨソウ

				石 油 化 学		1,774		1,915		2,025		2,206		1,991		2,075		10,851				4,067		3,733

				エネルギー・
機能材料

				基 礎 化 学		668		701		683		817		735		814		0				1,550		1,650

				情 報 電 子 化 学		861		957		917		887		981		966		6,465				1,947		2,053

				健康・農業
関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		760		635		677		1,198		774		721		3,713				1,495		2,105

				医 薬 品		976		996		1,107		1,109		978		966		18,217				1,944		2,056

				そ の 他		117		148		145		159		110		172		(3,191)				282		318

				合 計		5,155		5,353		5,554		6,375		5,569		5,715		39,025				11,284		11,916





表示用

																		単位:億円

						16年度 ネンド								17年度 ネンド		17年度予想 ネンドヨソウ

						１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		上期 カミキ		下期 シモキ

				石油化学		18		49		109		91		103		130		140

				エネルギー・機能材料		7		15		30		21		46		50		70

				情報電子化学		14		11		65		14		30		110		100

				健康・農業関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		91		38		37		296		30		130		470

				医薬品		153		126		182		90		203		280		290

				その他  全社費用等		△30		△18		△32		△31		△37		△50		△70

				合計		253		219		390		481		376		650		1,000





当期会計期間計算

				累計								会計期間										17年度予想

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ				上期		下期

		石 油 化 学		10282								10282		-10,282		0		0				70		100

		エネルギー・
機能材料		4648								4648		-4,648		0		0				30		30

		情 報 電 子 化 学		3042								3042		-3,042		0		0				80		90

		健康・農業
関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		3013								3013		-3,013		0		0				180		470

		医 薬 品		20293								20293		-20,293		0		0				180		250

		そ の 他		-3654								-3654		3,654		0		0				-40		-40

		合 計		37624		0		0		0		37624		-37,624		0		0				500		900





前期会計期間計算

				累計								会計期間										17年度予想

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ				上期		下期

		石 油 化 学		1781		6,651		17,502		26,604		1781		4,870		10,851		9102				130		140

		エネルギー・
機能材料		717		2,178		5,148		7,199		717		1,461		2,970		2051				50		70

		情 報 電 子 化 学		1402		2,454		8,919		10,325		1402		1,052		6,465		1406				110		100

		健康・農業
関連事業 ケンコウカンレンジギョウ		9100		12,851		16,564		46,154		9100		3,751		3,713		29590				130		470

		医 薬 品		15309		27,872		46,089		55,099		15309		12,563		18,217		9010				280		290

		そ の 他		-2983		-4,752		(7,943)		-11,045		-2983		-1,769		-3,191		-3102				-50		-70

		合 計		25326		47,254		86,279		134,336		25326		21,928		39,025		48057		267,869		650		1000

		その他 タ		818		3719

		本社 ホンシャ		(3,912)		-11305

		消去 ショウキョ		111		-357		0

		その他 タ		(2,983)		-7943

		その他 タ		26.95		33.05

		全社
費用等 ゼンシャヒヨウトウ		-84.47		-45.53

		石油化学 セキユカガク		エネ・機 キ		情電化学 ジョウデンカガク		農業化学 ノウギョウカガク		医薬 イヤク		その他 タ		本社 ホンシャ		消去 ショウキョ		連結 レンケツ

		6651		2178		2454		12851		27872		2397		-7506		357		47254

		17502		5148		8919		16564		46089		3719		-11305		-357		86279





売上・利益(予想付)

						13年度予想 ネンドヨソウ

						上期 カミキ		上期 カミキ		下期 シモキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		年間 ネンカン

		石油
化学 セキユカガク		売上高 ウリアゲダカ		3,098		2,800		3317		3100		6415		5900

				営業利益 エイギョウリエキ		39		70		105		100		144		170

		エネルギー・
機能材料部門 キノウザイリョウブモン		売上高 ウリアゲダカ		1,066		1,100		1108		1100		2174		2200

				営業利益 エイギョウリエキ		27		30		22		30		49		60

		基礎
化学 キソカガク		売上高 ウリアゲダカ		2,016		1,800		2104		1900		4120		3700

				営業利益 エイギョウリエキ		121		80		138		90		259		170

		情報電子
化学 ジョウホウデンシカガク		売上高 ウリアゲダカ		1,563		1,450		2231		2100		3794		3550

				営業利益 エイギョウリエキ		218		180		502		470		720		650

		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		売上高 ウリアゲダカ		2,225		2,150		2304		2250.47		4529		4400

				営業利益 エイギョウリエキ		197		180		190		250		387		430

		医薬品 イヤクヒン		売上高 ウリアゲダカ		269		300		300		250		569		550

				営業利益 エイギョウリエキ		14		40		30		30		44		70

		その他 タ		売上高 ウリアゲダカ		0		0		0		0		0		0

				営業利益 エイギョウリエキ		-82		-80		-76		-70		-158		-150

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲダカ		10,237		9,600		11364		10700.47		21601		20300

				営業利益 エイギョウリエキ		534		500		911		900		1445		1400







18 主要グループ会社業績動向 

外貨ベース

16年度1Q 17年度1Q

　　（百万USD）

　（百万USD）

　（百万SAR）
東友ファインケム

（億KRW）

（百万USD）

5,165 5,274
（販売数量増加の一方、
売価下落等により減益）

ベーラント U.S.A.
（連結ベース） 191 166 （出荷時期ずれ等）

ペトロケミカル・コーポレーション・
オブ・シンガポール 572 599 （良好なマージンを維持）

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 4,947 6,702

（石油精製マージンの低下
等）

会社名
売上高

利益動向

ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール） 267 278 （良好なマージンを維持）


Q1

														外貨ベース

				会社名				売上高				利益動向 リエキ

								15.3期 キ		14年度1Q ネンド

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 				1,445		375				(販売数量増加) カ

						　　（百万USD）

				ペトロケミカル・コーポレーション・
オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　				799		988				(販売数量増加) カ

						　（百万USD）

				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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　				10,189		14,236				(安定稼働により
販売数量増加) スウ カ

						　（百万SAR）

				
東友ファインケム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                         　         トウユウ				5,357		5,470				(販売数量増加の一方、
売価下落等により減益)

						（億KRW）  

				ベーラント U.S.A.
（連結ベース）				226		249				(販売数量増加等)

						（百万USD）







Q2

														外貨ベース

				会社名				売上高				利益動向 リエキ

								15.3期 キ		14年度２Ｑ

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 				1,445		765				（販売数量増加及び
   交易条件改善）

						　　（百万USD）

				ペトロケミカル・コーポレーション・
オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　				1,659		1,987				（販売数量増加及び
   交易条件改善）

						　（百万USD）

				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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　				24,385		28,276				（安定稼働により
   販売数量増加）

						　（百万SAR）

				
東友ファインケム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                         　         トウユウ				10,990		10,629				(販売数量増加の一方、
売価下落等により減益)

						（億KRW）  

				ベーラント U.S.A.
（連結ベース）				402		414				（販売数量増加等）

						（百万USD）







Q3

														外貨ベース

				会社名				売上高				利益動向 リエキ

								15.3期 キ		14年度３Ｑ
（９ヶ月累計）

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 				1,445		1,134				（販売数量増加及び
   交易条件改善）

						　　（百万USD）

				ペトロケミカル・コーポレーション・
オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　				2,637		2,757				（販売数量増加及び
   交易条件改善）

						　（百万USD）

				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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　				36,925		43,090				（安定稼働により
   販売数量増加）

						　（百万SAR）

				
東友ファインケム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                         　         トウユウ				15,766		16,156				(販売数量増加の一方、
売価下落等により減益)

						（億KRW）  

				ベーラント U.S.A.
（連結ベース）				541		551				（販売数量増加等）

						（百万USD）







Q4

														外貨ベース

				会社名				売上高				利益動向 リエキ

								16.3期		17.3期

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　 				1,180		1,092				（良好なマージンを維持）

						　　（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				ペトロケミカル・コーポレーション・オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　				2,409		2,360				（良好なマージンを維持） リョウコウ イジ

						　（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　				25,514		25,146				（昨年定修の影響及び原料価格上昇に伴う在庫評価益等） サクネン テイシュウ エイキョウ オヨ ゲンリョウ カカク ジョウショウ トモナ ザイコ ヒョウカ エキ トウ

						　（百万SAR）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				東友ファインケム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       　         トウユウ				21,491		21,368				（販売数量増加の一方、
売価下落等により減益）

						（億KRW）  		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				ベーラント U.S.A.
（連結ベース）				885		913				（製品構成差により減益） セイヒン コウセイ サ ゲンエキ

						（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!







2017Q1

														外貨ベース

				会社名				売上高				利益動向 リエキ

								16年度1Q ネン ド		17年度1Q ネン ド

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　 				267		278				（良好なマージンを維持）

						　　（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				ペトロケミカル・コーポレーション・オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　				572		599				（良好なマージンを維持） リョウコウ イジ

						　（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　				4,947		6,702				（石油精製マージンの低下等） セキユ セイセイ テイカ トウ

						　（百万SAR）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				東友ファインケム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       　         トウユウ				5,165		5,274				（販売数量増加の一方、
売価下落等により減益）

						（億KRW）  		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				ベーラント U.S.A.
（連結ベース）				191		166				（出荷時期ずれ等） シュッカ ジキ ナド

						（百万USD）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!
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								LA_ZZ		ACTUAL				LA_ZZ		LASTYR

								PL1010		Q2 14				PL1010		Q2 13

								2014		Q.CTD				2013		Q.CTD

								Q02		SC_LEGAL				Q02		SC_LEGAL

				ICP#[ICP None];Custom1#[None];Custom2#[None];Custom3#[None];Custom4#[None]				Year#2014;Scenario#LA_ZZ;Period#Q02;Value#<Entity Currency>;Account#PL1010;View#<Scenario View>;		PL1010				Year#2013;Scenario#LA_ZZ;Period#Q02;Value#<Entity Currency>;Account#PL1010;View#<Scenario View>;		PL1010

		Code				決算 ケッサン		HFM-BS資産計 シサン ケイ		HE-BS資産計 シサン ケイ				HFM-BS負債資本計 フサイ シホン ケイ		HE-BS負債資本計 フサイ シホン ケイ

		B029A		ﾍﾞｰﾗﾝﾄ USA ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		3		550,631		550,631		0		540,606		540,606		0		10,025		10,025		0

		D031A		ＴＰＣ		3		1,134,115		1,134,115		0		997,982		997,982		0		136,133		136,133		0

		D074A		東友ファインケム		3		1,615,641,251		1,615,641,251		0		1,576,622,930		1,576,622,930		0		39,018,321		39,018,321		0

		D110A		ＰＣＳ		3		2,756,975		2,756,975		0		2,637,487		2,637,487		0		119,488		119,488		0

		D114A		ﾍﾟﾄﾛ ﾗｰﾋﾞｸﾞ		12		43,090,339		43,090,339		0		36,924,576		36,924,576		0		6,165,763		6,165,763		0





								13年度３Ｑ		14年度３Ｑ				FY13Q3		FY14Q3		担当 タントウ

		D031A		ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		百万USD		998		1,134				99.8		113.4		西浦		販売数量増

		D110A		ペトロケミカル・コーポレーション・オブ・シンガポール　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　		百万USD		2,637		2,757				263.7		275.7		住吉		販売数量増

		D114A		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　　　　　　　　　　　 　　　　　     　　		百万SAR		36,925		43,090				3,692.5		4,309.0		西浦		安定稼働により販売量増

		D074A		
東友ファインケム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                         　         トウユウ		億KRW 		15,766		16,156				15,766.2		16,156.4		木下

		B029A		ベーラント　Ｕ．Ｓ．Ａ．
（連結ベース）		百万USD		541		551				54.1		55.1		鄒





				会社名		増減理由（日本語）		英文案 エイブン アン

				ザ・ポリオレフィン・カンパニー
（シンガポール）		販売数量増加及び交易条件改善		Increased due to higher sales volume and better margins

				ペトロケミカル・コーポレーション・オブ・シンガポール		販売数量増加及び交易条件改善		Increased due to higher sales volume and better margins

				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		安定稼働により販売量増		Increased due to higher sales volume as a result of the stable operations

				東友ファインケム		売価下落の一方、販売数量増加等により増益						売価下落の一方、販売数量増加等により増益

				ベーラント　Ｕ．Ｓ．Ａ．
（連結ベース）		販売数量増加等		Increased due to higher sales volume and other factors
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