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(億円)

原燃料価格高騰の影響あるも、工業用フィルム、PCR検査試薬が堅調に推移し、
増収増益。 営業利益 229 億円（1.3倍）、当期純利益 121 億円

決算のポイント

2,439 2,745 183 229

0.3

121

+12.6% +25.1%

21年度
3Q累計

20年度
3Q累計

営業利益 親会社株主に
帰属する当期純利益

2022年3月期通期予想
販売価格の改定の遅れ、新型コロナウイルス変異株の感染拡大の影響が懸念されるも、
工業用フィルム、PCR検査試薬などが堅調に推移し、営業利益 290 億円、
当期利益 130 億円の予想を据え置く

売上高

第3四半期実績

21年度
3Q累計

20年度
3Q累計

21年度
3Q累計

20年度
3Q累計


決算概況 (3)







								2016年度 ネン ド										2017年度 ネン ド														2018年度 ネン ド														19年度 ネン ド												20年度 ネンド												21年度 ネンド

												上期 カミキ		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q累計		下期 シモ キ				1Q				上期 カミキ				3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ				100000

				 売上高 ウリアゲ ダカ				829		818		1,647		1,648		3,295		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311 		808				1,647 		852 		2,499 		1,720 		3,367 		808 		1,649 		831 		2,480 		1,747 		3,396 		755 		1,575 		864 		2,439 		1,799 		3,374 		946 		1,839 		907 		2,745 		▲ 1,839 

				 営業利益 エイギョウ リエキ				40		67		107		127		233		50		55		105		55		160		134		239 		53				106 		47 		153 		111 		217 		52 		111 		49 		160 		117 		228 		44 		104 		79 		183 		162 		267 		92 		171 		58 		229 		▲ 171 

				 親会社株主に帰属する
 当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				21		16		37		58		94		28		32		60		98		158		70		130 		31				39 		▲ 42 		▲ 3 		▲ 45 		▲ 6 		17 		27 		32 		59 		111 		138 		18 		26 		▲ 24 		3 		16 		42 		62 		97 		24 		121 		▲ 97 



				営業CF エイギョウ																																								78 												443*



				ROE																																								-												7.8%







																																																																0.25221







																														0





















2438.7838200000001	2745.4075699999999	





183.04881	228.93348	





2.5221	121.25206	







概要



						2016年度 ネン ド										2017年度 ネン ド														2018年度 ネン ド														直近予想
(18/11) チョッキン ヨソウ

										上期 カミキ		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q
累計		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q
累計		下期 シモ キ										100000

				売上高 ウリアゲ ダカ		829		818		1,647		1,648		3,295		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311		808				1,647		(1,647)				1,753		3,400		3,400

				営業利益 エイギョウ リエキ		40		67		107		127		233		50		55		105		55		160		134		239		53				106		(106)				124		230		230

				経常利益 ケイツネ リエキ						87		119		207						91						113		204						87						93		180		215

				特別損失 トクベツ ソンシツ						33		39		72						91						46		137						37						75		112

				親会社株主に帰属
する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		21		16		37		58		94		28		32		60		98		158		70		130		31				39		(39)				-		-		-
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決算サマリー｜PL
(億円)

20年度 21年度
3Q累計 3Q累計 金 額 率

2,439 2,745 +307 +12.6%    

183 229 +46 +25.1%    

（率） 7.5% 8.3% - -

125 182 +57 +46.0%    

▲ 127 ▲ 32 - -

0 121 +121 -

325 380 +55 +17.0%    

0.3 136.4 - -

0.0% 8.4% - -

142 151 +9 +6.6%      

168 227 +60 +35.7%    

ROE*

EBITDA*

設備投資

売上高

減価償却費

EPS（円）

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

増 減

経常利益
特別損益

* 営業利益＋減価償却費（のれんを含む）

* 年換算ベース。
(当期純利益×4/3)÷期首・期末平均自己資本


決算概況

		

																																										（億円） オクエン

								15年度 ネンド												16年度 ネンド																				増　減 ゾウゲン						08年度1H ネンド		直近予想 チョッキンヨソウ

																				上期 カミキ												下期 シモキ														当初計画 トウショケイカク

								上期 カミキ				下期 シモキ												3Q				4Q												金額		％						(2017/2)

						売上高 ウリアゲダカ		1,781				1,714				3,478				1,647				774				927				1,648				3,295				-183		-5.3%				2,150		3,400

						うちスペシャルティ		110				73				2,300				1,135												1,165				2,300				-		+0.0%						-

						（構成比） コウセイヒ										66%				69%												71%				70%				-		-

						営業利益 エイギョウリエキ		110				73				231				107				28				62				127				233				+2		+0.9%				125		230

						　(営業利益率） エイギョウリエキリツ		6.2%				4.3%				6.6%				6.5%				3.6%				6.7%				7.7%				7.1%				-		-						6.8%

						経常利益 ケイジョウリエキ		101				56				204				87				15				47				119				207				+3		+1.3%				100		200

						　特別損失 トクベツソンシツ										49				33												39				72				+23		+47.4%						52

						親会社株主に帰属  する当期純利益		52				-6				101				37				1				30				58				94				-7		-6.9%				40		100

						EPS（円） エン		5.9				-0.7				11.43				4.12												6.52				10.64				-		-				5.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		95				100				144				73				52				47				76				149				+5		+3.5%

						設備投資 セツビトウシ		72				93				173				78				22				34				105				184				+10		+5.9%

						営業CF エイギョウ		96				46				323				106				28				62				162				269				-55		-16.9%				125

						為替レート（円/US$） カワセエン		80				78				120				105												112				109

						国産ナフサ価格（千円/kl) コクサンカカクセンエン		57				53				43				32												38				35

						+0

						+0.0%





決算概況 (2)

		

																																										（億円） オクエン

								10年度 ネンド												11年度 ネンド																				増　減 ゾウゲン						08年度1H ネンド		直近見通し チョッキンミトオ

																				上期 カミキ												下期 シモキ														当初計画 トウショケイカク

								1Q				2Q												3Q				4Q												金額		％						(2012/2)

						売上高 ウリアゲダカ		1,017				2,389				3,406				1,781				774				927				1,714				3,495				+89		+2.6%				2,150		3,500

						うちスペシャルティ										2,300				1,135												1,165				2,300				-		+0.0%						-

						（構成比） コウセイヒ										68%				64%												68%				66%				-		-

						営業利益 エイギョウリエキ		59				150				209				110				28				62				73				183				-26		-12.4%				125		200

						(営業利益率） エイギョウリエキリツ		5.8%				6.3%				6.1%				6.2%				3.6%				6.7%				4.2%				5.2%				-		-						5.7%

						経常利益 ケイジョウリエキ		53				117				170				101				15				47				56				157				-13		-7.7%				100		170

						当期純利益 トウキジュンリエキ		30				11				42				52				1				30				-6				46				+4		+10.4%				40		65

						EPS（円） エン		4.4				1.1				5.49				-												-				5.17				-		-				5.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ										191				95				52				47				100				195				+4		+1.9%

						設備投資 セツビトウシ										139				72				22				34				93				165				+26		+18.6%

						営業CF エイギョウ		59				278				337				96				28				62				46				142				-195		-57.9%				125

						為替レート（円/US$） カワセエン										85				80												78				79

						国産ナフサ価格（千円/KL) コクサンカカクセンエン										48				57												53				55

						+0

						+0.0%





決算概況 (3)

		

								2016年度 ネンド						2017年度 ネンド																										2018年度 ネンド		19年度 ネンド												20年度 ネンド				20年度				20年度		21年度 ネンド				21年度				21年度		増 減 ゾウゲン				直近予想
(21/08) チョッキンヨソウ		100

								上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ		１Q		2Q		上期 カミキキ		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期 キキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 期 ジョウキ		3Q		3Q累計 ルイケイ		下 期 キ																1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ				1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ				金 額 キンガク		率 リツ				100000

				売上高 ウリアゲダカ				1646.57754		1648.29402		3294.87156		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311		808		840		1,647		852		2,499		1,720		3,367		808		1,649				2,480		1,747		3,396		755		1,575		2,439		1,799		3,374		946		1,839		2,745						+307		+12.6%		3,350		946.43782

				営業利益 エイギョウリエキ				106.68352		126.64106		233.32458		50		55		105		55		160		134		239		53		53		106		47		153		111		217		52		111				160		117		228		44		104		183		162		267		92		171		229						+46		+25.1%		230		92.44353

						（率）		6.5%		7.7%		7.1%		6.4%		6.7%		6.5%		6.9%		6.6%		7.9%		7.2%		6.6%		6.3%		6.4%		5.6%		6.1%		6.5%		6.5%		6.5%		6.7%				6.4%		6.7%		6.7%		5.8%		6.6%		7.5%		9.0%		7.9%		9.8%		9.3%		8.3%				0.0%		-		-		6.9%

				経常利益 ケイジョウリエキ				87.41968		119.08461		206.50429		43		47		91		47		138		113		204		48		39		87		39		127		90		178		43		90				134		91		180		28		59		125		148		207		75		133		182						+57		+46.0%		160		74.68179

				特別損益 トクベツソンエキ																																						▲ 17		▲ 48				▲ 50		64		17		▲ 4		▲ 19		▲ 127		▲ 132		▲ 151		▲ 5		▲ 18		▲ 32		+0		+0		-		-		▲ 152

				特別利益 トクベツリエキ				3.1977		1		4.69144		1		5		6		109		115		109		115		2		4		6		0		6		9		15		0		0				5		112		112		1		0						6		0		0		2						▲ 1		-				0

				特別損失 トクベツソンシツ				32.8114		38.98315		71.79455		3		16		19		7		27		117		137		4		33		37		103		140		155		192		17		48				54		47		95		5		-19		-127				158		5		18		34						+0		+2.2%				4.64017

				親会社株主に帰属する当期純利益				36.57651		57.86792		94.44443		28		32		60		98		158		70		130		31		8		39		-42		▲ 3		▲ 45		▲ 6		17		27				59		111		138		18		26		0		16		42		62		97		121						+121		-		0		61.70387

				EBITDA*																																						91		192				283		206		398		88		195		325		262		458		143		271		380						+55		+17.0%

				EPS（円） エン				41.2		65.1810934611		106.3810934611		31.6				68.1		109.9		178.0		78.8		146.9		34.6		9.5		44.1				▲ 3.4		▲ 50.9		▲ 6.8		18.8		30.0				66.2		125.1		155.1		19.9		=+AB11/0.88822279		0.3		17.6		47.3		69.5		109.2		136.4		0.0		0.0		-		-								2019末 マツ		201Q		2020末 マツ		211Q

				ROE*																																																7.8%		4.0%		0.0%		0.0%				2.3%		13.1%		10.2%		8.4%		0.0%				-		-				1776.60441		1882.135275		1778.89806		1774.31076		1857.28915		1906.9814

				ROIC*																																								4.4%								4.5%		3.3%		3.0%		0.0%				5.0%		6.8%		10.9%		9.1%						-		-

				営業CF エイギョウ				106.31168		162.40657		268.71825		81		47		128		62		190		96		224				52		52		-28		24		26		78				145						297		443				134				216		350				118								▲ 16		-

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ				73.1		76.28875		149.39226		38		40		78		38		116		79		157		39		39		78		40		119		80		158		39		81				123		89		170		45		91		142		100		191		50		100		151				191		+9		+6.6%

				設備投資 セツビトウシ				78.33		105.27246		183.60246		48		51		98		68		166		114		213		44		73		117		55		172		138		255		70		144				235		221		364		61		118		168		114		233		73		138		227				233		+60		+35.7%

				ROE								5.8%														7.5%		7.5%												-																																		-		-

				為替レート（円/US$）				105.2		112.06		108.72		112				111		113		112		111		111		109				110		113		111		112		111		110		109		109		109		109		109		108		107		106				106		110								106

				国産ナフサ（千円/kl）				31.5		37.9		34.7		39				38		44		40		46		42		49				51		54		52		48		49		45		43		41		42		43		43		25		28		29				31		48								31

																																																																												自己資本 ジコシホン		19/3末 マツ		19/9末 マツ		19/12末 マツ		20/3末 マツ		20/9末 マツ		20/12末 マツ

																																																								3Q		104.489		1910406																		176,585		172,273		177414.293		177,890		179072.411		177077.346		1770.77346

																																																										31.4																						174429		176999.6465		175081.5		178481.2055		177483.673

																																																																																1744.29		1769.996465		1750.815		1784.812055		1774.83673

																																				0												0

																																				0												0
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減価償却費
安全防災対策費

工業用フィルム
PCR検査関連

営業利益の増減要因

20年度 21年度
3Q累計 3Q累計

為替レート（円/US＄） 106 111 
国産ナフサ（千円/kl） 29 54 

21年度3Q累計20年度3Q累計


08上09上

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		前年減産 ゼンネンゲンサン		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ				低価法 テイカホウ

						08上 ウエ																				06年通期 ネンツウキ

						97		7		7		(68)		(79)		(21)		3		3		3		24		30

						0		90		(68)		(11)		(22)		(80)		(21)		21		21		6		0





08上09上

		





08上09上 (まとめ）

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		30		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ）

		





08上09上 (まとめ） (2)

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		97		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ） (2)

		





11KA-12KA

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ												為替 カワセ
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概要

										(億円） オクエン

						2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド				通期増減
(％) ツウキ ゾウゲン

						実績 ジッセキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,295		3,400		3,310		+0.5		0.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		233		250		239		+2.6		2.6%

				特別損失 トクベツ ソンシツ		72		32

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		94		135		131		+39.4		39.4%

				D/E レシオ		1.05		<1.0





ナフサ為替



												2018年度 ネン ド						2019年度 ネン ド

								2019年度 ネンド						2020年度 ネンド						20年度 ネンド		20年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		21年度 ネンド		21年度 ネンド		直近予想 チョッキン ヨソウ

								上 ウエ		下 シタ		通期 ツウキ		上 ウエ		下 シタ		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		(21/11)

						為替レート（円/US＄） カワセ		109 		109 		109 		107 		105 		106 		108 		107 		106 		110 		110 		111 		110 

						国産ナフサ（千円/kl） コクサン		43 		43 		43 		28 		35 		31 		25 		28 		29 		48 		51 		54 		51 







中計総括

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				有利子負債 ア リシ フサイ		億円 オクエン		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,707		1,771		1,654		1,692

				自己資本 ジコ シホン		億円 オクエン		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,423		1,580		1,569		1,678

				D/Eレシオ（少数株主持分除く）				1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.20		1.12		1.05		1.01

				営業利益		億円 オクエン		112		115		209		183		171		210		206		231		233				300

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク		億円 オクエン		(125)		21		42		46		76		82		81		102		94





有利子負債	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1789.0102299999999	1709.6278	1518.04	1548.88	1594.3	1707.21	1770.85	1653.58	1692.3	自己資本	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	982.52820000000008	1070.9539100000002	1257.7	1305.72	1380.24	1423.1	1579.89	1569.15	1677.7302200000004	



決算サマリー｜BS

5

(B) (A)

20/3末 21/3末 21/12末 増 減 (A)-(B)

4,889 4,912 5,105 +193 

252 347 209 ▲ 138 

806 763 950 +187 

2,315 2,246 2,319 +73 

1,826 1,886 2,024 +137 

1,779 1,857 1,995 +137 

  うち利益剰余金 619 644 728 +85 

47 29 29 ▲ 0 

1,751 1,870 1,889 +19 

0.98 1.01 0.95 -

3.8 3.3 3.3 -

 有形固定資産

 総資産
 現預金
 棚卸資産

 純資産
 自己資本

 非支配株主持分

 Net Debt / EBITDA倍率*

 有利子負債
 D/E レシオ

(億円)

* (有利子負債‐現預金)＜期末＞／EBITDA＜年換算＞


決算概況

		

																				（億円） オクエン

								06年度 ネンド				07年度 ネンド				増減 ゾウゲン								07年度予想 ネンドヨソウ

																金額 キンガク				％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						営業利益率（％） エイギョウリエキリツ

						経常利益 ケイジョウリエキ

						当期純利益 トウキジュンリエキ

						EPS（円） エン

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ

						設備投資 セツビトウシ

						EBITDA

						為替レート（円/US ＄） カワセエン





特別損失

		

												（億円） オクエン

						特別利益 トクベツリエキ

								固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損失 トクベツソンシツ

								棚卸資産評価損 タナオロシシサンヒョウカソン

								構造改善関係費 コウゾウカイゼンカンケイヒ

								減損損失 ゲンソンソンシツ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損益　計 トクベツソンエキケイ





財務指標

		

																				（億円） オクエン

								10/3末 マツ				08/9末 マツ				10/9末 マツ				10/3末比増減 スエヒゾウゲン

				総資産 ソウシサン				4,384				4,847								-4,384

						うち棚卸資産 タナオロシシサン		625												-625

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ		2.6%				4.0%				0.0%

				純資産 ジュンシサン				1,311				1,127				0				-1,311				＊（実質)  ジッシツ

						自己資本 ジコシホン		1,071												-1,071				154

						（自己資本比率） ジコシホンヒリツ		24.4%				0.0%				0.0%								0.0%

						少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		240												-240

						有利子負債 ユウリシフサイ		1,710				1,972								-1,710				66

						D/E レシオ		1.60				1.75				0.00				-				0.43

						*1：少数株主持分除く ショウスウカブヌシモチブンノゾ

						*2:ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券（少数持分）の資本性を勘案 ショウケンショウスウモチブンシホンセイカンアン

												07年度1H ネンド				08年度1H ネンド

						営業ＣＦ エイギョウ						138

						投資ＣＦ トウシ						-94

						財務ＣＦ ザイム						-65

						営業利益 エイギョウリエキ		115				193.8				29.655

						現預金 ゲンヨキン		100.24				77.29

						NET有利子負債 アリシフサイ		1,609				1,894





財務指標 (2)

		

																																																				（億円） オクエン

												11/3末 マツ				13/3末 マツ				10/9末 マツ				08/9末 マツ				12/9末 マツ				15/3末				16/3末				14/3末				16/3末 マツ				17/3末 マツ				増減
(A) → (B) ゾウゲン

						総資産 ソウシサン						4,435				4,474				4,217				4,847				4,294				4,658				4,446				4,658				4,508				4,508				+62

								うち現預金 ゲンヨキン				220				220												122				122				122				122				122				122

								現預金 ゲンヨキン																								206				203				206				323				323				+121

								棚卸資産 タナオロシシサン				660				710				624								708				824				753				824				728				728				-26

						純資産 ジュンシサン						1,498				1,555				1,270				1,127				1,469				1,611				1,601				1,611				1,709				1,709				+108

								自己資本 ジコシホン				28.4%				30.8%				24.4%				0.0%				30.2%				1,580				1,569				1,580				1,678				1,678				+109

										（利益剰余金） リエキジョウヨキン		1,258				1,380				1,030								1,296				325				395				325				459				459				+64

										（為替換算調整勘定） カワセカンザンチョウセイカンジョウ																																										+0

										（退職給付に係る調整累計額） タイショクキュウフカカワチョウセイルイケイガク																						-16				-57				-16				-23				-23				+35

								非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン				240				175				240								173				31				32				31				31				31				-0

						有利子負債 ユウリシフサイ						1,518				1,594				1,610				1,972				1,542				1,771				1,654				1,771				1,692				1,692				+39

						D/E レシオ						1.21				1.16				1.56		0.00		0.00		0		1.19				1.12				1.05				1.12				1.01				1.01

								*1：少数株主持分除く ショウスウカブヌシモチブンノゾ

								*2:ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券（少数持分）の資本性を勘案 ショウケンショウスウモチブンシホンセイカンアン

								（営業利益ROA） エイギョウリエキ				2.6%				4.1%				5.2%				07年度1H ネンド				5.1%				3.7%				3.8%				3.7%				4.9%				4.9%

																																309		0		338		0		309		0		437				437

								営業ＣＦ エイギョウ																138								31		0		32		0		31		0		31				31

								投資ＣＦ トウシ																-94								339		0		370		0		339		0		468				468

								財務ＣＦ ザイム																-65

								営業利益 エイギョウリエキ				114.69				183				115				193.8				220.94				171				171				171				220				220

								現預金 ゲンヨキン				100.24								100.24				77.29

								NET有利子負債 アリシフサイ				1,418								1,509				1,894





財務指標 (3)

																																		(B)		(A)				(A)		(A)						100

										18/3末 マツ		18/6末 マツ		18/9末 マツ		18/12末 マツ		19/3末 マツ		19/6末 マツ		19/9末 マツ		19/12末 マツ		20/3末 マツ		20/6末 マツ		20/9末 マツ		20/12末 マツ		21/3末 マツ		21/6末 マツ		21/9末 マツ		21/12末 マツ		22/3末 マツ		増 減 (A)-(B)				100000

				総資産 ソウシサン						4,455		4,401		4,537		4,537		4,610		4,688		4,749		4,884		4,889		4,929		4,870		4,815		4,912		4,924		5,037		5,105				+193						50,106,346

						現預金 ゲンヨキン				260		219		245		184		223		264		335		216		252		344		300		296		347		261		263		209				▲ 138						13,995,055

						棚卸資産 タナオロシシサン				713		755		767		797		768		794		792		861		806		846		805		788		763		813		868		950				+187						22,725,521		868

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン												2,085								2,315						2,257		2,246		2,271		2,282		2,319				+73

						固定資産 コテイシサン				2,589								2,679		2,686		2,725		2,825		2,825		2,857		2,876		2,797				2,857		2,876		2,797				▲ 28				2797.06289

								建物および建築物		470								502				0		526																				+0

				純資産 ジュンシサン						1,845		1,855		1,878		1,810		1,812		1,766		1,774		1,824		1,826		1,820		1,835		1,800		1,886		1,936		1,986		2,024				+137

						自己資本 ジコシホン				1,806		1,804		1,825		1,759		1,766		1,714		1,723		1,774		1,779		1,774		1,791		1,771		1,857		1,907		1,958		1,995				+137

								うち利益剰余金 リエキジョウヨキン		561		555		564		522		519		499		508		540		619		602		610		602		644		669		704		728				+85

								（退職給付に係る調整累計額） タイショクキュウフカカワチョウセイルイケイガク		▲ 16		-16										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		+0

						非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン				40		51		53		51		46		52		51		50		47		46		44		29		29		29		28		29				▲ 0

				有利子負債 ユウリシフサイ						1,456		1,445		1,544		1,567		1,648		1,791		1,835		1,865		1,751		1,927		1,893		1,890		1,870		1,841		1,855		1,889				+19

				D/E レシオ						0.81		0.80		0.85		0.89		0.93		1.04		1.07		1.05		0.98		1.09		1.06		1.07		1.01		0.97		0.95		0.95		0.00		-

				Net D/E レシオ*						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.84		0.89		0.89		0.90		0.82		0.83		0.81		0.84		0.00		-

				Net Debt / EBITDA倍率*						0.00		0.00		0.00		0.00		0.81		0.00		0.00		0.00		3.8								3.3				2.9		3.3		0.00		-





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																												（億円） オクエン

								06年度 ネンド								0７年度 ネンド								増減 ゾウゲン								07年度予想 ネンドヨソウ

								売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				営業利益

						フィルム機能樹脂 キノウジュシ

						産業マテリアル サンギョウ

						ライフサイエンス

				スペシャルティ計 ケイ

						衣料繊維 イリョウセンイ

						その他 タ

						消去・会社 ショウキョカイシャ

				合　計 ゴウケイ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(フィルム)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(産マ) 

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ) (2)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(繊維)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





設備投資

		

								事　業 コトギョウ		投資金額 トウシキンガク						投資内容・能力 トウシナイヨウノウリョク		稼動時期 カドウジキ

										（億円） オクエン

								液晶光学用PETフィルム エキショウコウガクヨウ		100						＋10,000 t /年 ネン		　2008年春 ネンハル

								光学用無延伸PPフィルム コウガクヨウムエンシン		20						＋4,000 t /年 ネン		　2008年夏 ネンナツ

								ダイニーマ		16						＋600 t /年 ネン		　2008年初 ネンショ

								（日本ダイニーマ） ニホン								（現行能力比 1.6倍） ゲンコウノウリョクヒバイ

								工業用フィルム コウギョウヨウ		ー						能力増強、新商品 ノウリョクゾウキョウシンショウヒン		2009年以降 ネンイコウ

								エンジニアリングプラスチック		ー						米・欧・中　拠点強化 ベイオウナカキョテンキョウカ		2007－08年 ネン

								その他機能樹脂 タキノウジュシ		ー						重合・コンパウンド ジュウゴウ		2009年 ネン

								次世代電子材料 ジセダイデンシザイリョウ		ー						事業化・量産化 ジギョウカリョウサンカ		2010年 ネン
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決算サマリー｜セグメント別

20年度 20年度
3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 増 減

フィルム・機能マテリアル 1,130 1,273 143 166 +22 

モビリティ 255 322 ▲ 17 ▲ 14 +2 

生活・環境 773 824 30 27 ▲ 3 

ライフサイエンス 192 246 32 64 +32 

不動産・その他 88 81 16 16 ▲ 0 

消去・全社 - - ▲ 22 ▲ 29 ▲ 7 

合計 2,439 2,745 183 229 +46 

売上高
21年度 21年度

営業利益

6

(億円)


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

						売上高 ウリアゲダカ																				売上高 ウリアゲダカ										売上高 ウリアゲダカ																				営業利益 エイギョウリエキ																																		営業利益 エイギョウリエキ		営業利益 エイギョウリエキ		営業利益 エイギョウリエキ														直近予想
(21/02) チョッキンヨソウ

						2017年度 ネンド		17/上 ウエ		17/3Q		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド														19年度								20年度 ネンド		20年度 ネンド		20年度 ネンド				21年度 ネンド								2017年度 ネンド		17/上 ウエ		2017年度 ネンド		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2018年度												19年度 ネンド								20年度 ネンド		20年度 ネンド		20年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド																						100

						１Q						3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ				18/3Q累		18/下 シモ		2018年度 ネンド		1Q		19/上 ウエ		19/3Q累 ルイ		19年度 ネンド		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		20年度 ネンド		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		21年度 ネンド		１Q				3Q		3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ		3Q		18/3Q累 ルイ		18/下 シモ		2018年度 ネンド		1Q		19/上 ウエ		19/3Q累 ルイ		19年度 ネンド		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		20年度 ネンド		1Q		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ				増 減								100000

				フィルム・機能マテリアル キノウ		369		731		378		1,109		755		1,487		1,540		388		777				1,184		786		1,562		295		764		904		1,271		363		738		1,130		1,528		457		859		1,273				30		64		35		99		73		137		139		36		69				101		68		137		33		82		106		146		39		87		143		200		68		122		166				+22		190		1272.93382						165.74316

				モビリティ		145		305		158		463		329		635		670		161		327				498		339		665		117		330		330		439		68		150		255		366		111		216		322				8		22		8		31		20		43		26		10		19				26		7		26		3		5		▲ 6		▲ 7		▲ 7		▲ 13		▲ 17		▲ 16		▲ 5		▲ 9		▲ 14				+2		▲ 22		321.51398						-14.45198

				生活・環境 セイカツカンキョウ		76		163		89		252		194		357		370		76		159				243		188		347		307		190		956		1,284		229		502		773		1,091		277		547		824				9		17		15		33		34		52		48		10		19				31		32		52		9		28		39		59		3		18		30		44		15		19		27				▲ 3		33		824.05475						26.63399

				ライフサイエンス		161		338		146		484		346		683		680		148		317				464		328		646		60		301		189		255		63		124		192		271		75		163		246				2		-2		-2		-4		8		6		3		2		1				▲ 0		9		9		9		▲ 1		27		38		10		16		32		45		19		46		64				+32		39		245.84859						63.96592

				不動産・その他 フドウサンタ		33		77		32		109		73		150		140		34		67				110		79		147		29		65		101		146		31		62		88		118		26		53		81				7		15		5		20		13		28		22		4		11				17		11		22		6		13		17		26		5		10		16		23		4		11		16				▲ 0		22		29.4096		51.64683		81.05643		11.04817		4.91104		15.95921

				消去・全社 ショウキョゼンシャ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-6		-12		-6		-18		-15		▲ 27		▲ 28		▲ 8		▲ 13				▲ 21		▲ 16		▲ 29		▲ 8		▲ 15		▲ 24		▲ 34		▲ 7		▲ 14		▲ 22		▲ 30		▲ 8		▲ 18		▲ 29				▲ 7		▲ 32		0						-28.91682

				合計 ゴウケイ		785		1,614		803		2,417		1,697		3,311		3,400		808		1,647				2,499		1,720		3,367		808		1,649		2,480		3,396		755		1,575		2,439		3,374		946		1,839		2,745				50		105		55		160		134		239		210		53		106				153		111		217		52		111		160		228		44		104		183		267		92		171		229				+46		230		2745.40757						228.93348

																																				2,480		3,396						2,439								2,745																								153										160		228





Sheet3 (3)

		







上期 3Q 3Q累計 上期 3Q 3Q累計 金額 率
売上高 738 392 1,130 859 414 1,273 +143 +12.6%

営業利益 87 56 143 122 43 166 +22 +15.6%

（率） 11.8% 14.3% 12.7% 14.2% 10.5% 13.0% ‐ ‐

3Q累計 増減20年度 21年度
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フィルム・機能マテリアル

包装用フィルム

■巣ごもり需要は継続も、原料高により苦戦

工業用フィルム
■液晶偏光子保護フィルムは、新ライン（３号機）の稼働により、約 20% 増収
■セラコン用離型フィルムは、新ライン（加工設備）の稼働により、約 20％ 増収

機能マテリアル

■工業用接着剤“バイロン”は、エレクトロニクス用途の販売が堅調に推移

(億円)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						19年度 ネンド														20年度 ネンド														21年度 ネンド				21年度 ネンド										3Q累計 増減 ルイケイ ゾウゲン

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		上期		3Q		3Q累 ルイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期 シモ キ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期 シモ キ		通期 ツウキ		金額 キンガク		率 リツ

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				売上高 ウリアゲ ダカ		295.27841		304		599		305		904		672		1,271		363		375		738		392		1,130		791		1,528		457		402		859		414		1,273						+143		+12.6%

										295.28				363.08																						営業利益 エイギョウ リエキ		33		40		73		33		106		73		146		39		48		87		56		143		113		200		68		54		122		43		166						+22		+15.6%

										(295)		0																								（率） リツ		11.3%		13.0%		12.2%		10.9%		11.8%		10.8%		11.5%		10.8%		12.8%		11.8%		14.3%		12.7%		14.3%		13.1%		14.9%		13.5%		14.2%		10.5%		13.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		‐		‐

												0

																																				100000						599.18597				904.30615										737.78686				1130.19954

																																										72.9123				106.26201										87.14691				143.37003



																																				売上 ウリアゲ		295.27841		303.90756		599.18597		305.12018		904.30615		672.07956		1271.26553		363.08047		374.70639		737.78686		392.41268		1130.19954		790.63395		1528.42081		457.34448		401.82383		859.16831		413.76551		1272.93382

																																				営業利益 エイギョウ リエキ		33.26111		39.65119		72.9123		33.34971		106.26201		72.91036		145.82266		39.1377		48.00921		87.14691		56.22312		143.37003		113.13259		200.2795		68.07942		54.30211		122.38153		43.36163		165.74316



		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





上期 3Q 3Q累計 上期 3Q 3Q累計 金額 率
売上高 150 105 255 216 106 322 +66 +26.0%

営業利益 ▲ 13 ▲ 4 ▲ 17 ▲ 9 ▲ 6 ▲ 14 +2 ‐

（率） - - - - - - ‐ ‐

3Q累計 増減20年度 21年度
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モビリティ

エアバッグ用基布
■前年同期に対し販売は回復するも、原料高、自動車減産の影響を受け、苦戦

エンジニアリングプラスチック
■原料高、自動車減産の影響を受けるも、国内・海外ともに、販売回復

セグメント全体：前年同期に対して販売は回復するも、
原料高、半導体不足による自動車減産の影響を受ける

(億円)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						19年度 ネンド														20年度 ネンド														21年度 ネンド				21年度 ネンド										3Q累計 増減 ルイケイ ゾウゲン

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		上期		3Q		3Q累 ルイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期 シモ キ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期 シモ キ		通期 ツウキ		金額 キンガク		率 リツ

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				売上高 ウリアゲ ダカ		117		105		222		108		330		217		439		68		82		150		105		255		216		366		111		105		216		106		322		216		216		+66		+26.0%

										295.28				363.08																						営業利益 エイギョウ リエキ		3		▲ 7		▲ 4		▲ 2		▲ 6		▲ 3		▲ 7		▲ 7		▲ 6		▲ 13		▲ 4		▲ 17		▲ 3		▲ 16		▲ 5		▲ 4		▲ 9		▲ 6		▲ 14		▲ 9		▲ 9		+2		‐

										(295)		0																								（率） リツ		2.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		‐

												0

																																				100000										330.42913																		255.18232

																																														-5.97251																		-16.57707

																																				売上高 ウリアゲ ダカ		117.41024		104.5354		221.94564		108.48349		330.42913		217.0994		439.04504		67.86209		82.35565		150.21774		104.96458		255.18232		215.50946		365.7272		110.61123		104.95305		215.56428		105.9497		321.51398

																																				営業利益 エイギョウ リエキ		3.18499		-7.12134		-3.93635		-2.03616		-5.97251		-3.07217		-7.00852		-6.5256		-6.38711		-12.91271		-3.66436		-16.57707		-2.81224		-15.72495		-4.58386		-4.08734		-8.6712		-5.78078		-14.45198





		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





上期 3Q 3Q累計 上期 3Q 3Q累計 金額 率
売上高 502 271 773 547 277 824 +51 +6.6%

営業利益 18 12 30 19 8 27 ▲ 3 ▲11.5%

（率） 3.5% 4.6% 3.9% 3.4% 2.9% 3.2% ‐ ‐

3Q累計 増減20年度 21年度
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生活・環境

環境ソリューション
■VOC処理装置は、前年度の営業活動の停滞が影響

LIBS市場回復で、足元の受注急増

不織布
■長繊維不織布スパンボンドは、建材用途が堅調も、原料高の影響あり

繊維機能材
■ポリエステル短繊維は、原料高の影響あり
■スーパー繊維は、“イザナス”は釣糸・ロープ用途、“ザイロン”は消防服用途などが堅調

衣料繊維
■中東向け特化生地は円安により好転も、スポーツ用途、 ユニフォーム用途は停滞

(億円)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						19年度 ネンド														20年度 ネンド														21年度 ネンド				21年度 ネンド										3Q累計 増減

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		上期		3Q		3Q累 ルイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期		通期 ツウキ		金額 キンガク		率 リツ

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				売上高 ウリアゲ ダカ		307		331		638		317		956		646		1,284		229		273		502		271		773		590		1,091		277		270		547		277		824		547		547		+51		+6.6%

										295.28				363.08																						営業利益 エイギョウ リエキ		9		15		24		15		39		35		59		3		14		18		12		30		26		44		15		4		19		8		27		19		19		▲ 3		▲11.5%

										(295)		0																								（率） リツ		2.9%		4.6%		3.8%		4.6%		4.1%		5.4%		4.6%		1.5%		5.2%		3.5%		4.6%		3.9%		4.4%		4.0%		5.4%		1.4%		3.4%		2.9%		3.2%		3.4%		3.4%		‐		‐

												0

																																				100000										955.62083																		772.72501

																																														38.7721																		30.08668



																																				売上高 ウリアゲ ダカ		306.74061		331.48556		638.22617		317.39466		955.62083		645.86872		1284.09489		229.22292		272.68115		501.90407		270.82094		772.72501		589.57486		1091.47893		277.49833		269.55719		547.05552		276.99923		824.05475

																																				営業利益 エイギョウ リエキ		8.8139		15.38624		24.20014		14.57196		38.7721		35.16429		59.36443		3.39946		14.30858		17.70804		12.37862		30.08666		26.05033		43.75837		14.88901		3.82709		18.7161		7.91789		26.63399



		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	
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繊維事業のリソース集約

「東洋紡せんい株式会社」発足（22年4月1日）

富山事業所の拠点集約

・東洋紡 STC㈱の繊維事業を分割し、東洋紡ユニプロダクツ㈱と統合
・統合により、新たに「東洋紡せんい株式会社」を発足
・トーヨーニット㈱は「東洋紡せんい株式会社」の子会社に
・衣料繊維事業のリソースを統合し、同事業における選択と集中を加速

・繊維事業の国内生産拠点である富山事業所の、井波工場、入善工場の生産を休止
・両工場の生産機能を庄川工場に集約し、生産効率を高める
・マレーシアの生産拠点も活用し、庄川工場をマザー工場とし、国内外一体運営を進める
・23 年以降 井波工場、入善工場の生産設備の一部を庄川工場に移管

24 年 3 月 井波工場、入善工場の生産を休止
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ライフサイエンス

メディカル
■人工腎臓用中空糸膜、ウイルス除去フィルターの販売堅調

医薬
■医薬品製剤製造受託事業は、FDA対応のため、操業度低下

バイオ
■PCR検査用原料・試薬、遺伝子検査装置などの販売が拡大

上期 3Q 3Q累計 上期 3Q 3Q累計 金額 率
売上高 124 69 192 163 82 246 +53 +27.8%

営業利益 16 16 32 46 18 64 +32 +102.2%

（率） 12.9% 22.7% 16.4% 28.2% 21.6% 26.0% ‐ ‐

3Q累計 増減20年度 21年度
(億円)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						19年度 ネンド														20年度 ネンド														21年度 ネンド				21年度 ネンド										3Q累計 増減 ルイケイ ゾウゲン

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		上期		3Q		3Q累 ルイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		2Q		上期		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期		通期 ツウキ		金額 キンガク		率 リツ

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				売上高 ウリアゲ ダカ		60		65		125		64		189		130		255		63		60		124		69		192		147		271		75		89		163		82		246		163		163		+53		+27.8%

										295.28				363.08																						営業利益 エイギョウ リエキ		9		11		20		7		27		18		38		10		6		16		16		32		29		45		19		28		46		18		64		46		46		+32		+102.2%

										(295)		0																								（率） リツ		14.6%		17.4%		16.1%		10.9%		14.3%		13.7%		14.9%		15.7%		10.0%		12.9%		22.7%		16.4%		19.8%		16.7%		24.9%		31.1%		28.2%		21.6%		26.0%		28.2%		28.2%		‐		‐

												0

																																				100000										189.31593																		192.36605

																																														27.13595																		31.62974

																																				売上高 ウリアゲ ダカ		59.71651		65.1805		124.89701		64.41892		189.31593		130.48449		255.3815		63.41315		60.16408		123.57723		68.78882		192.36605		147.29138		270.86861		74.82032		88.6509		163.47122		82.37737		245.84859

																																				営業利益 エイギョウ リエキ		8.72343		11.36399		20.08742		7.04853		27.13595		17.888		37.97542		9.97998		6.00096		15.98094		15.6488		31.62974		29.18897		45.16991		18.62219		27.53413		46.15632		17.8096		63.96592





		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





トピックス｜カーボンニュートラルに向けて
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Scope1,2：GHG排出量ネットゼロをめざす

2030年度目標

2050年度目標

Scope1,2：GHG排出量30%以上削減（2013年度比）

GHG削減貢献量＞当社バリューチェーンのGHG排出量

2020年度 GHG排出量
Scope1：718千t-CO2
Scope2：184千t-CO2

GHG排出量削減率 26％
2013年度比2020年度

岩国事業所の自家火力発電所を更新
・燃料を石炭から液化天然ガス、および RPF* に転換
・GHG排出量を、８万ﾄﾝ/年削減
・21 年 11 月に着工、23 年 10 月運転開始

インターナルカーボンプライシング制度を導入（2022年4月1日～）
・ICP 10,000円/t-CO2 シャドープライス

* RPF：古紙・廃プラスチック類を
主原料とした固形燃料



2021年度業績見通し

13

(億円)

20年度 直近予想

実績 3Q累計 見通し 金 額 率 (21/11)

3,374 2,745 3,700 +326       +9.7%     3,650 

267 229 290 +23          +8.8%     290 

(率) 7.9% 8.3% 7.8% - - 7.9% 

207 182 240 +33          +15.9%   240 

▲ 151 ▲ 32 ▲ 70 - - ▲ 70 

42 121 130 +88          +209.4% 130 

458 380 493 +35          +7.8%     493 

47.3 136.4 146.3 - - 146.3 

191 151 203 +12          +6.3%     203 

233 227 310 +77          +33.3%   310 

40.0 40.0 - - 40.0 

売上高
営業利益

経常利益

EPS（円）

特別損益

減価償却費

配当（円）

設備投資

増 減

親会社株主に帰属する当期純利益

EBITDA

21年度

販売価格の改定の遅れ、新型コロナウイルス変異株の感染拡大の影響が懸念されるも、
工業用フィルム、PCR検査試薬などが堅調に推移し、営業利益 290 億円、
当期利益 130 億円の予想を据え置く


決算概況 (3)

		

								2017年度 ネンド		2018年度 ネンド								19年度 ネンド		20年度 ネンド						20年度		21年度								増 減 ゾウゲン				直近予想 チョッキンヨソウ		直近予想 チョッキンヨソウ				100000		100

								実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ		実 績 ミイサオ		実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q累 ルイ		下期 シモキ		実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ		見通し ミトオ		金 額 キンガク		率 リツ		(21/11)		(21/5)

				売上高 ウリアゲダカ				3,311		1,647		2,499		1,720		3,367		3,396		1,575		2,439		2,125		3,374		1,839		2,745		1,861		3,700		+326		+9.7%		3,650		3,600				1575.06794

				営業利益 エイギョウリエキ				239		106		153		111		217		228		104		183		186		267		171		229		119		290		+23		+8.8%		290		270				104.19698

						(率)		7.2%		6.4%		6.1%		6.5%		6.5%		6.7%		6.6%		7.5%		8.7%		7.9%		9.3%		8.3%		6.4%		7.8%		-		-		7.9%		7.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ				204		87		127		90		178		180		59		125		181		207		133		182		107		240		+33		+15.9%		240		220				58.62297

				特別損益 トクベツソンエキ				137		37				(214)		▲ 177		17		▲ 19		▲ 127		▲ 51		▲ 151		▲ 18		▲ 32		▲ 52		▲ 70		-		-		▲ 70		▲ 50				-19.10406		95233		2005639

				特別利益 トクベツリエキ																						6								0

				特別損失 トクベツソンシツ																						158								52

				親会社株主に帰属する当期純利益				130		39		-3		-		▲ 6		138		26		0		104		42		97		121		33		130		+88		+209.4%		130		115				26.42415		-1000		-15125

																																																-158.158

				EBITDA				0.0		44.1		0.0		-		0.0		0.0		0.0		0.0		493.0		458		271		380		222		493		+35		+7.8%		493		470				458		493

				EPS（円） エン				146.9		44.1		-3.4		-		▲ 6.8		155.1		29.7		0.3		116.6		47.3		109.2		136.4		37.1		146.3		-		-		146.3		129.5				0.07756		-21.01

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ				157		78		119		80		158		170		91		142		112		191		100		151		103		203		+12		+6.3%		203		200				91.28

				設備投資 セツビトウシ				213		117		172		138		255		364		118		168		192		233		138		227		172		310		+77		+33.3%		310		310				118.49

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ				157		78		119		80		158		117																119		+2		+1.8%

				営業CF エイギョウ				213		117		172		138		255		443																		▲443		▲100.0%

				配当（円） ハイトウエン				239.5		44.1		194.2		-		287.4		40.0		0.0		-		40.0		40.0								40.0		-		-		40.0		40.0

				為替レート（円/US$） カワセエン				111		110		111		112		111		109		107		106		108		106								110						107		107

				国産ナフサ価格（千円/kl) コクサンカカクセンエン				42		51		52		56		49		43		28		29		36		31								52						32		32

																15.19171		100				104.489

																192.04386		30				31.4

																-176.85215		70





決算概況

		

																																								（億円） オクエン

								16年度実績 ネンドジッセキ												17年度予想 ネンドヨソウ																増　減 ゾウゲン								<参考＞　　　　　従来償却時 サンコウジュウライショウキャクトキ

								上 ウエ				下 シタ								上				下 シタ				当初見通し トウショミトオ								金額 キンガク				％

						売上高 ウリアゲダカ		1,697				1,597				3,295				1,825				1,575				3,400				3,400				+105				+3.2%

						営業利益 エイギョウリエキ		109				124				233				120				130				220				250				+17				+7.1%				200

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ		6.5%				7.8%				7.1%				6.6%				8.3%				6.5%				7.4%				-				-

						経常利益 ケイジョウリエキ		89				117				207				100				130				190				230				+23				+11.4%

						　特別損失 トクベツソンシツ										72																32				-40				-56.1%

						親会社株主に帰属する当期純利益		-19				114				94				60				75				50				135				+41				+42.9%

						EPS（円） エン		(7)				18				10.64																15.21				-				-

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		101				48				149				75				80				185				155				+6				-

						設備投資 セツビトウシ		90				94				184				90				100				140				190				+6				-

						為替レート（円/US$） カワセエン		89				80				109												93				110

						国産ナフサ価格（千円/kl) コクサンカカクセンエン		46				45				35												44				42

						12年度予想EPSは、11年度実績の期中平均株式数で割ったもの ネンドヨソウネンドジッセキキチュウヘイキンカブシキスウワ

						+0																														-

						※株式併合の影響考慮後：152.06 カブシキヘイゴウエイキョウコウリョゴ





決算概況 (2)

		

																												（億円） オクエン

								08年度実績 ネンドジッセキ												09年度予想 ネンドヨソウ												増　減 ゾウゲン								当初計画 トウショケイカク

								4-9				10-3								上実績 ウエジッセキ				下予想 シタヨソウ								金額 キンガク				％				(2009/5)

						売上高 ウリアゲダカ		2,134				1,538				3,673				1,549				1,701				3,250				-423				-11.5%				3,400

						営業利益 エイギョウリエキ		139				(27)				112				30				90				120				+8				+6.9%				140

						（対売上高、％）						-1.8%				3.1%				1.9%				5.3%				3.7%				-				-				4.1%

						経常利益 ケイジョウリエキ		115				(94)				21				13				62				75				+54				+264.3%				80

						当期純利益 トウキジュンリエキ		55				(181)				-125				-6				31				25				+150				-120.0%				30

						EPS（円） エン		7.9				-1.2				6.7				-7.2				8.6				1.4				-				-				6.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		92				120				212				101				99				200				-12				-5.7%

						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ										104								110				110				+6				+5.8%

						設備投資 セツビトウシ		92				109				200				90				55				145				-55				-27.6%

						EBITDA		231				93				324				131		-		189				320				-4				-1.3%

						為替レート（円/US$） カワセエン										100				96				93				95

						原油Dubai（$/ｂｂｌ） ゲンユ

						国産ナフサ価格（千円/KL) コクサンカカクセンエン										59				38				44				41

						+0																										-





Sheet3

		





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ)

		

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ
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営業利益の増減要因
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20年度 21年度 直近予想
(21/11)

為替レート（円/US$） 106 112 112 

国産ナフサ（千円/kl） 31 56 57 

267
290

( ＋23 )

原燃料
+44
売値

▲106

数量 その他
+111 ▲25

減価償却費
安全防災対策費

工業用フィルム
PCR検査関連

（
億

円
）

20年度 21年度


08上09上

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		前年減産 ゼンネンゲンサン		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ				低価法 テイカホウ

						08上 ウエ																				06年通期 ネンツウキ

						97		7		7		(68)		(79)		(21)		3		3		3		24		30

						0		90		(68)		(11)		(22)		(80)		(21)		21		21		6		0





08上09上

		





08上09上 (まとめ）

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		30		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ）

		





08上09上 (まとめ） (2)

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		97		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ） (2)

		





11KA-12KA

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ												為替 カワセ

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ												為替 カワセ
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概要

										(億円） オクエン

						2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド				通期増減
(％) ツウキ ゾウゲン

						実績 ジッセキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,295		3,400		3,310		+0.5		0.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		233		250		239		+2.6		2.6%

				特別損失 トクベツ ソンシツ		72		32

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		94		135		131		+39.4		39.4%

				D/E レシオ		1.05		<1.0





ナフサ為替



								2018年度 ネン ド		2019年度 ネン ド		2019年度 ネン ド		2019年度 ネン ド

								20年度		21年度		直近予想
(21/11) チョッキン ヨソウ		直近予想
(21/08) チョッキン ヨソウ

						為替レート（円/US$） カワセ		106 		112 		112 		110 

						国産ナフサ（千円/kl） コクサン		31 		56 		57 		52 







中計総括

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				有利子負債 ア リシ フサイ		億円 オクエン		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,707		1,771		1,654		1,692

				自己資本 ジコ シホン		億円 オクエン		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,423		1,580		1,569		1,678

				D/Eレシオ（少数株主持分除く）				1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.20		1.12		1.05		1.01

				営業利益		億円 オクエン		112		115		209		183		171		210		206		231		233				300

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク		億円 オクエン		(125)		21		42		46		76		82		81		102		94





有利子負債	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1789.0102299999999	1709.6278	1518.04	1548.88	1594.3	1707.21	1770.85	1653.58	1692.3	自己資本	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	982.52820000000008	1070.9539100000002	1257.7	1305.72	1380.24	1423.1	1579.89	1569.15	1677.7302200000004	



20年度 21年度 20年度 21年度 直近予想

実績 見通し 実績 見通し (21/11)

フィルム・機能マテリアル 1,528 1,700 200 210 +10          210 

モビリティ 366 430 ▲ 16 ▲ 18 ▲2           ▲ 14 

生活・環境 1,091 1,120 44 37 ▲7           37 

ライフサイエンス 271 340 45 78 +33          71 

不動産・その他 118 110 23 21 ▲2           22 

消去・全社 - - ▲ 30 ▲ 38 ▲8           ▲ 36 

合計 3,374 3,700 267 290 +23          290 

営業利益

増 減

売上高

セグメント別見通し
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(億円)


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (2)

		

						売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

						20年度 ネンド		21年度 ネンド		21年度 ネンド		増減% ゾウゲン		20年度 ネンド		21年度 ネンド		21年度 ネンド		増減%		増 減 ゾウゲン		直近予想 チョッキンヨソウ		直近予想 チョッキンヨソウ		直近予想 チョッキンヨソウ						100,000		100

						実績 ジッセキ		見通し(21/5) ミトオ		見通し ミトオ				実績 ジッセキ		見通し(21/5) ミトオ		見通し ミトオ						(21/11)		(21/8)		(21/5)

				フィルム・機能マテリアル		1,528		1,680		1,700		+11%		200		200		210		+5%		+10		210		203		200						1538.0215852874				191.8497953363

				モビリティ		366		390		430		+18%		▲ 16		▲ 14		▲ 18		-		▲2		▲ 14		▲ 10		▲ 14						435.6126144007				-8.7976832643

				生活・環境 セイカツカンキョウ		1,091		1,120		1,120		+3%		44		46		37		▲ 15%		▲7		37		52		46						1009.1739576552				55.0956716278

				ライフサイエンス		271		290		340		+26%		45		53		78		+73%		+33		71		60		53						287.4179039179				36.9554913416

				不動産・その他		118		120		110		▲ 6%		23		23		21		▲ 9%		▲2		22		23		23						39.9515451961		130		13.2310035747

				消去・全社		-		-		-		-		▲ 30		▲ 38		▲ 38		+27%		▲8		▲ 36		▲ 38		▲ 38						50.5358148036		10,223,792		4.396653199		20.2542085902

				合計 ゴウケイ		3,374		3,600		3,700		+10%		267		270		290		+9%		+23		290		290		270						24.7625192715				2.1650597332

																																		14.5240594676				0.4614920833

																																		3400				-35.3574836316

																																						260





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						（億円） オクエン

								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

								16年度 ネンド						17年度 ネンド		16年度 ネンド						17年度 ネンド		増減 ゾウゲン

								上期 カミキ		下期 シモキ						上期 カミキ		下期 シモキ

						フィルム・機能樹脂		640		745		1,386		1,450						127		137		+10

						産業マテリアル		345		347		692		740						48		53		+5

						ヘルスケア		149		122		271		283						43		45		+2

						スペシャルティ計		1,135		1,214		2,349		2,473		-		-		236		235		△ 1

						（営業利益率）														9.3%		9.5%

						繊維・商事		443		333		776		756						11		11		+0

						不動産・その他		120		50		170		171						33		33		+0

						消去・全社		-		-		-		-						(29)		(29)		+0

				合　計				1,697		1,597		3,295		3,400		-		-		233		250		+17

						+0
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(億円)

1Q 2Q 3Q 3Q累計 通期 1Q 2Q 3Q 3Q累計
フィルム・機能マテリアル 363 375 392 1,130 1,528 457 402 414 1,273 

モビリティ 68 82 105 255 366 111 105 106 322 

生活・環境 229 273 271 773 1,091 277 270 277 824 

ライフサイエンス 63 60 69 192 271 75 89 82 246 

不動産・その他 31 31 27 88 118 26 27 28 81 

消去・全社 - - - - - - - - -

合計 755 821 864 2,439 3,374 946 892 907 2,745 

1Q 2Q 3Q 3Q累計 通期 1Q 2Q 3Q 3Q累計
フィルム・機能マテリアル 39 48 56 143 200 68 54 43 166 

モビリティ ▲ 7 ▲ 6 ▲ 4 ▲ 17 ▲ 16 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 14 

生活・環境 3 14 12 30 44 15 4 8 27 

ライフサイエンス 10 6 16 32 45 19 28 18 64 

不動産・その他 5 6 6 16 23 4 7 5 16 

消去・全社 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 8 ▲ 22 ▲ 30 ▲ 8 ▲ 10 ▲ 11 ▲ 29 

合計 44 61 79 183 267 92 79 58 229 

20年度

20年度

売上高

営業利益 21年度

21年度


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

				売上高 ウリアゲダカ		2017年度 ネンド		17/上 ウエ		17/3Q		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド														19年度																20年度 ネンド																21年度 ネンド																				100																																																										100

						１Q						3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ				18/3Q累		18/下 シモ		2018年度 ネンド		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累 ルイ		下 シモ		4Q		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累計 ルイケイ		4Q		下 シモ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累計 ルイケイ		4Q		下 シモ		通期 ツウキ								100000																																																		100

				フィルム・機能マテリアル キノウ		369		731		378		1,109		755		1,487		1,540		388		777				1,184		786		1,562		295		304		599		305		904		672		367		1,271		363		375		738		392		1,130		398				1,528		457		402		859		414		1,273																																																														763.62		82.01				154		295.28				363.08				33.26				39.14

				モビリティ		145		305		158		463		329		635		670		161		327				498		339		665		117		105		222		108		330		217		109		439		68		82		150		105		255		111				366		111		105		216		106		322																																																														330.13		4.8				12		118.41				67.86				3.18				-6.53

				生活・環境 セイカツカンキョウ		76		163		89		252		194		357		370		76		159				243		188		347		307		331		638		317		956		646		328		1,284		229		273		502		271		773		319				1,091		277		270		547		277		824																																																														189.73		28.25				56		306.74				229.22				8.81				3.4

				ライフサイエンス		161		338		146		484		346		683		680		148		317				464		328		646		60		65		125		64		189		130		66		255		63		60		124		69		192		79				271		75		89		163		82		246																																																														300.77		-1.31		752		7		59.72				63.41				8.72				9.98

				不動産・その他 フドウサンタ		33		77		32		109		73		150		140		34		67				110		79		147		29		36		65		36		101		81		46		146		31		31		62		27		88		29				118		26		27		53		28		81																																																														64.84		12.69		517		23		29.12		1099		30.92		2095		6.24592		430.638		4.74767		391.0

				消去・全社 ショウキョゼンシャ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																																								43.47		-15.29				▲ 32				1813				997		-7.92		193.954		-7.15		83.7

				合計 ゴウケイ		785		1,614		803		2,417		1,697		3,311		3,400		808		1,647				2,499		1,720		3,367		808		841		1,649		831		2,480		1,747		916		3,396		755		821		1,575		864		2,439		935				3,374		946		892		1,839		907		2,745																																																														1,693		111				220		808.27				754.5				52.31				43.59

																																																																																																																																														809.27				754.49				52.30				43.59

				営業利益 エイギョウリエキ		2017年度 ネンド		17/上 ウエ		17/3Q		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド														19年度																20年度 ネンド																21年度 ネンド																																																																														100

						１Q						3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ				18/3Q累		18/下 シモ		2018年度 ネンド		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累 ルイ		下 シモ		4Q		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累計 ルイケイ		4Q		下 シモ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 ウエ		3Q		3Q累計 ルイケイ		4Q		下 シモ		通期 ツウキ																																																										100

				フィルム・機能マテリアル キノウ		30		64		35		99		73		137		139		36		69				101		68		137		33		40		73		33		106		73		40		146		39		48		87		56		143		57				200		68		54		122		43		166

				モビリティ		8		22		8		31		20		43		26		10		19				26		7		26		3		▲ 7		▲ 4		▲ 2		▲ 6		▲ 3		▲ 1		▲ 7		▲ 7		▲ 6		▲ 13		▲ 4		▲ 17		1				▲ 16		▲ 5		▲ 4		▲ 9		▲ 6		▲ 14

				生活・環境 セイカツカンキョウ		9		17		15		33		34		52		48		10		19				31		32		52		9		15		24		15		39		35		21		59		3		14		18		12		30		14				44		15		4		19		8		27

				ライフサイエンス		2		-2		-2		-4		8		6		3		2		1				▲ 0		9		9		9		11		20		7		27		18		11		38		10		6		16		16		32		14				45		19		28		46		18		64

				不動産・その他 フドウサンタ		7		15		5		20		13		28		22		4		11				17		11		22		6		6		13		4		17		14		9		26		5		6		10		6		16		7				23		4		7		11		5		16

				消去・全社 ショウキョゼンシャ		-6		-12		-6		-18		-15		▲ 27		▲ 28		▲ 8		▲ 13				▲ 21		▲ 16		▲ 29		▲ 8		▲ 7		▲ 15		▲ 9		▲ 24		▲ 20		▲ 11		▲ 34		▲ 7		▲ 7		▲ 14		▲ 8		▲ 22		▲ 8				▲ 30		▲ 8		▲ 10		▲ 18		▲ 11		▲ 29

				合計 ゴウケイ		50		105		55		160		134		239		210		53		106				153		111		217		52		59		111		49		160		117		68		228		44		61		104		79		183		84				267		92		79		171		58		229
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ソーシャルボンド発行
2021 年 12 月に 100 億円発行
医用膜製造に係る費用、試薬製造に係る費用 に充当

 「2021年インターネットIR表彰」で優良賞を初受賞
大和インベスター・リレーションズ株式会社
上場企業 3,944 社の IRサイト（株主・投資家向け情報サイト）を対象
情報開示ならびにコミュニケーション活動で有効に活用している企業を選定

 「サステナビリティサイト・アワード2022」でブロンズを初受賞
一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会
国内の全上場企業および非上場大手企業 4,049 社のウェブサイト対象
サステナビリティ情報の充実度を調査し格付け



ご注意

本資料中の見通しや目標等、将来に関する記載事項は、本資料作成時点において
入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は、今後の種々の要
因によって、本資料の記載事項と異なる場合がありますことをご了承ください。

東洋紡株式会社

All Rights Reserved



All Rights Reserved
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