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１．業績概要  （平成 18年 3月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結） Ｐ．１参照） 
（単位：億円）

増減額 伸び率

売上高 3,278 3,459 ＋181 ＋5.5% 4,650 74.4%

営業利益 328 353 ＋25 ＋7.6% 480 73.5%

経常利益 319 362 ＋43 ＋13.6% 475 76.2%

四半期(当期)純利益 187 207 ＋20 ＋10.9% 280 74.0%

進捗率

前年同期比16年
12月期

17年
12月期

中間決算
発表時
通期予想

 
◎ 売上高は前年同期に比して＋１８１億円、＋５．５％の増収、利益につい

ても、営業利益＋２５億円・＋７．６％、経常利益＋４３億円・＋１３．

６％、四半期純利益＋２０億円・＋１０．９％といずれも増益となり、過

去最高を更新するペースが続いている。 
◎ １８年３月期中間決算発表時の通期予想に対する進捗率は売上高７４．

４％、営業利益７３．５％、経常利益７６．２％、当期純利益７４．０％

と概ね予想通り進捗している。 
 
 
２．事業セグメント別売上高・営業利益の状況 

（平成 18年 3月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結） Ｐ．６参照） 

（単位：億円）

16年
12月期

17年
12月期 増減

16年
12月期

17年
12月期 増減

化成品 610 653 ＋43 45 41 △4

機能性樹脂 463 544 ＋81 64 86 ＋22

発泡樹脂製品 509 523 ＋14 11 9 △2

食品 790 809 ＋19 33 37 ＋4

ライフサイエンス 339 344 ＋5 126 130 ＋4

エレクトロニクス 358 355 △3 55 67 ＋11

合成繊維、その他 209 230 ＋21 27 21 △7

消去・全社費用 － － － △34 △38 △5

計 3,278 3,459 ＋181 328 353 ＋25

売　上　高 営　業　利　益

 
◎ 売上高はエレクトロニクス事業を除く６セグメントが増収。特に、化成品

事業と機能性樹脂事業が大きく増収となった。 
◎ 営業利益は機能性樹脂、食品、ライフサイエンス、エレクトロニクスの４

セグメントが増益。 
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◎ 為替は前年同期と比し、３．３％の円安ドル高、１．７％の円安ユーロ高

であり、影響は売上高で＋３３億円、営業利益で＋１３億円。原料価格高

止まりの利益への影響は原料受入ベースで△８７億円、この減益要因を販

売価格の修正、販売数量増で吸収した。 
 
◎ 当第３四半期の事業セグメント別の状況は以下の通り。 

 
・ 化成品事業 

塩ビ系特殊樹脂は海外を中心に引き続き好調に推移したものの、塩化ビ

ニールは上期前半の中国市場での在庫調整の影響が大きく、その後市況

は上昇したものの需給は再び緩んでいる。この結果、増収ながら減益と

なった。 
・ 機能性樹脂事業 

原料価格高止まりの影響はあったものの、モディファイヤーの販売価格

の修正、コスト改善、変成シリコーンポリマーの販売数量増により吸収

し、増収増益となった。 
・ 発泡樹脂製品事業 

発泡スチレン樹脂は販売価格修正、コストダウン等により採算が改善さ

れたものの、原料価格高止まりの影響により押出発泡ポリスチレンボー

ドが低調、発泡ポリオレフィンもコスト高により採算が悪化し、この結

果、増収ながら減益となった。 
・ 食品事業 

食品市場の景況は低調に推移しているものの、販社、製造子会社とも業

績は堅調で、増収増益となった。 
・ ライフサイエンス事業 

医薬バルク・中間体事業は新規開発品の販売は増加したものの既存品の

販売減により、減収減益。機能性食品素材事業はフル生産フル販売が続

いており、増収増益。医療機器事業も堅調に推移し、セグメント全体で

は増収増益となった。 
・ エレクトロニクス事業 

ＣＲＴ用巻線の販売数量減、超耐熱性ポリイミドフィルムの在庫調整の

影響により減収。これらを液晶パネルの需要回復を背景にした光学用フ

ィルムの販売増加、太陽電池の好調な販売によりカバーし、増益となっ

た。 
・ 合成繊維、その他事業 

合成繊維は販売数量の増加により増収となったが、新規に連結した青島

海華繊維の開業費償却等により減益。その他住宅関連、エンジニアリン

グ子会社も減益となり、増収減益となった。 
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３．単独／連結子会社別売上高・営業利益の状況 
（単位：億円）

16年12月期17年12月期 差異 16年12月期17年12月期 差異

単独 2,118 2,189 ＋71 251 270 ＋19

国内子会社 1,527 1,730 ＋202 43 52 ＋8
海外子会社 506 579 ＋73 48 49

売　上　高 営業利益

＋1

 

◎ 当年度より、発泡スチレン樹脂の成型子会社１０社と発泡ポリオレフィンの

製造販売子会社である蘇州愛培朗緩衝塑料、合成繊維の製造会社である青島

海華繊維の計１２社を連結対象会社として追加、建材販売子会社の統合によ

り１社が減少し、この結果、連結対象子会社は５０社、持分法適用関連会社

は２社（変更なし）となっている。 
◎ 国内子会社ではカネカメディックス（医療機器）、食品販社が好調を維持し、

増収増益。海外子会社ではカネカテキサス（機能性樹脂、発泡樹脂製品）、

カネカベルギー（機能性樹脂、発泡樹脂製品）が増収増益。一方、カネカエ

レクテック（エレクトロニクス）、カネカハイテックマテリアルズ（エレク

トロニクス）は販売低調で減収減益。 
 
 
４．海外売上高の状況  （平成 18年 3月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結） Ｐ．７参照） 

（単位：億円）

16年12月期 17年12月期 増減額 伸び率
（参考）
17年3月期

アジア 467 484 ＋17 ＋3.5% 636

北米 267 363 ＋96 ＋36.1% 350

欧州 334 319 △15 △4.6% 454

その他 48 69 ＋21 ＋43.4% 71
海外売上高計 1,116 1,234 ＋118 ＋10.6% 1,512

（海外売上高比率） (34.0%) (35.7%) (34.5%)

 
◎ 輸出、海外子会社の売上高ともに増加。地域別には、機能性樹脂の販売価

格修正並びに機能性食品素材の販売数量増加により北米が大きく増収とな

った一方で、欧州は太陽電池の販売増があったものの、医薬バルク・中間

体の販売減により減収となった。この結果、海外売上高は前年同期比＋１

１８億円増加し、海外売上高比率は３４．０%から３５．７％に上昇した。 
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６．通期決算の見通し  
（平成 18年 3月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結） Ｐ．１、Ｐ．２参照） 

 
◎ 第４四半期は米国・中国の経済動向に左右されるとともに、原燃料価格と為

替の動向が変動要因、リスク要因となる。 
◎ 当社グループの業績も上記の景気動向、変動要因、リスク要因の影響をうけ

ることとなるが、売上高、利益ともに概ね中間決算発表時の業績予想に沿っ

ており、業績予想の修正は行なわない。 
通期業績としては、 
売上高  ４，６５０億円（前期比＋２７０億円・＋ ６．２％） 
営業利益   ４８０億円（前期比＋ ４９億円・＋１１．３％） 
経常利益   ４７５億円（前期比＋ ６１億円・＋１４．９％） 
当期純利益  ２８０億円（前期比＋ ３３億円・＋１３．２％） 

を見込む。（４期連続の増収増益・３期連続の過去最高更新） 
◎ 尚、第４四半期の前提は 
・ 為替：１１７～１１８円／ＵＳ＄、１４２円／ＥＵＲＯ 
・ ナフサ価格：４５，０００円／ｋｌ 
である。 

 
 
 

以 上 


