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１. 18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1)連結経営成績 （百万円未満切捨て表示しています。）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 ３月期 938,082 3.3 76,757 48.0 68,162 58.2
17年 ３月期 908,388 3.9 51,864 33.9 43,087 81.3

  
１ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり

当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 ３月期 24,852 171.3 26.60 26.58 7.9 7.6 7.3
17年 ３月期 9,159 8.3 9.73 9.73 3.1 4.9 4.7

(注)①持分法投資損益 18年  ３月期            △644百万円           17年  ３月期         　 　  542百万円

     ②期中平均株式数（連結）　　　 18年  ３月期      　　927,384,812株　　   　 17年  ３月期     　　 927,284,430 株

     ③会計処理の方法の変更 無

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 ３月期 943,991 338,609 35.9 364.81
17年 ３月期 852,029 290,586 34.1 313.27

(注)期末発行済株式数（連結）　    18年  ３月期         927,661,383株  　　 　　17年  ３月期       927,147,425株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 ３月期 75,491 △ 74,062 1,511 37,585
17年 ３月期 73,313 12,708 △ 79,643 32,895

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  84社     持分法適用非連結子会社数　38社     持分法適用関連会社数　29社　　　 合計　151社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結　（新規）　―社　（除外）　―社　　　　持分法　（新規）　４社　（除外）　12社

２. 19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
　

百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 470,000 38,000 33,000 18,000
通　 期 980,000 85,000 75,000 45,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    48円  51銭 

*業績予想に関する注意事項：
　 上記に記載されている業績予想は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予測数値を確約したり、
　 保証するものではありません。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の連１４ページをご参照下さい。

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益

当期純利益

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益 当　期　純　利　益
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企 業 集 団 の 状 況

 

 当社の企業集団は当社、子会社 124 社及び関連会社 33 社で構成されています。その事業は合成繊維、

化成品、医薬医療、流通・リテイル分野における製品の製造・加工・販売を中心とし、その他にＩＴ・新事業他

としてシステムソフトウェア開発等の情報関連事業や物流、印刷等の事業を展開しています。帝人グループ

の事業別に見た位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

 

合成繊維 :帝人ファイバー㈱、帝人テクノプロダクツ㈱、P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation、TEIJIN 

(THAILAND) LIMITED 等連結子会社 14 社、非連結子会社６社及び関連会社５社は合成繊

維（糸・綿・織編物等）の製造・販売を行っています。帝人加工糸㈱等連結子会社 13 社、非

連結子会社６社及び関連会社９社は紡績、織、編、染等の繊維加工を行っています。帝人コ

ードレ㈱（連結子会社）は人工皮革の製造・販売を行っています。東邦テナックス㈱等連結子

会社３社は炭素繊維製品の製造・販売を行っています。デュポン帝人アドバンスドペーパー

㈱等関連会社３社はアラミド紙等の販売を行っています。 

 

化 成 品 :帝人デュポンフィルム㈱、P.T.INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS 等連結子会社５社及び

DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.等関連会社５社はフィルムの製造・販売を行っていま

す。フィルム加工㈱等非連結子会社２社はポリエステルフィルム等の加工等を行っています。

帝人化成㈱等連結子会社４社及び関連会社３社は樹脂・樹脂製品等を製造・販売していま

す。広島プラスチック㈱等連結子会社２社及び非連結子会社１社はプラスチックの成形加工

を行っています。連結子会社５社は樹脂製品の販売を行っています。錦海化学㈱（連結子会

社）及び非連結子会社１社は化学薬品等の製造・販売を行っています。 

 

医薬医療 :帝人ファーマ㈱、帝人在宅医療西日本㈱等連結子会社８社及び関連会社１社は医薬品・在

宅医療機器の製造・販売及び在宅医療サービスを行っています。Teijin America Inc.（連結

子会社）は新薬の臨床開発を行っています。 

 

流通・ 

リテイル 

:ＮＩ帝人商事㈱、㈱テイジンアソシアリテイル、㈱帝健等連結子会社13社及び非連結子会社

８社及び関連会社５社は繊維製品の企画・販売を行っています。 

 

ＩＴ・ 

新事業他 

:インフォコム㈱（連結子会社）、非連結子会社 11 社及び関連会社１社は、情報システムの運

用・開発・メンテナンスを行っています。帝人アドバンストフィルム㈱（非連結子会社）はエンジ

ニアリングフィルムの製造・販売を行っています。帝人エンジニアリング㈱等連結子会社５社

は機械の製造・販売等を行っています。帝人物流㈱（連結子会社）は帝人グループ製品の運

送・保管を行っています。その他連結子会社７社、非連結子会社４社及び関連会社１社は物

流、印刷等を行いグループ内外にそのサービスを提供しています。 

 

 

 

－連２－ 



以上に述べた「企業集団の状況」を概要図で示すと次のとおりです。

　◎帝人加工糸㈱ 　◎帝人ファイバー㈱ 　◎ＮＩ帝人商事㈱

　◎帝人ネステックス㈱ 　◎P.T.Teijin Indonesia 　◎㈱テイジンアソシアリテイル

　◎帝人テクロス㈱ Fiber Corporation 　◎帝人ワオ㈱

　◎Thai Namsiri Intertex Co.,Ltd. 　◎TEIJIN (THAILAND) LIMITED 　◎㈱帝健

　◎南通帝人有限公司 　◎Teijin Polyester (Thailand) Limited 　◎エヌアイ繊維㈱

他　23社 　◎帝人テクノプロダクツ㈱ 　◎㈱タキイ・コーポレイション

　◎Teijin Twaron B.V. 他　20社

　◎Teijin Monofilament 

　◎帝人コードレ㈱ Germany GmbH

他　18社

　◎東邦テナックス㈱

　◎Toho Tenax Europe GmbH

他　１社

　◎帝人フィルム㈱

　◎帝人デュポンフィルム㈱

　△DuPont Teijin Advanced Papers 　◎DuPont Teijin Films U.S.

（Asia）Limited Limited Partnership

他　１社 　◎P.T.INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS

　○フィルム加工㈱

　△DuPont Teijin Films

 Luxembourg S.A.

他　６社

　◎帝人化成㈱

　◎インフォコム㈱ 　◎TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE

　◎帝人ファーマ㈱ 他　12社 PTE Ltd.

　◎帝三製薬㈱ 　◎TEIJIN POLYCARBONATE CHINA Ltd.

　◎帝人在宅医療東日本㈱ 　◎広島プラスチック㈱

　◎帝人在宅医療東京㈱ 　◎帝人エンジニアリング㈱ 　△ウィンテックポリマー㈱

　◎帝人在宅医療中部㈱ 　◎呉興業㈱ 他　12社

　◎帝人在宅医療関西㈱ 　◎帝人エンテック㈱

　◎帝人在宅医療西日本㈱ 　◎帝人物流㈱

　◎帝人在宅医療九州㈱ 　◎帝人クリエイティブスタッフ㈱

他　１社 　○㈱帝人知的財産センター

他　９社 （子会社） 124社

（関連会社） 33社

　◎Teijin America Inc. 　◎Teijin Holdings USA Inc.

　◎Teijin Holdings UK PLC

　◎Teijin Holdings Netherlands B.V.

　○帝人アドバンストフィルム㈱

製品・原料等の流れ ※　◎印：連結子会社  ○印：非連結子会社

サービス等の流れ   △印：関連会社

　△デュポン帝人アドバンスドペーパー㈱

在宅医療サービス

新薬の臨床開発

機械･エンジニアリングの製造･販売、物流等

フィルムの製造･加工･販売等

エンジニアリングフィルムの製造･販売

海外持株会社

アラミド紙等販売

樹脂、樹脂製品、化学薬品の製造･加工･販売等

医薬品･在宅医療機器の製造･販売、

ＩＴ・新事業他医薬医療事業
（10社）

化成品事業
（29社）

繊維製品の企画・販売等

合成繊維事業
（60社）

流通･リテイル事業
（26社）

人工皮革の製造･販売

繊維の加工･販売等

炭素繊維製品の製造･販売

合成繊維の製造･販売

帝  人  ㈱

（32社）

情報システムの運用･開発･メンテナンス

製品･加工

製品

製品

製品
原料

原料
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経 営 方 針 
１． 会社の経営の基本方針 

帝人グループは、「人と地球環境に配慮した化学技術の向上と、社会と顧客が期待している解

決策を提供することにより、本当の価値を実現することに挑戦し続けること」で、企業理念である

「人間への深い理解と豊かな想像力をもってクォリティ・オブ・ライフの向上に努める」企業となるこ

とを目指しています。 

この企業理念のもと、「持続的な企業価値の増大」を図るために帝人グループは、「事業戦略」、

「コーポレート・ガバナンス」、「ＣＳＲ＊１」の三位一体の事業運営を行います。また、これを通じ各

ステークホルダー＊２との信頼関係の構築に努めます。 

事業戦略については、「利益ある成長」、「グローバルビジネスの推進」と、「グループ経営の強

化」を基本方針として、経営環境の変化に適時・適切に対応し、絶え間ない企業構造の変革と収

益性の改善を図ります。 

＊１ ＣＳＲ: 環境・安全・健康、コンプライアンス（社会規範・倫理・法令等の遵守）、社会貢献等
の社会的責任 

＊２ ステークホルダー： 株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、消費者、地域社会等の利
害関係者 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、「連結業績をベースとして今後の事業展開や業績動向などを総合的に勘案しながら、

長期的に安定した配当」を実施することを基本方針としています。当期の連結決算が前期比増益

となったことを考慮し、当方針に基づき、期末の利益配当金は１株当たり4.0円を実施させていた

だく所存です。これにより中間配当と合わせた年間の配当金は、7.5円となります。内部留保金に

つきましては、販売、研究開発ならびに生産体制の整備・拡充等に向けた先行投資に充当し、帝

人グループの競争力の向上に努めます。 

なお、前中期経営計画“WING 2003”において、「集中と選択」による事業構造改革を進めた結

果、経営基盤の安定化が進展したことを踏まえ、今後は、原則として「連結業績に連動した配当」

を行うこととしました。平成18年度を初年度とし、平成20年度を最終年度とする中期経営計画

“STEP UP 2006”の期間中は、長期ビジョン実現に向けて戦略的投資に重点を置くこととしている

ため、配当性向は、当面20％から30％を目標とします。 

また、平成18年５月１日より施行された会社法施行後の当社の配当方針については、原則とし

て、従来どおり、中間期末日、期末日を基準とした年２回の配当を継続し、変更しない予定です。 

３．投資単位の引下げ 

当社株式投資単位の引下げにつきましては、現状の株価水準や株式の流動性に照らして、現

時点で実施すべき状況にはないと考えていますが、今後の株価推移を注意深く見守りながら、株

主重視の経営方針を基本として継続的に検討します。 

 

－連４－ 



 

４．中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 
（１）中長期的な会社の経営戦略 

帝人グループは、このたび平成18年度から平成20年度までの３年間の中期経営計画“STEP 

UP 2006”を策定しました。”STEP UP 2006”では、前中期経営計画のテーマであった「全社収益

力の再構築・強化」を更に一歩進めて、「安定経営」から「創造経営」へ転換します。今回、中期経

営計画を策定するにあたり、帝人グループが５～10年後に目指す「長期経営ビジョン」と、長期的

に軸足の定まった経営を行うために、「中長期経営方針」を定めました。 

帝人グループの目指す「長期経営ビジョン」は、 

１．「グローバルエクセレンスを獲得する」、 

２．「化学・バイオ技術とビジネスソリューションで持続的成長をとげる」、 

３．「新事業創出により成長を加速する」の３つです。 

また、理想とする姿に向かう過程で、常に立ち返って確認すべき価値観・行動原理としての「中

長期経営方針」は、 

１．「企業価値の増大を追求する」、 

２．「持続的発展を志向する」、 

３．「革新性を重視する」の３つです。 

帝人グループは、新中期経営計画を、このビジョンを達成するための期間、つまり、「飛躍に向

けた事業変革」と位置づけ、その具体化を図りました。 

新中期経営計画では、２つの重点課題をあげています。 

一つ目は、「帝人グループの技術・展開力」があり、かつ「高い成長性・収益性の見込める４市場

（自動車・航空機、情報・エレクトロニクス、ヘルスケア、環境・エネルギー）」に重点を置いて、「選

択と集中」という考え方に基づき、中期経営計画の期間中に投入資源の傾斜配分を行います。 

二つ目は、研究開発を通じた新事業創出のための、「研究・開発戦略の推進」です。具体的に

は、平成15年度から平成17年度までの３年間に比べ、今後３年間での持株会社の帝人㈱で行う

研究費の投入比率を、帝人グループ全体の10％から20％に引き上げ新規事業の創出・育成に取

り組みます。 

個別事業戦略は、以下のとおりです。 

事業戦略策定にあたり、今回事業ポートフォリオの最適化・強化に向け「企業価値増大への貢

献度」と「成長の持続可能性」の切り口で、ＳＢＵ＊の再編を行いました。 
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 各ＳＢＵの中期経営計画での位置付けと、具体的個別ＳＢＵは以下のとおりです。 

成長ＳＢＵ 安定収益ＳＢＵ 再建ＳＢＵ  

 長期視点での 

積極的資源投入 

安定収益と 

キャッシュ・フロー確保 

抜本策による再建実施

合成繊維 
パラアラミド繊維、 

炭素繊維、ＰＥＮ繊維 

 ポリエステル繊維 

化 成 品 
ポリカーボネート、 

ＰＥＮフィルム、 

ＰＥＮ樹脂 

ポリエステルフィルム、

ポリエステル樹脂 

 

医薬医療 医薬医療   

流通･リテイル  流通･リテイル  

ＩＴ  ＩＴ  

＊「ＳＢＵ」＝ミッション、経営資源、製品・サービス、顧客、競争相手などによって明確 

に区分することができ、かつ、独立した戦略・計画を立案すべき事業単位 

◆「成長ＳＢＵ」の事業戦略は、 

１．「パラアラミド繊維」「炭素繊維」は、戦略投資と、先端技術と用途開発力でシェアの確保・向

上を図ります。 

２．「ポリカーボネート」は、積極的拡大を継続し、アジア No.1 の地位を堅持します。また、シート、

フィルム等の加工製品事業の強化、用途拡大を行います。 

３．「ＰＥＮ」は、フィルム・樹脂・繊維の各分野で積極的な用途拡大を行います。 

４．「医薬医療」は、医薬品と在宅医療の一体経営を更に強化するとともに、グローバルに事業

を拡大します。また、在宅医療の第二、第三の柱を育成します。 

◆「安定収益ＳＢＵ」の事業戦略は、 

１．「ポリエステルフィルム」は、フラットパネルディスプレイ分野等の先端市場において積極的な

拡大を行います。また、固定費削減を通じた損益分岐点の引下げにより収益基盤を強化しま

す。 

２．「流通・リテイル」は、「企画・提案型商社」機能を強化するとともに、リスク管理を徹底します。 

３．「ＩＴ」では、事業提携等を通じた事業基盤の強化を行うとともに、中小企業向け統合管理ソフ

トウェア「GRANDIT®」等の新成長事業の育成・強化を図ります。また、将来、成長の実現性を

高め、「成長ＳＢＵ」への転換を目指します。 

◆「再建ＳＢＵ」の事業戦略は、 

「再建ＳＢＵ」は、平成18年４月１日付けで「衣料繊維」と「ポリエステル工業繊維」を統合し、新

たに誕生した合成繊維事業の「ポリエステル繊維」が該当しますが、赤字から脱却し、安定収益

を確保するための戦略として、 
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１．事業統合を活用して、機能分野を拡大するとともに、技術の相乗効果を追求し、組織効率化

に取り組みます。また、ＰＥＮ繊維等の高機能素材を拡大します。 

２．主力子会社である帝人ファイバー㈱で、機能性分野商品を強化するとともに、売値改善や、

販売費・管理費等の削減を徹底します。 

３．タイ・インドネシア・中国の子会社との連携を強化し、収益力強化に繫げます。 

 
（２）目標とする経営指標 

中期経営計画“STEP UP 2006”において、ＲＯＡ(総資産営業利益率)10％以上、ＲＯＥ(株主

資本当期純利益率)12％以上、またＤ／Ｅレシオ（有利子負債／株主資本）0.6～0.7の目標を

設定しています。目標達成に向け、「選択と集中」の視点で事業収益力の強化を行うとともに、

資産圧縮等を通じ資本効率を改善し、経営基盤を強化することにより目標達成を目指します。 

 

５．会社の対処すべき課題 

平成18年度は、中期経営計画”STEP UP 2006”の初年度として、対処すべき重要課題は、

「『創造経営』に向けた事業競争力強化」と、「事業横断的コーポレート機能の強化」の２点で

す。 

（１）「創造経営」に向けた事業競争力強化 

「創造経営」の方針のもと、拡大に向け「成長ＳＢＵ」には重点的に設備投資・研究費等の経

営資源の投入を行い、成長を加速します。同時に、投入資源の拡大に伴い、先行投資リスクの

増大が予想されるため、戦略リスクマネジメントを強化します。 

また、「再建ＳＢＵ」に位置付けている合成繊維事業のポリエステル繊維は、事業収益性の抜

本的改善を行います。平成18年４月１日付けで行ったポリエステル繊維組織統合の効果を最大

限発揮し、新組織で、ポリエステル繊維事業の可及的速やかな黒字化を目指します。 

更に、高水準の投資を推進するなか、引き続き運転資本の効率的活用等に取り組み、財務

体質の健全性を維持します。 

（２）事業横断的コーポレート機能の強化 

帝人グループは、持株会社制のもと、分社化による個別事業競争力の徹底的強化を図って

います。これに加え、持株会社と個別事業との連携によりグループとしての総合力を高めるため、

事業横断的コーポレート機能を強化します。 

「自動車・航空機」、「情報・エレクトロニクス」、「ヘルスケア」そして「環境・エネルギー」という４

つの市場へ重点を置くこととし、各々の市場を担当する執行役員主導で、顧客との連携を強化

します。 

今後成長が期待される市場であるインド・ロシアについては、拠点を設け、生産・販売・研究の

基地としての在り方を検討していくこととしており、進出への足がかりとする予定です。 

また、研究開発の分野では、市場のニーズを的確に把握し、研究活動を重点化します。重点
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テーマについては、積極的な資源投入を行うとともに、研究の進捗状況を管理・評価し、早期事

業化に繫げます。 

企業経営環境の変化や法制度的な要請への対応という観点からは、会社法や内部統制強

化への対応を行います。また、ＣＳＲ強化のため、更なる企業倫理の徹底、社会貢献活動の強

化などを行います。 
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経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 

１．当期の損益実績 

平成17年度の世界経済は、米国経済が住宅市場の拡大に加え、企業業績改善等により成長が

続いており、中国経済も旺盛な設備投資需要、輸出の拡大等で力強い成長が続いています。一方、

欧州経済は輸出の堅調さに加え、内需も底堅く推移しました。また、日本経済は、設備投資の増加、

雇用環境の改善、個人消費の拡大等、内需に牽引される形で拡大基調を辿りました。しかし、原油

の高止まりから来る景気減速要因により経済環境は楽観できる状況にはありません。 

こうした状況下、帝人グループは「集中と選択」に基づく各事業の戦略的対応を行うとともに、中

期経営計画“WING 2003”の方針に基づき、徹底したコスト削減と事業体質強化策を推進してきまし

た。 

これらの結果、帝人グループの平成17年度の連結決算は、売上高が9,381億円（前期比3.3％

増）、営業利益は768億円（同48.0％増）、経常利益は682億円（同58.2％増）、また当期純利益は

249億円（同171.3％増）となりました。資本効率を示すＲＯＡは、中期経営計画“WING 2003”で平成

17年度の目標としていた7.6％を上回り、8.5％を確保しました。財務の健全性を表すＤ／Ｅレシオに

ついても0.88と、目標としていた0.9を達成しました。これにより、経営基盤の安定化は進展したと考

えています。 

当期における事業別の概況は次のとおりです。 

 

■合成繊維事業：売上高 2,610 億円（前期比 6.4％減）、営業利益 145 億円（同 38.3％増） 

【衣料繊維分野は国内消費不振、原燃料価格高騰等で苦戦、産業繊維分野はトワロン、炭素繊

維等好調】 

衣料繊維分野では、長引く衣料用ポリエステル繊維に対する国内需要の低迷、原燃料価格の

高騰などの要因で、収益面では依然厳しい状況を強いられました。 

これらの状況にあって、国内においては北陸での染色加工事業の抜本的構造改革を図るた

め一部工場の閉鎖を行いました。一方、成長を続ける中国の自動車市場への積極的な参入を図

るため、中国江蘇省南通市にカーシート用生地の製造・販売を目的とする合弁会社の設立を決

定しました。このような施策による投入資源のより一層の重点化を通じ、中長期的に競争力を有す

る事業基盤の構築を着実に進めています。 

一方、新商品開発の強化、及び新しいビジネスモデルの確立にも注力してきました。新商品開

発では、米国ナイキ社の革新的スポーツウェア「ナイキ スフィアリアクト」に独占的に供給される

「次世代型“自己調節機能繊維”」や、「透けないカーテン」用の原糸「ウエーブロン®」に、紫外線

カットの機能を加えた新素材「ウエーブロン®ＵＶ」の開発に成功し販売を開始しました。また、海

外に「エコサークル®」を展開する新しいビジネスモデルの確立にも注力しています。 

産業繊維分野では、アラミド繊維の「トワロン®」は、自動車関連分野や安全機能分野を中心に

順調に拡大を続けています。特に国内市場ではアスベスト代替などの摩擦材用途が急増したほ

か、海外市場でも防弾用途などが堅調に推移しました。また拡大する市場に対応するため、昨年

５月に能力増強工事を実施したほか、同年７月に着工した次期増設工事も順調に進んでいます。

「テクノーラ®」「コーネックス®」もフル生産・フル販売で順調な実績を残しました。 
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炭素繊維「テナックス®」は、産業資材、航空機、スポーツの各用途で世界的に旺盛な需要を

背景に、収益を改善しました。またドイツでの増設工事も平成18年９月の稼動を目指して順調に

進んでいます。 

 

■化成品事業：売上高 2,645 億円（前期比 22.2％増）、営業利益 410 億円（同 113.9％増） 

【フィルム分野は、PET フィルム・PEN フィルムとも需要堅調、樹脂分野は、中国の旺盛な需要に支

えられ需給逼迫】 
 

フィルム分野では、世界６カ国で米国デュポン社と合弁事業を行っていますが、アジア地区を

中心に主力のＰＥＴフィルム需要が堅調に推移しました。 

日本では、ディスプレイ関連を中心とする工業材料の販売好調と販売構成の改善で順調に収

益を伸ばしました。 

米国では、ハリケーン カトリーナの影響に因る原燃料価格の大幅高騰を、売値是正、販売構

成改善とコスト削減で吸収し、前期に続き黒字を継続しました。 

欧州では、磁気用途需要の大幅な減少や輸入増加等から競争が激化し、収益改善策として

一層の拡販、コスト削減、生産性改善等に積極的に取り組んでいます。 

ＰＥＮフィルム「テオネックス®」は、高容量データテープ向けが高水準を維持し、自動車関連

用途も販売を伸ばしています。加工フィルム事業は、フラットパネルディスプレイ用を中心に順調

に展開しています。 

以上の結果、持分法対象の合弁会社も含んだ合弁全体の業績は、前年同期比増収となり利

益も前年並みを維持しました。 

樹脂分野では、ポリカーボネート樹脂の需要は中国市場を中心に順調に拡大しており、光学

用途のＤＶＤ向け、一般産業資材用途の電気・電子、ＯＡ機器向けを中心に販売量を伸ばしまし

た。かねて建設中であった中国浙江省のポリマー工場は平成17年４月に計画どおり生産を開始

し、更に平成18年12月完成を目標に第２系列の建設を進めています。また、上海コンパウンド工

場では平成17年10月に第２期工事が完了し、生産能力を倍増させています。これらにより今後も

拡大が期待される中国市場での供給体制の充実を図っています。 

ポリカーボネート樹脂シート「パンライト®シート」では、大型液晶テレビ向けバックライト拡散板

用途の急激な需要拡大に対応し供給体制の充実を図っており、前年比大幅に販売量を伸ばし

ました。 

ボトル用ＰＥＴ樹脂では、回収ペットボトルの落札不調から、平成 17 年７月より「ボトルto ボトル

™」プラントは休止を余儀なくされましたが、世界初のチタン触媒による耐熱ボトル用樹脂の販売を

開始するなど拡販に努めました。 

 

■医薬医療事業：売上高 1,056 億円（前期比 8.7％増）、営業利益 193 億円（同 6.4％増） 

【医薬品は主に骨粗鬆症領域、在宅医療は主にＨＯＴ事業が順調に推移、研究開発進展】 
 

医薬品分野では、重点分野である骨粗鬆症領域において、ビスホスホネート製剤「ボナロン®」

の販売量が続伸するとともに、活性型ビタミンＤ３製剤「ワンアルファ®」も好調に推移しました。ま

た、平成17年３月に発売した高脂血症治療剤「トライコア®」は、海外での大規模試験結果の啓蒙

活動を通じ、市場への浸透に取り組んでいます。 

研究開発の分野では、平成17年４月にインドのグレンマーク社から喘息等の新しい薬剤の日
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本における独占的な開発、販売権を獲得し、現在、前臨床試験を実施中です。また、平成17年８

月には日産化学工業㈱と、同社が創製した心房細動治療薬候補化合物に関して共同開発を行

うことで基本合意し、細部についての協議を開始しました。 

在宅医療分野では、主力の在宅酸素療法（HOT）事業は、他社との激しい競争が続く中、順

調にレンタル台数を伸ばしています。また睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）治療器も新製品「スリー

プメイト® Ｓ８」、「オートセットＣ」の販売開始などもあり、昨年度同様、順調にレンタル台数を伸ば

しています。 

※商標 ボナロン®/Bonalon® is the registered trademark of Merck & Co., Inc., Whitehouse 

Station, NJ, U.S.A. 

 

■流通・リテイル事業：売上高 2,598 億円（前期比 0.5％減）、営業利益 53 億円（同 13.5％減） 

【衣料繊維部門はカジュアルなどが健闘、産業資材部門は高機能繊維好調】 

衣料繊維部門では、クールビズ・ウォームビズ効果に支えられ、カジュアル分野を中心に順調

に推移しましたが、ミセス分野を中心とした国内ニット販売、及び欧米向けテキスタイル販売など

一部では苦戦を強いられました。新規商権として秋冬物から販売を開始した、イタリアファッション

ブランド「ルチアノ ソプラーニ」は上質感にこだわったブランド戦略とモノ作りが好評で初年度目

標を達成しました。 

産業資材部門では、国内自動車業界向けのゴム資材関連やバグフィルターなどの環境関連

向けの高機能繊維が好調で、全般的に堅調に推移しましたが、インテリア、リビング分野は不調

が続きました。 

 
■ＩＴ・新事業他：売上高 472 億円（前期比 13.9％減）、営業利益 38 億円（同 0.1％増） 

【ＩＴサービス分野伸び悩み、新事業分野市場開発推進】 

ＩＴ事業分野では、インフォコム㈱が、中小企業向け統合管理ソフトウェア「GRANDIT®」や医療

機関向けソリューション提供のＩＴソリューション事業と、データセンター運用や、着信メロディー等

の携帯電話向けコンテンツ提供サービス事業を展開しています。ＩＴソリューション事業の

「GRANDIT®」等のソフトウェアパッケージの受注は堅調に推移しているものの、ＩＴソリューション

事業、サービス事業ともに業績は伸び悩みました。また、「GRANDIT®」事業の推進体制の強化

や新横浜データセンターの自社保有化等、今後の事業展開に向けた様々な施策を積極的に進

めました。 

新事業分野では、「アラミカ®」（パラ系アラミド特殊フィルム）事業は引き続き電子材料用途を

中心に市場開発に取り組んでおり、着実な拡大を図るべく新規案件の開拓に努めています。 

 

２．経営成績の分析 

当期の連結損益計算書に重要な影響を与えた要因につき、以下ご説明します。 

(１)売上高 

当期の売上高は、前期に比べ 297 億円増収（3.3％増）の 9,381 億円となりました。 

セグメント別には、合成繊維事業の衣料繊維分野は、平成17年３月に行った北米ファイバー

子会社からの撤退や、欧州テキスタイル子会社の事業撤収の影響等で減収となりました。産業

－連１１－ 



 

繊維分野では、アラミド繊維「トワロン®」や炭素繊維等で売上を伸ばしました。また、化成品事

業では、フィルム分野は、原燃料価格の高騰に対応し、販売価格の是正を行うとともに、高付加

価値商品の積極展開により増収となりました。樹脂分野のポリカーボネート樹脂では、中国を中

心に販売量は好調に推移し、価格維持に努めた結果、大幅増収となりました。医薬医療事業は、

骨粗鬆症治療薬の「ボナロン®」の伸長、在宅医療分野の酸素濃縮器レンタル台数の伸び等で

増収となりました。流通・リテイル事業は、「攻めの経営」に転じつつも、同時に推し進めた商権

整理や事業構造改革の影響もあり若干減収となりました。 

(２)営業利益 

当期の営業利益は、前期に比べ 249 億円増益（48.0％増）の 768 億円となりました。 

規模拡大や先行投資等により販売費及び一般管理費が増加したものの、売上総利益が拡

大したことで増益となりました。売上総利益の増加は、売上高が増加したことや、高付加価値商

品の拡大により利益率が向上したこと等によります。 

(３)営業外損益 

当期の営業外損益は、営業外収益が、前期に比べ４億円減少（10.4％減）し 37 億円、営業

外費用が、前期に比べ６億円減少（4.7％減）し 123 億円となりました。 

当期は、受取配当金が８億円増加したほか、為替が安定的に推移したことから、前期６億円

あった為替差損がなくなったこと等で収益が増加したものの、持分法損益に貢献していたナブ

テスコ㈱が持分法適用会社から外れたこと等で持分法損益が12億円悪化し、営業外損益はほ

ぼ前期並みとなりました。 

(４)特別損益 

当期の特別損益は 18 億円の特別利益と、249 億円の特別損失となりました。 

当期の特別利益の主なものは、固定資産売却益で、これは基本事業戦略に基づき、非事業

用資産の圧縮を積極的に進めたことによります。 

特別損失の主なものには、固定資産売却損（62億円）、減損損失（60億円）、環境対策費用

（24億円）や、異常操業損失（23億円）、構造改善費用（21億円）等があります。固定資産売却損

は主に土地の売却損、減損損失は主にポリエステル長繊維設備の減損処理によるものです。 

(５)当期純利益 

当期純利益は、前期に対し、157 億円増益（171.3％増）の 249 億円となりました。 

前期は事業構造改善の一環として、北米ファイバー子会社や欧州テキスタイル子会社等の

不採算事業からの撤収・撤退を推進しましたが、今期はこのような多額な事業整理損失が発生

しなかったことに加え、業績の改善により営業利益が向上したこと等で大幅な増益となりました。

この結果、１株当たりの当期純利益は、前期比16.87円増の、26.60円となりました。 

 

３．当期の財政状態及びキャッシュ・フロー 

財政状態： 
 

帝人グループの連結総資産は、9,440億円となり、前期末に比べ920億円増加しました。  

これは、売上拡大や原燃料価格の高騰も要因として、たな卸資産が増加したこと等で流動資産

が291億円増加したことに加え、成長分野への投資や、 近の株価上昇により投資有価証券の評
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価額が増加したこと等で固定資産が628億円増加したことによります。 
 

負債は、422億円増加し、5,683億円となりました。これは、設備資金の調達等で短期借入金、

社債、長期借入金等の有利子負債が213億円増加し、2,983億円となったことに加え、投資有価証

券の評価額の増加に伴い繰延税金負債が175億円増加したこと等によります。 
   

株主資本は、3,386億円と前期末比480億円増加しました。これは主に当期純利益で増加した

ことに加え、「その他投資有価証券評価差額金」が増加したことや、為替が円安に振れたことにより

「為替換算調整勘定」が増加したこと等によります。  

この結果、当期末の株主資本比率は 35.9％となりました。 

キャッシュ・フロー： 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等による資金

支出があったものの、当期純利益・減価償却費等により、合計で755億円の資金収入となりました。 
 

一方、 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出666億円があっ

たこと等で、741億円の資金支出となりました。なお、当期の設備投資は、オランダでのアラミド繊維

の増設、中国でのポリカーボネート樹脂工場新設、ドイツでの炭素繊維増設など成長分野への投

資や、燃料高騰に対応したインドネシアでの石炭焚きボイラー設置工事等を中心に実施しました。 
 

この結果、営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローは 14 億円の資金収入となりました。 
 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金、長期借入金の返済、社債の償還

を行ったほか、コマーシャルペーパーの借り入れ等により安定資金を確保し、配当金支払い等と

の差引きで15億円の資金収入となりました。 
 

これらの結果、 終的な現金及び現金同等物の増加額は、47億円となりました。 
 

また、財政状態に関する各種指標は以下のとおりです。 
 

 
平成 14 年

３月期 

平成 15 年

３月期 

平成 16 年

３月期 

平成 17 年 

３月期 

平成 18 年

３月期 

ＲＯＡ 2.7％ 3.3％ 4.0％ 5.9％ 8.5％

Ｄ／Ｅレシオ 1.38 1.59 1.21 0.95 0.88 

株主資本比率 28.2％ 26.9％ 32.1％ 34.1％ 35.9％

時価ベースの株主資本比率 33.2％ 24.6％ 34.4％ 44.7％ 56.1％

債務償還年数 8.2 7.6 7.9 3.8 4.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.2 5.3 5.8 11.1 11.3 

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しています。 

・ ＲＯＡ（総資産営業利益率）:営業利益／期首・期末平均総資産 

・ Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債株主資本比率）：期末有利子負債／期末株主資本 

・ 株主資本比率：期末株主資本／期末総資本 

・ 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／時価ベースの総資本 

※株式時価総額･･･期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）にて算出 
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※時価ベースの総資本・・・期末株主資本を時価ベースに置き換えて算出 

・ 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

※営業キャッシュ・フロー･･･連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

・ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※利払い･･･連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用 

 

４．平成19年３月期の業績・財政状態見通し 

（１）業績見通し                                            （単位：億円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成19年３月期 9,800 850 750 450

平成18年３月期 9,381 768 682 249

差 ＋419 ＋82 ＋68 ＋201

増減率 ＋4.5％ ＋10.7％ ＋10.0％ ＋81.1％

 

平成18年度は、中国経済は旺盛な投資意欲に後押しされ成長は継続し、また米国経済も個人

消費の伸びは鈍化するものの設備投資が牽引し拡大が続くと見られています。欧州経済は輸出

の堅調さに加え内需も底堅く推移すると見られ、緩やかな拡大が続くと思われます。また、国内経

済については、良好な企業収益を受けて設備投資は堅調に推移し、雇用環境も改善、個人消費

も拡大が続き、今後安定的な成長軌道に入ると見られます。一方、近く日銀によるゼロ金利政策の

解除も予想され、金利上昇により企業収益への圧迫も懸念されるほか、原燃料価格は今後も高止

まりするものとみられ、予断を許しません。 

こうした環境のもと、長期的視点で積極的資源投入を行っていく「成長ＳＢＵ」では、合成繊維事

業の高機能繊維分野で、防護衣料・摩擦材用途を中心に需給逼迫が継続しているパラアラミド繊

維「トワロン®」に加え、工業用途や航空機用途で需要が拡大している炭素繊維などの分野で、積

極的な事業展開で更なる拡大・成長を目指します。旺盛な需要を受け、パラアラミド繊維「トワロン

®」は積極的な新規用途開発を行うとともに、平成18年前半から順次立ち上がる予定で能力増強

を行い、炭素繊維「テナックス®」は、日米欧３極での供給体制を活用した展開を進めるとともに、平

成18年９月完成の予定でドイツの工場を増設中です。更に、拡大する需要に対応するため、平成

20年４月立上げ予定で、日本における能力増強工事を行います。 

化成品事業のポリカーボネート樹脂「パンライト®」については、アジア地域、特に中国での一般

産業資材用途を中心とした需要拡大は今後も継続すると考えられ、現在工事中の中国でのポリカ

ーボネート樹脂工場第２系列を平成18年12月に確実に立上げるとともに、ポリカーボネート樹脂シ

ートや、ブルーレイディスク等に使われるポリカーボネート樹脂フィルムの拡大を図ります。また、コ

ストダウンの推進と新用途の積極的開拓に努めます。 

医薬医療事業では、平成18年４月に薬価改定が行われましたが、こうした環境のもと、営業体制

強化による骨粗鬆症治療薬の「ボナロン®」や平成17年３月に上市した高脂血症治療剤「トライコア

®」をはじめとする医薬品の売上拡大や、在宅医療機器の一層の拡販を行います。また、収益貢

献が期待される気管支喘息治療薬（ＢＴＲ－１５）やボナロン週一回投与製剤（ＧＴＨ－４２Ｗ）の新

薬上市に向けた準備を積極的に行います。また、３つの重点領域で、医薬品と在宅医療の両方を
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持っているという強みを更に高めるため、医薬品・在宅医療のシナジー効果を追求します。国際化

の推進にも注力します。 

一方、安定収益と、キャッシュ・フローを確保する「安定収益ＳＢＵ」では、化成品事業のフィルム

分野で、ディスプレイ用途、ＰＥＮフィルム、加工フィルムといった成長分野への資源投入を集中的

に行うとともに、一層のコスト削減と製品開発力・営業力の強化により安定収益構造の基盤を強化

します。また、需要が急拡大しているフラットパネルディスプレイ用途向けの厚物ポリエステル設備

を新設中で、平成18年第３四半期の完成を目指します。 

流通・リテイル事業は、繊維関連商品の川中・川下における総合的な展開を行っていますが、帝

人グループの素材事業グループとの連携による価値の増大を図るとともに、秩序ある成長の達成

に向けて３ C 機能（コーディネート、コンパウンド、コンバート）の徹底追求と強化を行い、シェアアッ

プと安定収益基盤の一層の強化を図ります。 

ＩＴ・新事業他のＩＴ分野では、データセンター事業や、モバイルコマースなどのＩＴサービスの強

化と、中小企業向け統合管理システム「GRANDIT®」に代表されるＩＴソリューションの事業拡大を

図ります。 

また、抜本策による再建を行う「再建ＳＢＵ」では、合成繊維事業のポリエステル繊維分野で、高

品質・高機能・高価格商品の販売を強化するとともに、低採算分野からのシフトを行います。また、

平成18年４月にポリエステル繊維の組織を再編しましたが、研究開発・生産・販売・管理での相乗

効果を追求するとともに、徹底的なコストダウンにも取り組みます。更に、適地生産、適地販売を徹

底するため、グローバルな連携を強化します。 

 

以上により、連結業績見通しは、売上高は9,800億円、営業利益は850億円、経常利益は750億

円と予想しています。また、当期純利益については450億円と予想しています。なお当期の為替レ

ートの前提は１ドル＝110円を想定しています。 

 

（２）財政状態見通し 

帝人グループは中期経営計画“STEP UP 2006”の今後３年間で、長期的な視点で積極的資源

投入を行いますが、高水準の投資を行うなか、財務体質の健全性を維持するため、引き続き資産

の圧縮や全社改善運動を通じたコストダウンの施策を実行し、キャッシュ・フローを確保します。平

成18年度は、中期経営計画“STEP UP 2006”の財務目標達成に向けた着実な進展を図り、ＲＯＡ

９％、ＲＯＥ13％、Ｄ／Ｅレシオ0.8を目指します。 

 

（３）事業等のリスク 

帝人グループは、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対処することとしていますが、現在、

帝人グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がある事項と考えています。 

ア． 競合・市況変動等にかかるもの 

帝人グループは市況製品を展開しており、景気動向、他社との競合にともなう市場価格の変

動、また為替、金利といった相場の変動により事業業績が大きく左右される可能性があります。特
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に、景気や他社との競合という観点からは、帝人グループの素材事業、とりわけ合成繊維事業の

ポリエステル繊維分野、化成品事業のポリエステルフィルム分野、ポリカーボネート樹脂分野は売

値及び原燃料調達価格に関し変動を受けやすい構造となっています。 
また、医薬医療事業は、公定価格水準の変動といった価格変動要因以外にも他社との競争

はますます激化しており、売値下落のリスクがあります。 
為替という観点からは、米国ドル及び人民元の短期的小幅な為替変動による業績への影響は、

外貨建て収入と外貨建て支出がほぼ均衡していることから、殆どありません。ただし、米国の双子

の赤字に起因する大幅な米国ドル安が進展し、中期的にその状態が継続したとすると世界経済

の構造変化が起きる可能性があるため、大きな影響が出る可能性があります。 
また、金利については、金利変動によるリスクに対し、一部金利ヘッジ取引を行っていますが、

為替と同様、帝人グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

イ．製品の品質にかかるもの 

医薬医療事業においては、医薬医療事業の中核会社である帝人ファーマ㈱内に、他の部門

から独立した信頼性保証部門を設置し、事業活動全般における品質保証を確保する体制を敷い

ており、平成17年から実施された医療機器の規制強化への対応も行っています。製造物責任賠

償については保険に加入していますが、生命関連商品を取り扱っているため、製品の欠陥により、

帝人グループの業績、財務状況、社会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

ウ． 医薬品の研究開発にかかるもの 

医療用医薬品の開発には、多額な費用と長い期間がかかるうえ、創薬研究において、有用な

化合物を発見できる可能性は決して高くありません。また、臨床試験の結果、予測していた有効

性が証明できない、あるいは予測していない副作用が発現した等の理由で承認申請を断念しな

ければならない可能性があります。また、承認申請した後でも審査の過程で承認されない、また、

市販後調査の結果、承認が取り消される可能性があります。 

エ．訴訟リスク 

帝人グループが国内外で継続して事業活動を行う過程において、製造物責任（ＰＬ）、環境、

労務、知的財産権、その他に関し訴訟を提起された場合、帝人グループの業績、財務状況、社

会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

オ．海外活動にかかるもの 

帝人グループは、合成繊維事業、化成品事業、流通・リテイル事業を中心に、中国、タイ・イン

ドネシア等の東南アジア、英国・ドイツ・オランダ等の欧州、米国及び日本等で事業展開していま

すが、特に中国及び東南アジアの各国において次のようなリスクがあります。そのため、これらの

事象が発生した場合は、帝人グループの経営成績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 
① 予期し得ない法律・規制、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 
② 不利な政治的要因の発生 
③ テロ、戦争等による社会的混乱 
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見通しに関する注意事項： 

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予測数値や

施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
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(単位：百万円)

　

売 上 高 938,082 908,388 29,693

売 上 原 価 687,717 685,781 1,935

売 上 総 利 益 250,365 222,607 27,757

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 173,607 170,742 2,864

営 業 利 益 76,757 51,864 24,892

営 業 外 収 益

　　受取利息 385 361 24

　　受取配当金 1,423 653 770

　　インフレーション会計による

　　　　　　　　貨幣購買力差益 ― 1,310 △ 1,310

　　持分法による投資利益 ― 542 △ 542

　　為替差益 2 ― 2

　　ダンピング保証金返戻金 521 ― 521

　　雑益 1,329 1,222 106

　　営 業 外 収 益 合 計    3,662 4,089 △ 427

営 業 外 費 用

　　支払利息 6,957 6,689 267

　　持分法による投資損失 644 ― 644

　　在外子会社開業費 833 ― 833

　　為替差損 ― 590 △ 590

　　雑損 3,822 5,587 △ 1,765

　　営 業 外 費 用 合 計    12,257 12,866 △ 609

経 常 利 益 68,162 43,087 25,075

特 別 利 益

　　固定資産売却益 644 6,793 △ 6,149

　　投資有価証券売却益 61 17,509 △ 17,447

　　貸倒引当金戻入額 81 387 △ 305

　　長期販売契約解除一時金 ― 3,564 △ 3,564

　　厚生年金代行返上益 246 ― 246

　　営業譲渡益 196 ― 196

　　その他の特別利益 534 263 270

　　特 別 利 益 合 計    1,765 28,518 △ 26,752

特 別 損 失

　　固定資産処分損 3,247 1,882 1,365

　　固定資産売却損 6,172 212 5,960

　　投資有価証券評価損 448 432 16

　　投資有価証券売却損 115 25 89

　　貸倒引当金繰入額 10 12 △ 1

　　構造改善費用 2,105 2,889 △ 784

　　異常操業損失 2,348 1,691 656

　　減損損失 6,000 ― 6,000

　　環境対策費用 2,404 ― 2,404

　　社債償還損 800 ― 800

　　事業整理損失 ― 37,502 △ 37,502

　　米国訴訟関連損失 ― 2,295 △ 2,295

　　その他の特別損失 1,238 4,880 △ 3,642

　　特 別 損 失 合 計     24,894 51,825 △ 26,931

税金等調整前当期純利益 45,033 19,780 25,253

法人税、住民税及び事業税 16,375 21,099 △ 4,723

法 人 税 等 調 整 額 損 2,066 益 8,354 △ 10,420

少 数 株 主 損 益 損 1,738 益 2,124 △ 3,862

当 期 純 利 益 24,852 9,159 15,693

　　　17年３月31日

　　　17年４月 １日～

　　　18年３月31日

増 減 金 額

連 結 損 益 計 算 書

当　　期 前　　期

　　　16年４月 １日～

－連１８－



(単位：百万円)

前　期　末

( 資 産 の 部 )

流 動 資 産 （ 399,002 ） （ 369,860 ） （ 29,142 ）

   現金及び預金 37,594 32,908 4,685

   受取手形及び売掛金 193,564 191,681 1,883

   たな卸資産 129,908 115,792 14,115

   短期貸付金 3,011 3,303 △ 292

   繰延税金資産 12,268 12,694 △ 426

   その他の流動資産 24,247 15,005 9,242

   貸倒引当金 △ 1,592 △ 1,525 △ 66

固 定 資 産 （ 544,988 ） （ 482,168 ） （ 62,819 ）

有 形 固 定 資 産 （ 346,498 ） （ 322,652 ） （ 23,845 ）

   建物及び構築物 81,932 79,646 2,285

   機械装置及び運搬具 172,949 158,155 14,793

   土地 48,225 48,490 △ 265

   建設仮勘定 29,711 23,613 6,097

   その他の有形固定資産 13,680 12,746 934

無 形 固 定 資 産 （ 44,858 ） （ 46,468 ） （ △ 1,610 ）

   ソフトウェア等 23,610 23,626 △ 15

   連結調整勘定 21,247 22,842 △ 1,594

投資その他の資産 （ 153,632 ） （ 113,048 ） （ 40,584 ）

   投資有価証券 117,803 74,673 43,129

   長期貸付金 2,828 1,570 1,258

   前払年金費用 10,843 9,943 899

   繰延税金資産 1,613 2,462 △ 849

   その他の投資その他の資産 23,885 31,867 △ 7,982

   貸倒引当金 △ 3,341 △ 6,729 3,388

   投資損失引当金 ― △ 739 739

資 産 合 計 943,991 852,029 91,962

連 結 貸 借 対 照 表

科        目
当　期　末

増 減 金 額
18年 ３月31日現在 17年 ３月31日現在

－連１９－



(単位：百万円)

当　期　末 前　期　末

( 負 債 の 部 )

流 動 負 債 （ 397,919 ） （ 320,827 ） （ 77,091 ）

   支払手形及び買掛金 110,718 109,750 967

   短期借入金 82,804 80,367 2,437

   １年内返済長期借入金 19,247 20,937 △ 1,689

   コマーシャルペーパー 44,000 ― 44,000

   １年内償還社債 43,530 16,768 26,762

   未払法人税等 22,210 24,371 △ 2,160

   未払費用 23,040 24,798 △ 1,758

   値引割戻引当金 668 54 613

   完成工事補償引当金 155 10 145

   返品調整引当金 30 76 △ 46

   その他の流動負債 51,513 43,693 7,820

固 定 負 債 （ 170,420 ） （ 205,298 ） （ △ 34,878 ）

   社債 43,866 89,268 △ 45,401

   長期借入金 64,848 69,690 △ 4,842

   退職給付引当金 17,562 18,706 △ 1,143

   役員退職慰労引当金 1,502 1,630 △ 127

   持分法適用に伴う負債 5 59 △ 53

   繰延税金負債 33,018 15,485 17,532

   その他の固定負債 9,615 10,457 △ 842

       負   債   合   計 568,339 526,126 42,213

（ 少 数 株 主 持 分 ） 37,042 35,316 1,725

（ 資 本 の 部 ）

資　      本  　    金 70,787 70,787 ―

資　 本　 剰　 余　 金 63,132 63,123 8

利　 益　 剰　 余　 金 167,049 149,711 17,338

その他有価証券評価差額金 46,922 23,593 23,329

為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 9,046 △ 16,257 7,211

（ 338,845 ） （ 290,958 ） （ 47,887 ）

自 己 株 式 △ 236 △ 372 135

       資   本   合   計 338,609 290,586 48,022

943,991 852,029 91,962
負債、少数株主持分
及び資本合計

科　　　　目 増 減 金 額
18年 ３月31日現在 17年 ３月31日現在

－連２０－



(単位：百万円)
当　　期 前    期

科        目

（資本剰余金の部）

資 本 剰 余 金 期 首 残 高 63,123 63,118

資 本 剰 余 金 増 加 高

    自己株式処分差益 8 5

    合              計 8 5

資 本 剰 余 金 期 末 残 高 63,132 63,123

（利益剰余金の部）

利 益 剰 余 金 期 首 残 高 149,711 153,922

利 益 剰 余 金 増 加 高

    当期純利益 24,852 9,159

　  在外関係会社における会計基準
  　変更等に伴う増加高

    合              計 25,527 9,159

利 益 剰 余 金 減 少 高

  　配当金 6,491 6,028

  　役員賞与 163 134

　  在外関係会社における会計基準
  　変更等に伴う減少高

  　インフレ会計適用在外関係会社
  　売却等に伴う減少高

  　在外関係会社過年度税効果調整
  　に伴う減少高

  　関連会社株式売却
  　に伴う減少高

    合              計 8,188 13,370

利 益 剰 余 金 期 末 残 高 167,049 149,711

1,533 ―

― 368

― 4,388

― 2,451

674 ―

連 結 剰 余 金 計 算 書

　　　　　17年４月 １日～
　　　　　18年３月31日

　　　　　16年４月 １日～
　　　　　17年３月31日

－連２１－



（単位：百万円）

科　　　　　　　目

 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 45,033 19,780
減価償却費及び連結調整勘定償却額 50,389 52,287
減損損失 6,000 ―
退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 1,424 △ 1,165
貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 3,402 △ 3,814
受取利息及び受取配当金 △ 1,809 △ 1,014
支払利息 6,957 6,689
持分法による投資損益（利益：△） 644 △ 542
固定資産売却・処分損益（利益：△） 8,775 △ 4,698
投資有価証券売却損益（利益：△） 53 △ 17,483
投資有価証券評価損 448 432
社債償還損 800 ―
事業整理損失 ― 37,502
売上債権の増減額（増加：△） 4,976 △ 17,431
たな卸資産の増減額（増加：△） △ 11,075 △ 7,952
仕入債務の増減額（減少：△） △ 4,455 16,413
その他 △ 248 14,800
　　小　　　　　計 101,664 93,804
利息及び配当金の受取額 3,048 2,360
利息の支払額 △ 6,679 △ 6,594
法人税等の支払額 △ 22,542 △ 16,256

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 75,491 73,313
 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 66,620 △ 43,899
有形固定資産の売却による収入 5,619 7,963
投資有価証券の取得による支出 △ 3,406 △ 7,157
投資有価証券の売却・償還による収入 452 36,491
子会社株式の売却等による収入 ― 1,000
子会社株式の追加取得による支出 ― △ 60
短期貸付金の純増減額（増加：△） △ 942 △ 595
長期貸付による支出 △ 772 △ 760
長期貸付金の回収による収入 78 169
事業整理による収入及び支出 ― 24,232
その他 △ 8,470 △ 4,675

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 74,062 12,708
 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減少：△） △ 3,388 △ 38,600
コマーシャルペーパーの純増減額（減少：△） 44,000 △ 12,000
社債の発行による収入 27,237 ―
社債の償還による支出 △ 46,482 △ 5,405
長期借入による収入 8,133 21,039
長期借入金の返済による支出 △ 20,348 △ 42,956
配当金の支払額 △ 6,491 △ 6,028
少数株主に対する配当金の支払額 △ 1,292 △ 779
少数株主からの払込みによる収入 ― 5,184
その他 143 △ 97

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,511 △ 79,643
 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,748 △ 129
 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 4,689 6,248
 現金及び現金同等物の期首残高 32,895 26,262
 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（減少：△） ― 384
 現金及び現金同等物の期末残高 37,585 32,895

　　　18年３月31日
　　　16年４月 １日～
　　　17年３月31日

連結キャッシュ・フロー計算書

当  　 期 前   　期
　　　17年４月 １日～

－連２２－



連結及び持分法の適用範囲
連結子会社数　　　 84社

主要な子会社名　　「企業集団の状況」に記載しているため省略

非連結子会社数　　 40社
内持分法適用会社　 38社　 フィルム加工㈱、大塚高分子工業㈱　ほか

関連会社数　　　　 33社
内持分法適用会社　 29社　 DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.  ほか

　なお、持分法を適用していない子会社２社、関連会社４社（当社ベンチャービジネス支援制度に
より設立した会社等）の当期純損益及び剰余金は、いずれも少額であり、連結財務諸表に及ぼす
影響は軽微です。

連結及び持分法の適用範囲の異動

連結　 当期において、連結子会社の異動はありません。

　　　　　　　　　　　　　
持分法 （新規）　 株式の取得により新たに持分法適用会社となった会社

　　　　　　　　　　　　ログイット㈱ 他１社
新規設立会社
　 帝人汽車用布加工（南通）有限公司 他１社

（除外）　 株式の売却等により関係会社でなくなった会社
　　　　　　　　　　　　テクノ化成㈱ 他４社
　　　　　　　　　　清算・合併した会社
　　　　　　　　　　　　北日本興産㈱ 他６社

　連結子会社のうち、帝商産業㈱、㈱タキイ・コーポレイションの決算日は毎年１月末日、㈱フォークナー、
㈱テイジンアソシアリテイルの決算日は毎年２月末日、P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation 、
TEIJIN (THAILAND) LIMITED、Teijin America Inc.、Teijin Holdings USA Inc.、Teijin Polyester (Thailand) 
Limited、南通帝人有限公司、Thai Namsiri Intertex Co.,Ltd.、P.T.INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS、
TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE PTE Ltd.等37社の決算日は毎年12月末日ですが、そのまま
連結しています。
　ただし、上記決算日の異なる連結子会社41社について、当該会社の決算日と連結決算日との間に重要な
取引が生じた場合には、連結上、必要な調整を行っています。

連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

－連２３－



会 計 処 理 基 準
　１．資産の評価基準及び評価方法
　　　　たな卸資産・・・・・・・・総平均法による低価基準（一部は原価基準）
　　　　その他有価証券
　　　　　 ・市場価格のあるもの・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法
　　　　　　　　　　　　　  　　　　 （評価差額は全部資本直入法により処理。売却原価は移動平均法

により算定。）
　　　　　 ・市場価格のないもの・・・・移動平均法による原価基準

　２．デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
　　　　 時価法

　３．固定資産の減価償却方法
　　　　有形固定資産
　　　　　　国内会社…主として定率法。ただし平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

　　　　　　　 ついては定額法。
　　　　　　在外会社…定額法
　　　　無形固定資産
　　　　　　定額法。ただし自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法。

　４．引当金の計上基準
　　　 貸倒引当金・・・・・・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
　　　　　　　　　　　　　 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

　　　　　　　　　　　　　　　 見込額を繰入計上しています。
　　　 投資損失引当金・・・・ 投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能性を勘案して
　　　　　　　　　　　　　 必要額を繰入計上しています。
　　　 退職給付引当金・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
　　　　　　　　　　　　　 の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
　　　　　　　　　　　　　 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　 (主として12年)による定額法により費用処理することとしています。
　　　　　　　　　　　　　 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(主として12年)による定額法により翌期から費用処理することとしています。
　　　　　　　　　　　　　 なお、在外子会社については、一部の会社を除き、退職金制度がありません。
　　　 役員退職慰労
　　　　　　　 引当金・・・・ 役員退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社の当期末における
　　　　　　　　　　　　　 内規に基づく基準額相当額に達するまでの額を繰入計上しています。

　５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　　　 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
　　　 います。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
　　　 及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に
　　　 含めています。

　６．リース取引の処理方法　　
　　　 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
　　　 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

　７．ヘッジ会計の方法
　　　 （１）ヘッジ会計の方法
　　　　　　 主として繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替予約及び通貨オプションについては
　　　　　　 振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を
　　　　　　 満たしている場合は特例処理を採用しています。
　　　 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段 ヘッジ対象
　　　　　　 為替予約　　　　　　外貨建営業債権債務及び外貨建投融資
　　　　　　 通貨オプション 　　同　　　上

通貨スワップ 借入金、社債
　　　　　　 金利スワップ　　　　同　　　上
　　　 （３）ヘッジ方針
　　　　　　 当社及び連結子会社は、内規に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。

－連２４－



　 　　　 （４）ヘッジ有効性評価の方法
　　　　　 原則として、ヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間におけるヘッジ対象及びヘッジ
　　　　　 手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計額等を基礎として判定しています。
　　　 （５）その他
　　　　　 当社及び連結子会社は、定期的にCFO（ 高財務責任者）及び当社経理・財務室に対して、
　　　　　 ヘッジ取引の実績報告を行っています。

　８．その他連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
　　　 （１）消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

（２）当期から連結納税制度を適用しています。

連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　　　 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

連結調整勘定の償却に関する事項
　　　 連結調整勘定は、原則として５年間で償却しています。
　　　 ただし、一部の子会社については20年間で償却しています。

利益処分項目等の取扱いに関する事項
　　　 連結剰余金計算書については、当期中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に関する事項
　　　 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は手許現金及び当座預金等の
　　　 随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
　　　 負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

　（会計方針の変更）

１．退職給付に係る会計基準

　当期より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）

及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号　

平成17年３月16日）を適用しています。これにより当期の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は798百万円増加しています。なお、セグメント情報に与える影響は軽微です。

２．固定資産の減損に係る会計基準

　 　当期より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しています。これにより当期の

税金等調整前当期純利益は6,000百万円減少しています。

　なお、セグメント情報に与える影響は注記事項（セグメント情報）に記載しております。

　また、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しています。

　（追加情報）

　当社の連結子会社であるインフォコム㈱は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、将来分と過去分同時返上を申請し、平成17年９月１日付けで厚生労働大臣から

認可を受け、平成18年３月３日付けで国に厚生年金基金の代行部分の返還額（ 適責任準備金）の

納付を行っております。その結果、当期の特別利益として厚生年金代行返上益246百万円を計上して

います。

－連２５－



注　記 事 項

連結損益計算書の注記

　減損損失
　　当期において、帝人グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（百万円）
長野県北佐久郡 遊休 土地 530
愛媛県松山市 遊休 土地 135
石川県加賀市 遊休 建物、機械装置等 434
岐阜県安八郡 遊休 建物 17
岐阜県安八郡 遊休 機械装置 11

愛媛県松山市他 合成繊維設備 建物、機械装置等 3,078
広島県三原市他 合成繊維設備 建物、機械装置等 1,793

　帝人グループは、継続的に損益を把握している事業部門を単位として資産のグルーピングを行って
います。また、事業の用に供していない遊休資産等については個別に取り扱っています。
　当期において、遊休状態にあると認められ今後の利用見込みがない資産について、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,128百万円）として特別損失に計上しました。
　回収可能価額は正味売却価額により測定しており、原則として、不動産鑑定評価またはそれに準ずる
方法により算定し、売却や他の転用が困難な資産についてはゼロとしています。
　また事業用資産につきましては、合成繊維事業における市況の低迷等により、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失（4,872百万円）として特別損失に計上しました。
　回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュフローを主に５％で割り引いて算定して
います。

連結貸借対照表の注記 (単位：百万円）
（当 期 末） （前 期 末）

 １.　有形固定資産の減価償却累計額 500,147 456,400
 ２.　担保提供資産 607 712
 ３.　国庫補助金等により取得した有形固定資産の取得価額から
　　　控除した税法に基づく圧縮累計額 1,359 1,359
 ４.　保証債務(保証予約､経営指導念書等を含む) 17,195 16,506
 ５． 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
        第４回無担保普通社債 15,000 ―
 ６.　受取手形割引高 213 274
 ７.　受取手形裏書譲渡高 13 19
 ８.　売掛金の流動化による譲渡高 3,740 3,534
 ９.　当期末における
　　　・当社の発行済株式の種類及び総数 普通株式 928,298,872株
　　　・連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が
        保有する当社の株式の種類及び株式数 普通株式 637,489株

連結キャッシュ・フロー計算書

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位：百万円）

（当 期 末） （前 期 末）
　　　　　現金及び預金勘定 37,594 32,908
　　　　　有価証券勘定 ― ―
　　　　　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △8 △ 12
　　　　　株式及び償還期限が３ヶ月を超える債券等 　　　　　 ― ―
　　　　　現金及び現金同等物 37,585 32,895

－連２６－



（セグメント情報）

１. 事業の種類別セグメント情報

 (１) 当期（平成 17年 ４月 １日～平成 18年 ３月 31日）

Ⅰ　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

合成繊維 化成品 医薬医療 流通･ﾘﾃｲﾙ IT･新事業 消去又

事業 事業 事業 事業 他 は全社

   売    上    高

 (1) 外部顧客に対する 260,966 264,511 105,588 259,828 47,187 938,082 ― 938,082

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 66,797 15,041 91 8,406 38,061 128,398 (128,398) ―

     振替高

  　　　　計 327,764 279,553 105,680 268,234 85,248 1,066,481 (128,398) 938,082

  営　　業　　費　　用 313,215 238,602 86,362 262,918 81,489 982,588 (121,263) 861,324

  営　　業　　利　　益 14,548 40,950 19,318 5,316 3,759 83,893 (7,135) 76,757

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出

　資　　産 355,905 279,568 82,817 89,018 67,164 874,475 69,516 943,991

　減　価　償　却　費 21,786 16,113 6,379 415 1,919 46,614 2,180 48,794

　減　損　損　失 5,335 　　　― 　　　　― 　　　　　 ― 　　　　　― 5,335 665 6,000

　資　本　的　支　出 33,833 19,178 8,736 221 3,423 65,393 1,383 66,777

(注) １． 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は7,107百万円です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は132,696百万円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金他）、長期投資資金（投資有価証券他）等です。

３． 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及びその償却額が含まれています。

 (２) 前期（平成 16年 ４月 １日～平成 17年 ３月 31日）

Ⅰ　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

合成繊維 化成品 医薬医療 流通･ﾘﾃｲﾙ IT･新事業 消去又

事業 事業 事業 事業 他 は全社

   売    上    高

 (1) 外部顧客に対する 278,845 216,432 97,104 261,199 54,807 908,388 ― 908,388

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 62,945 13,603 65 9,143 38,011 123,769 (123,769) ―

     振替高

  　　　　計 341,791 230,035 97,170 270,342 92,819 1,032,158 (123,769) 908,388

  営　　業　　費　　用 331,271 210,890 79,022 264,197 89,061 974,443 (117,918) 856,524

  営　　業　　利　　益 10,520 19,144 18,148 6,144 3,757 57,715 (5,851) 51,864

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

　資　　産 335,506 239,044 78,714 90,604 47,749 791,619 60,409 852,029

　減　価　償　却　費 24,573 14,542 6,196 475 3,355 49,143 1,957 51,101

　資　本　的　支　出 19,560 16,623 13,348 474 1,813 51,820 2,314 54,135

(注) １． 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は5,463百万円です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は122,314百万円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金他）、長期投資資金（投資有価証券他）等です。

３． 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及びその償却額が含まれています。

４． 当期より「機械・エンジニアリング」事業は、平成15年９月に主要子会社であった帝人製機㈱が連結子会社でなくなった
ことにより金額的に重要性が乏しくなったため、「IT・新事業他」に含めて表示しています。

なお、当期において従来の事業区分によって算出した「機械・エンジニアリング」事業の売上高の金額は28,424百万円、

営業利益の金額は1,033百万円、資産の金額は14,096百万円、減価償却費の金額は279百万円、資本的支出の金額

は214百万円です。

計 連結

計 連結

－連２７－



２. 所在地別セグメント情報

 (１) 当期（平成 17年 ４月 １日～平成 18年 ３月 31日）

Ⅰ　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

消去又

は全社

   売    上    高

 (1)外部顧客に対する 619,218 150,582 103,402 64,878 938,082 ― 938,082

　　 売上高

 (2)セグメント間の

　 　内部売上高又は 40,292 33,558 3,303 18,919 96,073 (96,073) ―

　 　振替高

   　　　 　計 659,510 184,141 106,706 83,798 1,034,156 (96,073) 938,082

   営　　業　　費　　用 613,997 163,234 103,115 68,792 949,140 (87,815) 861,324

   営　　業　　利　　益 45,512 20,906 3,590 15,006 85,015 (8,257) 76,757

Ⅱ　資産

   資　　　　産 606,319 179,006 80,233 120,008 985,568 (41,577) 943,991

(注) １． 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は7,107百万円です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は132,696百万円であり、その主なものは親会社での

余資運用資金（現金及び預金他）、長期投資資金（投資有価証券他）等です。

 (２) 前期（平成 16年 ４月 １日～平成 17年 ３月 31日）

Ⅰ　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

消去又

は全社

   売    上    高

 (1)外部顧客に対する 609,150 117,070 121,171 60,997 908,388 ― 908,388

　　 売上高

 (2)セグメント間の

　 　内部売上高又は 36,134 22,450 1,498 16,702 76,786 (76,786) ―

　 　振替高

   　　　 　計 645,284 139,521 122,670 77,700 985,175 (76,786) 908,388

   営　　業　　費　　用 605,589 133,172 122,163 66,905 927,830 (71,306) 856,524

   営　　業　　利　　益 39,695 6,348 506 10,794 57,345 (5,480) 51,864

Ⅱ　資産

   資　　　　産 584,992 136,543 72,677 111,757 905,971 (53,942) 852,029

(注) １． 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は5,463百万円です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は122,314百万円であり、その主なものは親会社での

余資運用資金（現金及び預金他）、長期投資資金（投資有価証券他）等です。

　　　　 

米　　州 計 連結日　　本 ア ジ ア 欧　　州

日　　本 計欧　　州 連結ア ジ ア 米　　州

－連２８－



３. 海外売上高

 (１) 当期（平成 17年 ４月 １日～平成 18年 ３月 31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 205,036 101,536 75,220 381,793

Ⅱ　連結売上高 938,082

Ⅲ　連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合

 (２) 前期（平成 16年 ４月 １日～平成 17年 ３月 31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 162,631 118,405 70,406 351,443

Ⅱ　連結売上高 908,388

Ⅲ　連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合

その他地域
(欧州 他)

ア ジ ア 米　　州 計

21.9% 10.8% 8.0% 40.7%

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

計

17.9% 13.0% 7.8% 38.7%

－連２９－



(リース取引関係)

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しています。

(有価証券関係)

 (１) 当期末（平成 18年 ３月 31日現在）

１.満期保有目的の債券で市場価格のあるもの

　  該当事項はありません。

２.その他有価証券で市場価格のあるもの (単位：百万円)

種　　　類

連結貸借対照表計上額が

取得価額を超えるもの

    株　　式 20,510 99,521 79,011

小　　　計 20,510 99,521 79,011

連結貸借対照表計上額が

取得価額を超えないもの

    株　　式 393 324 △67

小　　　計 393 324 △67

合　　　計 20,902 99,845 78,943

３.市場価格で評価されていない主な「有価証券」(上記１を除く)の内容及び連結貸借対照表計上額

(１)満期保有目的の債券

　  該当事項はありません。

(２)その他有価証券

　　非上場株式 3,165百万円

　　非上場債券 287百万円

　　その他 568百万円

取得価額
連結貸借対
照表計上額

差額

－連３０－



 (２) 前期末（平成 17年 ３月 31日現在）

１.満期保有目的の債券で市場価格のあるもの

　  該当事項はありません。

２.その他有価証券で市場価格のあるもの (単位：百万円)

種　　　類

連結貸借対照表計上額が

取得価額を超えるもの

    株　　式 19,979 59,727 39,747

小　　　計 19,979 59,727 39,747

連結貸借対照表計上額が

取得価額を超えないもの

    株　　式 776 658 △ 117

小　　　計 776 658 △ 117

合　　　計 20,755 60,385 39,629

３.市場価格で評価されていない主な「有価証券」(上記１を除く)の内容及び連結貸借対照表計上額

(１)満期保有目的の債券

　  該当事項はありません。

(２)その他有価証券

　　非上場株式 4,084百万円

　　非上場債券 375百万円

　　その他 570百万円

４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しています。

取得価額
連結貸借対
照表計上額

差額

－連３１－



(退職給付関係)

１.採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、確定給付型以外の制度として中小企業退職金

共済制度を有しています。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　一部の海外子会社でも、確定給付型の制度を設けています。また、当社及び一部の連結子会社におい

て退職給付信託の設定を行っています。

　当社及び一部の連結子会社は、厚生年金基金制度を設けていましたが、厚生年金基金の代行部分に

ついて、平成16年４月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けたことに伴い、同日付で確定

給付企業年金に移行しました。同時に退職給付制度の改定を行い、キャッシュバランスプラン（市場金利

連動型年金）を導入しました。

２.退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

イ．退職給付債務 △ 146,538

ロ．年金資産 160,153

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 13,615

ニ．未認識数理計算上の差異 △ 12,728

ホ．未認識過去勤務債務 △ 7,230

ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △ 6,342

ト．前払年金費用 10,843

チ．その他流動資産のうち短期前払年金費用 376

リ．退職給付引当金（ヘ－ト－チ） △ 17,562

 (注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３.退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

イ．勤務費用（注２） 4,964

ロ．利息費用 3,162

ハ．期待運用収益 △ 2,763

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 2,736

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △ 572

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 7,526

 (注) １． 上記退職給付費用以外に、割増退職金458百万円を支払っています。

２． 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しています。

３． 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　勤務費用」に計上しています。

４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 主として2.0％

ハ．期待運用収益率 主として3.2％

ニ．過去勤務債務の費用処理年数 主として12年

　 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

　 　定額法により費用処理することとしています。）

ホ．数理計算上の差異の処理年数 主として12年

　 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

　 　定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしています。）

ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 一括費用処理

－連３２－



（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円）

 (1)流動の部
繰延税金資産

賞与一時金 4,017
未払事業税 1,207
製品評価減 1,171
貸倒引当金（短期） 274
繰越欠損金 4,116
たな卸資産の未実現利益の消去 1,591
その他 742

繰延税金資産　小計 13,121
評価性引当額 △ 802
繰延税金資産　合計 12,318
繰延税金負債との相殺 △ 49
繰延税金資産の純額 12,268

繰延税金負債
債権債務消去に伴う貸倒引当金修正 △ 44
その他 △ 5

繰延税金負債　合計 △ 49
繰延税金資産との相殺 49
繰延税金負債の純額 ―

 (2)固定の部
繰延税金資産

固定資産償却限度超過額 2,301
投資有価証券評価損 5,484
貸倒引当金（長期） 2,677
退職給付引当金 8,208
役員慰労退職金引当金 480
役員退職年金 990
減損損失累計額 1,901
固定資産の未実現利益の消去 1,690
有価証券の未実現利益の消去 181
繰越欠損金 27,743
その他有価証券評価差額金 67
その他 2,747

繰延税金資産　小計 54,474
評価性引当額 △ 31,555
繰延税金資産　合計 22,919
繰延税金負債との相殺 △ 21,306
繰延税金資産の純額 1,613

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △ 7,400
在外子会社の固定資産加速償却 △ 4,909
海外留保利益に関する税効果 △ 1,680
子会社時価評価差額 △ 5,957
その他有価証券評価差額金 △ 32,033
その他 △ 2,341

繰延税金負債　合計 △ 54,324
繰延税金資産との相殺 21,306
繰延税金負債の純額 △ 33,018

－連３３－



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別
    の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分
の五以下であるため注記を省略しています。

－連３４－



   平成18年３月期　決算説明参考資料

　　１．投入資源（連結）

（億円）

設備投資実施額 減価償却費 研究開発費

(内　有形固定資産)

16年３月期 530 528 328

（ 494 )

17年３月期 541 523 300

（ 423 )

18年３月期 668 504 312

( 619 )

19年３月期(見通し) 900 540 370

（ 880 )

　　２．有利子負債・金融収支（連結）

（億円）
16年３月期 17年３月期 18年３月期

有利子負債 3,567 2,770 2,983

金融収支  △67 △57 △51

（内受取配当金） 　 （  7 ) 　 （　7 ) （　14 ）

　　３．為替レート

（１）海外連結子会社ＢＳ　換算レート
16年３月期 17年３月期 18年３月期 19年３月期

（見通し）

　　円　　／米ドル 107 104 118 110

　米ドル／ユーロ 1.25 1.36 1.18 1.25

（2）海外連結子会社ＰＬ　換算レート
16年３月期 17年３月期 18年３月期 19年３月期

（見通し）

　　円　　／米ドル 116 108 110 110

　米ドル／ユーロ 1.13 1.24 1.24 1.25

　　４．従業員数（連結）

（人）
16年３月期 17年３月期 18年３月期

従業員数 20,551 18,960 18,819

－参１－



　　５．平成19年３月期連結セグメント別業績予想

（億円）

18年３月期 19年３月期見通し

中間 年間

合成繊維 2,610 1,300 2,700

売 化 成 品 2,645 1,350 2,800

上 医薬医療 1,056 550 1,100

高 流通・リテイル 2,598 1,300 2,700

ＩＴ・新事業他 472 200 500

 　　　合　  計 9,381 4,700 9,800

合成繊維 145 100 230

営 化 成 品 410 200 420

業 医薬医療 193 95 200

利 流通・リテイル 53 25 60

益 ＩＴ・新事業他 38 0 30

消去・全社 △71 △40 △90

 　　　合　  計 768 380 850

　 ６．主要医薬品売上高実績

（億円）

品　　　名 薬　　　効 17年３月期 18年３月期

　　ワンアルファ® 骨粗鬆症治療剤 118 120

　　ボナロン® 骨粗鬆症治療剤 108 119

　　ムコソルバン® 去痰剤 117 117

　　ベニロン® 重症感染症治療剤 93 93

　　ラキソベロン® 緩下剤 48 48

　　ボンアルファ® 角化症治療剤 19 18

　　スピロペント® 気管支拡張剤 15 14

　 ７．医薬品開発状況

品　　　名 薬　　　効 備  　　考

ＢＴＲ－１５ 喘息治療薬（吸入ステロイド） 04/ 1申請済み(中型)

ＴＭＸ－６７ 痛風・高尿酸血症 再申請準備中

ＧＴＨ－４２Ｗ 骨粗鬆症 04/ 2申請済み(ボナロン新剤型)

ベニロン® 多発性硬化症（MS） Ｐｈ－３（小型）

ベニロン® Churg-Strauss症候群 Ｐｈ－３（小型）

ＴＭＡ－１５ O-157感染症 Ｐｈ－２（小型）

ＴＢＮ－１５ アレルギー性鼻炎 Ｐｈ－２（小型）

ＬＴＣ－２０３ 重症敗血症 Ｐｈ－１

ＩＴＭ－０１４ 先端巨大症 Ｐｈ－１

ＩＴＭ－０７７ Ⅱ型糖尿病 Ｐｈ－１

ＴＰＣ－８０６ 心疾患 Ｐｈ－１

ＴＰＩ－５２６ 炎症性疾患 Ｐｈ－１

－参２－
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