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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 737,793 ― 22,301 ― 6,775 ― △14,597 ―

20年3月期第3四半期 774,589 3.6 51,998 △10.0 43,958 △11.2 23,211 △27.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △14.83 ―

20年3月期第3四半期 24.42 24.41

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 1,033,533 367,467 33.6 353.23
20年3月期 1,015,990 411,249 38.5 397.27

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  347,648百万円 20年3月期  391,010百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.50 ― 3.50 8.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 950,000 △8.4 16,000 △75.4 △5,000 ― △30,000 ― △30.48

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、９ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、９ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、９ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
 
 
 
 
 
 

新規 1 社 （社名 Braden Partners L.P. ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  984,758,665株 20年3月期  984,753,665株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  571,303株 20年3月期  517,837株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  984,216,602株 20年3月期第3四半期  950,570,502株
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※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、７ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 
 
 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

－2－



帝人㈱（3401）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

（参考）平成21年３月期第３四半期（３か月）の連結業績（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

（百万円未満切捨て）

(1)連結経営成績（３か月） （％表示は対前年同四半期増減率）

％ ％ ％ ％

21年３月期第３四半期 ― ― ― ―

20年３月期第３四半期

  

21年３月期第３四半期

20年３月期第３四半期

△ 0.2 6.8 12,33418,967

7,231

売    上    高

百万円 百万円

営  業  利  益

247,922

12.53 12.53

264,866

１株当たり
四半期純利益

円　　銭 円　　銭

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

△ 15.25 ―

2.2

四半期純利益

百万円

△ 15,013

16,656

△ 2,140

経  常  利  益

百万円

△ 4.9
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

帝人グループの国内連結会社の決算期は主として３月、海外連結子会社の決算期は12月にしてい

ます。このため、第３四半期累計期間については主として国内は４月～12月、海外は１月～９月の概況

をそれぞれ記載しています。 

平成21年３月期第３四半期（９ヶ月累計期間）の世界経済は、米国のサブプライム問題に端を発した

金融危機の影響が実体経済に波及し、米国のみならず、欧州も急速な景気悪化局面にあり、中国経済

も景気鈍化が鮮明になってきました。日本においても製造業の減産や雇用調整が相次ぐ等急激な景

気の悪化が続いています。なかでも、当社が注力市場としている自動車やエレクトロニクス市場では、

第３四半期に入り急速な消費需要の縮小が見られました。 

このような状況のもと、当期間の連結決算は、売上高が7,378億円（前年同期比4.8％減）、営業利益

は223億円（同57.1％減）、経常利益は68億円（同84.6％減）、四半期純利益は146億円の損失（同378

億円減）、また、１株当たり四半期純利益は14円83銭の損失（前年同期は24円42銭の利益）となりまし

た。 

売上高は、合成繊維事業のポリエステル繊維分野や流通・リテイル事業が、市況低迷により販売が不

調であったことに加え、化成品事業の樹脂分野で競争激化により減収となったこと等で減収となりました。

営業利益は、合成繊維事業のポリエステル繊維分野が需要低迷や本年前半の原燃料価格高騰等で、

また高機能繊維分野が為替影響や軟調な市況の影響等で減益になったこと、昨年９月に実施した東

邦テナックス㈱の完全子会社化により「のれん」の償却費が増加したこと、更に、化成品事業の樹脂分

野が減益となったこと等で、大幅減益となりました。経常利益は、営業利益の悪化に加え、持分法投資

損失の発生により大幅な減益となりました。また、四半期純利益は、投資有価証券売却益の減少等で

特別利益が減少したことに加え減損損失や株価下落で株式評価損が発生したことで特別損失が増加

したこと等により、赤字となりました。 

なお、景気の急激な悪化を受け、主要素材事業においては、各事業の状況に合わせ主に11月に入

り生産調整を開始しました。 

当第３四半期累計期間における事業別の概況は次のとおりです。 

合成繊維事業：売上高は2,223億円（前年同期比6.2％減）、営業利益は41億円（同76.6％減） 

ポリエステル繊維分野では、国内外での価格是正、高採算分野への販売シフトや積極的なコスト削

減を実施しましたが、世界的な景気の悪化により、低迷している衣料やインテリア分野に加えて自動車

分野の需要も大きく落ち込んだことから、為替影響と合わせ前年同期比で赤字が拡大しました。国内の

帝人ファイバー㈱では国内市況が更に低迷し、テキスタイル販売が軟調に推移したこともあり苦戦を強

いられ赤字となりました。タイ・インドネシアの子会社では米国経済失速に伴う需要の低迷等で厳しい状

況が続きました。一方、重金属を全く含まないポリエステルポリマー「ピュリティ®」の技術ライセンス契約

をアジア最大規模のポリエステルメーカーと７月に締結する等、新しいビジネスモデルの構築を進めると

ともに、高付加価値素材拡大に向け新規革新素材の高強度ポリエステルナノファイバー「ナノフロント

™」の商業生産を７月より開始しました。 

高機能繊維分野では、パラアラミド繊維「トワロン®」「テクノーラ®」が、前半は自動車関連用途や安

全・防護関連用途を中心に需要が堅調に推移しました。旺盛な需要を受け、「トワロン®」では７月に約

15％の能力増強工事が一部完了し稼動を開始しました。しかし、11月以降、世界的な景気後退の影響
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を受け、足元の需要は自動車関連用途を中心に軟調に転じました。メタアラミド繊維「コーネックス®」も

製鉄業の減速によりフィルター用途は軟調な展開となりました。炭素繊維「テナックス®」では、特に９月

以降、世界的景気後退の影響を受け、それまで堅調に推移していた民間航空機や産業用途の内、風

力発電や圧力容器向け需要が軟調な展開となりました。また、ほかの一般産業用途やスポーツ・レジャ

ー用途においては、顧客の生産調整の動きが加速しています。 

化成品事業：売上高は2,074億円（前年同期比6.4％減）、営業利益は53億円（同71.8％減）  

フィルム分野は、日本は、FPD（フラットパネルディスプレイ）用途向けや太陽電池向け等を中心とした

ＰＥＴフィルムの販売が好調に推移したほか、高容量データテープや自動車・電子部品用途向けのＰＥ

Ｎフィルム「テオネックス®」も堅調に推移しました。平成19年１月に営業運転を開始した厚物ＰＥＴフィル

ム設備は稼働率が向上し、現在ほぼフル稼働の状況にあります。一方米国は、原燃料価格高騰の影

響があったものの、販売は堅調に推移し、加えて前年度に実施した固定資産の減損処理に伴い固定

資産の評価が下がったことで当期の減価償却費が減少したことにより前年同期比ほぼ同額の赤字とな

りました。 

樹脂分野ではポリカーボネート樹脂「パンライト®」は、光ディスク用途が低調に推移したことに加え、

概ね堅調に推移していた電気・電子機器向け、ＯＡ機器向け等の一般産業資材用途においても急激

な世界経済の減速の影響を受け、前年同期比販売量が減少しました。加えて、原油価格の乱高下、急

激な円高の進行も収益を圧迫しました。樹脂加工品では、10月に生産能力を倍増した透明導電性フィ

ルム「エレクリア®」は前年同期比大幅に販売数量を伸ばしたものの、産業用シート・フィルム等は景気

減速の影響を避けられず苦戦しました。 

医薬医療事業:売上高は932億円（前年同期比7.1％増）、営業利益は183億円（同5.8％増）  

平成20年４月に薬価・診療報酬の改定がありましたが、業績は順調に推移しました。 

医薬品分野では、週１回服用の骨粗鬆症治療薬「ボナロン®錠35mg」（※１）、ならびに７月より長期処

方が可能になった喘息治療薬の吸入ステロイド剤「オルベスコ®」が順調に販売を伸ばしました。研究開

発では、自社開発テーマ及び導入テーマとも着実に開発を進めており、６月には気管支喘息治療用の

吸入ステロイド剤「オルベスコ®」の小児適用が第Ⅲ相臨床試験に移行しました。痛風・高尿酸血症治療

剤ＴＭＸ－67は、ライセンス供与先の仏イプセン社が、４月に欧州での販売承認を受け、上市に向けた

準備を進めています。米国では、ライセンス先の武田ファーマシューティカルズ・ノース・アメリカ社（旧Ｔ

ＡＰファーマシューティカルプロダクツ社）が追加臨床試験を終了し、７月に修正申請書類を米国食品

医薬品局（ＦＤＡ）に提出しました。また、韓国では、ライセンス先のＳＫケミカルズ社が臨床試験を終了

し、７月に韓国医薬品食品安全庁（ＫＦＤＡ）に申請書類を提出しました。12月には、骨粗鬆症治療剤

「ボナロン®」の剤型追加として開発中のGTH－42V（注射剤）は第Ⅲ相試験段階に移行しました。また、

チャーグ・ストラウス症候群（※２）への適応追加として開発中のGGS（「ベニロン®」）が12月に希少疾病用

医薬品に指定され、同月、本適応症に対しての適応追加の承認申請を行ないました。 

在宅医療分野では、主力の在宅酸素濃縮器は高水準のレンタル台数を維持しています。５月に国

内最小・最軽量の携帯型酸素濃縮器「ハイサンソ ポータブル®」、10月には高機能・省エネタイプの新

型酸素濃縮器「ハイサンソ®３R」のレンタルを開始するなど、更なる市場開拓を進めています。その他の

在宅医療機器においても、睡眠時無呼吸症候群治療器（ＣＰＡＰ）や超音波骨折治療器（ＳＡＦＨＳ）が

順調に売上を伸ばしています。また、グローバル展開の一環として、６月には大手呼吸器系在宅医療

機器プロバイダーのブレイデン・パートナーズ社を子会社化し、更に12月にはスペインの大手製薬会社

ラボラトリオス・デル・ドクトル・エステベ社と、在宅医療分野の欧州展開を統括する合弁会社を設立する

ことに合意しました。 
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※１．ボナロン®/Ｂｏｎａｌｏｎ
® はMerck & Co., Inc.の登録商標です。 

※２．気管支喘息を有する人で、血液中の白血球の一種である好酸球の増加が著明な人に、細い血管に血管障害（血管

炎）を生じる疾病。厚生労働省 難治性疾患克服研究事業の対象疾患に指定されている。 

流通・リテイル事業：売上高は1,841億円（前年同期比7.6％減）、営業利益は33億円（同19.5％減）  

衣料繊維部門では、中国・ベトナムにカジュアル衣料生産拠点を新たに確保する等、低迷を続ける

衣料OEM事業の採算改善に向けて、海外生産基盤の強化を進めました。しかし、前半の天候不順によ

る小売り市況の低迷に加え、10月以降顕著になった世界的な景気後退の影響で消費は更に冷え込み、

国内向け婦人衣料分野、欧米向けテキスタイル分野の販売が低迷しました。産業資材部門では、伝動

ベルトメーカー、タイヤメーカー向けの自動車関連素材の販売は、前半は好調に推移しましたが、第３

四半期に入り世界的景気後退の影響で調整局面に入りました。また、土木・工事用資材分野、ならびに

車両内装用途・住宅インテリア用途での販売低迷が続いています。 

 ＩＴ・新事業他:売上高は308億円（前年同期比3.8％増）、営業利益は８億円（同10.5％増）  

ＩＴサービス分野では、ＩＴソリューション事業において、プロジェクト毎の採算・進捗管理の徹底による

収益性向上策、サービス事業において携帯電話向け電子書籍配信サービスやeコマース分野等の事

業拡大策を推進しました。 

一方、新事業他の分野では、重点分野の「高熱伝導材料」「バイオプラスチック」「高機能電子材料」

「水処理」分野に加え「複合材料」分野で、早期事業化に向け積極的な研究・開発に取り組んでいます。

開発の推進・加速のため、４月には新規事業創生のための開発拠点として「先端技術開発センター」を

岩国に開設しました。 

「複合材料」分野では、㈱ジーエイチクラフトを子会社化し、７月にその敷地内に、主要な研究・開発

機能とマーケティング機能を集約した「複合材料開発センター」を設置しました。川中・川下戦略の一環

として、グループ内の高機能素材をベースとした帝人グループ全体での複合材料技術の早期確立を目

指しています。 

「バイオプラスチック」分野では、12月に高耐熱ポリ乳酸「バイオフロント®」の用途開発を加速するた

め、中量規模の実証プラント生産設備を起工し、平成21年夏の完成を目標として建設を進めていま

す。 

 

２．連結財政状態及び連結キャッシュ・フローに関する定性的情報 

財政状態：  

総資産は１兆335億円となり、前期末に比べ175億円増加しました。これは、第３四半期に入り為替が

円高に振れたことや減損処理等の影響で有形固定資産が減少したことに加え、株価の下落により投資

有価証券が減少したものの、米国の大手在宅医療機器プロバイダーを子会社化したことで「のれん」が

増加したことやたな卸資産が増加したこと等によります。 

負債は、前期末比613億円増加し、6,661億円となりました。この内、短期借入金、長期借入金、コマ

ーシャルペーパー等の有利子負債は、同915億円増加し、4,168億円となりました。有利子負債の増加

は、たな卸資産が増加したことや、在宅医療機器プロバイダーの株式取得のための資金を調達したこと

等によります。 

純資産は、3,675億円となり、前期末に比べ438億円減少しました。この内「株主資本」に「評価・換算

差額等」を加えた自己資本は、3,476億円と前期末比434億円減少しました。これは、円高により為替換
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算調整勘定が△46億円から△158億円に拡大したことに加え、株価の下落により投資有価証券の評価

額が減少したことで「その他有価証券評価差額金」が減少したこと等によります。 

 

キャッシュ・フロー： 

当第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純損失に加え、たな卸資産の

増加、法人税等の支払等があったものの、減価償却費及びその他の償却費等により、合計で62億円の

資金収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支出や子会社株式の取得があったこと等により905億

円の資金支出となりました。 

この結果、営業活動に投資活動を加えたキャッシュ・フローは842億円の資金支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債・コマーシャルペーパーの発行及び償還、長短借

入金の借入・返済と配当金支払い等の差し引きで981億円の資金収入となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額も加え、最終的な現金及び現金同等物の増加

額は130億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

（１）通期の見通し 

米国に端を発した景気減速は世界的に広がりを見せ、急激な需要の縮小が進展し、加えて為替が円

高に向かう等、経営環境は日増しに厳しさを増しています。一方、景気減速を受け需要の縮小から原

油価格を筆頭に、原燃料価格は軟調に推移する見込みです。 

このような環境のもと、医薬医療事業、IT 事業は底堅く推移する見込みですが、合成繊維事業、化成

品事業、流通・リテイル事業で需要縮小に伴う販売量の急落が予想され、第４四半期の業績は急速に

悪化する見込みです。これにより、平成21年３月期の通期見通しは、売上高、営業利益、経常利益、当

期純利益は各々9,500億円、160億円、△50億円、△300億円（前回見通しは各々１兆300億円、460億

円、330億円、80億円）となる見込みです。 

このような環境激変とこれに伴う業績悪化に対し、「危機は変革のチャンス」と捉え、構造改革を伴う積

極的な業績改善策を実施します。 

短期的な業績改善策は以下の４点です。 

１． 最大限の費用圧縮と投入資源の絞込みで利益とキャッシュ・フロー確保 

２． 縮小・撤退を含む事業構造改革断行 

３． 堅調に推移している医薬医療事業で、痛風・高尿酸血症治療剤 TMX-67の欧米での速やかな 

上市、グローバル展開を進めている在宅医療分野の海外グループ会社の収益貢献 

４． 将来の景気反転への備え 

具体的な費用・資産の圧縮策は以下の５点です。 

１． 既に実施している役員報酬の一部返上や、業績連動報酬制度に基づく労務費圧縮 

２． 生産調整に合わせた適正な人員管理 

３． 経済環境に合わせた設備投資大幅圧縮と徹底した在庫圧縮 

４． ゼロベース発想での経費の大幅圧縮と補修費の抜本的見直しによる削減 

５． 生産性と機動性向上を目指したコーポレート組織のスリム化 
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更に、現在の需要の縮小が想定を超えて進み、上記の諸施策による業績改善が進まない場合は、更

に一歩踏み込んだ費用・資産圧縮策をとります。 

なお、平成 21年３月期の連結業績が赤字となる見通しとなりましたが、過去の配当実績等も考慮
し、期末配当金は、前回予想に比べ 1株当たり 1.5円減額し 2.0円（前年同期比△1.5円）とさせて
いただく見通しです。これにより中間配当金と合わせた年間の配当金は 1 株当たり 5.0 円となる見
通しです。 

 

◆セグメント別業績見通し                                            （単位：億円） 

  平成21年３月期見通し 差 

  

平成20年 

３月期 （第３四半期累計期間） 通期 通期 

合 成 繊 維 3,176 (2,223) 2,800 △376

化 成 品 2,938 (2,074) 2,600 △338

医 薬 医 療 1,144 (932) 1,250 +106

流通・リテイル 2,659 (1,841) 2,400 △259

売
上
高 

ＩＴ・新事業他 448 (308) 450 +2

 合 計 10,366 (7,378) 9,500 △866

合 成 繊 維 244 (41) △20 △264

化 成 品 202 (53) 0 △202

医 薬 医 療 217 (183) 240 +23

流通・リテイル 53 (33) 30 △23

ＩＴ・新事業他 35 (8) 30 △5

営
業
利
益 

消去又は全社 △100 (△95) △120 △20

 合 計 652 (223) 160 △492

 

 

（２）事業等のリスク 

業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を

与える要因はこれらに限定されるものではありません。直近、世界的に金融情勢が混乱していますが、

帝人グループにおいては、外貨による資金調達でスプレッドの拡大懸念は大きくなく、また、資金調達

が困難になる等の状況にはありません。また、金融危機が実体経済に波及し、需要が急速に減少して

いることから、需要縮小に伴い素材事業で販売量の低迷が継続する懸念があります。 

① 競合・市況変動にかかるもの 
帝人グループは市況製品を展開しており、景気動向、他社との競合に伴う市場価格の変動、購

入原燃料の価格変動、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こと

があります。 

② 製品の品質にかかるもの 
医薬医療事業においては、生命関連商品を取り扱っているため、製品の欠陥により、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。 

③ 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、多額の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
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合物を発見できる可能性は決して高くありません。また、種々の要因により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承認が取り消されることがあります。 

 

 

４. その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

平成20年６月13日に米国の呼吸器系在宅医療機器プロバイダーであるブレイデン・パートナーズ社
の全持分を取得し、同社は当社の連結子会社となりました。 
 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①税金費用の計算    

一部の連結子会社は、税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年

度の税引前当期純利益 に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。なお、法人税、住民税及び事業税と法

人税等調整額を一括し、法人税等として表示しています。     

 ②たな卸資産の評価方法  

一部のたな卸資産における当第３四半期会計期間末のたな卸高算出に関しては、実地たな卸

を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によ

っています。    

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続・表示方法等の変更  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。   
② 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっています。この

変更による損益に与える影響は軽微です。   

   

(追加情報)   

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より固定資産

の耐用年数の見直しを実施しました。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経

常利益は805百万円、税金等調整前四半期純利益は796百万円それぞれ減少しています。 

 

 

 

記載されている商品の名称、サービスの名称等は、帝人グループの商標もしくは登録商標です。また

はその他の商品の名称、サービスの名称等は、各社の商標もしくは登録商標です。 
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５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,285 19,095

受取手形及び売掛金 195,124 204,917

商品及び製品 129,857 97,764

仕掛品 18,851 17,192

原材料及び貯蔵品 39,929 36,545

その他 46,540 44,214

貸倒引当金 △2,351 △2,334

流動資産合計 460,238 417,395

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 182,199 192,308

その他（純額） 193,894 190,258

有形固定資産合計 376,094 382,567

無形固定資産   

のれん 68,921 58,623

その他 17,074 16,075

無形固定資産合計 85,996 74,699

投資その他の資産   

投資有価証券 63,773 85,479

その他 49,782 58,887

貸倒引当金 △2,352 △3,039

投資その他の資産合計 111,203 141,328

固定資産合計 573,294 598,595

資産合計 1,033,533 1,015,990

帝人㈱(3401)　平成21年３月期　第３四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 117,262 123,739

短期借入金 119,787 71,975

1年内返済予定の長期借入金 10,582 12,731

コマーシャル・ペーパー 115,000 99,000

1年内償還予定の社債 33,476 24,337

未払法人税等 2,244 5,672

引当金 397 1,019

その他 75,475 79,058

流動負債合計 474,227 417,533

固定負債   

社債 32,575 25,326

長期借入金 105,360 91,873

退職給付引当金 18,720 18,278

役員退職慰労引当金 1,771 1,959

その他 33,411 49,769

固定負債合計 191,838 187,207

負債合計 666,065 604,741

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,815

資本剰余金 101,324 101,324

利益剰余金 180,374 199,952

自己株式 △229 △244

株主資本合計 352,286 371,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,961 24,062

繰延ヘッジ損益 △844 △340

為替換算調整勘定 △15,755 △4,559

評価・換算差額等合計 △4,638 19,161

新株予約権 322 221

少数株主持分 19,496 20,017

純資産合計 367,467 411,249

負債純資産合計 1,033,533 1,015,990
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(2)四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 737,793

売上原価 562,289

売上総利益 175,503

販売費及び一般管理費 153,202

営業利益 22,301

営業外収益  

受取利息 491

受取配当金 1,121

雑収入 1,247

営業外収益合計 2,860

営業外費用  

支払利息 7,817

持分法による投資損失 6,547

為替差損 480

雑損失 3,541

営業外費用合計 18,386

経常利益 6,775

特別利益  

前期損益修正益 397

投資有価証券売却益 200

移転補償金 76

その他 92

特別利益合計 766

特別損失  

固定資産除売却損 1,412

投資有価証券評価損 2,889

異常操業損失 2,437

減損損失 6,133

その他 1,013

特別損失合計 13,886

税金等調整前四半期純損失（△） △6,345

法人税等 8,914

少数株主損失（△） △661

四半期純損失（△） △14,597
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 247,922

売上原価 187,535

売上総利益 60,387

販売費及び一般管理費 53,156

営業利益 7,231

営業外収益  

受取利息 236

受取配当金 379

雑収入 445

営業外収益合計 1,061

営業外費用  

支払利息 2,913

持分法による投資損失 5,047

為替差損 1,182

雑損失 1,289

営業外費用合計 10,432

経常損失（△） △2,140

特別利益  

投資有価証券売却益 175

移転補償金 76

その他 39

特別利益合計 291

特別損失  

固定資産除売却損 581

投資有価証券評価損 2,717

異常操業損失 1,160

減損損失 5,825

その他 253

特別損失合計 10,539

税金等調整前四半期純損失（△） △12,388

法人税等 3,231

少数株主損失（△） △606

四半期純損失（△） △15,013
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △6,345

減価償却費及びその他の償却費 50,348

受取利息及び受取配当金 △1,612

支払利息 7,817

持分法による投資損益（△は益） 6,547

売上債権の増減額（△は増加） 3,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,808

仕入債務の増減額（△は減少） 2,506

その他 2,849

小計 21,416

利息及び配当金の受取額 3,003

利息の支払額 △7,434

法人税等の支払額 △10,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,231

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 △58,769

投資有価証券の取得による支出 △2,798

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△24,989

その他 △3,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,477

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（△は減少） 54,366

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 16,000

長期借入れによる収入 28,190

長期借入金の返済による支出 △12,140

社債の発行による収入 43,267

社債の償還による支出 △25,105

配当金の支払額 △6,398

その他 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,066

現金及び現金同等物に係る換算差額 △842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,977

現金及び現金同等物の期首残高 19,093

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

37

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,109

帝人㈱(3401)　平成21年３月期　第３四半期決算短信
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

(4)継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

(5)セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

　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

 (1) 外部顧客に対する 66,856 71,168 36,015 63,934 9,947 247,922 ― 247,922

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 13,946 2,535 0 2,038 10,438 28,958 (28,958) ― 

     振替高

　　　　計 80,803 73,704 36,015 65,972 20,385 276,881 (28,958) 247,922

△ 29 1,321 7,625 1,299 338 10,555 (3,324) 7,231

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

　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

 (1) 外部顧客に対する 222,338 207,370 93,150 184,083 30,849 737,793 ― 737,793

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 51,707 8,294 0 6,429 30,625 97,057 (97,057) ― 

     振替高

　　　　計 274,046 215,665 93,151 190,512 61,475 834,851 (97,057) 737,793

4,100 5,268 18,323 3,252 825 31,770 (9,469) 22,301  営　 業　 利　 益

計

計 連結

  売　 上　 高　 

  売　 上　 高　 

  営 業 利 益 又 は
  営 業 損 失 （△）

連結
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②所在地別セグメント情報

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

消去又

は全社

 (1) 外部顧客に対する 148,174 46,566 31,851 21,330 247,922 ― 247,922

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 8,963 10,682 713 8,027 28,386 (28,386) ― 

     振替高

　　　　計 157,137 57,248 32,564 29,358 276,309 (28,386) 247,922

5,948 △ 267 797 4,213 10,691 (3,460) 7,231

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

　売上高及び営業損益 (単位：百万円）

消去又

は全社

 (1) 外部顧客に対する 458,566 130,381 81,640 67,205 737,793 ― 737,793

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 32,748 28,471 2,643 22,497 86,362 (86,362) ― 

     振替高

　　　　計 491,314 158,852 84,284 89,702 824,155 (86,362) 737,793

19,127 △ 416 1,543 10,890 31,144 (8,843) 22,301

③海外売上高

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 55,390 32,380 23,561 111,332

Ⅱ　連結売上高 247,922

Ⅲ　連結売上高に占める

      海外売上高の割合

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 161,780 84,095 73,551 319,427

Ⅱ　連結売上高 737,793

Ⅲ　連結売上高に占める

      海外売上高の割合

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。

計

22.3% 13.1% 9.5% 44.9%

連結

計 連結

  売　 上　 高　 

  営 業 利 益 又 は
  営 業 損 失 （△）

欧　　州日    本 ア ジ ア

計

日    本 ア ジ ア 米　　州 欧　　州

ア ジ ア

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

計

21.9% 11.4% 10.0% 43.3%

  営 業 利 益 又 は
  営 業 損 失 （△）

米　　州
その他地域
(欧州 他)

米　　州

  売　 上　 高　 

－16－



帝人㈱（3401）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

「参考資料」
  前年同四半期にかかる財務諸表

(1)(要約)四半期連結損益計算書
　【前第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

科        目
前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

      至　平成19年12月31日）

Ⅰ 売 上 高 774,589

Ⅱ 売 上 原 価 580,544

　　売上総利益 194,044

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 142,045

営 業 利 益 51,998

Ⅳ 営 業 外 収 益

　　受取利息 367

　　受取配当金 1,146

　　持分法による投資利益 67

　　為替差益 1,118

　　その他営業外収益 867

　　営 業 外 収 益 計    3,567

Ⅴ 営 業 外 費 用

　　支払利息 8,117

　　その他営業外費用 3,490

　　営 業 外 費 用 計    11,608

経 常 利 益 43,958

Ⅵ 特 別 利 益

　　固定資産売却益 1,147

　　投資有価証券売却益 5,378

　　その他の特別利益 271

　　特 別 利 益 計    6,797

Ⅶ 特 別 損 失

　　固定資産売却・処分損 1,159

　　異常操業損失 2,276

　　減損損失 4,778

　　環境対策費用 841

　　その他の特別損失 1,535

　　特 別 損 失 計    10,591

税金等調整前四半期純利益 40,164

法　 人　 税　 等 16,034

少 数 株 主 利 益 918

四 半 期 純 利 益 23,211
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　【前第３四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

科        目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
     至　平成19年12月31日）

Ⅰ 売 上 高 264,866

Ⅱ 売 上 原 価 197,945

　　売上総利益 66,920

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 47,953

営 業 利 益 18,967

Ⅳ 営 業 外 収 益

　　受取利息 84

　　受取配当金 402

　　持分法による投資利益 77

　　為替差益 452

　　その他営業外収益 274

　　営 業 外 収 益 計    1,292

Ⅴ 営 業 外 費 用

　　支払利息 2,733

　　その他営業外費用 870

　　営 業 外 費 用 計    3,603

経 常 利 益 16,656

Ⅵ 特 別 利 益

　　固定資産売却益 3

　　投資有価証券売却益 4,962

　　その他の特別利益 120

　　特 別 利 益 計    5,087

Ⅶ 特 別 損 失

　　固定資産売却・処分損 412

　　異常操業損失 807

　　減損損失 157

　　環境対策費用 98

　　その他の特別損失 229

　　特 別 損 失 計    1,705

税金等調整前四半期純利益 20,037

法　 人　 税　 等 7,472

少 数 株 主 利 益 230

四 半 期 純 利 益 12,334
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(2)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
　【前第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

科        目
前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

      至　平成19年12月31日）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 40,164

減価償却費及びのれん償却額 45,757

減損損失 4,778

貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 13

受取利息及び受取配当金 △ 1,514

支払利息 8,117

固定資産売却･処分損益（利益：△） 12

投資有価証券売却損益（利益：△） △ 5,378

売上債権の増減額（増加：△） △ 11,082

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 31,882

仕入債務の増減額（減少：△） △ 8,128

その他 △ 879

　　小　　　　　計 39,951

利息及び配当金の受取額 2,417

利息の支払額 △ 9,154

法人税等の支払額 △ 24,138

　　 ャ営業活動によるキ ッシュ・フロー 9,076

 Ⅱ　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 △ 54,195

有形固定資産の売却による収入 1,526

投資有価証券の取得による支出 △ 637

投資有価証券の売却・償還による収入 6,209

長短貸付金の純増減額（増加：△） △ 1,772

その他 △ 2,407

　　 ャ投資活動によるキ ッシュ・フロー △ 51,275

 Ⅲ　 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：△） 15,464

コマーシャルペーパーの純増減額（減少：△） 14,000

社債の純増減額（減少：△） △ 12,042

長期借入金の純増減額（減少：△） 39,249

配当金の支払額 △ 9,534

少数株主に対する配当金の支払額 △ 735

その他 0

　　 ャ財務活動によるキ ッシュ・フロー 46,402

 Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 45

 Ⅴ　 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 4,158

 Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 28,365

 Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 32,523
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(3)セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

  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 237,151 221,602 86,970 199,147 29,717 774,589 ― 774,589

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 55,882 12,127 27 7,121 35,964 111,124 (111,124) ― 

     振替高

　　　　   計 293,033 233,729 86,998 206,269 65,681 885,713 (111,124) 774,589

    営    業    費    用 275,512 215,038 69,676 202,230 64,935 827,394 (104,803) 722,590

17,520 18,690 17,322 4,038 746 58,319 (6,320) 51,998

(注)  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6,213百万円です。

②所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

  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 483,411 142,886 85,958 62,332 774,589 ― 774,589

     売上高

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は 36,318 30,642 3,073 23,708 93,743 (93,743) ― 

     振替高

　　　　 　計 519,730 173,528 89,031 86,041 868,332 (93,743) 774,589

487,573 165,255 86,693 71,024 810,547 (87,957) 722,590

32,157 8,273 2,338 15,016 57,785 (5,786) 51,998

(注) 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6,213百万円です。

    営    業    利 　 益

連結

計

日    本 ア ジ ア 米　　州 欧　　州

    営    業    費    用

連結

    営    業    利 　 益

計
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参　　考　　資　　料

１．業績推移

(1)連結業績推移
（単位：億円）

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

(2)事業の種類別セグメント業績の推移
（単位：億円）

合成繊維事業

化成品事業

医薬医療事業

流通・リテイル事業

ＩＴ・新事業他

合　　　　計

合成繊維事業

化成品事業

医薬医療事業

流通・リテイル事業

ＩＴ・新事業他

消去又は全社

合　　　　計

２．投入資源（連結）
（単位：億円）

（注）減価償却費には、のれんの償却額が含まれています。

３．従業員数(連結)
（単位：人）

680

380

平成21年３月期

第３四半期末

20,235

平成21年３月期

第３四半期累計期間

8

△ 30

86

21

59

7

△ 3

平成18年３月期

期　末

18,819

平成19年３月期

期　末

19,053

平成20年３月期

期　末

19,125

360

3

13

76

13

△ 31

64

712

669

第３四半期実績

△ 0

2,479

99

639

72

△ 33

18

48

13

8

平成21年３月期

第２四半期実績

792

716

33

282

630

113

2,532

△ 37

132

平成21年３月期

第１四半期実績

763

646

290

572

96

2,366

16

44

12

282

△ 23

190

805

722

274

668

151

2,620

6958

60

75

18

313

703

97

2,649

平成20年３月期

第３四半期実績

798

738

17

9

△ 23

165

2,613

52

72

38

△ 3

△ 17

165

平成20年３月期

第２四半期実績

794

752

274

682

111

△ 21

△ 150

平成20年３月期

第１四半期実績

平成20年３月期

第４四半期実績

平成21年３月期

66

27

23

平成21年３月期

第３四半期実績

2,479

72

△ 23

平成21年３月期

第１四半期実績

2,366

86

平成21年３月期

第２四半期実績

2,532

64

123

平成20年３月期

第４四半期実績

2,620

132

23

△ 106

平成20年３月期

第３四半期実績

2,6492,485

190165

154 167

従業員数

89

平成20年３月期

第２四半期実績

2,613

165

119

20

平成20年３月期

第１四半期実績

606

90

減価償却費

研究開発費

2,485

65

54

60

6

540

351

（うち 有形固定資産設備投資額）

780

726

283

営
業
損
益

外
部
売
上
高

設備投資実施額

312

平成18年３月期

通　期

668

(619)

504 627

363

平成19年３月期

通　期

平成20年３月期

通　期

846

(803)

757

(730)

564

(525)

503

285

平成21年３月期

通　期（見通し）

750

(710)
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４．為替レート

(1)海外連結子会社ＢＳ　換算レート　（期末）

19年３月期 20年３月期 21年３月期 21年３月期

第３四半期

　　円　　／米ドル 119 114 104 91

　米ドル／ユーロ 1.31 1.46 1.44 1.41

(2)海外連結子会社ＰＬ　換算レート　（期中平均）

19年３月期 20年３月期 21年３月期 21年３月期

第３四半期

　　円　　／米ドル 116 118 106 103

　米ドル／ユーロ 1.26 1.37 1.52 1.47

５．主要医薬品売上高

（単位：億円）

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

通　期 通　期 第３四半期累計

　　ボナロン® 骨粗鬆症治療剤 138 182 156

　　ワンアルファ® 骨粗鬆症治療剤 118 125 92

　　ムコソルバン® 去痰剤 115 111 81

　　ベニロン® 重症感染症治療剤 94 89 65

　　ラキソベロン® 緩下剤 48 48 37

　　ボンアルファ® 角化症治療剤 22 20 14

　　スピロペント® 気管支拡張剤 13 12 9

６．医薬品開発状況

　 （平成20年12月31日現在）

品　　　名 備  　　考

　　ＴＭＸ－６７ 痛風・高尿酸血症 追加臨床試験実施中

　　ＴＶ－０２ＨＳ
　　（ボンアルファ®）

角化症

　　ＧＧＳ（ベニロン®） Churg-Strauss症候群 08/12月承認申請

　　ＧＧＳ（ベニロン®） 多発性硬化症（MS） Ｐｈ－３

　　ＢＴＲ－１５Ｋ 気管支喘息（小児適応） Ｐｈ－３

　　ＧＴＨ－４２Ｖ 骨粗鬆症 Ｐｈ－３

　　ＴＭＡ－１５ O-157感染症 Ｐｈ－２(海外)

　　ＩＴＭ－０１４ 先端巨大症 Ｐｈ－２

　　ＴＰＣ－８０６ 心疾患 Ｐｈ－２

　　ＬＴＣ－２０３ 重症敗血症 Ｐｈ－１

　　ＩＴＭ－０７７ Ⅱ型糖尿病 Ｐｈ－１

　　ＮTC－８０１ 心房細動・粗動 Ｐｈ－１

　　ＴＭＡ－１５ O-157感染症 Ｐｈ－１(国内)

　　ＩＴＭ－０５８ 骨粗鬆症 Ｐｈ－１

品　　　名 薬　　　効

薬　　　効

08/８月承認取得
 (難治性の皮疹のみとしていた使用制限の解除）

－参２－
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