
平成２１年 ５月 １日 
各  位 

会 社 名  株式会社 クラレ 
代表者名  取締役社長  伊藤 文大 
コード番号 3405   
上場取引所 東証・大証第一部 
問合せ先  IR・広報部長 藤波 智 

TEL 03－6701－1070 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）平成２１年３月期 決算短信の一部訂正について 
 
平成２１年４月３０日に公表いたしました「平成２１年３月期 決算短信」の一部に誤り

がありましたので、下記の通り訂正させていただきます。訂正箇所には下線を付しており

ます。 
 

記 
 
「平成２１年３月期 決算短信」１ページ   
 
 ＜訂正前＞ 
  配当支払開始予定日  平成２１年６月２０日 
 
＜訂正後＞ 

  配当支払開始予定日  平成２１年６月２２日 
 

以 上 



平成21年3月期 決算短信 
平成21年4月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 クラレ 上場取引所 東 大 

コード番号 3405 URL http://www.kuraray.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 伊藤 文大

問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ・広報部長 （氏名） 藤波  智 TEL 03-6701-1070
定時株主総会開催予定日 平成21年6月19日 配当支払開始予定日 平成21年6月22日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月19日

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 376,777 △9.8 29,280 △39.2 26,797 △37.4 12,984 △49.2

20年3月期 417,601 8.4 48,130 19.7 42,817 17.2 25,554 14.0

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 37.29 37.26 3.9 5.6 7.8
20年3月期 72.15 71.99 7.3 8.6 11.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △13百万円 20年3月期  △20百万円

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 471,874 325,016 68.2 924.48
20年3月期 490,365 344,833 69.7 981.82

（参考） 自己資本   21年3月期  321,918百万円 20年3月期  341,889百万円

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 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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 46,919 △42,428 30,032 46,157
20年3月期 56,456 △45,217 △33,097 12,189

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 7,660 30.5 2.3
21年3月期 ― 12.00 ― 10.00 22.00 7,661 59.0 2.3

22年3月期 
（予想）

― 8.00 ― 8.00 16.00 53.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

160,000 △23.6 8,000 △65.6 7,000 △68.5 4,500 △66.4 12.92

通期 340,000 △9.8 20,000 △31.7 17,000 △36.6 10,500 △19.1 30.15



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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、17ページ 「４．連結財務諸表 （7） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 382,863,603株 20年3月期 382,863,603株

② 期末自己株式数 21年3月期  34,647,544株 20年3月期  34,642,074株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 182,242 △12.6 15,270 △52.6 16,423 △48.9 6,719 △64.0

20年3月期 208,451 5.9 32,221 23.4 32,111 18.4 18,680 2.6

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
円 銭 円 銭

21年3月期 19.29 19.28
20年3月期 52.74 52.63

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 392,336 276,468 70.4 793.64
20年3月期 379,463 281,770 74.2 808.97

（参考） 自己資本 21年3月期  276,359百万円 20年3月期  281,700百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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およ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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ「1.経営成績 （1）経営成績の分析 次期の見通し」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

75,000 △29.1 5,000 △64.5 5,000 △68.1 3,000 △70.3 8.62

通期 160,000 △12.2 13,000 △14.9 12,000 △26.9 7,000 4.2 20.10




