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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 166,001 △29.8 △1,516 ― △4,447 ― △17,723 ―

21年3月期第1四半期 236,636 ― 8,633 ― 6,639 ― 2,727 ―

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

22年3月期第1四半期 △18.01 ―

21年3月期第1四半期 2.77 2.77

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

22年3月期第1四半期 875,871 320,734 33.8 301.10
21年3月期 874,157 329,985 35.0 310.49

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  296,332百万円 21年3月期  305,577百万円

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  無  

平成22年３月期第２四半期以降の配当金については未定です。 
平成22年３月期の第２四半期及び期末の配当金については、先行きの業績推移を勘案しつつ、当社の配当に関する基本方針に基づいて、それぞれ中間
配当金については第２四半期の決算発表時に、期末の配当金については遅くとも平成22年３月期の決算発表までに公表する予定です。 

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

21年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
第２四半期連結累計期間の業績予想については記載していません。詳細は６ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 760,000 △19.4 13,000 △27.6 1,000 ― △28,000 ― △28.45



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) 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、８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、８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） 

※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切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、６ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績 
予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 984,758,665株 21年3月期  984,758,665株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  601,314株 21年3月期  587,193株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 984,758,665株 21年3月期第1四半期 984,237,959株
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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１四半期については主として国内は４月～６月、海外は１月～３月の概況をそれぞれ記

載しています。 

平成22年３月期第１四半期の世界経済は、米国のサブプライム問題に端を発した景気低迷が続きまし

た。米国経済と欧州経済は個人消費の低迷が続き、高度成長を維持してきた中国経済は年初輸出の減

少から成長が鈍化したものの、政府の景気刺激策もあり一部に明るい兆しも見られます。一方、日本に

おいては在庫調整の進展が見られたものの、輸出の落ち込み、設備投資の停滞等により、景気低迷が

続く展開となりました。 

このような状況のもと、当第１四半期の連結決算は、売上高が1,660億円（前年同期比29.8％減）、営

業利益は△15億円（同101億円減）、経常利益は△44億円（同111億円減）、四半期純利益は△177億円

（同205億円減）となりました。また、１株当たり四半期純利益は△18円１銭（同20円78銭減）となりました。 

売上高は、医薬医療事業が増収となったものの、合成繊維事業や化成品事業等の素材事業及び流

通・リテイル事業が販売減により減収となったこと等で大幅な減収となりました。営業利益は、素材事業で

の需要低迷のため、前年同期比で大幅減益となり赤字となりました（前年第４四半期比では赤字は縮

小）。四半期純利益は、営業利益が赤字となったことに加え、生産設備の稼動低下に伴う異常操業損失、

事業構造改善費用や金銭信託の追加拠出による損失の計上等により、大幅な減益となりました。 

なお、環境激変・需要急落により、主要素材事業においては、各事業の状況に合わせ生産調整が続

いています。また、主として素材事業において、徹底した固定費削減を中心とした、稼働率70％でも当

期純利益が確保できる事業構造改革を着実に進めています。 

当第１四半期における事業別の概況は次のとおりです。 

①合成繊維事業：売上高は463億円（前年同期比39.3％減）、営業損失40億円（同73億円減） 

◆アラミド繊維分野：需要低迷が継続し苦戦 

パラアラミド繊維｢トワロン®｣｢テクノーラ®｣が、自動車減産の影響を受け、タイヤやゴム補強用途を中

心に苦戦する状況が続きました。メタアラミド繊維｢コーネックス®｣も製鉄業の減速を受け、フィルター用

途を中心に苦戦が続いています。このような環境下で、新規用途開発を積極的に推進するほか、着実な

競争力の向上を図るべく、固定費削減を中心としたコストダウンを進めています。 

◆炭素繊維分野：一般産業用途、スポーツ・レジャー用途が軟調で低稼働率継続 

景気後退の影響を受け、一般産業用途やスポーツ・レジャー用途の需要が急落し、顕著な回復が見

られません。比較的堅調であった民間航空機用途も航空機メーカー各社の生産調整の影響が懸念され

ています。需要の低迷に対応するため日欧米それぞれの生産拠点で生産調整を実施し、適正な人員

配置、設備投資の圧縮を行い、損益分岐点を引き下げ、収益の早期改善を目指しています。また、新事

業開発グループの複合材料開発センターと協同して、炭素繊維と機能性樹脂を一体化し、「軽くて強

い」機能を持たせる自動車用途の炭素繊維複合材料の開発を進めています。なお、ドイツ子会社の新

製造ラインは平成21年５月に完成しましたが、稼働は平成22年の後半を予定しています。 
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◆ポリエステル繊維分野：国内外の市況低迷が継続 

自動車用途を中心に需要が低迷し、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

は国内市況の低迷が継続し、特にテキスタイル販売が軟調に推移したこともあり、苦戦を強いられました。

海外の子会社でも市況の低迷等で厳しい状況が続きました。 

 

②化成品事業：売上高は340億円（前年同期比47.3％減）、営業損失19億円（同40億円減） 

◆フィルム分野：PETフィルム、PENフィルムともに需要が低迷 

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。世界的な景気後退の影響が年明け後も継

続し、日本では、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、高容量データテープや自動車・電子部品用途向けのＰＥＮフィルム「テオネックス®」とも需要が大きく

減少し、きわめて厳しい事業環境となりました。しかし、３月頃から中国を中心としたアジア地域での需要

が徐々に回復しています。 

一方、欧米でも日本と同様に需要減が継続し、また、包装用途では、輸入品の価格攻勢もあり、引

き続き厳しい事業環境となりました。このような状況のもと、米国のサークルビル工場の恒久的休止、

ルクセンブルクの１生産ラインの休止に加え、７月には米国のフローレンス工場の閉鎖を意思決定す

る等、収益性改善のための構造改革を推進しています。 

◆樹脂分野：ポリカーボネート樹脂の需要は回復基調 

主力のポリカーボネート樹脂「パンライト®」は、世界経済不況の影響を受け、昨年後半から年初にか

け販売量が急落し、シンガポールと中国の生産拠点で生産調整を実施する等、１～３月は厳しい事業環

境となりました。しかし、４月以降においては、電気・電子用途、OA機器用途で需要の回復が見られ、中

国、シンガポールのポリマー工場は漸次稼働率を上げています。今後、中国の内需回復に期待が寄せ

られているところから、中国浙江省嘉興市のポリマー工場と上海のコンパウンド工場を活用し、タイムリー

な顧客対応により拡販に努めます。樹脂加工品では、「パンライト®シート」の一般産業資材向け、透明

導電性フィルム「エレクリア®」、位相差フィルム「ピュアエース®」が好調に推移しました。 

 

③医薬医療事業：売上高は324億円（前年同期比11.7％増）、営業利益65億円（同10.9％増） 

◆医薬品分野：ボナロン®※順調、痛風・高尿酸血症治療剤（ＴＭＸ-67）はアジアでの展開拡大  

週１回服用の骨粗鬆症治療薬「ボナロン®錠35mg」が順調に販売を伸ばしました。 

研究開発では、４月に中外製薬㈱と共同開発中のⅡ型糖尿病治療薬ＩＴＭ-077が第Ⅱ相臨床試験に

移行し、同月、日産化学工業㈱と共同開発中の新規心房細動及び粗動の治療薬及び予防薬

NTC-801が第Ⅱ相臨床試験に移行しました。海外では、５月に台湾アステラス製薬股份有限公司（以下

「台湾アステラス」）と痛風・高尿酸血症治療剤ＴＭＸ－67について、台湾における独占販売契約を締結

しました。「台湾アステラス」は台湾での販売承認取得手続き及び販売を行い、2013年度までの上市を

目指します。また、韓国では、ＴＭＸ－67の導出先であるエスケーケミカルズ社が、６月に韓国食品医薬

品局（ＫＦＤＡ：Korea Food and Drug Administration）より痛風発作を伴う高尿酸血症治療剤として販売

承認を取得しました。 

◆在宅医療分野：HOT は高水準のレンタル台数維持、CPAP は順調に拡大  
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。昨年10月に高機能・省エネタイ

プの新型酸素濃縮器「ハイサンソ®３R」のレンタルを開始し、更なる市場開拓を進めています。また、睡眠

時無呼吸症候群治療器（ＣＰＡＰ）は、順調にレンタル台数を拡大しています。商品ラインナップの充実

を図り、更なる市場拡大を目指します。その他、超音波骨折治療器（「ＳＡＦＨＳ®」）も順調に売上を伸ば

しています。 

また海外では、スペインで２月にラボラトリオス・デル・ドクトル・エステベ社と設立した合弁会社の子会
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社であるオキシメプラス社が、５月からカタルーニャ州において呼吸器系在宅医療サービスの提供を開

始しました 

※商標 ボナロン®/Ｂｏｎａｌｏｎ® is the registered trademark of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A 
 
④流通・リテイル事業：売上高は444億円（前年同期比22.4％減）、営業利益２億円（同77.3％減） 

衣料繊維は小売市況の低迷で苦戦、産業資材の自動車関連素材は回復の兆し 

衣料繊維部門では、円高が継続しテキスタイル輸出が不振となり、また自動車内装用原糸販売の低

迷が続く等、原料・テキスタイル分野が厳しい状況となりました。主力の衣料 OEM 事業においても、婦

人・子供服を中心に百貨店・量販店での販売の落ち込みと、販売単価下落の影響を受けて苦戦しまし

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、好調に

推移した昨年同時期よりは大幅減となりましたが、在庫調整も一段落し、受注回復の兆しが見えてきまし

た。「コーネックス®」を中心とした耐熱フィルター素材販売は、主力ユーザーの鉄鋼業界の減産・消耗品

節減の影響により大幅な販売減となりました。また新設住宅着工の不振を受けてカーテン・カーペット用

のインテリア関連素材の販売も減少しました。 

 

⑤ＩＴ・新事業他：売上高は89億円（前年同期比7.0％減）、営業利益１億円（同４億円増） 

ＩＴサービス分野は堅調に推移 

ＩＴサービス分野では、インフォコム㈱が展開するＩＴソリューション事業及びサービス事業において、前

期に引き続き収益力の向上に向けたプロジェクト管理機能の強化や、コスト削減の徹底等を図っており、

業績は堅調に推移しています。 

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

「水処理」及び「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。 

「バイオプラスチック」の分野では、植物由来の高耐熱性バイオプラスチックである「バイオフロント®」に

ついて、耐久性を大幅に向上させることが可能な「加水分解防止技術」の開発に成功しました。新技術

により改良された「バイオフロント®」は、植物由来のプラスチックでありながらエンジニアリングプラスチッ

ク並みの性能を有し、より高温・高湿度の厳しい環境にさらされる部品や部材として使用することが可能

となります。また用途開発を加速するため、松山事業所で「バイオフロント®」の中量実証プラントの建設

を進めており、計画通り８月中旬の立ち上げを予定しています。 

なお、事業の「選択と集中」を徹底する中で、ポリ乳酸ポリマーを製造・販売する、米国カーギル社との

合弁会社ネイチャーワークスＬＬＣの保有持分50％全てをカーギル社に譲渡し、６月30日を以って同社

に関する合弁契約を解消しました。独自開発の耐熱性バイオプラスチック「バイオフロント®」に経営資源

を集中し、技術開発・市場開拓を更に加速していきます。 
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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8,759億円となり、前期末に比べ17億円増加しました。これは売上高の減少により受取手形

及び売掛金が減少したものの、本年３月末の為替レートが昨年12月末に比べ円安に振れたこと、現金

及び預金の増加や、株価の上昇により投資有価証券の評価額が増加したこと等によります。 

負債は、有利子負債の増加等で前期末比110億円増加し、5,551億円となりました。この内、コマーシャ

ルペーパー、短期借入金、長期借入金等の有利子負債は、同198億円増加し、3,811億円となりました。

有利子負債の増加は、為替が円安に振れたこと、運転資金の増加や設備投資のための資金を調達した

こと等によります。 

純資産は、3,207億円となり、前期末に比べ93億円減少しました。この内「株主資本」に「評価・換算差

額等」を加えた自己資本は、2,963億円と前期末比92億円減少しました。これは、投資有価証券の評価

額が増加したことに伴い「その他有価証券評価差額金」が増加したものの、177億円の四半期純損失を

計上したことによります。 

 

キャッシュ・フロー： 

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、減価償却費及びのれん償却、

仕入債務の増加等があったものの、四半期純損失、法人税等の支払等により、合計で22億円の資金支

出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支出があったこと等により153億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174億円の資金支出となりました。 

また、構造改革の一環として、固定費や在庫の圧縮、大型設備投資２年間の凍結を実施することとし

ており、これらによりキャッシュ・フローの確保を図ります。 

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254億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、 終的な現金及び現金同等物の増加

額は88億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

（１）通期の見通し 

中国の内需成長に刺激され一部の近隣諸国では生産や輸出が回復し、日本経済も不況の 悪期を

脱して持直し局面に移行したと見られます。一方、欧米の経済に依然として回復の兆しが現れないこと

や、一時落ち着いていた原燃料価格に値戻しの動きもあることから、厳しい経営環境は今後も継続する

と考えられます。 

このような環境のもと、当社の素材関連事業分野では、一部に需要回復が確認できているものの、総

じて稼働率はなお低い水準にあります。しかし、今後、年度後半にかけて漸次需要の回復が進むものと

予想しています。一方、医薬医療事業では市場は着実な拡大が見られます。これらにより、平成22年３

月期の通期見通しは、医薬医療事業は順調に推移するものの、合成繊維事業や、化成品事業の業績
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低迷が継続していることから、売上高は7,600億円、営業利益は130億円、経常利益は10億円となる見込

みです。また、稼働率の低迷に伴う異常操業損失や事業構造改善費用等の特別損失を計上することか

ら当期純利益は△280億円となる見込みです。なお、通期の為替レートは１米ドル＝95円、１ユーロ＝

130円、また原油価格（Dubai）は通期平均で、バレル当り60米ドルを想定しています。 

重要課題である「業績の回復」と「キャッシュ・フローの確保」に向け、今後とも事業の構造改革を着

実に進めていきます。４月27日に公表した「経営基本方針」において、平成22年３月期に“黒字体質に転

換”し、平成23年３月期に“当期純利益黒字化”を達成することを目標として掲げており、当社はこれらの

実現を通じ成長軌道への回帰を目指します。 

なお、当社の素材事業の需要回復テンポや、現在進めている構造改革の実施タイミングにつき、なお

予想の幅が見込まれることから、現時点では、第２四半期連結累計期間の連結業績予想を記載しており

ません。 

 

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

  

  
平成2１年３月期

平成22年３月期

見通し 
差 

合 成 繊 維 2,732 2,000 △732 

化 成 品 2,580 1,700 △880 

医 薬 医 療 1,271 1,400 +129 

流通・リテイル 2,392 2,100 △292 

売
上
高 

ＩＴ・新事業他 459 400 △59 

 合 計 9,434 7,600 △1,834 

合 成 繊 維 △28 △140 △112 

化 成 品 2 70 +68 

医 薬 医 療 248 250 +2 

流通・リテイル 39 30 △9 

ＩＴ・新事業他 36 30 △6 

営
業
利
益 

消去又は全社 △118 △110 +8 

 合 計 180 130 △50 

 

（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、金融情勢は一時に比べると落ち着きを見せて

おり、帝人グループにおいては、資金調達に支障をきたす等の状況にはありません。 

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。 

特に、景気や他社との競合という観点からは、合成繊維のポリエステル繊維分野、化成品事業の

フィルム分野やポリカーボネート樹脂といった汎用素材の分野では、販売量、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、これらの事業は、製造原価に占める原燃
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料コストのウェイトが高いため、原油価格の動向により、損益に大きな影響を受ける可能性がありま

す。 

また、帝人グループの素材事業は中間財が多く、末端需要の拡大・縮小が各段階での在庫調整

により実体経済以上に増減する可能性があります。 

加えて、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。 

また、為替や金利の変動が、帝人グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

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、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、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。 

④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、医薬医療事業、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、ドイツ・オランダ等の欧州、米国等海外で事業展開しており、

これら海外での活動について為替変動に係るリスクのほか、特に中国及び東南アジアの各国におい

ては、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。 
・予期しない法律・規制、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 
・テロ、戦争等による社会的混乱 

 

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） 

該当事項はありません。 
 

（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１四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、法人税等調整額は、法人税等に

含めて表示しています。    

 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１四半期連結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。    
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（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完成工事及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主として工事完成基準を適用していまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１

四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しています。この変更による損益に与える影響は軽微です。 

  

 

 

 

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,919 18,956

受取手形及び売掛金 141,050 151,923

商品及び製品 96,649 95,418

仕掛品 13,163 11,641

原材料及び貯蔵品 28,930 28,005

その他 40,197 47,232

貸倒引当金 △2,495 △2,056

流動資産合計 345,416 351,120

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 164,249 167,310

その他（純額） 176,579 172,393

有形固定資産合計 340,829 339,703

無形固定資産   

のれん 65,845 66,343

その他 15,723 15,623

無形固定資産合計 81,568 81,966

投資その他の資産   

投資有価証券 70,179 60,604

その他 40,365 43,405

貸倒引当金 △2,486 △2,643

投資その他の資産合計 108,057 101,366

固定資産合計 530,455 523,036

資産合計 875,871 874,157
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 73,084 69,444

短期借入金 85,041 72,431

1年内返済予定の長期借入金 6,444 8,279

コマーシャル・ペーパー 92,000 76,000

1年内償還予定の社債 16,137 26,281

未払法人税等 1,124 2,743

引当金 17 37

その他 56,503 69,856

流動負債合計 330,352 325,074

固定負債   

社債 38,512 36,695

長期借入金 141,741 140,385

退職給付引当金 19,368 19,240

役員退職慰労引当金 1,561 1,838

その他 23,601 20,937

固定負債合計 224,785 219,097

負債合計 555,137 544,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金 101,324 101,324

利益剰余金 131,193 150,886

自己株式 △225 △225

株主資本合計 303,110 322,801

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,416 12,743

繰延ヘッジ損益 △1,026 △1,320

為替換算調整勘定 △24,167 △28,648

評価・換算差額等合計 △6,777 △17,224

新株予約権 317 321

少数株主持分 24,084 24,087

純資産合計 320,734 329,985

負債純資産合計 875,871 874,157
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(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 236,636 166,001

売上原価 178,857 124,053

売上総利益 57,778 41,947

販売費及び一般管理費 49,145 43,464

営業利益又は営業損失（△） 8,633 △1,516

営業外収益   

受取利息 105 271

受取配当金 676 533

為替差益 1,397 129

雑収入 300 243

営業外収益合計 2,479 1,177

営業外費用   

支払利息 2,388 1,775

持分法による投資損失 1,086 1,638

雑損失 998 693

営業外費用合計 4,473 4,108

経常利益又は経常損失（△） 6,639 △4,447

特別利益   

固定資産売却益 － 998

前期損益修正益 333 70

その他 70 42

特別利益合計 404 1,111

特別損失   

固定資産除売却損 184 129

異常操業損失 538 5,293

減損損失 55 604

事業構造改善費用 － 3,235

金銭信託の追加拠出による損失 － 7,198

その他 243 517

特別損失合計 1,021 16,979

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

6,021 △20,315

法人税等 3,265 △2,557

少数株主利益又は少数株主損失（△） 29 △34

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,727 △17,723
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

6,021 △20,315

減価償却費及びその他の償却費 15,971 15,081

受取利息及び受取配当金 △781 △805

支払利息 2,388 1,775

持分法による投資損益（△は益） 1,086 1,638

売上債権の増減額（△は増加） 635 14,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,424 △814

仕入債務の増減額（△は減少） 12,587 2,036

その他 △3,900 △3,167

小計 584 9,659

利息及び配当金の受取額 907 933

利息の支払額 △2,452 △1,927

法人税等の支払額 △7,847 △3,634

金銭信託の追加拠出額 － △7,198

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,807 △2,166

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 △18,353 △11,526

投資有価証券の取得による支出 △2,335 △199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△22,542 －

その他 △876 △3,544

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,108 △15,270

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） 28,164 3,076

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 13,000 16,000

長期借入れによる収入 1,418 17,057

長期借入金の返済による支出 △3,651 △3,349

社債の発行による収入 32,008 6,199

社債の償還による支出 △6,070 △11,452

配当金の支払額 △3,445 △1,968

その他 △207 △193

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,216 25,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 △960 875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,339 8,808

現金及び現金同等物の期首残高 19,093 18,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,433 27,605
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（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

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30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 76,274 64,594 28,980 57,185 9,601 236,636 ― 236,636

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 19,262 2,989 0 2,287 9,328 33,867 (33,867) ― 

      振替高

　　 　　計 95,536 67,584 28,980 59,472 18,929 270,503 (33,867) 236,636

3,285 2,139 5,858 674 △293 11,665 (3,032) 8,633

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年６月30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 46,317 34,034 32,370 44,351 8,926 166,001 ― 166,001

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 9,610 1,235 0 946 6,394 18,187 (18,187) ― 

      振替高

　　 　　計 55,928 35,270 32,370 45,298 15,320 184,188 (18,187) 166,001

△3,979 △1,850 6,497 152 78 899 (2,416) △1,516
  営 業 利 益 又 は
　営 業 損 失 （△）

  売　 上　 高　 

連結

  営 業 利 益 又 は
　営 業 損 失 （△）

計

計 連結

  売　 上　 高　 
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②所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30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 149,833 39,174 24,707 22,921 236,636 ― 236,636

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 11,340 8,296 686 7,511 27,834 (27,834) ― 

      振替高

　 　　　計 161,173 47,471 25,394 30,432 264,471 (27,834) 236,636

6,671 322 188 4,151 11,333 (2,700) 8,633

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年６月30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 119,827 22,064 12,564 11,544 166,001 ― 166,001

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 5,220 2,632 179 4,656 12,688 (12,688) ― 

      振替高

　　　 　計 125,047 24,697 12,743 16,201 178,689 (12,688) 166,001

4,672 △2,132 △715 △1,386 437 (1,954) △1,516

③海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 50,535 25,351 24,460 100,348

Ⅱ　連結売上高 236,636

Ⅲ　連結売上高に占める

      海外売上高の割合

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年６月30日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 28,934 13,401 12,708 55,044

Ⅱ　連結売上高 166,001

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。

連結

  売　 上　 高　 

  営 業 利 益 又 は
　営 業 損 失 （△）

日    本 ア ジ ア 米　　州

21.4% 10.7% 10.3% 42.4%

計

欧　　州 計

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

計

17.4% 8.1% 7.7% 33.2%

  営 　業　 利　 益

  売　 上　 高　 

計 連結日    本 ア ジ ア 米　　州 欧　　州
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参　　考　　資　　料

１．業績推移

(1)連結業績推移

（単位：億円）

平成21年３月期 平成21年３月期 平成21年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

第１四半期実績 第２四半期実績 第３四半期実績 第４四半期実績 第１四半期実績

売上高 2,366 2,532 2,479 2,056 1,660

営業利益 86 64 72 △ 43 △ 15

経常利益 66 23 △ 21 △ 95 △ 44

当期純利益 27 △ 23 △ 150 △ 284 △ 177

(2)事業の種類別セグメント業績の推移

（単位：億円）

平成21年３月期 平成21年３月期 平成21年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

第１四半期実績 第２四半期実績 第３四半期実績 第４四半期実績 第１四半期実績

合成繊維事業 763 792 669 509 463

化成品事業 646 716 712 506 340

医薬医療事業 290 282 360 340 324

流通・リテイル事業 572 630 639 551 444

ＩＴ・新事業他 96 113 99 150 89

合　　　　計 2,366 2,532 2,479 2,056 1,660

合成繊維事業 33 8 △ 0 △ 69 △ 40

化成品事業 21 18 13 △ 50 △ 19

医薬医療事業 59 48 76 65 65

流通・リテイル事業 7 13 13 6 2

ＩＴ・新事業他 △ 3 8 3 28 1

消去又は全社 △ 30 △ 31 △ 33 △ 23 △ 24

合　　　　計 86 64 72 △ 43 △ 15

２．投入資源（連結）
（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 平成22年３月期 平成22年３月期

通　期 通　期 通　期 第１四半期 通　期（見通し）

757 846 758 93 400

(730) (803) (696) (86) (360)

540 627 674 151 640

351 363 376 81 340

（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）

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

期　末 期　末 期　末 第１四半期末

19,053 19,125 19,453 19,534

（うち 有形固定資産設備投資額）

営
業
損
益

外
部
売
上
高

設備投資実施額

従業員数

減価償却費

研究開発費
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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）

20年３月期 21年３月期 22年３月期 22年３月期

第１四半期 （見通し）

　　円　　／米ドル 114 91 98 95

　米ドル／ユーロ 1.46 1.41 1.32 1.43

(2)海外連結子会社ＰＬ　換算レート　（期中平均）

20年３月期 21年３月期 22年３月期 22年３月期

第１四半期 （見通し）

　　円　　／米ドル 118 103 94 95

　米ドル／ユーロ 1.37 1.47 1.30 1.38

５．主要医薬品売上高
（単位：億円）

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

通　期 通　期 第１四半期

　　ボナロン® 骨粗鬆症治療剤 182 199 54

　　ワンアルファ® 骨粗鬆症治療剤 125 118 31

　　ムコソルバン® 去痰剤 111 105 26

　　ベニロン® 重症感染症治療剤 89 82 21

　　ラキソベロン® 緩下剤 48 47 12

　　ボンアルファ® 角化症治療剤 20 18 5

　　スピロペント® 気管支拡張剤 12 11 3

６．医薬品開発状況
（平成21年６月30日現在）

品　　　名

　　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

　　ＴＶ－０２Ｈ 尋常性乾癬 Ｐｈ－３ 輸入許可取得試験（中国）

　　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

　　ＩＴＭ－０７７ Ⅱ型糖尿病 Ｐｈ－２

　　ＮＴＣ－８０１ 心房細動・粗動 Ｐｈ－２

　　ＴＭＡ－１５ O-157感染症 Ｐｈ－１ (国内)

　　ＩＴＭ－０５８ 骨粗鬆症 Ｐｈ－１

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）

備  　　考

品　　　名 薬　　　効

薬　　　効
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