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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 765,840 △18.8 13,435 △25.2 2,085 ― △35,683 ―

21年3月期 943,409 △9.0 17,966 △72.4 △2,680 ― △42,963 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △36.26 ― △12.4 0.2 1.8
21年3月期 △43.65 ― △12.3 △0.3 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △3,389百万円 21年3月期  △8,046百万円

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

22年3月期 823,071 295,282 33.0 276.24
21年3月期 874,157 329,985 35.0 310.49

（参考） 自己資本   22年3月期  271,305百万円 21年3月期  305,577百万円

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

22年3月期 80,432 △33,436 △42,948 22,964
21年3月期 40,391 △116,303 79,178 18,796

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00 4,921 ― 1.4
22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 1,964 ― 0.7

23年3月期 
（予想）

― 2.00 ― 2.00 4.00 39.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想の前提となる仮定及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、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」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

385,000 △21.4 12,000 △20.4 9,000 1.0 2,000 381.9 2.03

通期 800,000 4.5 32,000 138.2 26,000 ― 10,000 ― 10.16
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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  

（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、25ページ「連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「1株当たり情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  2,616,343株 21年3月期  587,193株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 25,093 19.5 9,445 186.6 10,153 164.4 △16,109 ―

21年3月期 21,001 3.5 3,296 △27.9 3,840 △21.3 △35,223 ―

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

22年3月期 △16.37 ―

21年3月期 △35.78 ―

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 441,128 211,905 47.9 215.33
21年3月期 484,578 230,273 47.5 233.63

（参考） 自己資本 22年3月期  211,503百万円 21年3月期  229,952百万円
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帝人㈱(3401) 平成 22 年３月期 決算短信 

【定性的情報・財務諸表等】 

１． 経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
１）当期の経営成績： 

世界経済は、各国の景気刺激策の効果もあり、緩やかな回復が見られました。中国では内需主導の景気

回復が進み、日本を除くアジア諸国も順調に景気が回復しました。一方、日本でも景気は回復基調に入りま

したが、円高やデフレ傾向が続き、緩やかな回復に留まりました。また、米国・欧州は、景気後退に歯止めが

かかり回復基調となったものの本格的な景気回復には至っていません。 

このような状況のもと、平成22年３月期の連結決算は、後半需要が回復してきたことに加え、緊急対策及び

構造改革の効果が発現しましたが、前半の落ち込みが大きく、売上高は前期比18.8％減少し7,658億円、営

業利益は25.2％減少し134億円となりました。一方、前期27億円の赤字だった経常利益は、21億円と黒字化

しました。当期純損益は、赤字が73億円減少し、357億円の赤字となりました。また、１株当たり当期純損益は

７円39銭改善し△36円26銭となりました。 

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といった素材事業及び流

通・リテイル事業の販売減等で、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

期比で減益となりましたが、経常利益は営業外損益の改善により前期比で増益となりました。また、当期純損

益は、生産設備の稼働低下に伴う異常操業損失の発生、構造改革に関連した事業構造改善費用の発生、

特にインドネシアのポリエステル繊維子会社の譲渡に伴う損失等の費用や、金銭信託の追加拠出による損

失の計上等があったものの、法人税等の減少もあり前期比で赤字は減少しました。 

また、構造改革の一環として、主として素材事業において、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。 

緊急対策及び構造改革は以下の５点からなっています。 

・ 課題事業の構造改革（ポリエステル繊維、PET フィルム、ポリカーボネート樹脂） 

・ 高機能素材事業の構造改革 

・ 全社での徹底した固定費削減：平成22年度迄に400億円削減 

・ 大型投資の２年間凍結・運転資本効率化：平成21年度に設備投資350億円・在庫250億円削減 

・ 「構造改革」と「成長軌道への回帰」を推進する組織改革 

課題事業の構造改革は、ポリエステル繊維では、長繊維の国内からタイの子会社への生産移管やインド

ネシアの子会社の売却を行う等、着実な進捗を遂げています。固定費削減では、前期比 340 億円の削減を

実現しました。また、大型設備投資の凍結により、設備投資は前年比 395 億円削減して 363 億円に、在庫も

前期末比 288 億円圧縮して、目標としていた 1,100 億円を下回る 1,063 億円となりました。 

（注）帝人グループの国内連結子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、主

として国内は４月～３月、海外は１月～12月の状況をそれぞれ記載しています。 

 

-   - 3



帝人㈱(3401) 平成 22 年３月期 決算短信 

これらにより、重点課題として掲げていた「キャッシュ・フローの確保」については、前年の759億円の資金

支出から470億円の資金収入に1,229億円改善するとともに、目標としていた「稼働率70％でも黒字が確保で

きる事業構造」に大きく前進しました。 

 

２）事業別業績概況 

当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2,052億円（前期比24.9％減）、営業損失151億円（同123億円損失増） 

◆アラミド繊維分野：需要は順調に回復 
パラアラミド繊維「トワロン®」「テクノーラ®」が、自動車生産の回復に合わせ関連用途を中心に需要が回復

しています。「トワロン®」においては防護用途・光ファイバーケーブル用途の市場が堅調に推移したことも追

い風となりました。メタアラミド繊維「コーネックス®」も製鉄業に回復の兆しが見え、関連用途を中心に需要回

復傾向にあります。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、固定費削減を中心とした

コスト削減策を進めています。 

◆炭素繊維分野：需要減少に対し在庫圧縮・コスト削減を実施、足元に回復の兆し 
炭素繊維「テナックス®」では、前半は一般産業、スポーツ・レジャー用途の需要が減少、後半は航空機の

生産調整により、比較的堅調であった航空機用途に調整が見られ、年間を通して厳しい環境が継続しまし

た。 

このような状況のもと、営業体制強化による拡販を図るとともに、日欧米各拠点において在庫圧縮に努め

ました。加えて、人員配置の適正化や徹底したコスト削減対策を実施しました。 

各用途で在庫調整が進展し、回復の兆しが顕れる等、本格的需要回復への期待が高まっていますが、需

給バランスの回復には、しばらく時間がかかると思われます。 

◆ポリエステル繊維分野：構造改革の進展で赤字幅大幅縮小 
景気低迷の影響により厳しい事業環境が続いていますが、高採算分野へのシフトや積極的なコスト削減

を実施し、前期比で赤字は大幅に縮小しました。国内の帝人ファイバー㈱では、衣料用テキスタイルは市況

低迷の影響を受けていますが、産業資材用途は自動車用途を中心に回復基調にあります。タイ・インドネシ

アの子会社では厳しい状況が続きました。 

また、構造改革の一環として、平成21年12月18日には「インドネシアのポリエステル繊維子会社の譲渡」を

決定し、平成22年４月15日に譲渡が完了しました。 

②化成品事業：売上高1,778億円（前期比31.1％減）、営業利益80億円（同78億円増） 
◆樹脂分野：ポリカーボネート樹脂は需要回復、樹脂加工品も順調 

樹脂分野では、主力のポリカーボネート樹脂「パンライト®」は、中国内需向けの急回復により、昨年４月以

降好調に推移しました。このため中国、シンガポールのポリマー工場は、漸次稼働率を上げ、それぞれ４月

下旬、６月中旬からフル稼動を継続しました。 

樹脂加工品では、透明導電性フィルム「エレクリア®」がスマートフォン等のタッチパネル向けに販売量を伸

ばしました。また、位相差フィルム「ピュアエース®」は、携帯電話の反射防止フィルム向けが増加したことに加

え、３D映画鑑賞用メガネ用フィルムでは 60％超のシェアを獲得しており、更に販売を拡大します。 

また、昨年末、国内実用車では初めてポリカーボネート樹脂「パンライト®」がリア・クォーターウィンドウ等に
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帝人㈱(3401) 平成 22 年３月期 決算短信 

採用されました。今後、更に将来を見据えた研究開発・販売を強化します。 

◆フィルム分野：PETフィルムはアジア地域で需要回復、欧米の構造改革推進中 

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。昨年３月迄は世界的な景気後退の影響が継続

しましたが、その後はアジア地域を中心に需要は回復しました。 

日本では、昨年３月頃より光学用途向けを中心として需要が回復に転じ、特に第２四半期以降は、主力用

途の１つである FPD（フラットパネルディスプレイ）反射板向けの需要が前期を上回る活況を呈し、太陽電池

用バックシート向け等の用途も前期並みの水準まで回復しました。 

また、インドネシア及び中国の合弁会社の生産ラインは昨年４月以降フル稼働となっています。 

一方、欧米は厳しい事業環境となりました。このような状況のもと、昨年２月の米国サークルビル工場閉鎖

と同６月のルクセンブルク工場での１ラインの休止に加え、米国フローレンス工場の段階的閉鎖等の構造改

革を推進中です。昨年秋口以降は、需要の回復も見られ、構造改革の効果と相まって収益の改善に貢献し

始めました。 

③医薬医療事業：売上高1,317億円（前期比3.6％増）、営業利益242億円（同2.6％減） 

◆医薬品分野：ボナロン®※順調に拡販、痛風・高尿酸血症治療剤（ＴＭＸ-67）は展開拡大  

骨粗鬆症治療薬では、週１回服用の「ボナロン®錠35mg」が順調に販売を伸ばしたほか、活性型ビタミンD3

製剤「ワンアルファ®」も底堅く推移し、両剤で骨粗鬆症市場におけるトップシェアを維持しています。 

研究開発では、昨年４月に中外製薬㈱と共同開発中のⅡ型糖尿病治療薬「ＩＴＭ-077」、ならびに日産化

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。また、12月には、自社創製した痛風・高尿酸血症治療剤「ＴＭＸ-67（一般名：フェブキソスタッ

ト）」について、日本における製造販売承認申請を行いました。ＴＭＸ-67は、欧州の導出先であるイプセン社

が、イタリアのメナリーニ社と独占的サブライセンス契約を締結し、平成22年３月より「ADENURIC®（アデニュリ

ック）」としてフランス等で販売を開始しました。米国では、武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ社が、

「UROLIC®（ユーロリック）」の商品名で着実に売上を伸ばしています。 

◆在宅医療分野：HOT、CPAP は共に順調 

主力の酸素濃縮装置は高水準のレンタル台数を維持しています。 

睡眠時無呼吸症候群治療器（ＣＰＡＰ）も、順調にレンタル台数を伸ばしており、更なる市場拡大を目指し

ます。また、９月には、専門のスタッフが常駐するサービスセンターを開設し、医療機関及びユーザーからの

問合わせに迅速に対応しています。 

※ ボナロン®/Bonalon® はMerck & Co., Inc.の登録商標です。 

④流通・リテイル事業：売上高2,053億円（前期比14.2％減）、営業利益34億円（同11.2％減） 

衣料繊維部門はテキスタイル販売は不振も、アパレル分野拡大を推進、産業資材部門は自動車関連素材

が回復基調 
衣料繊維部門では、欧米市場低迷に円高推移、更に国内原糸メーカーの生産撤退の影響により原糸・テ

キスタイル販売は大幅に落ち込みました。一方、テレビ通販事業への参入による中国内販強化、また原宿オ

フィスの拡張や出資先ＳＰＡ（製造小売業）新会社イッツインターナショナル㈱の店舗オープンによる首都圏

衣料ビジネスの拡大等、アパレル分野の開拓を進めました。 

産業資材部門では、自動車関連資材のタイヤ・エアーバッグ用途の販売は前期比７～８割まで回復しまし
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帝人㈱(3401) 平成 22 年３月期 決算短信 

たが、運搬ベルト・ゴムホース用途の販売は低調に推移しました。またインテリア分野における床壁材・カー

テン、リビング用品分野は積極的な商権拡大への取り組みが奏功し好調に推移しました。 

⑤ＩＴ・新事業他：売上高459億円（前期比横這い）、営業利益30億円（同17.7％減） 

ＩＴサービス分野は堅調に推移 
ＩＴサービス分野では、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

の徹底等を進めました。また、コンテンツ配信やｅ-コマース事業の更なる拡大を図るとともに、データセンタ

ー事業の競争力強化を継続的に進めており、業績は堅調に推移しています。 

また、11月30日付けで、インフォコム㈱の普通株式7,200株（５％）を取得し、持分は55.14％となりました。 

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」、「複合材料」、「高機能電子材料」、「高熱

伝導材料」及び「水処理」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。また松山事業所で

建設を進めてきた実証プラントの建設が予定どおり完成し、９月から稼働を開始しました。これらの施策により

開発を加速していきます。 

基礎研究の分野では、バイオポリマーや先端医療材料、エレクトロニクス材料等の技術、及びそれらの融

合領域の研究開発を行う新たな拠点として、７月に東京研究センター内に「融合技術研究所」を開設しまし

た。 

３）次期見通し 

①全社業績見通し                                        （単位：億円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成23年３月期 8,000 320 260 100

平成22年３月期 7,658 134 21 △357

差 +342 +186 +239 +457

増減率 +4% +138% － －

平成22年度の世界経済は、中国を始めとするアジア地域では力強い回復が持続し、日本や欧米では、

緩やかながら景気回復が続くと予想されます。一方、原油価格を筆頭とした原燃料価格の上昇リスクや、東

南アジア・欧州の地政学的・経済変動リスク等企業をとりまく環境は予断を許しません。 

このような環境のもと、当社の素材関連事業分野では、自動車分野や電気・電子分野等で回復傾向が持

続する等、需要は着実に増加すると予想され、生産稼働率も平成20年度の第４四半期を底に改善傾向が続

いています。一方、医薬医療事業では、市場は着実な拡大が見られ、特に、欧米で展開している痛風・高尿

酸血症治療剤ＴＭＸ-67の拡大が期待されます。これらにより、素材事業での原燃料価格上昇や、医薬医療

事業における薬価・診療報酬改定（平成22年４月）の影響が想定されるものの、業績は順調に回復する見込

みです。 

以上により、連結業績見通しは、売上高は8,000億円、営業利益は320億円、経常利益は260億円、当期

純利益については100億円を予想しています。売上高及び営業利益は、素材事業を中心に増収、増益を見
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込んでいます。なお次期の為替レートは１米ドル＝90円、１ユーロ＝130円、原油価格（Dubai）はバレル当り

80米ドルを想定しています。 

②セグメント別※業績見通し                              （単位：億円） 

 売上高 営業利益 

 （中間期） 通期 （中間期） 通期 

高 機 能 繊 維  550 1,150 0 10 

ポリエステル繊維 500 1,000 △5 0 

化 成 品 950 2,000 60 140 

医 薬 医 療 650 1,350 110 230 

流通・リテイル 1,000 2,100 10 40 

Ｉ Ｔ ・ そ の 他 200 400 5 30 

消去又は全社 － － △60 △130 

合 計 3,850 8,000 120 320 

 
※「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が平成22年度から適用されることに伴い、「合成繊維」を「高

機能繊維」と「ポリエステル繊維」に分割して開示しています。また、「IT・新事業他」は、「IT・その他」と名称

を変更しています。 

（２）財政状態に関する分析 
１）資産、負債、純資産及びキャシュ・フローの状況に関する分析 
①資産、負債、純資産 

総資産は8,231億円となり、前期末に比べ511億円減少しました。これは、在庫の削減や大型設備投資の

凍結と減価償却の進捗により有形固定資産残高が減少したこと等によります。 

負債は前期末比164億円減少し、5,278億円となりました。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411億円減少し、3,203億円となりました。有利子負債の減少は、設備投

資の抑制や在庫削減等により確保したキャッシュ・フローを原資として返済を進めたこと等によります。 

純資産は2,953億円となり、前期末に比べ347億円減少しました。この内「株主資本」に「評価・換算差額

等」を加えた自己資本は、2,713億円と前期末比343億円減少しました。これは、357億円の当期純損失を計

上したこと等によります。 

②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、多額の税金等調整前当期純損失に加え、売上債権の増加

や法人税等の支払があったものの、在庫の削減、仕入債務の増加や、減価償却費及びその他の償却費等

により、804億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、大型設備投資の凍結により、設備投資を前年度の758億円から363億

円に圧縮したものの、投資有価証券の売却による収入等との差し引きで334億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470億円の資金収入となりました。 

-   - 7



帝人㈱(3401) 平成 22 年３月期 決算短信 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債の発行・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429億円の資金支出となりました。 

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

41億円となりました。 

 
２）財政状態の見通し 

キャッシュ・フローを確保することを 大限に重視し、大型設備投資の凍結を継続し、当面は今まで実施し

てきた先行投資の成果極大化を図ります。また、また、在庫を中心とした運転資本の効率化にも取り組みま

す。これらにより、平成23年３月期にＲＯＡ4.0％、ＲＯＥ3.6％、Ｄ/Ｅレシオ1.1を目指します。 

 
３）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成18年

３月期 

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23年

３月期 

（見通し）

ＲＯＡ 8.5％ 7.7％ 6.5％ 1.9％ 1.6％ 4.0% 

ＲＯＥ 7.9％ 9.7％ 3.3％ △12.3％ △12.4％ 3.6% 

Ｄ／Ｅレシオ 0.88 0.81 0.83 1.18 1.18 1.1 

自己資本比率 35.9％ 36.7％ 38.5％ 35.0％ 33.0％ 34% 

時価ベースの自己資本比率 56.1％ 51.0％ 40.6％ 27.8％ 36.9％ － 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率 
4.0 3.1 6.1 8.9 4.0 － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
11.3 11.5 4.5 4.0 13.1 － 

（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 

・ ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）：当期純利益／期首・期末平均自己資本 

・  Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債自己資本比率）：期末有利子負債／期末自己資本 

・ 自己資本比率：（期末純資産の合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）／期末総資産 
※平成18年３月期の「自己資本比率」の欄には、従来の「株主資本比率」を記載しています。 

・ 時価ベースの自己資本比率：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。 
※時価ベースの総資本・・・期末自己資本を時価ベースに置き換えて算出。 

・ キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

１）利益配分に関する基本方針： 

当社は、「連結業績に連動した配当」を行うことを利益配分の基本方針とし、併せて「財務体質の健全性

や中長期の配当の継続性」を勘案して実施することにしています。また、内部留保については、当面、事業

構造改革を通じた競争力の回復に活用し、中長期的には、販売、研究開発及び生産体制の整備・拡充に

向けた先行投資に充当します。 

２）当期及び次期の配当予想： 

当期の期末の配当金は１株当たり 2.0 円（前期末 2.0 円）を実施させていただきます。中間配当は見送りと

させていただきましたので、年間の配当金は、2.0 円となります。また、次期配当金につきましては、次期連結

業績見通しを前提として、中間配当金 2.0 円及び期末配当金 2.0 円の合計で、通期配当金は 4.0 円となる

見通しです。 

（４）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
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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・

シンガポール等の東南アジア、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・規制の施行、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 
・経済変動、政変・テロ・戦争等による社会的混乱 
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２．企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は当社、子会社123社及び関連会社32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㈱、Teijin Polyester (Thailand) Limited、Teijin Aramid 

B.V.等連結子会社15社、非連結子会社９社及び関連会社３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11社、非連結子会社６社及び関連

会社７社は紡績、織、編、染等の繊維の加工・販売等を行っています。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４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２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㈱、PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS 等連結子会社３社及び

DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership 等関連会社６社はフィルムの製造・販売を行って

います。非連結子会社１社はフィルムの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

はプラスチックの成形加工を行っています。連結子会社７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㈱等連結子会社６社、非連結子会社３社及び関連会社５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等を行っています。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６

社及び関連会社４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８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）及び非連結子会社１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６社、非連結子会社５社及び関連会社１社

は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。 

 

－11－ 



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㈱

　◎Thai Namsiri Intertex Co.,Ltd. 　◎Teijin Polyester (Thailand) Limited 　◎㈱テイジンアソシアリテイル

　◎南通帝人有限公司 　◎TEIJIN (THAILAND) LIMITED 　◎㈱帝健

　△スミノエテイジンテクノ㈱ 　◎帝人テクノプロダクツ㈱

　◎Teijin Aramid B.V.

他　20社 　◎Teijin Monofilament Germany GmbH 他　20社

　◎帝人コードレ㈱ 他　21社

　◎東邦テナックス㈱

　◎Toho Tenax Europe GmbH

他　２社

　◎帝人フィルム㈱

　◎帝人デュポンフィルム㈱

　△DuPont Teijin Advanced Papers 　◎PT. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS

（Asia）Limited 　○フィルム加工㈱

　△DuPont Teijin Films U.S.

Limited Partnership

　△DuPont Teijin Films

 Luxembourg S.A.

他　６社

　◎帝人化成㈱

　◎インフォコム㈱ 　◎TEIJIN POLYCARBONATE 

　◎帝人ファーマ㈱ 他　９社 SINGAPORE PTE Ltd.

　◎帝三製薬㈱ 　◎TEIJIN POLYCARBONATE CHINA Ltd.

　◎帝人在宅医療㈱ 　◎広島プラスチック㈱

　◎Braden Partners L.P. 　◎帝人エンジニアリング㈱ 　△ウィンテックポリマー㈱

　◎Associated Healthcare Systems, Inc.　 　◎呉興業㈱ 他　13社

　△Esteve Teijin Healthcare S.L. 　◎帝人エンテック㈱

他　８社 　◎帝人物流㈱

　◎帝人クリエイティブスタッフ㈱

　○㈱帝人知的財産センター

　◎Teijin America, Inc. 他　11社 （子会社） 123社

（関連会社） 32社

　◎Teijin Holdings USA, Inc.

　◎Teijin Holdings Netherlands B.V.

※　◎印：連結子会社  ○印：非連結子会社

  △印：関連会社

製品・原料等の流れ

サービス等の流れ

　△デュポン帝人アドバンスドペーパー㈱

在宅医療サービス等

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

海外持株会社

アラミド紙等の販売

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
（15社）

化成品事業
（30社）

繊維製品の企画・販売等

合成繊維事業
（58社）

流通･リテイル事業
（23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  ㈱

（29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

帝人㈱(3401)　平成22年３月期　決算短信
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３． 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」を通じて企業理念としている「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※1」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※2」の三つを軸として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※3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」「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 企業理念は、「クォリティ・オブ・ライフ」を中心として「社会とともに成長します」「社員とともに成長します」の３つです。 

※2 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 

※3 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）目標とする経営指標 

素材事業の業績回復及び緊急対策と構造改革の効果発現により平成22年度に当期純利益の黒字化を

達成し、平成23年度には成長軌道への回帰を目指しています。 

平成23年度の経営指標の目標として、ＲＯＡ（総資産営業利益率）６％以上、ＲＯＥ（自己資本当期純利

益率）７％以上、またＤ／Ｅレシオ（有利子負債／自己資本）1.0以下をイメージしています。 

（３）会社の対処すべき課題 

１）全社課題 

平成22年度は、「構造改革を完了し、黒字化を実現する年」と位置付けています。 

平成20年度後半から行っている素材事業での「緊急対策と構造改革の効果フル発現」と中国、ASEAN

等を中心とした世界経済の回復による需要回復や、安定的な収益構造を持つ医薬医療事業等により「黒

字化の達成」を目指します。 

素材事業においては、グローバルな視点での最適生産体制を確立すると共に、社外との連携も含め川

中・川下分野の拡大を図ります。サービス事業においては、独自のビジネスモデルの深化を通じて高収益

体質を築きます。また、グループ共通の活動として、急速な市場の変化に対応して営業力の再強化を図る

とともに、技術力の強化・新規事業の育成と成長分野・成長地域での拡大に注力します。一方、財務健全

性の改善のため、大型設備投資の凍結や運転資本の効率化を継続し、キャッシュ・フローの確保に注力し

ます。 

帝人グループは技術革新を核に、高機能素材領域やグリーン・エネルギー領域等の「グリーンケミストリ

ー」、医薬品と在宅医療の「ヘルスケア」及び先端医療材料やバイオプラスチック等の「融合領域」の分野で

ソリューションを提供し持続的成長を実現します。 
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既存事業では、「アラミド繊維のケーブルや石油掘削用ホース補強」、「炭素繊維複合材料の航空機や

自動車向け部材」、「ポリカーボネート樹脂製の自動車窓」のような、軽量化や省エネに貢献する素材や、

「ＰＥＴフィルムの太陽電池用途」、「ＰＥＴ繊維のケミカルリサイクル」のように、二酸化炭素排出量削減に貢

献する素材等、地球環境に配慮した素材を提供していく一方、医薬品では、重点分野のひとつである代

謝・循環器分野で、痛風・高尿酸血症治療剤ＴＭＸ-67のグローバル展開を推進します。また、在宅医療で

は、米国やスペインで着実な拡大を図ります。 

また、新規事業では、重点分野として、「バイオプラスチック」、「複合材料」、「高機能電子材料」、｢高熱

伝導材料｣及び「水処理」を定め、各分野で、早期事業化を目指し開発を強化しています。「バイオプラスチ

ック」分野では、高耐熱・成形加工性を特徴として市場開拓を行っており、実証プラントのスケールアップ等

で平成23年には5,000トン規模の量産体制を目指します。「複合材料」分野では、炭素繊維複合材料を中

心として、自動車・航空機等の市場をターゲットに、技術開発と用途開発を顧客と一体となって進めていま

す。また、「高機能電子材料」分野では、リチウムイオンバッテリー用の耐熱セパレータ、「高熱伝導材料」分

野では、放熱材料の開発を加速します。併せて、水処理事業の中国本格展開を推進します。 

２）事業別課題 

 高機能繊維事業では、「アラミド繊維分野」は、新製品・新規用途開発を積極的に推進し、需要の開

拓・拡販と、コスト・在庫削減に注力し、事業構造の強化を図ります。「炭素繊維分野」は、赤字縮小を目指

し、営業力強化による需要開拓・拡販を進めるとともに、徹底した固定費の削減と効率的な生産体制の構

築に取り組み、稼働率70％で収益が確保できる事業構造の確立を目指します。また、複合材料事業の拡

大に注力します。 

ポリエステル繊維事業では、平成21年度に決定した構造改革プランのうち、実行中の課題である「長繊

維の国内からタイの子会社への生産移管」や「工業用繊維の国内とタイの生産拠点での最適生産体制へ

の移行」を着実に進め、グローバル最適生産体制の構築により徹底的なコスト削減を図るとともに、商品開

発や川中・川下への展開も進め、黒字転換の達成を目指します。 

化成品事業では、「樹脂分野」は、高い成長が見込まれる中国や ASEAN での事業基盤を更に強化しま

す。また、グローバル生産体制の最適化、効果的な原料調達を追求するとともに、コンパウンドや樹脂加工

等による付加価値製品の拡大に取り組みます。「フィルム分野」は、厚物需要の増加に対応するべく、生産

設備の能力増強を推進しています。また、成長が続くアジアへのシフトと、米国とルクセンブルグ工場の構

造改革を着実に進め、収益を生み出す事業構造への転換を目指します。 

医薬医療事業では、骨粗鬆症治療薬を始めとする医薬品や、在宅医療機器の一層の拡販により、収益

の確保を図ります。また、痛風・高尿酸血症治療剤ＴＭＸ-67 を欧米で早期拡販するとともに、中国等欧米

以外の地域への展開を推進します。また、新薬開発の着実な進展を図ります。一方、在宅医療事業では、

海外拠点を含む収益力強化を図ります。 

流通・リテイル事業では、多様化する市場ニーズに対応したグローバル・ネットワークを活用し、成長分野

での商権創出に注力します。 

IT・その他事業のＩＴ事業分野では、景気に左右されない収益体質を確立し、着実な成長を図ります。 

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。 

-   - 14



４．連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,956 23,122

受取手形及び売掛金 151,923 158,951

商品及び製品 95,418 71,583

仕掛品 11,641 9,389

原材料及び貯蔵品 28,005 25,342

短期貸付金 5,605 3,499

繰延税金資産 9,169 19,782

その他 32,456 23,745

貸倒引当金 △2,056 △2,671

流動資産合計 351,120 332,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 82,730 82,652

機械装置及び運搬具（純額） 167,310 163,010

土地 46,179 45,635

建設仮勘定 26,476 9,258

その他（純額） 17,007 16,344

有形固定資産合計 339,703 316,901

無形固定資産   

のれん 66,343 59,820

その他 15,623 17,613

無形固定資産合計 81,966 77,434

投資その他の資産   

投資有価証券 60,604 58,416

長期貸付金 3,024 4,178

前払年金費用 16,746 16,207

繰延税金資産 2,890 2,438

その他 20,743 16,753

貸倒引当金 △2,643 △2,004

投資その他の資産合計 101,366 95,990

固定資産合計 523,036 490,325

資産合計 874,157 823,071

帝人㈱(3401）　平成22年３月期　決算短信  
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,444 84,256

短期借入金 72,431 54,136

1年内返済予定の長期借入金 8,279 10,023

コマーシャル・ペーパー 76,000 51,000

1年内償還予定の社債 26,281 14,295

未払法人税等 2,743 5,024

繰延税金負債 362 157

未払費用 19,402 17,117

値引割戻引当金 17 －

完成工事補償引当金 4 －

返品調整引当金 16 －

事業構造改善引当金 － 18,129

その他 50,090 39,707

流動負債合計 325,074 293,848

固定負債   

社債 36,695 32,973

長期借入金 140,385 155,505

退職給付引当金 19,240 18,474

役員退職慰労引当金 1,838 1,800

持分法適用に伴う負債 23 18

繰延税金負債 8,913 10,577

その他 12,000 14,589

固定負債合計 219,097 233,940

負債合計 544,171 527,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金 101,324 101,327

利益剰余金 150,886 112,983

自己株式 △225 △772

株主資本合計 322,801 284,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,743 13,025

繰延ヘッジ損益 △1,320 298

為替換算調整勘定 △28,648 △26,373

評価・換算差額等合計 △17,224 △13,049

新株予約権 321 401

少数株主持分 24,087 23,575

純資産合計 329,985 295,282

負債純資産合計 874,157 823,071
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(2)連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 943,409 765,840

売上原価 724,774 573,938

売上総利益 218,635 191,901

販売費及び一般管理費 200,669 178,465

営業利益 17,966 13,435

営業外収益   

受取利息 616 657

受取配当金 1,173 934

雑収入 1,634 1,099

営業外収益合計 3,424 2,690

営業外費用   

支払利息 10,495 5,785

持分法による投資損失 8,046 3,389

為替差損 925 991

雑損失 4,603 3,875

営業外費用合計 24,071 14,040

経常利益又は経常損失（△） △2,680 2,085

特別利益   

固定資産売却益 1,272 1,022

投資有価証券売却益 200 7,229

貸倒引当金戻入額 17 75

移転補償金 70 120

前期損益修正益 382 －

その他 137 1,022

特別利益合計 2,081 9,470

特別損失   

固定資産処分損 2,332 －

固定資産売却損 46 －

固定資産除売却損 － 1,509

投資有価証券評価損 2,700 1,221

貸倒引当金繰入額 312 600

異常操業損失 10,184 10,712

減損損失 11,587 4,386

環境対策費 16 408

事業構造改善費用 3,319 20,621

金銭信託の追加拠出による損失 － 7,198

その他 2,804 1,492

特別損失合計 33,305 48,151

税金等調整前当期純損失（△） △33,904 △36,595

法人税、住民税及び事業税 7,330 7,765

法人税等調整額 2,911 △9,288

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,182 610

当期純損失（△） △42,963 △35,683
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(3)連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 70,815 70,816

当期変動額   

新株の発行 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 70,816 70,816

資本剰余金   

前期末残高 101,324 101,324

当期変動額   

新株の発行 0 －

自己株式の処分 △41 2

自己株式処分差損の振替 40 －

当期変動額合計 △0 2

当期末残高 101,324 101,327

利益剰余金   

前期末残高 199,952 150,886

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,342 －

当期変動額   

剰余金の配当 △6,398 △1,968

当期純損失（△） △42,963 △35,683

その他 △1,006 △250

自己株式処分差損の振替 △40 －

当期変動額合計 △50,408 △37,903

当期末残高 150,886 112,983

自己株式   

前期末残高 △244 △225

当期変動額   

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 95 33

当期変動額合計 18 △546

当期末残高 △225 △772

株主資本合計   

前期末残高 371,848 322,801

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,342 －

当期変動額   

新株の発行 1 －

剰余金の配当 △6,398 △1,968

当期純損失（△） △42,963 △35,683

その他 △1,006 △250

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 54 35

当期変動額合計 △50,388 △38,447

当期末残高 322,801 284,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 24,062 12,743
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,318 281

当期変動額合計 △11,318 281

当期末残高 12,743 13,025

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △340 △1,320

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 1,619

当期変動額合計 △979 1,619

当期末残高 △1,320 298

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,559 △28,648

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,088 2,274

当期変動額合計 △24,088 2,274

当期末残高 △28,648 △26,373

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,161 △17,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,386 4,175

当期変動額合計 △36,386 4,175

当期末残高 △17,224 △13,049

新株予約権   

前期末残高 221 321

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 80

当期変動額合計 99 80

当期末残高 321 401

少数株主持分   

前期末残高 20,017 24,087

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,070 △511

当期変動額合計 4,070 △511

当期末残高 24,087 23,575

純資産合計   

前期末残高 411,249 329,985

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1,342 －

当期変動額   

新株の発行 1 －

剰余金の配当 △6,398 △1,968

当期純損失（△） △42,963 △35,683

その他 △1,006 △250

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 54 35

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,216 3,743

当期変動額合計 △82,605 △34,703

当期末残高 329,985 295,282
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △33,904 △36,595

減価償却費及びその他の償却費 67,363 61,879

減損損失 11,587 4,386

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,716 △551

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 18,129

貸倒引当金の増減額（△は減少） △163 △67

受取利息及び受取配当金 △1,789 △1,591

支払利息 10,495 5,785

持分法による投資損益（△は益） 8,046 3,389

固定資産除売却損益（△は益） 1,106 486

投資有価証券売却損益（△は益） △198 △7,165

投資有価証券評価損益（△は益） 2,700 1,221

売上債権の増減額（△は増加） 33,989 △7,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,400 29,631

仕入債務の増減額（△は減少） △35,110 15,451

その他 △3,152 6,891

小計 58,286 94,047

利息及び配当金の受取額 3,526 3,773

利息の支払額 △10,142 △6,155

法人税等の支払額 △11,279 △4,034

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 40,391 80,432

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 △75,844 △34,119

有形固定資産の売却による収入 2,021 1,757

投資有価証券の取得による支出 △3,805 △1,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△24,536 －

投資有価証券の売却による収入 693 10,242

短期貸付金の増減額（△は増加） △8,084 △2,502

長期貸付けによる支出 △1,071 △1,804

長期貸付金の回収による収入 672 260

その他 △6,348 △6,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,303 △33,436

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） 36,321 △20,488

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △23,000 △25,000

社債の発行による収入 50,320 15,226

社債の償還による支出 △32,764 △28,436

長期借入れによる収入 68,886 25,753

長期借入金の返済による支出 △13,301 △8,473

配当金の支払額 △6,398 △1,968

少数株主への配当金の支払額 △878 △169

その他 △7 606

財務活動によるキャッシュ・フロー 79,178 △42,948
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,991 80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,274 4,128

現金及び現金同等物の期首残高 19,093 18,796

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）

△1,571 39

現金及び現金同等物の期末残高 18,796 22,964
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結及び持分法の適用範囲

　連結子会社数　　　 81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　　 42社
内持分法適用会社　 41社 フィルム加工㈱、㈱帝人知的財産センター　ほか

　関連会社数　　　　 32社
内持分法適用会社　 29社 DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership  ほか

　　なお、持分法を適用していない子会社１社、関連会社３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　 （新規） ０社
（除外） ２社

住江織物㈱との新合弁会社であるスミノエテイジンテクノ㈱に対して持分を譲渡したこ
とにより連結適用外となった会社

帝人テクロス㈱
尾張整染㈱

（新規） １社
住江織物㈱との新合弁会社の設立により持分法適用会社となった会社

スミノエテイジンテクノ㈱
（除外）　 12社

清算した会社
ナップス㈱ 他４社

合併により持分法適用外となった会社
新潟スリープラボ㈱ 他３社　
（当社連結子会社である帝人在宅医療㈱に吸収合併)

株式の譲渡等により持分法適用外となった会社
NatureWorks LLC 他２社　

決算日等に関する事項

　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、Teijin Holdings USA Inc.、Teijin Polyester (Thailand)
Limited、TEIJIN (THAILAND) LIMITED、PT. Teijin Indonesia Fiber Tbk.、南通帝人有限公司、Thai Namsiri 
Intertex Co., Ltd.、PT.INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS、TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE 
PTE Ltd.、Teijin America Inc.等41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45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。

　持分法
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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・・・・・・・・主として総平均法による原価法

　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。）

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

　　（評価差額は全部純資産直入法により処理しています。売却原価は
 　　 移動平均法により算定しています。）

・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
　 ついては定額法を採用しています。

在外会社…定額法

無形固定資産
定額法。なお、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に基づいています。

４．重要な引当金の計上基準
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。

事業構造改善・・・・・・ 事業構造改善のために今後発生が見込まれる損失について、合理的に見積もられる
引当金 金額を計上しています。
退職給付引当金・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度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、当連結会計年度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連結会計年度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。
（会計処理の変更）
　当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計
基準第19号　平成20年７月31日）を適用しています。
　この変更による損益に与える影響はありません。

役員退職慰労・・・・・・ 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連結会計年度末に
引当金 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。
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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、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めています。

　　　
６．重要なヘッジ会計の方法

(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
通貨スワップ 借入金、社債
金利スワップ　　　　　 同　　　上
コモディティ・スワップ 燃料油

(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、金利変動リスク及び燃料価格変動リスクをヘッジ
しています。

　 (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。

７．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)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。

のれんの償却に関する事項
　　のれんは、原則として５年間から20年間の効果が及ぶ期間で均等償却しています。

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。
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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

会計処理の変更

１．工事契約に関する会計基準

　　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18号　平成19年12月27日）を当連結会計年度より適用し、

　当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度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。

表示方法の変更

１．連結貸借対照表関係

　　前連結会計年度まで区分掲記していた流動負債の「値引割戻引当金」「完成工事補償引当金」「返品調

　整引当金」（当連結会計年度はそれぞれ17百万円、４百万円、11百万円）は、金額的重要性が乏しいことか

　ら、当連結会計年度より流動負債の「その他」に含めて表示しています。

２．連結損益計算書関係

　　前連結会計年度まで区分掲記していた特別利益の「前期損益修正益」（当連結会計年度は75百万円）

　は、金額的重要性が乏しいことから、当連結会計年度より特別利益の「その他」に含めて表示しています。

　　また、前連結会計年度まで区分掲記していた特別損失の「固定資産処分損」「固定資産売却損」（当連結

　会計年度はそれぞれ1,415百万円、93百万円）は、金額的重要性及び区分掲記の必要性の見直しを行い、

　当連結会計年度より特別損失の「固定資産除売却損」として合算して表示しています。
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注記事項

（連結貸借対照表の注記） 　　     (単位：百万円）

（前連結会計年度末） （当連結会計年度末）

1．有形固定資産の減価償却累計額

２．担保提供資産

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

４．保証債務(保証予約､経営指導念書等を含む)

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

６．受取手形割引高

７．売掛金の流動化による譲渡高

（連結損益計算書の注記）

１．減損損失

　　当連結会計年度において、帝人グループは主に以下の資産について減損損失5,727百万円を計上しました。

なお、この内不採算事業の撤収等の事業再編に伴う減損損失1,340百万円については、事業構造改善費用に

含めて表示しています。

1,757

1,277

927

756

413

171

148

140

135

　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。

　当連結会計年度において、経済環境の悪化に伴う市況の低迷等により、上記事業用資産については、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７～10％で割り引いて算定しています。

　また、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は、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（174百万円）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、売却や転用が困難な資産については零としています。

合成樹脂設備

土地、機械装置等

機械装置等

動力設備 機械装置等

機械装置

遊休資産 ソフトウェア

愛媛県松山市

米国　サウスカロライナ州　

その他

場所

ドイツ　ボービンゲン

石川県能美市他

広島県三原市

愛媛県松山市

東京都千代田区

合成繊維設備 機械装置等

機械装置、無形固定資産等

広島県三原市

合成繊維設備

合成繊維設備

-

101

2,393

減損損失（百万円）

573,798

156

2,321

11,965

543,621

351

2,242

13,200

－ －

15,000

40

2,756

土地、機械装置等

用途 種類

合成繊維設備他

合成繊維設備他
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（連結株主資本等変動計算書の注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) １． 自己株式（普通株式）の株式数の増加2,109,925株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,000,000株、

単元未満株式の買取りによる増加109,925株によるものです。

２． 自己株式（普通株式）の株式数の減少80,775株は、単元未満株式の売却による減少36,775株、ストック・オプションの

  行使による減少44,000株によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３． 配当に関する事項
(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（連結キャッシュ・フロー計算書の注記）

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）

（前連結会計年度末） （当連結会計年度末）

　　　　　現金及び預金勘定

　　　　　預入期間が３ヶ月を超える定期預金
　　　　　現金及び現金同等物

18,956

△159
18,796

新株予約権の目的
となる株式の種類

―

―

平成21年３月31日 平成21年５月29日

配当金の総額

1,968百万円

株式の種類

普通株式

平成22年５月10日
取締役会

（決議）

平成21年５月11日
取締役会

（決議）

― 984,758,665

当連結会計
年度末

新株予約権の目的となる株式の数（株）

前連結会計
年度末

2,616,34380,7752,109,925

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式（普通株式）

自己株式（普通株式）

前連結会計年度末
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数

（株）

984,758,665

587,193

―

当連結会計
年度末残高
（百万円）

基準日

401

401

新株予約権の内訳

ストック･オプション
としての新株予約権

合計

区分

提出会社
（親会社）

23,122

△158
22,964

株式の種類

普通株式

配当金の総額

1,964百万円

１株当たり
配当額

　２円00銭

配当の原資

１株当たり
配当額

　２円00銭

平成22年５月31日利益剰余金

基準日

平成22年３月31日

効力発生日

効力発生日
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

(1)当連結会計年度（自 平成21年４月１日　至 平成22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 205,154 177,791 131,710 205,313 45,869 765,840 ― 765,840

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 47,481 6,977 0 4,786 31,351 90,598 (90,598) ― 

      振替高

           計 252,635 184,769 131,711 210,100 77,221 856,438 (90,598) 765,840

267,746 176,772 107,510 206,660 74,267 832,956 (80,551) 752,404

△ 15,111 7,996 24,201 3,440 2,954 23,482 (10,046) 13,435

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出

　 資　　産 357,205 181,999 108,913 78,212 51,255 777,586 45,485 823,071

　 減　価　償　却　費 27,438 12,566 8,920 270 2,204 51,400 3,140 54,540

　 減　損　損　失 5,201 171 ― 39 140 5,552 174 5,727

　 資　本　的　支　出 14,184 5,797 8,443 159 2,262 30,846 5,467 36,313

　　　　

(注) １． 営業費用の内、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は10,324 百万円であり、その主なものは、

基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は 112,483百万円であり、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． 減損損失の内、1,340百万円については事業構造改善費用に含めて表示しています。

   営  業  利  益  又  は
   営  業  損  失  (△)

計 連結

   営  業  費  用
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(2)前連結会計年度（自 平成20年４月１日　至 平成21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 273,207 258,004 127,146 239,163 45,888 943,409 ― 943,409

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 61,573 9,742 1 7,870 41,223 120,411 (120,411) ― 

      振替高

  　　　　計 334,781 267,746 127,147 247,034 87,112 1,063,821 (120,411) 943,409

   営　業　費　用 337,561 267,520 102,309 243,160 83,523 1,034,075 (108,631) 925,443

△2,779 226 24,838 3,873 3,588 29,746 (11,779) 17,966

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出

　 資　　産 396,937 188,287 107,845 82,846 52,749 828,666 45,490 874,157

　 減　価　償　却　費 30,996 15,891 9,080 279 2,089 58,337 2,513 60,851

　 減　損　損　失 8,886 2,049 ― ― 298 11,234 353 11,587

　 資　本　的　支　出 47,531 10,509 7,368 391 3,663 69,464 6,341 75,805

(注) １． 営業費用の内、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は11,883百万円であり、その主なものは、基礎研究・

本社管理部門に係る費用です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は92,827百万円であり、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。

計 連結

   営  業  利  益  又  は
   営  業  損  失  (△)
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２．所在地別セグメント情報

(1)当連結会計年度（自 平成21年４月１日　至 平成22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 535,214 132,746 51,913 45,965 765,840 ― 765,840

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 26,431 18,999 419 21,788 67,638 (67,638) ― 

      振替高

           計 561,645 151,746 52,333 67,753 833,479 (67,638) 765,840

534,310 150,141 54,925 71,545 810,923 (58,519) 752,404

27,334 1,604 △2,592 △3,792 22,555 (9,119) 13,435

Ⅱ　資産

　 資　　産 615,160 130,345 42,933 156,975 945,414 (122,342) 823,071

(注) １． 営業費用の内、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は10,324百万円であり、その主なものは、

基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は112,483百万円であり、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)前連結会計年度（自 平成20年４月１日　至 平成21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 599,088 159,892 104,780 79,647 943,409 ― 943,409

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 42,599 33,575 3,350 28,037 107,563 (107,563) ― 

      振替高

           計 641,687 193,467 108,131 107,685 1,050,973 (107,563) 943,409

   営　業　費　用 621,246 197,436 107,436 97,000 1,023,118 (97,675) 925,443

20,441 △3,968 695 10,685 27,854 (9,888) 17,966

Ⅱ　資産

　 資　　産 660,791 135,899 61,739 162,997 1,021,428 (147,270) 874,157

(注) １． 営業費用の内、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は11,883百万円であり、その主なものは、

基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

２． 資産の内、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は92,827百万円であり、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。

連結日    本 ア ジ ア 米　　州 計欧　　州

連結欧　　州日    本 ア ジ ア 米　　州

   営  業  利  益  又  は
   営  業  損  失  (△)

   営  業  利  益  又  は
   営  業  損  失  (△)

   営  業  費  用

計
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３．海外売上高

(1)当連結会計年度（自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 165,208 59,938 52,458 277,605

Ⅱ　連結売上高 765,840

Ⅲ　連結売上高に占める

      海外売上高の割合

(2)前連結会計年度（自 平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高 198,113 107,859 89,382 395,355

Ⅱ　連結売上高 943,409

Ⅲ　連結売上高に占める

      海外売上高の割合

21.6% 7.8% 6.8% 36.2%

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

計

ア ジ ア 米　　州
その他地域
(欧州 他)

計

21.0% 11.4% 9.5% 41.9%
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 276円　24銭

１株当たり当期純損失金額(△) △36円　26銭

(注) １． 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載していません。

　２． １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
当期純損失金額（△）

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る当期純損失金額(△)

普通株式の期中平均株式数

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

 　プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

　 ないと考えられるため開示を省略します。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

△35,683百万円

―

△35,683百万円

983,999千株

 新株予約権
 　 平成17年６月23日決議390個
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５．個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,277 6,351

受取手形及び売掛金 977 990

貯蔵品 181 196

前払費用 117 432

繰延税金資産 2,728 9,237

関係会社短期貸付金 165,893 118,629

未収入金 10,208 23,340

未収還付法人税等 3,529 4,266

その他 611 764

貸倒引当金 △581 △942

流動資産合計 188,944 163,266

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,778 16,555

構築物（純額） 1,393 1,325

機械及び装置（純額） 1,493 3,427

船舶（純額） 0 0

車両運搬具（純額） 18 12

工具、器具及び備品（純額） 1,215 1,047

土地 12,957 12,698

リース資産（純額） － 13

建設仮勘定 1,399 52

有形固定資産合計 35,255 35,133

無形固定資産   

特許権 374 272

商標権 1 1

ソフトウエア 3,939 5,789

その他 57 54

無形固定資産合計 4,372 6,117

投資その他の資産   

投資有価証券 33,039 30,367

関係会社株式 195,842 187,882

出資金 23 29

関係会社出資金 4,027 4,027

従業員に対する長期貸付金 0 －

関係会社長期貸付金 12,958 11,476

破産更生債権等 6 7

長期前払費用 445 401

前払年金費用 591 476

繰延税金資産 8,653 1,831

その他 3,366 2,992

貸倒引当金 △1,033 △897

投資損失引当金 △1,914 △1,985

投資その他の資産合計 256,005 236,610

固定資産合計 295,633 277,862

資産合計 484,578 441,128
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 14 32

短期借入金 5,175 －

1年内返済予定の長期借入金 84 6,084

コマーシャル・ペーパー 76,000 51,000

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払金 7,327 10,452

未払法人税等 49 70

債務保証損失引当金 5,651 7,756

未払費用 1,062 951

前受金 0 0

預り金 26,642 27,084

流動負債合計 132,006 103,432

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 86,656 90,572

退職給付引当金 355 484

役員退職慰労引当金 665 714

長期預り金 1,610 1,063

長期未払金 1,842 1,565

その他 1,167 1,391

固定負債合計 122,297 125,790

負債合計 254,304 229,223

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金   

資本準備金 101,324 101,324

その他資本剰余金 － 2

資本剰余金合計 101,324 101,327

利益剰余金   

利益準備金 17,696 17,696

その他利益剰余金   

資産圧縮積立金 7,059 6,779

特別償却積立金 63 12

株式消却積立金 17,661 －

別途積立金 40,400 －

繰越利益剰余金 △35,116 5,196

利益剰余金合計 47,763 29,684

自己株式 △215 △762

株主資本合計 219,688 201,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,264 10,437

評価・換算差額等合計 10,264 10,437

新株予約権 321 401

純資産合計 230,273 211,905

負債純資産合計 484,578 441,128
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(2)損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

関係会社受取配当金 15,242 19,918

経営管理料 3,173 2,594

不動産賃貸収入 2,418 2,441

その他の営業収入 166 139

営業収益合計 21,001 25,093

営業費用   

不動産賃貸原価 1,022 895

販売費及び一般管理費 16,682 14,751

営業費用合計 17,705 15,647

営業利益 3,296 9,445

営業外収益   

受取利息 2,600 2,452

受取配当金 768 584

雑収入 319 63

営業外収益合計 3,689 3,100

営業外費用   

支払利息 1,645 1,188

社債利息 673 552

人材活用労務費負担額 226 213

雑損失 599 438

営業外費用合計 3,144 2,392

経常利益 3,840 10,153

特別利益   

固定資産売却益 995 963

投資有価証券売却益 － 5,309

貸倒引当金戻入額 3,454 －

投資損失引当金戻入額 134 －

債務保証損失引当金戻入額 5,233 －

その他 － 560

特別利益合計 9,817 6,833

特別損失   

固定資産処分損 768 －

固定資産除売却損 － 399

投資損失引当金繰入額 － 98

貸倒引当金繰入額 576 361

債務保証損失引当金繰入額 264 2,105

投資有価証券評価損 2,222 1,111

関係会社株式評価損 47,159 25,996

減損損失 353 174

金銭信託の追加拠出による損失 － 7,198

その他 － 310

特別損失合計 51,344 37,757

税引前当期純損失（△） △37,686 △20,770

法人税、住民税及び事業税 △5,067 △4,970
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税等調整額 2,604 310

当期純損失（△） △35,223 △16,109
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(3)株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 70,815 70,816

当期変動額   

新株の発行 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 70,816 70,816

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 101,324 101,324

当期変動額   

新株の発行 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 101,324 101,324

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △41 2

自己株式処分差損の振替 40 －

当期変動額合計 △0 2

当期末残高 － 2

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 17,696 17,696

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,696 17,696

その他利益剰余金   

資産圧縮積立金   

前期末残高 7,169 7,059

当期変動額   

資産圧縮積立金の積立 168 204

資産圧縮積立金の取崩 △278 △484

当期変動額合計 △110 △280

当期末残高 7,059 6,779

特別償却積立金   

前期末残高 132 63

当期変動額   

特別償却積立金の積立 1 －

特別償却積立金の取崩 △70 △51

当期変動額合計 △69 △51

当期末残高 63 12
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株式消却積立金   

前期末残高 17,661 17,661

当期変動額   

株式消却積立金の取崩 － △17,661

当期変動額合計 － △17,661

当期末残高 17,661 －

別途積立金   

前期末残高 45,400 40,400

当期変動額   

別途積立金の取崩 △5,000 △40,400

当期変動額合計 △5,000 △40,400

当期末残高 40,400 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,365 △35,116

当期変動額   

剰余金の配当 △6,398 △1,968

資産圧縮積立金の積立 △168 △204

資産圧縮積立金の取崩 278 484

特別償却積立金の積立 △1 －

特別償却積立金の取崩 70 51

株式消却積立金の取崩 － 17,661

別途積立金の取崩 5,000 40,400

当期純損失（△） △35,223 △16,109

自己株式処分差損の振替 △40 －

当期変動額合計 △36,482 40,313

当期末残高 △35,116 5,196

自己株式   

前期末残高 △234 △215

当期変動額   

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 95 33

当期変動額合計 18 △546

当期末残高 △215 △762

株主資本合計   

前期末残高 261,330 219,688

当期変動額   

新株の発行 1 －

剰余金の配当 △6,398 △1,968

当期純損失（△） △35,223 △16,109

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 54 35

当期変動額合計 △41,642 △18,622

当期末残高 219,688 201,065
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 18,848 10,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,583 173

当期変動額合計 △8,583 173

当期末残高 10,264 10,437

新株予約権   

前期末残高 221 321

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 80

当期変動額合計 99 80

当期末残高 321 401

純資産合計   

前期末残高 280,400 230,273

当期変動額   

新株の発行 1 －

剰余金の配当 △6,398 △1,968

当期純損失（△） △35,223 △16,109

自己株式の取得 △76 △580

自己株式の処分 54 35

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,484 253

当期変動額合計 △50,126 △18,368

当期末残高 230,273 211,905
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(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
該当事項はありません。
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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、のれん償却額が含まれています。

３．有利子負債・金融収支（連結）
（単位：億円）

有利子負債 3,252 3,613 3,203

金融収支 △90 △ 87 △ 42

（内受取配当金） (12) (12) (9)

４．従業員数（連結）
（単位：人）

19,125 19,453 18,778

363

（308)

619

334

758

(696)

674

376

846

(803)

627

363

1,778

2,052

（実績）

平成22年３月期

平成20年３月期

（実績）

平成21年３月期 平成22年３月期

（実績） （実績）

設備投資実施額

（うち有形固定資産設備投資額）

減価償却費

研究開発費

2,053

1,317

34

242

80

△ 151

7,658

459

180 134

△ 100

3036

△ 118

△ 28

2

248

39

△ 100

652

平成21年３月期

（実績）

2,732

2,580

1,271

2,392

459

9,434

202

217

53

35

751

平成20年３月期

（実績）

3,176

2,938

1,144

2,659

448

10,366

244

212

54

43

△ 71

488

10,096

173

339

652

21

△ 357

平成22年３月期

（実績）

7,658

134

2,665

△ 27

△ 430

平成20年３月期

（実績）

平成21年３月期

（実績）

9,434

180

10,366

（実績）

2,933

2,879

1,131

平成19年３月期

（実績）

10,096

751

605

341

平成20年３月期 平成21年３月期

外
部
売
上
高

参　考　資　料

従業員数

平成22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

営
業
損
益

463

126

平成19年３月期
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５．為替レート

(1)海外連結子会社ＢＳ　換算レート　（期末）

　　円　　／米ドル 114 91 92 90

　米ドル／ユーロ 1.46 1.41 1.43 1.43

（2）海外連結子会社ＰＬ　換算レート　（期中平均）

　　円　　／米ドル 118 103 94 90

　米ドル／ユーロ 1.37 1.47 1.39 1.43

６．主要医薬品売上高
（単位：億円）

高脂血症治療剤 15 16

７．医薬品開発状況
　 （平成22年３月31日現在）

23年３月期

見通し

23年３月期

見通し

20年３月期 21年３月期 22年３月期

20年３月期 21年３月期 22年３月期

角化症治療剤

骨粗鬆症治療剤

薬　　　効

骨粗鬆症治療剤

去痰剤 105

47

18

82

　　トライコア®

重症感染症治療剤

緩下剤

213

119

　　ムコソルバン®

　　ベニロン®

　　ラキソベロン®

　　ボンアルファ®

品　　　名

　　ボナロン®

　　ワンアルファ®

199

118

平成2１年３月期 平成22年３月期

103

80

47

17

　　ＴＭＸ－６７

　　ＧＧＳ（ベニロン®）

平成21年12月再申請

平成22年１月承認取得

品　　　名 薬　　　効 備  　　考

　　ＧＧＳ（ベニロン®）

　　ＢＴＲ－１５Ｋ

　　ＧＴＨ－４２Ｖ

　　ＩＴＭ－０１４

　　ＴＶ－０２H

　　ＩＴＭ－０７７

　　ＮTC－８０１

　　ＩＴＭ－０５８

心房細動・粗動

骨粗鬆症

痛風・高尿酸血症

Churg-Strauss症候群

多発性硬化症（MS）

気管支喘息（小児適応）

骨粗鬆症

先端巨大症

尋常性乾癬

Ⅱ型糖尿病

Ｐｈ－３

平成22年３月承認申請

Ｐｈ－３

Ｐｈ－３

Ｐｈ－３輸入許可取得試験（中国）

Ｐｈ－２

Ｐｈ－２

Ｐｈ－１

　　スピロペント® 気管支拡張剤 11 11

　　オルベスコ® 喘息治療剤 8 11
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