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１. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

(1)連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

％ ％ ％ ％

23年 ３月期第１四半期

22年 ３月期第１四半期

  

23年 ３月期第１四半期

22年 ３月期第１四半期

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

23年 ３月期第１四半期

22年 ３月期

(参考）自己資本　　23年３月期第１四半期　　　274,476百万円　　　22年３月期　　271,305百万円

２. 配当の状況

（基準日）

22年３月期

23年３月期

23年３月期（予想）

（注）当四半期における配当予想の修正有無 　無

３. 平成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（累計）は対前年同四半期増減率）

　

％ ％ ％ ％

第２四半期（累計） 9.7 510.6 ―

通　 期 5.8 175.4 ―

（注）当四半期における業績予想の修正有無 　無
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４. その他（詳細は、【添付資料】６ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1)当四半期中における重要な子会社の異動 ：　有

　　新規　－社　（社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除外　１社　（社名）　P.T. TEIJIN INDONESIA FIBER Tbk.

　　（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：　有 

　　（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　①会計基準等の改正に伴う変更　　 ： 有 

　　②①以外の変更　　　　　   　 　　　　 ： 有 

　　（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

　　　　表示方法等の変更の有無となります。

(4)発行済株式数（普通株式）

　　①期末発行済株式数（自己株式を含む）　　　 株 株

　　②期末自己株式数 株 株

　　③期中平均株式数（四半期累計） 株 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する説明

　　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融

　商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※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。業績予想の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）５ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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帝人㈱(3401) 平成 23 年３月期 第１四半期決算短信 

１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

１）当四半期の経営成績： 

平成23年３月期第１四半期の世界経済は総じて順調に推移しました。地域別では、内需が好調な中

国やＡＳＥＡＮ諸国の経済は引き続き好調に推移しました。一方、米国は緩やかな回復基調にあり、欧

州も政府債務危機問題が懸念材料とはなっているものの景気回復が継続しました。日本経済も、輸出と

政府の景気刺激策の効果により景気は堅調に推移しました。 

このような状況のもと、世界的な景気回復を背景として、当第１四半期の連結決算は、売上高が1,926

億円（前年同期比16.0％増）、営業利益は81億円（同96億円増）、経常利益は78億円（同122億円増）、

四半期純利益は40億円（同218億円増）となりました。構造改革による不採算事業の撤収等もあり、売上

高は世界的な景気悪化以前の水準に戻っていないものの、営業利益・経常利益・当期純利益は、ほぼ

同水準まで回復しました。また、１株当たり四半期純利益は４円10銭（同22円11銭増）となりました。 

売上高は、需要回復を背景にして素材各事業や流通・リテイル事業が増収となりました。営業利益は、

需要回復と構造改革の効果発現により黒字化しました。経常利益は、営業利益の改善に加え、持分法

損益が大きく改善したことが寄与し黒字に転換しました。四半期純利益は、異常操業損失や事業構造改

善費用等の特別損失が大きく減少したこともあり黒字化を達成しました。 

帝人グループは、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。当第１四半期業績が好調に推移し四半期純利益が黒字化したことで、通期黒字化

の実現に向けた重要なスタートを切りました。 

（注）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。 

２）事業別業績概況 

①高機能繊維事業：売上高256億円、営業利益０億円 

◆アラミド繊維分野：各用途で需要回復 

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®」においては安全・防護用途・光ファイバーケーブル用途・複合材料用途の

市場も堅調に推移しています。メタアラミド繊維｢コーネックス®｣も製鉄・アスファルト業界や電機業界の回

復を受け、フィルター用途・産業資材用途を中心に需要が回復しています。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、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：需要は回復傾向にあるも、業績は依然厳しい状況が継続 

炭素繊維「テナックス®」では、航空機分野において航空機メーカーが生産機数を増加させ始め、また、

一般産業分野のうちコンパウンド用途等において需要が回復する等各分野において市場環境は緩やか

な回復傾向にありますが、製品価格の戻りは鈍く収益的には厳しい状況が継続しています。 

このような状況のもと、東邦テナックス㈱は、５月にエアバス社の親会社であるＥＡＤＳ社と取引基本契

約及び個別契約を締結するとともに、リージョナルジェット機の大手であるカナダのボンバルディア社と同
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帝人㈱(3401) 平成 23 年３月期 第１四半期決算短信 

社の C-シリーズ向けの炭素繊維の供給契約を締結し、航空機分野において積極的な展開を図りました。

また、東邦テナックスアメリカ社（米国）はコンパウンド向け専用ラインを稼働させ、需要増に対応していま

す。風力発電及び圧力容器についても顧客との取り組みを強化し、更なる需要拡大を視野に入れた対

応を検討しています。 

 

②ポリエステル繊維事業：売上高247億円、営業利益０億円 

産業資材用途が自動車向けを中心に回復基調 

全体的には景気の底打ち感が見られ、自動車用途を中心に需要が回復基調にあることに加え、不採

算事業に対する抜本対策や固定費削減等の構造改革の効果が発現し、営業利益は大幅改善して黒字

化しました。国内の帝人ファイバー㈱では、産業資材用途が全般的に回復基調が継続していることに加

え、衣料用テキスタイルに底打ち感が出てきました。また、海外でもタイの子会社は自動車用途を中心に

回復基調にあります。 

 

③化成品事業：売上高518億円、営業利益36億円 

◆樹脂分野：ポリカーボネート樹脂の需要拡大継続 

樹脂分野では、主力のポリカーボネート樹脂「パンライト®」が、中国、アジア地域での電気・電子、OA

機器向けの需要が旺盛で、中国及びシンガポールのポリマー工場はフル稼動を継続しました。一方、主

原料の価格が高騰したことにより、顧客の理解を得つつ製品価格是正に努めました。 

樹脂加工品では、透明導電性フィルム「エレクリア®」がスマートフォンやゲーム機のタッチパネル向け

に好調に推移しました。加えて、４月から新規商品として電子ペーパー用材料分野への参入を開始しま

した。また、位相差フィルム「ピュアエース®」は映像用３Dメガネと携帯電話向けに加え、有機ＥＬ携帯電

話の反射防止フィルムが好調に推移しました。 

◆フィルム分野：ＦＰＤ・太陽電池向けを中心に需要が急回復 

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。 

日本では、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）用途向け需要が昨年後半から引き続いて堅調であるこ

とに加え、太陽電池向けの需要が急回復し、供給が追い付かない状況となる等、ＰＥＴフィルムの需要は

急激に回復しました。またＰＥＮフィルム「テオネックス®」の需要も工業用途向けを中心に回復しつつあり

ます。 

中国、インドネシアも引き続き旺盛な需要に支えられ、フル稼働を継続しています。 

欧米においても太陽電池向け等の厚物需要が急回復し、年初よりフル稼働となっています。 

一方、昨年６月に実施した「ルクセンブルグ工場の１ライン休止」や、７月に決定した「米国フローレンス

工場の平成22年末までの段階的閉鎖」等の構造改革諸施策も予定通り推進しています。 

 

④医薬医療事業：売上高337億円、営業利益69億円 

◆医薬品分野：ボナロン®※１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、活性型ビタミンD3製

剤「ワンアルファ®」を加えた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。また、平成22

年１月にチャーグ・ストラウス症候群※２
 の適応追加が承認されたγグロブリン製剤「ベニロン®」の販売が
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期待どおり大きく伸長し、静注グロブリン市場でトップクラスのシェアを確保しました。 

研究開発では、５月に骨粗鬆症治療薬「ボナロン®」の剤型追加として「GTH-42J（ゼリー剤）」の臨床

開発に着手し、第Ⅰ相試験を開始しました。 

また、自社創製した痛風・高尿酸血症治療剤ＴＭＸ-67は、欧州では、メナリーニ社が平成22年３月より

商標「ADENURIC®（アデニュリック）」としてフランス等で販売を開始し順調に売上を伸ばしています。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、「ULORIC®（ユーロリック）」の商品名で着実

に売上を伸ばしています。一方、アジアでは年内に韓国での発売が期待されています。 

◆在宅医療分野：HOT、CPAP はともに順調  

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。４月に高機能・省エネタイプの新型

酸素濃縮器「ハイサンソ® ５Fx」を上市しました。レンタル台数の維持・拡大を目指します。 

睡眠時無呼吸症候群治療器（ＣＰＡＰ）、補助換気療法機器（ＮＩＰネーザル® シリーズ、オートセット™

CS）や、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，米国を中心に順調にレンタル台数を伸ばしています。今後は，米国・スペイン・韓国の

各地域でのオペレーション基盤の強化を図るとともに，更なる拡大を目指します。 

※１ ボナロン®/Ｂｏｎａｌｏｎ® は Merck & Co., 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ます。 

 
⑤流通・リテイル事業：売上高487億円、営業利益７億円 

衣料繊維は市況低迷ながら売上拡大、産業資材は順調に回復 

衣料繊維部門では、国内小売市況の低迷が続く環境ながら、主力の衣料ＯＥＭ事業において、重点

取引先との取り組み強化によりカジュアル衣料・生活衣料の出荷が好調に推移し、スポーツ衣料で一時

的な落ち込みがあったものの、全体として売上は拡大しました。 
産業資材部門では、全般に順調な回復を見せており、自動車関連のゴム資材・エアバッグ資材や車

輌用内装資材は、大幅に販売が伸長しました。一般資材においても、テント関連や不織布、フィルター

用資材等の主力製品の出荷が回復基調にあります。また、フィルム・樹脂関連ではディスプレー・携帯情

報端末向けが活況を呈し、旺盛な需要を背景として好調に推移しました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

１）資産、負債、純資産：  

総資産は8,055億円となり、前期末に比べ176億円減少しました。これは売上高の増加に伴い売掛金や

在庫が増加したものの、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180億円減少し、5,098億円となりました。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96億円増加し、3,299億円となりました。有利子負債の増加は、運転

資金の増加のための資金を調達したこと等によります。 

純資産は2,957億円となり、前期末に比べ４億円増加しました。この内「株主資本」に「評価・換算差額
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等」を加えた自己資本は、2,745億円と前期末比32億円増加しました。これは、投資有価証券の評価額

が減少したことに伴い「その他有価証券評価差額金」が減少したものの、40億円の四半期純利益を計上

したことや為替が円高に振れたことで「為替換算調整勘定」の控除額が減少したこと等によります。 

 

２）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、四半期純利益、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、売上債権、在庫の増加や法人税等の支払等により、合計で75億円

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40億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115億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79億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減少額

は35億円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

１）通期の見通し 

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 8,100 370 340 160

平成22年３月期 7,658 134 21 △357

差 +442 +236 +319 +517

増減率 +5.8% +175.4% - -

中国やＡＳＥＡＮ諸国の経済成長は持続し、日本や欧米では、緩やかながら景気拡大は続くと予想さ

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、円高定着や、年度後半にかけた世界経

済の減速懸念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、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

すると考えられ、現在ポリカーボネート樹脂・ＰＥＴフィルムではフル稼働が継続し、アラミド繊維では、新

設備の稼働を決定しました。炭素繊維においても需要の状況を睨みながらドイツ子会社の新設備の稼

働を検討していく予定です。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。また、ＩＴサービス分野では、収益力

の向上に向けたコスト抑制の徹底や、ソリューション事業における品質管理機能、製品開発機能の強化

に加え、ネットビジネス事業等において新事業創出に注力する等、業績は堅調に推移しています。これ

らにより、業績は順調に回復する見込みです。 
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以上により、平成23年３月期の通期見通しは、売上高は8,100億円、営業利益は370億円、経常利益

は340億円となる見込みです。また、当期純利益は160億円と黒字化を達成する見込みです。なお、足元

の状況を考慮し平成22年５月10日に公表した見通しの前提を一部見直しました。通期の為替レートは１

米ドル＝90円、１ユーロ＝115円、また原油価格（Dubai）は通期平均で、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 5 15

ポリエステル繊維 500 1,000 0 5

化 成 品 1,050 2,100 95 175

医 薬 医 療 650 1,350 110 230

流通・リテイル 1,000 2,100 15 45

計 3,750 7,700 225 470

そ の 他 200 400 5 30

消去又は全社 - - △60 △130

合 計 3,950 8,100 170 370

２）持続的成長に向けた施策 

新事業開発では、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。成長分野であ

る先端医療材料分野への早期参入と新事業の構築を目標として、４月に事業開発・研究・技術開発を促

進するＩＭＭ推進班を設置しました。 

また、地域戦略の面では、帝人グループは、中・長期の成長戦略において中国を重要市場の１つと位

置づけ、「グリーンケミストリー」（地球環境の保護・改善に貢献する技術・高機能素材）と「ヘルスケア」

（医薬医療）の領域で戦略的に事業の拡大を図ります。この方針に則り、本年4月に、グループ全体の戦

略的展開の中核拠点として、上海市に「帝人（中国）投資有限公司」を設立し、急激に変貌を続ける中国

市場において、グループの総合力を発揮し、中・長期的な観点からの中国でのアライアンスやM&Aを含

む投資活動を円滑に推進していくことにしました。 

 
２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期連結会計期間において、インドネシアのポリエステル繊維子会社である P.T. TEIJIN 

INDONESIA FIBER Tbk．について、保有する全株式の譲渡により連結の範囲から除外しています。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１）簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 
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一部のたな卸資産における第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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっています。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に

大幅な変動がないと認められる場合は、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを使用しています。 

  ２）特有の会計処理 

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、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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年３月

10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 

平成 20 年３月 10 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。 

これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 112 百万円減少しています。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平

成 20 年３月 31 日）を適用しています。 
これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ９百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は 538 百万

円減少しています。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12

月 26 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「「研

究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年 12 月 26 日）、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第 16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用しています。 
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④ヘッジ会計の方法の変更 

振当処理の要件を満たしている為替予約については、従来、振当処理を採用していましたが、新しい基

幹システムの導入を契機として、外貨建金銭債権債務及びデリバティブ取引の状況をより適切に把握す

るため、当第 1 四半期連結会計期間から「金融商品に関する会計基準」による原則的処理に変更してい

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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３．四半期連結財務諸表 
(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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,615 23,122

受取手形及び売掛金 162,019 158,951

商品及び製品 77,374 71,583

仕掛品 10,424 9,389

原材料及び貯蔵品 26,407 25,342

その他 36,795 47,028

貸倒引当金 △1,181 △2,671

流動資産合計 331,455 332,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,166 82,652

機械装置及び運搬具（純額） 144,325 163,010

その他（純額） 70,866 71,238

有形固定資産合計 293,358 316,901

無形固定資産   

のれん 58,300 59,820

その他 17,372 17,613

無形固定資産合計 75,672 77,434

投資その他の資産   

投資有価証券 55,484 58,416

その他 51,767 39,578

貸倒引当金 △2,231 △2,004

投資その他の資産合計 105,020 95,990

固定資産合計 474,051 490,325

資産合計 805,507 823,071

帝人㈱(3401)　平成23年３月期　第１四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 87,652 84,256

短期借入金 49,725 54,136

1年内返済予定の長期借入金 7,873 10,023

コマーシャル・ペーパー 72,000 51,000

1年内償還予定の社債 12,498 14,295

未払法人税等 2,727 5,024

事業構造改善引当金 － 18,129

引当金 1,247 －

その他 47,941 56,982

流動負債合計 281,666 293,848

固定負債   

社債 30,000 32,973

長期借入金 155,526 155,505

退職給付引当金 17,963 18,474

役員退職慰労引当金 1,477 1,800

その他 23,168 25,185

固定負債合計 228,135 233,940

負債合計 509,802 527,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金 101,354 101,327

利益剰余金 116,088 112,983

自己株式 △154 △772

株主資本合計 288,105 284,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,451 13,025

繰延ヘッジ損益 △839 298

為替換算調整勘定 △23,240 △26,373

評価・換算差額等合計 △13,628 △13,049

新株予約権 401 401

少数株主持分 20,827 23,575

純資産合計 295,705 295,282

負債純資産合計 805,507 823,071
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 166,001 192,580

売上原価 124,053 140,552

売上総利益 41,947 52,027

販売費及び一般管理費 43,464 43,957

営業利益又は営業損失（△） △1,516 8,069

営業外収益   

受取利息 271 129

受取配当金 533 474

持分法による投資利益 － 862

為替差益 129 －

雑収入 243 140

営業外収益合計 1,177 1,605

営業外費用   

支払利息 1,775 1,177

持分法による投資損失 1,638 －

為替差損 － 211

雑損失 693 532

営業外費用合計 4,108 1,921

経常利益又は経常損失（△） △4,447 7,754

特別利益   

固定資産売却益 998 －

前期損益修正益 70 －

投資有価証券売却益 － 682

その他 42 57

特別利益合計 1,111 739

特別損失   

固定資産除売却損 129 115

異常操業損失 5,293 －

減損損失 604 －

事業構造改善費用 3,235 764

金銭信託の追加拠出による損失 7,198 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 529

その他 517 420

特別損失合計 16,979 1,829

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（△）

△20,315 6,664

法人税等 △2,557 2,406

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,258

少数株主利益又は少数株主損失（△） △34 227

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,723 4,030
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△20,315 6,664

減価償却費及びその他の償却費 15,081 13,896

受取利息及び受取配当金 △805 △603

支払利息 1,775 1,177

持分法による投資損益（△は益） 1,638 △862

売上債権の増減額（△は増加） 14,228 △9,146

たな卸資産の増減額（△は増加） △814 △11,246

仕入債務の増減額（△は減少） 2,036 3,745

その他 6,456 △6,019

小計 19,283 △2,394

利息及び配当金の受取額 933 745

利息の支払額 △1,927 △1,156

法人税等の支払額 △3,634 △4,667

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 7,457 △7,473

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 △11,526 △6,563

投資有価証券の取得による支出 △199 △2,211

その他 △3,544 4,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,270 △3,980

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） 8,252 △4,111

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 16,000 21,000

長期借入れによる収入 2,257 3,661

長期借入金の返済による支出 △3,349 △3,666

社債の発行による収入 6,199 6,832

社債の償還による支出 △11,452 △11,325

配当金の支払額 △1,968 △1,964

その他 △193 △2,531

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,746 7,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 875 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,808 △3,506

現金及び現金同等物の期首残高 18,796 22,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,605 19,457
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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．報告セグメントの概要

　帝人グループの報告セグメントは、帝人グループの構成単位の内分離された財務情報が入手可能であり、 高経営

意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

　帝人グループは、製品の種類、性質、サービス別に事業グループを定め、各事業グループは取り扱う製品、サービス

について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。

　したがって、帝人グループは事業グループを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、アラミド繊維

事業と炭素繊維事業を集約した「高機能繊維事業」、「ポリエステル繊維事業」、樹脂事業とフィルム事業を集約した「化

成品事業」、「医薬医療事業」及び「流通・リテイル事業」の５つを報告セグメントとしています。

　「高機能繊維事業」のアラミド繊維事業はアラミド繊維の糸・綿・織編物等の製造・販売及び人工皮革の製造・販売

を行っており、炭素繊維事業は炭素繊維製品の製造・販売を行っています。「ポリエステル繊維事業」はポリエステル

繊維の糸・綿・紡績糸・加工糸・不織布及び織編物の製造・販売を行っています。「化成品事業」の樹脂事業はポリ

カーボネート樹脂等の樹脂・樹脂製品を製造・販売を行っており、フィルム事業はポリエステルフィルム等の製造・販売

を行っています。「医薬医療事業」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。

「流通・リテイル事業」は繊維製品の企画・販売を行っています。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年６月30日） （単位：百万円）

高機能繊維
事業

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
繊維事業

化成品事業
医薬医療事

業
流通・ﾘﾃｲﾙ

事業
計

 (1) 外部顧客に対する 25,602 24,704 51,758 33,710 48,736 184,512 8,068 192,580

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 2,512 10,052 1,717 0 1,148 15,431 7,377 22,808

      振替高

　　 　　　　　計 28,114 34,756 53,475 33,710 49,885 199,943 15,445 215,388

45 5 3,614 6,892 700 11,257 △110 11,146

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴサービス分野等を含んでいます。

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

　　（差異調整に関する事項） （単位：百万円）

報告セグメント計

「その他」の区分の損失（△）

セグメント間取引消去

全社費用 （注）

四半期連結損益計算書の営業利益

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」　（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）

及び　「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）　を

適用しています。

セグメント利益
又は損失（△）

利益 金額

11,257

報告セグメント

その他 合計

  売　 上　 高　 

△110

139

△3,216

8,069
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（参考情報）

前第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）

前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報の事業区分を、新セグメントに組替えると、以下のとおりとなります。

（単位：百万円）

高機能繊
維事業

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
繊維事業

化成品事
業

医薬医療
事業

流通・ﾘﾃｲﾙ
事業

計

 (1) 外部顧客に対する 19,897 27,682 34,034 32,370 44,351 158,336 7,664 166,001

      売上高

 (2) セグメント間の

      内部売上高又は 1,833 8,050 1,235 0 946 12,066 6,341 18,408

      振替高

　　 　　　　　計 21,730 35,732 35,270 32,370 45,298 170,403 14,006 184,409

△2,028 △1,599 △1,753 6,525 152 1,296 59 1,355

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴサービス分野等を含んでいます。

報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

　　（差異調整に関する事項） （単位：百万円）

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間取引消去

全社費用 （注）

四半期連結損益計算書の営業損失（△）

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

（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。

△3,006

△1,516

セグメント利益
又は損失（△）

利益 金額

1,296

59

135

報告セグメント

その他 合計

  売　 上　 高　 
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４．補足情報

（１）業績推移

１）連結業績推移

（単位：億円）

平成22年３月期 平成22年３月期 平成22年３月期 平成22年３月期 平成23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 1,660 1,942 2,001 2,056 1,926

営業利益 △ 15 43 86 21 81

経常利益 △ 44 8 58 △ 1 78

当期純利益 △ 177 △ 81 △ 57 △ 42 40

２）報告セグメントごとの業績の推移

（単位：億円）

平成22年３月期 平成22年３月期 平成22年３月期 平成22年３月期 平成23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

高機能繊維 199 210 223 268 256

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 277 325 299 320 247

化成品事業 340 462 482 494 518

医薬医療 324 327 354 312 337

流通・ﾘﾃｲﾙ 444 518 552 540 487

計 1,583 1,841 1,910 1,934 1,845

その他 77 100 91 122 81

合　　　　計 1,660 1,942 2,001 2,056 1,926

高機能繊維 △ 20 △ 22 △ 19 △ 15 0

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 △ 16 △ 4 △ 10 △ 24 0

化成品事業 △ 18 27 47 32 36

医薬医療 65 60 77 41 69

流通・ﾘﾃｲﾙ 2 9 15 9 7

計 13 69 110 43 113

その他 1 6 6 13 △ 1

消去又は共通 △ 29 △ 32 △ 31 △ 35 △ 31

合　　　　計 △ 15 43 86 21 81

（２）投入資源（連結）
（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 平成23年３月期 平成23年３月期

通　期 通　期 通　期 第１四半期 通　期（見通し）

846 758 363 46 350

(803) (696) (308) (40) (310)

627 674 619 139 600

363 376 334 76 320

（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

期　末 期　末 期　末 第１四半期末

19,125 19,453 18,778 17,676従業員数

減価償却費

研究開発費

（うち 有形固定資産設備投資額）

設備投資実施額

外
部
売
上
高

営
業
損
益
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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）

　　円　　／米ドル 91 92 93 90

　米ドル／ユーロ 1.41 1.43 1.34 1.22

２）海外連結子会社ＰＬ　換算レート　（期中平均）

　　円　　／米ドル 103 94 91 90

　米ドル／ユーロ 1.47 1.39 1.38 1.28

（５）主要医薬品売上高
（単位：億円）

高脂血症治療剤 15 16 4

（６）医薬品開発状況
　 （平成22年６月30日現在）

3

品　　　名 薬　　　効
通　期 通　期 第１四半期

　　オルベスコ® 喘息治療剤 8 11

　　スピロペント® 気管支拡張剤 11 11

Ｐｈ－３輸入許可取得試験（中国）

Ｐｈ－２

Ｐｈ－２

Ｐｈ－１

Ｐｈ－３

平成22年３月承認申請

Ｐｈ－３

Ｐｈ－３

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

　　ＴＶ－０２H

　　ＩＴＭ－０７７

　　ＮTC－８０１

　　ＩＴＭ－０５８

　　ＧＧＳ（ベニロン®）

　　ＢＴＲ－１５Ｋ

　　ＧＴＨ－４２Ｖ

　　ＩＴＭ－０１４

29

52

　　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

3

80

47

25

4

11

17

24

　　トライコア®

重症感染症治療剤

緩下剤

　　ベニロン®

　　ラキソベロン®

　　ボンアルファ®

平成23年３月期

213

119

　　ムコソルバン®

平成2１年３月期

　　ボナロン®

　　ワンアルファ®

199

118

平成22年３月期

第１四半期

角化症治療剤

骨粗鬆症治療剤

骨粗鬆症治療剤

去痰剤 105

47

18

82

103

21年３月期 22年３月期 23年３月期

第１四半期

　　ＧＴＨ－４２Ｊ 骨粗鬆症 Ｐｈ－１

23年３月期

見通し

23年３月期

見通し

21年３月期 22年３月期 23年３月期
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