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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 753,729 △5.8 36,692 △42.1 38,040 △41.9 20,006 △50.1

24年3月期第2四半期 799,785 9.1 63,414 49.1 65,506 61.9 40,091 60.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 15,053百万円 （△56.5％） 24年3月期第2四半期 34,641百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 12.28 11.93
24年3月期第2四半期 24.61 23.29

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,602,807 682,389 39.5
24年3月期 1,581,501 674,149 39.7

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  633,458百万円 24年3月期  627,111百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 1,625,000 2.3 90,000 △16.5 91,000 △17.2 50,000 △22.1 30.69



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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 
本資料に掲載されている業績予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、当社としてその実現を約束
する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、【添
付資料】4ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 1,631,481,403 株 24年3月期 1,631,481,403 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,095,316 株 24年3月期 2,188,912 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 1,629,360,673 株 24年3月期2Q 1,629,347,030 株
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１．当四半期決算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 

 

当第２四半期連結累計期間(２０１２年４月１日～９月３０日)の世界経済は、欧州債務問題に

よる欧州実体経済の低迷が続く中で、中国経済の急速な悪化、米国景気回復の鈍化も重なり、厳

しい状況で推移しました。国内経済については、東日本大震災からの復興関連需要や自動車に対

する消費刺激策の効果による緩やかな回復の動きは見られたものの、海外経済の減速、円高の長

期化を背景に夏以降は踊り場局面となりました。 

このような事業環境の中で、当社グループは、中期経営課題“プロジェクトＡＰ－Ｇ ２０１３”

に基づき、「成長分野及び成長地域における事業拡大」を要とした成長戦略を実行するとともに、

トータルコスト競争力の更なる強化に努めております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は前年同期比5.8%

減の7,537億円、営業利益は同42.1%減の367億円、経常利益は同41.9%減の380億円、四半期純

利益は同50.1%減の200億円となりました。 

 

事業分野ごとの状況は以下のとおりです。 

 

【繊維事業】 

繊維事業は、国内では、産業用途は自動車メーカーの生産拡大に伴って自動車関連用途向けの

販売が伸長するなど堅調に推移しましたが、衣料用途は春先の天候不順や景気後退の影響などに

より需要は弱含みで推移しました。海外では、欧米景気及び中国内需の減速の影響を受けてアジ

ア地域の需要が低調に推移したことに加え、前年度に引き続きタイの洪水の影響が生産・販売面

で残りました。繊維事業全体では、売上高は前年同期比6.1%減の2,889億円、営業利益は同18.5%

減の185億円となりました。 

 

【プラスチック・ケミカル事業】 

プラスチック・ケミカル事業は、樹脂事業は、国内を中心に自動車メーカーの生産拡大に伴っ

てエンジニアリング・プラスチックの自動車関連用途への販売量が伸長しました。海外では、中

国市場の停滞により、汎用ＡＢＳ樹脂の荷動きは低調に推移しましたが、樹脂コンパウンドなど

米国自動車用途向けの販売は拡大しました。フィルム事業は、世界的な景気低迷などの影響によ

り国内外で需要が低調に推移するとともに価格競争の激化が継続しました。プラスチック・ケミ

カル事業全体では、売上高は前年同期比5.6%減の1,950 億円、営業利益は同35.9%減の105 億円

となりました。 

 

【情報通信材料・機器事業】 

情報通信材料・機器事業では、薄型テレビ市場の低迷による液晶パネルの生産調整はほぼ終了

し回復傾向にあるものの、フィルム及びフィルム加工品をはじめ薄型テレビ関連製品は前年同期

の水準までの回復には至らず、価格競争も激化しました。中・小型ディスプレイ関連部材は、ス

マートフォン関連材料など一部を除き総じて低調に推移しました。情報通信材料・機器事業全体

で、売上高は前年同期比6.9%減の1,211億円、営業利益は同51.1%減の96億円となりました。 
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【炭素繊維複合材料事業】 

炭素繊維複合材料事業では、航空機需要の拡大、圧縮天然ガスタンクなど環境・エネルギー関

連需要の拡大が進む中で、航空・宇宙用途、一般産業用途への拡販を推進しました。スポーツ用

途については、国内外での景気低迷の影響を受けて市場の回復が遅れ、価格競争が激化していま

す。炭素繊維複合材料事業全体で、売上高は前年同期比0.6%増の 365 億円、営業利益は同16.8%

減の42億円となりました。 

 

【環境・エンジニアリング事業】 

環境・エンジニアリング事業では、東レ本体の水処理膜事業においては、主要な市場である欧

米、中東、中国などの需要は低調に推移しましたが、逆浸透膜をはじめ各種水処理膜の受注活動

を世界各地で進めています。国内子会社では、水処理エンジニアリング子会社の業績は堅調に推

移しましたが、建設・不動産子会社の完成案件は前年同期に比べ減少しました。環境・エンジニ

アリング事業全体で、売上高は前年同期比8.4%減の781億円、営業損益は同42億円減の0億円の

損失となりました。 

 

【ライフサイエンス事業】 

ライフサイエンス事業では、医療材については、ポリスルホン膜人工腎臓トレライト®ＮＶや吸

着型血液浄化用浄化器トレミキシン®などの販売が順調に拡大しましたが、医薬品については競合

激化に加え、本年４月の薬価改定による販売価格低下の影響もあり、ライフサイエンス事業全体

として、売上高は前年同期比1.8%減の270億円、営業利益は同29.2%減の30億円となりました。 

 

【新規事業・新規投資など】 

当社は、チェコ共和国の子会社「Toray Textiles Central Europe s.r.o.」 において、水なし

平版の生産工場を新設することを決定しました。欧州における新聞印刷用途の需要増加に伴い、

岡崎工場に次ぐ新しい生産拠点として、工場新設を決定したものです。新工場は２０１４年１月

からの生産開始を予定しております。水なし印刷は、環境面での規制対象物質を含む湿し水が不

要であるとともに、現像時に強アルカリ溶液を使用しないため、環境に優しく、また、印刷開始

時の生産ロスも少ないので、印刷コストの低減にも繋がります。水なし平版は、当社の「グリー

ンイノベーション事業拡大（ＧＲ）プロジェクト」を代表する製品の一つです。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、資産の部は、棚卸資産や有形固定資産などが増加

したことを主因に前連結会計年度末比213億円増加の1兆6,028億円となりました。 

負債の部は、有利子負債が増加したことを主因に前連結会計年度末比 131 億円増加の9,204 億

円となりました。 

純資産の部は、純利益の計上による利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末比82億円増

加の6,824億円となり、このうち自己資本は6,335億円となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 

今後の世界経済は、欧州経済の低迷継続、中国はじめ新興国経済の一層の減速が懸念されてい

ることに加え、米国経済についても来年初からの財政緊縮への対応次第で景気後退の恐れがある

厳しい状況にあります。日本経済は、復興関連需要は見込まれるものの、エコカー補助金終了、

海外経済減速の長期化、長引く円高等の影響が懸念されており、回復軌道に戻るには時間を要す

ることが見込まれます。 

このような状況の下、当社グループは、引き続き、中期経営課題“プロジェクトＡＰ－Ｇ ２０

１３”への取り組みに注力し、成長戦略の推進と収益基盤の強化に努めてまいります。 

当連結会計年度の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績動向並びに、国内外と

もに厳しさを増す経済情勢等に鑑みて、連結売上高1兆6,250 億円、営業利益900 億円、経常利

益910億円、当期純利益500億円といたします。なお、１０月以降の為替レートは79円／ドルを

想定しています。 

東レ株式会社（３４０２） ２０１３年３月期 第２四半期決算短信

-4-



２．四半期連結財務諸表 
 (1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2012年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2012年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,398 83,694

受取手形及び売掛金 283,628 281,848

商品及び製品 161,757 178,907

仕掛品 73,032 77,719

原材料及び貯蔵品 60,956 62,241

その他 67,737 64,918

貸倒引当金 △2,269 △1,823

流動資産合計 726,239 747,504

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 174,720 182,282

機械装置及び運搬具（純額） 225,399 238,739

土地 69,595 69,757

建設仮勘定 76,971 67,205

その他（純額） 15,238 16,745

有形固定資産合計 561,923 574,728

無形固定資産   

のれん 31,862 30,166

その他 10,758 11,532

無形固定資産合計 42,620 41,698

投資その他の資産   

投資有価証券 160,174 150,889

その他 92,937 90,281

貸倒引当金 △2,392 △2,293

投資その他の資産合計 250,719 238,877

固定資産合計 855,262 855,303

資産合計 1,581,501 1,602,807
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2012年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2012年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 182,071 169,567

短期借入金 101,758 119,323

1年内返済予定の長期借入金 46,246 52,443

コマーシャル・ペーパー 25,000 10,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 12,494 8,193

賞与引当金 16,220 16,489

その他の引当金 462 323

その他 121,578 107,514

流動負債合計 515,829 493,852

固定負債   

社債 60,000 80,000

長期借入金 235,961 249,757

退職給付引当金 65,684 66,533

その他の引当金 4,393 3,891

その他 25,485 26,385

固定負債合計 391,523 426,566

負債合計 907,352 920,418

純資産の部   

株主資本   

資本金 147,873 147,873

資本剰余金 136,740 136,748

利益剰余金 430,365 442,217

自己株式 △1,194 △1,155

株主資本合計 713,784 725,683

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,659 15,103

繰延ヘッジ損益 △78 85

為替換算調整勘定 △107,254 △107,413

その他の包括利益累計額合計 △86,673 △92,225

新株予約権 287 400

少数株主持分 46,751 48,531

純資産合計 674,149 682,389

負債純資産合計 1,581,501 1,602,807
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 ①四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

売上高 799,785 753,729

売上原価 627,967 604,839

売上総利益 171,818 148,890

販売費及び一般管理費 108,404 112,198

営業利益 63,414 36,692

営業外収益   

受取利息 406 401

受取配当金 1,258 1,512

持分法による投資利益 3,626 3,333

雑収入 2,364 2,225

営業外収益合計 7,654 7,471

営業外費用   

支払利息 2,835 2,814

雑損失 2,727 3,309

営業外費用合計 5,562 6,123

経常利益 65,506 38,040

特別利益   

有形固定資産売却益 73 134

投資有価証券売却益 37 15

特別利益合計 110 149

特別損失   

有形固定資産処分損 1,414 1,382

災害による損失 412 1,794

投資有価証券評価損 1,279 3,494

その他 92 225

特別損失合計 3,197 6,895

税金等調整前四半期純利益 62,419 31,294

法人税等 19,678 10,742

少数株主損益調整前四半期純利益 42,741 20,552

少数株主利益 2,650 546

四半期純利益 40,091 20,006
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 ②四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 42,741 20,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,618 △5,492

繰延ヘッジ損益 △511 129

為替換算調整勘定 993 △72

持分法適用会社に対する持分相当額 36 △64

その他の包括利益合計 △8,100 △5,499

四半期包括利益 34,641 15,053

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 31,709 14,454

少数株主に係る四半期包括利益 2,932 599
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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２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９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 62,419 31,294

減価償却費 33,239 31,679

のれん償却額 △20 1,678

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108 920

受取利息及び受取配当金 △1,664 △1,913

支払利息 2,835 2,814

持分法による投資損益（△は益） △3,626 △3,333

有形固定資産処分損益（△は益） 1,341 1,248

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,242 3,652

売上債権の増減額（△は増加） △8,286 1,516

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,032 △23,329

仕入債務の増減額（△は減少） △8,792 △12,096

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,770 928

その他の流動負債の増減額（△は減少） 672 △10,417

前払年金費用の増減額（△は増加） △942 △554

その他 53 △1,300

小計 37,561 22,787

利息及び配当金の受取額 3,283 2,570

利息の支払額 △2,700 △2,800

法人税等の支払額 △12,667 △9,254

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,477 13,303

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 △33,288 △46,919

有形固定資産の売却による収入 303 411

無形固定資産の取得による支出 △1,228 △2,180

投資有価証券の取得による支出 △1,057 △716

投資有価証券の売却による収入 58 101

その他 506 1,195

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,706 △48,108

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） 27,688 17,556

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － △15,000

長期借入れによる収入 3,224 32,883

長期借入金の返済による支出 △10,925 △10,927

社債の発行による収入 － 20,000

配当金の支払額 △8,138 △8,133

少数株主への配当金の支払額 △383 △607

その他 225 1,631

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,691 37,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,407 2,155

現金及び現金同等物の期首残高 105,257 81,289

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）

－ 133

現金及び現金同等物の四半期末残高 107,664 83,577
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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) セグメント情報等

　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

　　前第２四半期連結累計期間（自　2011年４月１日　至　2011年９月30日）

（単位：百万円）

繊 維
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・
ケ ミ カ ル

情 報 通 信
材料・機器

炭 素 繊 維
複 合 材 料

環 境 ・ ｴ ﾝ
ｼ ﾞ ﾆ ｱ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ﾗ ｲ ﾌ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ
そ　の　他
（注）1

合計
調　整　額
（注）2

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）3

 　売　　上　　高

　　外部顧客への売上高 307,500 206,459 130,045 36,322 85,278 27,516 6,665 799,785 - 799,785

　　セ グ メ ン ト 間 の

　　内部売上高又は振替高 342 14,344 3,587 276 21,173 - 8,105 47,827 △ 47,827 - 

計 307,842 220,803 133,632 36,598 106,451 27,516 14,770 847,612 △ 47,827 799,785

セグメント利益 22,741 16,422 19,731 5,032 4,191 4,245 471 72,833 △ 9,419 63,414

（注）1. その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業であります。

　　　2. セグメント利益の調整額△9,419百万円には、セグメント間取引消去△145百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△9,274

 　　　　百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費等であります。

　　　3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　当第２四半期連結累計期間（自　2012年４月１日　至　2012年９月30日）

（単位：百万円）

繊 維
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・
ケ ミ カ ル

情 報 通 信
材料・機器

炭 素 繊 維
複 合 材 料

環 境 ・ ｴ ﾝ
ｼ ﾞ ﾆ ｱ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ﾗ ｲ ﾌ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ
そ　の　他
（注）1

合計
調　整　額
（注）2

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）3

 　売　　上　　高

　　外部顧客への売上高 288,852 194,965 121,120 36,544 78,147 27,018 7,083 753,729 - 753,729

　　セ グ メ ン ト 間 の

　　内部売上高又は振替高 424 12,815 3,557 248 24,403 - 8,098 49,545 △ 49,545 - 

計 289,276 207,780 124,677 36,792 102,550 27,018 15,181 803,274 △ 49,545 753,729

セグメント利益
又は損失（△）

18,537 10,521 9,645 4,188 △ 38 3,005 650 46,508 △ 9,816 36,692

（注）1. その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業であります。

　　　2. セグメント利益又は損失の調整額△9,816百万円には、セグメント間取引消去168百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

 　　　　△9,984百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費等であります。

　　　3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(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。
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３．補足情報（連単比較）

 (1) 当第２四半期の業績（2012年4月1日～2012年9月30日） （金額単位:百万円）

　　連　　結   (対前年同四半期増減率) 　　単　　体   (対前年同四半期増減率)

売 上 高 ７５３，７２９ (  △5.8%) ２５２，８２２ (  △6.4%)

営 業 利 益 ３６，６９２ ( △42.1%) ７，９３２ ( △53.9%)

経 常 利 益 ３８，０４０ ( △41.9%) １０，８８１ ( △45.9%)

四 半 期 純 利 益 ２０，００６ ( △50.1%) ５，３２７ ( △52.0%)

総 資 産 １，６０２，８０７ １，０５０，１７４ 

純 資 産 ６８２，３８９ ４６９，３８３ 

 (2) 設備投資額・減価償却費 （金額単位:億円）

設　備　投　資　額 減　価　償　却　費

連　　結 単　　体 連　　結 単　　体

2011年第2四半期(累計) ２８２　　 ９４　　 ３２７　　 １６４　　

2012年3月期 ９４３　　 ３９５　　 ６６７　　 ３３８　　

2012年第2四半期(累計) ４３７　　 １２７　　 ３１１　　 １３９　　

 (3) 研究開発費総額 (金額単位:億円)

連　　結 単　　体

2011年第2四半期(累計) ２４６　　 １９３　　

2012年3月期 ５１５　　 ４０８　　

2012年第2四半期(累計) ２６２　　 ２０８　　
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