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 決算のポイント 

（億円）

直近予想

（2017/2）

1,797 1,681 3,478 1,647 1,648 3,295 3,400

105 126 231 107 127 233 230

11 38 49 33 39 72 52

54 48 101 37 58 94 100

下期

16年度

特別損失

親会社株主に帰属
する当期純利益

営業利益

売上高

上期 下期 上期

15年度

16年度実績 
 営業利益は 233億円（0.9％増）にとどまり、当期純利益は減益 

 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ用PPS素材やアクリル繊維が、中国向けで苦戦。 

  また、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ繊維事業は、環境変化を踏まえ、休止 

 “ｺｽﾓｼｬｲﾝＳＲＦ”は大幅増収、エアバッグは海外展開進む 

“ｺｽﾓｼｬｲﾝＳＲＦ”やエアバッグの拡大、PPS素材の改善などを見込むも、 

原料価格の上昇を織り込み、営業利益は250億円を予想 

17年度予想 


決算概況

		

																				（億円） オクエン

								06年度 ネンド				07年度 ネンド				増減 ゾウゲン								07年度予想 ネンドヨソウ

																金額 キンガク				％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						営業利益率（％） エイギョウリエキリツ

						経常利益 ケイジョウリエキ

						当期純利益 トウキジュンリエキ

						EPS（円） エン

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ

						設備投資 セツビトウシ

						EBITDA

						為替レート（円/US ＄） カワセエン





特別損失

		

												（億円） オクエン

						特別利益 トクベツリエキ

								固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損失 トクベツソンシツ

								棚卸資産評価損 タナオロシシサンヒョウカソン

								構造改善関係費 コウゾウカイゼンカンケイヒ

								減損損失 ゲンソンソンシツ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損益　計 トクベツソンエキケイ





財務指標

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド				07年度 ネンド				増減 ゾウゲン

						総資産 ソウシサン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ

						自己資本 ジコシホン

						（自己資本比率） ジコシホンヒリツ

						有利子負債 ユウリシフサイ

						D/E レシオ

						営業ＣＦ エイギョウ

						投資ＣＦ トウシ

						財務ＣＦ ザイム





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																																		（億円） オクエン

								営業利益 エイギョウリエキ

								15年度 ネンド														16年度 ネンド														直近予想 チョッキンヨソウ

												上期 カミキ						下期 シモキ								上期 カミキ						下期 シモキ				（2017/2）

								1Q		2Q				3Q		4Q						1Q		2Q				3Q		4Q

				売上高 ウリアゲダカ				853		892		1,797		782		899		1,681		3,478		829		894		1,647		932		716		1,648		3,295		3,400

				営業利益 エイギョウリエキ				52		61		105		50		76		126		231		40		50		107		48		78		127		233		230

				特別損失 トクベツソンシツ								11		38		49		38		49		43		-11		33		19		52		39		72		52

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				30		22		54		22		26		48		101		21		5		37		39		19		58		94		100

								上期 カミキ		下 シタ				上期 カミキ		下 シタ

								2,025		1,648				2,025		1,648

								97		15				97		15

								97		15				97		15





設備投資

		

								事　業 コトギョウ		投資金額 トウシキンガク						投資内容・能力 トウシナイヨウノウリョク		稼動時期 カドウジキ

										（億円） オクエン

								液晶光学用PETフィルム エキショウコウガクヨウ		100						＋10,000 t /年 ネン		　2008年春 ネンハル

								光学用無延伸PPフィルム コウガクヨウムエンシン		20						＋4,000 t /年 ネン		　2008年夏 ネンナツ

								ダイニーマ		16						＋600 t /年 ネン		　2008年初 ネンショ

								（日本ダイニーマ） ニホン								（現行能力比 1.6倍） ゲンコウノウリョクヒバイ

								工業用フィルム コウギョウヨウ		ー						能力増強、新商品 ノウリョクゾウキョウシンショウヒン		2009年以降 ネンイコウ

								エンジニアリングプラスチック		ー						米・欧・中　拠点強化 ベイオウナカキョテンキョウカ		2007－08年 ネン

								その他機能樹脂 タキノウジュシ		ー						重合・コンパウンド ジュウゴウ		2009年 ネン

								次世代電子材料 ジセダイデンシザイリョウ		ー						事業化・量産化 ジギョウカリョウサンカ		2010年 ネン
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 Ⅰ．2016年度決算概況 



（１） 決算概要 ① ＰＬ・ＣＦ 

Ⅰ．2016年度決算概況 

（億円）

金額 (2017/2)

売上高 3,478 1,647 1,648 3,295 -183   -5.3% 3,400

営業利益 231 107 127 233 +2      +0.9% 230

　(営業利益率） 6.6% 6.5% 7.7% 7.1% - - 6.8%

経常利益 204 87 119 207 +3      +1.3% 200

　特別損失 49 33 39 72 +23     +47.4% 52

親会社株主に帰属
する当期純利益

101 37 58 94 -7      -6.9% 100

EPS（円） 11.43 4.12 6.52 10.64 - -

減価償却費 144 73 76 149 +5      +3.5%

設備投資 173 78 105 184 +10     +5.9%

営業CF 323 106 162 269 -55     -16.9%

為替レート（円/US$） 120 105 112 109
国産ナフサ価格（千円/kl) 43 32 38 35

直近予想

％

15年度 増　減
16年度

上期 下期
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決算概況

		

																																										（億円） オクエン

								15年度 ネンド												16年度 ネンド																				増　減 ゾウゲン						08年度1H ネンド		直近予想 チョッキンヨソウ

																				上期 カミキ												下期 シモキ														当初計画 トウショケイカク

								上期 カミキ				下期 シモキ												3Q				4Q												金額		％						(2017/2)

						売上高 ウリアゲダカ		1,781				1,714				3,478				1,647				774				927				1,648				3,295				-183		-5.3%				2,150		3,400

						うちスペシャルティ		110				73				2,300				1,135												1,165				2,300				-		+0.0%						-

						（構成比） コウセイヒ										66%				69%												71%				70%				-		-

						営業利益 エイギョウリエキ		110				73				231				107				28				62				127				233				+2		+0.9%				125		230

						　(営業利益率） エイギョウリエキリツ		6.2%				4.3%				6.6%				6.5%				3.6%				6.7%				7.7%				7.1%				-		-						6.8%

						経常利益 ケイジョウリエキ		101				56				204				87				15				47				119				207				+3		+1.3%				100		200

						　特別損失 トクベツソンシツ										49				33												39				72				+23		+47.4%						52

						親会社株主に帰属  する当期純利益		52				-6				101				37				1				30				58				94				-7		-6.9%				40		100

						EPS（円） エン		5.9				-0.7				11.43				4.12												6.52				10.64				-		-				5.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		95				100				144				73				52				47				76				149				+5		+3.5%

						設備投資 セツビトウシ		72				93				173				78				22				34				105				184				+10		+5.9%

						営業CF エイギョウ		96				46				323				106				28				62				162				269				-55		-16.9%				125

						為替レート（円/US$） カワセエン		80				78				120				105												112				109

						国産ナフサ価格（千円/kl) コクサンカカクセンエン		57				53				43				32												38				35

						+0

						+0.0%





決算概況 (2)

		

																																										（億円） オクエン

								10年度 ネンド												11年度 ネンド																				増　減 ゾウゲン						08年度1H ネンド		直近見通し チョッキンミトオ

																				上期 カミキ												下期 シモキ														当初計画 トウショケイカク

								1Q				2Q												3Q				4Q												金額		％						(2012/2)

						売上高 ウリアゲダカ		1,017				2,389				3,406				1,781				774				927				1,714				3,495				+89		+2.6%				2,150		3,500

						うちスペシャルティ										2,300				1,135												1,165				2,300				-		+0.0%						-

						（構成比） コウセイヒ										68%				64%												68%				66%				-		-

						営業利益 エイギョウリエキ		59				150				209				110				28				62				73				183				-26		-12.4%				125		200

						(営業利益率） エイギョウリエキリツ		5.8%				6.3%				6.1%				6.2%				3.6%				6.7%				4.2%				5.2%				-		-						5.7%

						経常利益 ケイジョウリエキ		53				117				170				101				15				47				56				157				-13		-7.7%				100		170

						当期純利益 トウキジュンリエキ		30				11				42				52				1				30				-6				46				+4		+10.4%				40		65

						EPS（円） エン		4.4				1.1				5.49				-												-				5.17				-		-				5.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ										191				95				52				47				100				195				+4		+1.9%

						設備投資 セツビトウシ										139				72				22				34				93				165				+26		+18.6%

						営業CF エイギョウ		59				278				337				96				28				62				46				142				-195		-57.9%				125

						為替レート（円/US$） カワセエン										85				80												78				79

						国産ナフサ価格（千円/KL) コクサンカカクセンエン										48				57												53				55

						+0

						+0.0%
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営業利益増減要因分析（前年同期比） 
Ⅰ．2016年度決算概況 

上 下 上 下

円レート

（円/US$)

国産ナフサ

（千円/kl）

109

35

16

105

32

112

38

15

122 118

48 38 43

120

5 

（億円） 15年度 16年度 

231 233 

【15年度→16年度 】 

原燃料 為替 
（売値） -25 

売値 
＋41 

数量 その他 

-8 
-13 ＋7 


08上09上

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		前年減産 ゼンネンゲンサン		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ				低価法 テイカホウ

						08上 ウエ																				06年通期 ネンツウキ

						97		7		7		(68)		(79)		(21)		3		3		3		24		30

						0		90		(68)		(11)		(22)		(80)		(21)		21		21		6		0





08上09上

		





08上09上 (まとめ）

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		30		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ）

		





08上09上 (まとめ） (2)

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		97		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ） (2)

		





11KA-12KA

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

						14年 ネン												15年 ネン

						231		231		247		234		226		226		0

						0		41		25		13		8		7		233

										マイナス		マイナス		マイナス





11KA-12KA
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								売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

								売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

						10年上期 ネンカミキ														11年上期 ネンカミキ

						109		110		136		155		119		111		0

						0		26		33		14		36		8		110





Sheet1 (6)

		





Sheet1 (5)

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		為替 カワセ		数量 スウリョウ		売値 ウリネ		コストダウン

						07年H1 ネン														06年通期 ネンツウキ

						139		101		78		68		60		60		83		98

						0		38		23		10		8		23		15
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Graph2

		05年通期		05年通期

		227		77

		197		30

		180		17

		163		17

		163		41

		204		45

		249		22

		06年通期		06年通期



304

0

271

0



Sheet1

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		残存簿価 ザンゾンボカ		構成差他 コウセイサホカ		売値 ウリネ		数量増 スウリョウゾウ		コストダウン

						05年通期 ネンツウキ																06年通期 ネンツウキ

						304		227		197		180		163		163		204		249		271

						0		77		30		17		17		41		45		22		0





Sheet1

		





Sheet1 (2)

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		売値 ウリネ		数量増 スウリョウゾウ		コストダウン

						05年通期 ネンツウキ												06年通期 ネンツウキ

						299		234		191		191		227		280		304

						0		66		43		36		53		24		0
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Sheet1

		

								15						16

								上 ウエ		下 シタ				上 ウエ		下 シタ

						円レート エン		122		118		120		105		112		109

						（円/US$) エン

						国産ナフサ コクサン		48		38		43		32		38		35

						　（受入ベース） ウケイレ

						（千円/kl） センエン





Sheet1 (2)

		

								09上 ウエ				10上 ウエ

						国産ナフサ コクサン		38				45

						　（受入ベース） ウケイレ

						（千円/kl） センエン

						円レート エン		96				89

						（\/$)

								07				08（予） ヨ

						国産ナフサ コクサン		62				64

						（千円/kl） センエン

						円レート エン		114				103

						（\/$)





Sheet2
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② ＢＳ 

Ⅰ．2016年度決算概況 

(A) (B) （億円）

総資産 4,658 4,446 4,508 +62

206 203 323 +121

棚卸資産 824 753 728 -26

純資産 1,611 1,601 1,709 +108

自己資本 1,580 1,569 1,678 +109

（利益剰余金） 325 395 459 +64

（退職給付に係る調整累計額） -16 -57 -23 +35

非支配株主持分 31 32 31 -0

有利子負債 1,771 1,654 1,692 +39

D/E レシオ 1.12 1.05 1.01

17/3末15/3末

現預金

増減
(A) → (B)16/3末


決算概況

		

																				（億円） オクエン

								06年度 ネンド				07年度 ネンド				増減 ゾウゲン								07年度予想 ネンドヨソウ

																金額 キンガク				％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						営業利益率（％） エイギョウリエキリツ

						経常利益 ケイジョウリエキ

						当期純利益 トウキジュンリエキ

						EPS（円） エン

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ

						設備投資 セツビトウシ

						EBITDA

						為替レート（円/US ＄） カワセエン





特別損失

		

												（億円） オクエン

						特別利益 トクベツリエキ

								固定資産売却益 コテイシサンバイキャクエキ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損失 トクベツソンシツ

								棚卸資産評価損 タナオロシシサンヒョウカソン

								構造改善関係費 コウゾウカイゼンカンケイヒ

								減損損失 ゲンソンソンシツ

								その他 タ

								合　計 ゴウケイ

						特別損益　計 トクベツソンエキケイ





財務指標

		

																				（億円） オクエン

								10/3末 マツ				08/9末 マツ				10/9末 マツ				10/3末比増減 スエヒゾウゲン

				総資産 ソウシサン				4,384				4,847								-4,384

						うち棚卸資産 タナオロシシサン		625												-625

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ		2.6%				4.0%				0.0%

				純資産 ジュンシサン				1,311				1,127				0				-1,311				＊（実質)  ジッシツ

						自己資本 ジコシホン		1,071												-1,071				154

						（自己資本比率） ジコシホンヒリツ		24.4%				0.0%				0.0%								0.0%

						少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		240												-240

						有利子負債 ユウリシフサイ		1,710				1,972								-1,710				66

						D/E レシオ		1.60				1.75				0.00				-				0.43

						*1：少数株主持分除く ショウスウカブヌシモチブンノゾ

						*2:ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券（少数持分）の資本性を勘案 ショウケンショウスウモチブンシホンセイカンアン

												07年度1H ネンド				08年度1H ネンド

						営業ＣＦ エイギョウ						138

						投資ＣＦ トウシ						-94

						財務ＣＦ ザイム						-65

						営業利益 エイギョウリエキ		115				193.8				29.655

						現預金 ゲンヨキン		100.24				77.29

						NET有利子負債 アリシフサイ		1,609				1,894





財務指標 (2)

		

																																						(A)				(B)		（億円） オクエン

												11/3末 マツ				13/3末 マツ				10/9末 マツ				08/9末 マツ				12/9末 マツ				15/3末				16/3末				17/3末 マツ				増減
(A) → (B) ゾウゲン

						総資産 ソウシサン						4,435				4,474				4,217				4,847				4,294				4,658				4,446				4,508				+62

								うち現預金 ゲンヨキン				220				220												122				122				122				122

								現預金 ゲンヨキン																								206				203				323				+121

								棚卸資産 タナオロシシサン				660				710				624								708				824				753				728				-26

						純資産 ジュンシサン						1,498				1,555				1,270				1,127				1,469				1,611				1,601				1,709				+108

								自己資本 ジコシホン				28.4%				30.8%				24.4%				0.0%				30.2%				1,580				1,569				1,678				+109

										（利益剰余金） リエキジョウヨキン		1,258				1,380				1,030								1,296				325				395				459				+64

										（為替換算調整勘定） カワセカンザンチョウセイカンジョウ																																		+0

										（退職給付に係る調整累計額） タイショクキュウフカカワチョウセイルイケイガク																						-16				-57				-23				+35

								非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン				240				175				240								173				31				32				31				-0

						有利子負債 ユウリシフサイ						1,518				1,594				1,610				1,972				1,542				1,771				1,654				1,692				+39

						D/E レシオ						1.21				1.16				1.56		0.00		0.00		0		1.19				1.12				1.05				1.01

								*1：少数株主持分除く ショウスウカブヌシモチブンノゾ

								*2:ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券（少数持分）の資本性を勘案 ショウケンショウスウモチブンシホンセイカンアン

								（営業利益ROA） エイギョウリエキ				2.6%				4.1%				5.2%				07年度1H ネンド				5.1%				3.7%				3.8%				4.9%

																																309		0		338		0		437

								営業ＣＦ エイギョウ																138								31		0		32		0		31

								投資ＣＦ トウシ																-94								339		0		370		0		468

								財務ＣＦ ザイム																-65

								営業利益 エイギョウリエキ				114.69				183				115				193.8				220.94				171				171				220

								現預金 ゲンヨキン				100.24								100.24				77.29

								NET有利子負債 アリシフサイ				1,418								1,509				1,894





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																												（億円） オクエン

								06年度 ネンド								0７年度 ネンド								増減 ゾウゲン								07年度予想 ネンドヨソウ

								売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				営業利益

						フィルム機能樹脂 キノウジュシ

						産業マテリアル サンギョウ

						ライフサイエンス

				スペシャルティ計 ケイ

						衣料繊維 イリョウセンイ

						その他 タ

						消去・会社 ショウキョカイシャ

				合　計 ゴウケイ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(フィルム)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(産マ) 

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ) (2)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(繊維)

		

																（億円） オクエン

								06年度 ネンド		07年度 ネンド						増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		％

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





設備投資

		

								事　業 コトギョウ		投資金額 トウシキンガク						投資内容・能力 トウシナイヨウノウリョク		稼動時期 カドウジキ

										（億円） オクエン

								液晶光学用PETフィルム エキショウコウガクヨウ		100						＋10,000 t /年 ネン		　2008年春 ネンハル

								光学用無延伸PPフィルム コウガクヨウムエンシン		20						＋4,000 t /年 ネン		　2008年夏 ネンナツ

								ダイニーマ		16						＋600 t /年 ネン		　2008年初 ネンショ

								（日本ダイニーマ） ニホン								（現行能力比 1.6倍） ゲンコウノウリョクヒバイ

								工業用フィルム コウギョウヨウ		ー						能力増強、新商品 ノウリョクゾウキョウシンショウヒン		2009年以降 ネンイコウ

								エンジニアリングプラスチック		ー						米・欧・中　拠点強化 ベイオウナカキョテンキョウカ		2007－08年 ネン

								その他機能樹脂 タキノウジュシ		ー						重合・コンパウンド ジュウゴウ		2009年 ネン

								次世代電子材料 ジセダイデンシザイリョウ		ー						事業化・量産化 ジギョウカリョウサンカ		2010年 ネン
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 （２） セグメント別 

Ⅰ．2016年度決算概況 

(億円)

上期 下期 上期 下期

 フィルム・機能樹脂 1,434 691 695 1,386 99 60 67 127 +28

 産業マテリアル 705 324 368 692 63 20 28 48 -15

 ヘルスケア 277 145 127 271 47 19 24 43 -4

 繊維・商事 855 398 377 776 25 4 6 11 -14

 不動産・その他 206 89 81 170 28 17 16 33 +5

 消去・全社 - - - - -32 -15 -15 -29 +2

3,478 1,647 1,648 3,295 231 107 127 233 +2

増減

合　計

売上高 営業利益

15年度
16年度

15年度
16年度


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						(億円) オクエン		（億円） オクエン

								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

								15年度 ネンド		16年度 ネンド						15年度 ネンド		16年度 ネンド										増減 ゾウゲン

										上期 カミキ		下期 シモキ						上期 カミキ		下期 シモキ				増減 ゾウゲン

																2Q		2Q						1Q

						フィルム・機能樹脂		1,434		691		695		1,386		99		60		67		127		+67				+28

						産業マテリアル		705		324		368		692		63		20		28		48		+28				-15

						ヘルスケア		277		145		127		271		47		19		24		43		+24				-4

						繊維・商事 ショウジ		855		398		377		776		25		4		6		11		+6				-14

						不動産・その他 フドウサンタ		206		89		81		170		28		17		16		33		+16				+5

						消去・全社 ショウキョゼンシャ		-		-		-		-		-32		-15		-15		-29		-15				+2

				合　計 ゴウケイ				3,478		1,647		1,648		3,295		231		107		127		233		+0				+2

						＊不動産セグメント含む フドウサンフク

						+0				+0.0%
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  ① フィルム・機能樹脂 
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Ⅰ．2016年度決算概況 

 
 

売上高 営業利益 
上期 

下期 

669 

765 

59 

40 

15 16 

(   %) 営業利益率 

1,434 

（億円） （億円） 

16 

99 
(6.9%) 

上期 

下期 

15 

1,386 

695 

691 

127 
(9.2%) 

67 

60 

包装用ﾌｨﾙﾑは、原料価格の影響で減収 
工業用ﾌｨﾙﾑは、ｺｽﾓｼｬｲﾝSRFの出荷拡大 

 包装用フィルム 

 工業用フィルム 

・需給バランス堅調 

・生産設備の最適化進む 

 機能樹脂 

・ﾊｰﾄﾞﾚﾝは、自動車塗料向け好調 

・ｴﾝﾌﾟﾗは、海外で数量増 
  

・ｺｽﾓｼｬｲﾝSRFは、大手偏光板 

  ﾒｰｶｰへの出荷拡大 
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								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ
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								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ		０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ
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								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ
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				フィルム		上 ウエ		765		691				12		69.2

						下 シタ		669		695				49		60.8
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								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ		０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ

				フィルム		１Ｑ		270		307		328		-4.9		25.2		37.5

						２Ｑ		282		289		312		16.9		23.8		32

								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								１０		１1				０９		１０

				フィルム		上 ウエ		640		708				12		69.2

						下 シタ		629		625				49		60.8
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2016

		

								売上						営業利益

								０９上		０９下		１０上		０９上		11		12

						ダミー								0		4.9		4.9

				フィルム		１Ｑ		270		307		328		-4.9		24		26

						２Ｑ		282		289		312		16.9		29		29

														15		16

				フィルム		上 ウエ								40.0		60.0

						下 シタ								59.0		67.0
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  ② 産業マテリアル 
Ⅰ．2016年度決算概況 
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売上高 営業利益 
(   %) 営業利益率 

（億円） （億円） 

352 
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16 

705 

16 

上期 

下期 

上期 

下期 
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(8.9%) 

15 15 

692 

368 

324 

48 
(7.0%) 

28 

20 

ｴｱﾊﾞｯｸﾞ用基布は、米国、アジアなどで拡販準備進む 
ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ用ＰＰＳ素材が、中国向けで苦戦 

機能フィルター   
・VOC処理装置は、アジア市場で  
  販売伸びる 

スーパー繊維 

エアバッグ用基布 

・イザナスは、ロープ・釣り糸用途が 
  堅調、ザイロンが伸び悩み 

・海外の拠点を整備 
  拡販体制を強化 
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								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ		０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ

				フィルム		１Ｑ		270		307		328		-4.9		25.2		37.5

						２Ｑ		282		289		312		16.9		23.8		32

								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								15		16				０９		１０

				機能材 キノウザイ		上 ウエ		353		324				12		69.2

						下 シタ		352		368				49		60.8
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								０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ		０９上 ウエ		０９下 シタ		１０上 ウエ

				フィルム		１Ｑ		270		307		328		-4.9		25.2		37.5

						２Ｑ		282		289		312		16.9		23.8		32

								売上 ウリアゲ						営業利益 エイギョウリエキ

								１０		１1				０９		１０

				機能材 キノウザイ		上 ウエ		345		343				12		69.2

						下 シタ		369		369				49		60.8
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  ③ ヘルスケア 
Ⅰ．2016年度決算概況 

売上高 営業利益 
(   %) 営業利益率 

（億円） （億円） 
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16 

277 

26 

21 

16 

47 
(17.0%) 

上期 

下期 

上期 

下期 

15 15 

271 

127 

145 

43 
(15.8%) 

24 

19 

10 

バイオ、アクア膜で為替の影響あり 
メディカル事業は、医薬、医療機器で苦戦 

バイオ 
・診断薬用酵素は為替の影響あり 
・ ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ用試薬、診断ｼｽﾃﾑは好調 

医薬 

機能膜 
・アクア膜は交換膜の販売堅調も、 
  為替の影響あり 

・医薬品製造受託は、足元の案件確保 
  に苦戦 
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								15		16				０９		１０

				バメ		上 ウエ		135		145				12		69.2

						下 シタ		143		127				49		60.8





Sheet1 (2)

		

								売上 ウリアゲ				営業利益 エイギョウリエキ

								０９上 ウエ		１０上 ウエ		０９上 ウエ		１０上 ウエ

				フィルム		１Ｑ		270		328		-4.9		37.5

						２Ｑ		282		312		16.9		32





Sheet2

		





Sheet3

		






Graph1

		０９上		０９上

		０９下		０９下

		１０上		１０上



１Ｑ

２Ｑ

270

282

307

289

328

312



Graph2

		０９下		０９下

		１０上		１０上



-4.9

16.9

25.2

23.8

37.5

32



Graph3

		0		-4.9		16.9

		4.9		25.2		23.8

		4.9		37.5		32





Graph4

		21.4		25.9

		19		24





Sheet1

		

								売上						営業利益

								０９上		０９下		１０上		０９上		０９下		１０上

						ダミー								0		4.9		4.9

				フィルム		１Ｑ		270		307		328		-4.9		25.2		37.5

						２Ｑ		282		289		312		16.9		23.8		32

														OP

														15		16

				フィルム		上 ウエ								21.4		19.0

						下 シタ								25.9		24.0





Sheet2

		





Sheet3

		







11 

  ④  繊維・商事 

Ⅰ．2016年度決算概況 

売上高 営業利益 
(   %) 営業利益率 

（億円） （億円） 

416 

438 

16 

855 

15 16 

上期 

下期 

上期 
下期 

25 
(2.9%) 

12 

13 

15 

377 

398 

11 
(1.4%) 

6 

4 

776 

中東向けトーブは、為替の影響あり 
アクリル繊維は、中国のｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ政策を受け苦戦 

東洋紡STC（繊維）  

・ﾕﾆﾌｫｰﾑ事業は堅調 

・中東向けﾄｰﾌﾞで為替の影響あり 

アクリル繊維  

・中国市況の軟化に加え、 

  ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ政策の影響あり 

・事業構造の改革へ 

  
ブラジル繊維事業  

・環境変化を踏まえ休止 
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Ⅱ. 2017年度業績予想 
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 （１） 業績予想 

Ⅱ．2017年度業績予想 

売上高 3,295 3,400 +105   +3.2%

営業利益 233 250 +17     +7.1%

 （営業利益率） 7.1% 7.4% - -

経常利益 207 230 +23     +11.4%

　特別損失 72 32 -40     -56.1%

親会社株主に帰属
する当期純利益

94 135 +41     +42.9%

EPS（円） 10.64 15.21 - -

減価償却費 149 155 +6      -

設備投資 184 190 +6      -

為替レート（円/US$） 109           110           

国産ナフサ価格（千円/k l) 35            42            

※株式併合の影響考慮後：152.06

16年度実績 17年度予想 増　減

金額 ％

（億円）

※


決算概況

		

																																								（億円） オクエン

								16年度実績 ネンドジッセキ												17年度予想 ネンドヨソウ																増　減 ゾウゲン								<参考＞　　　　　従来償却時 サンコウジュウライショウキャクトキ

								上 ウエ				下 シタ								上				下 シタ				当初見通し トウショミトオ								金額 キンガク				％

						売上高 ウリアゲダカ		1,697				1,597				3,295				1,825				1,575				3,400				3,400				+105				+3.2%

						営業利益 エイギョウリエキ		109				124				233				120				130				220				250				+17				+7.1%				200

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ		6.5%				7.8%				7.1%				6.6%				8.3%				6.5%				7.4%				-				-

						経常利益 ケイジョウリエキ		89				117				207				100				130				190				230				+23				+11.4%

						　特別損失 トクベツソンシツ										72																32				-40				-56.1%

						親会社株主に帰属する当期純利益		-19				114				94				60				75				50				135				+41				+42.9%

						EPS（円） エン		(7)				18				10.64																15.21				-				-

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		101				48				149				75				80				185				155				+6				-

						設備投資 セツビトウシ		90				94				184				90				100				140				190				+6				-

						為替レート（円/US$） カワセエン		89				80				109												93				110

						国産ナフサ価格（千円/kl) コクサンカカクセンエン		46				45				35												44				42

						12年度予想EPSは、11年度実績の期中平均株式数で割ったもの ネンドヨソウネンドジッセキキチュウヘイキンカブシキスウワ

						+0																														-

						※株式併合の影響考慮後：152.06 カブシキヘイゴウエイキョウコウリョゴ





決算概況 (2)

		

																												（億円） オクエン

								08年度実績 ネンドジッセキ												09年度予想 ネンドヨソウ												増　減 ゾウゲン								当初計画 トウショケイカク

								4-9				10-3								上実績 ウエジッセキ				下予想 シタヨソウ								金額 キンガク				％				(2009/5)

						売上高 ウリアゲダカ		2,134				1,538				3,673				1,549				1,701				3,250				-423				-11.5%				3,400

						営業利益 エイギョウリエキ		139				(27)				112				30				90				120				+8				+6.9%				140

						（対売上高、％）						-1.8%				3.1%				1.9%				5.3%				3.7%				-				-				4.1%

						経常利益 ケイジョウリエキ		115				(94)				21				13				62				75				+54				+264.3%				80

						当期純利益 トウキジュンリエキ		55				(181)				-125				-6				31				25				+150				-120.0%				30

						EPS（円） エン		7.9				-1.2				6.7				-7.2				8.6				1.4				-				-				6.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		92				120				212				101				99				200				-12				-5.7%

						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ										104								110				110				+6				+5.8%

						設備投資 セツビトウシ		92				109				200				90				55				145				-55				-27.6%

						EBITDA		231				93				324				131		-		189				320				-4				-1.3%

						為替レート（円/US$） カワセエン										100				96				93				95

						原油Dubai（$/ｂｂｌ） ゲンユ

						国産ナフサ価格（千円/KL) コクサンカカクセンエン										59				38				44				41

						+0																										-





Sheet3

		





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ)

		

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ





※






   営業利益増減要因予想 
Ⅱ．2017年度業績予想 

16年度 17年度 （億円） 

【16年度→17年度 】 

円レート

（円/US$)

国産ナフサ

（千円/kl）

16 17

35 42

109 110

原燃料 
+25 
売値 

-35 
数量 その他 

233 250 

±0 +22 +5 

為替 
（売値） 

14 


08上09上

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		前年減産 ゼンネンゲンサン		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ				低価法 テイカホウ

						08上 ウエ																				06年通期 ネンツウキ

						97		7		7		(68)		(79)		(21)		3		3		3		24		30

						0		90		(68)		(11)		(22)		(80)		(21)		21		21		6		0





08上09上

		





08上09上 (まとめ）

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		30		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ）

		





08上09上 (まとめ） (2)

		

								数量 スウリョウ		価格 カカク		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		変動費 ヘンドウヒ		固定費 コテイヒ

						08上 ウエ																		06年通期 ネンツウキ

						97		97		(15)		(90)		(21)		3		3		3		24		30

						0		(15)		(75)		(11)		(80)		(21)		21		21		6		0		0





08上09上 (まとめ） (2)

		





11KA-12KA

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

								原燃料 ゲンネンリョウ		売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

						14年 ネン												15年 ネン

						233		198		198		223		245		245		0

						0		35		25		22		0		5		250

								マイナス		プラス		プラス		マイナス





11KA-12KA

		





Sheet1 (6)

		

								売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

								売値(値上） ウリネネア		数量 スウリョウ		為替 カワセ		原燃料 ゲンネンリョウ		その他変動費＋固定費＋固定費（償却）＋低下法影響 ホカヘンドウヒコテイヒコテイヒショウキャクテイカホウエイキョウ

						10年上期 ネンカミキ														11年上期 ネンカミキ

						109		110		136		155		119		111		0

						0		26		33		14		36		8		110





Sheet1 (6)

		





Sheet1 (5)

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		為替 カワセ		数量 スウリョウ		売値 ウリネ		コストダウン

						07年H1 ネン														06年通期 ネンツウキ

						139		101		78		68		60		60		83		98

						0		38		23		10		8		23		15





Sheet1 (5)
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Sheet1

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		残存簿価 ザンゾンボカ		構成差他 コウセイサホカ		売値 ウリネ		数量増 スウリョウゾウ		コストダウン

						05年通期 ネンツウキ																06年通期 ネンツウキ

						304		227		197		180		163		163		204		249		271

						0		77		30		17		17		41		45		22		0





Sheet1

		





Sheet1 (2)

		

								原燃料 ゲンネンリョウ		固定費増 コテイヒゾウ		売値 ウリネ		数量増 スウリョウゾウ		コストダウン

						05年通期 ネンツウキ												06年通期 ネンツウキ

						299		234		191		191		227		280		304

						0		66		43		36		53		24		0
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								16				17

						円レート エン		109		120		110

						（円/US$) エン

						国産ナフサ コクサン		35				42

						　（受入ベース） ウケイレ

						（千円/kl） センエン
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						円レート エン		96				89

						（\/$)

								07				08（予） ヨ

						国産ナフサ コクサン		62				64

						（千円/kl） センエン

						円レート エン		114				103

						（\/$)
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（２） セグメント別予想 

Ⅱ．2017年度業績予想 

（億円）

17年度 17年度 増減

 フィルム・機能樹脂 1,386   1,450   127      137      +10

 産業マテリアル 692      740      48       53       +5

 ヘルスケア 271      283      43       45       +2

 繊維・商事 776      756      11       11       +0

 不動産・その他 170      171      33       33       +0

 消去・全社 - - -29      -29      +0

3,295   3,400   233      250      +17

16年度

営業利益

16年度

売上高

合　計


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						（億円） オクエン

								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

								16年度 ネンド						17年度 ネンド		16年度 ネンド						17年度 ネンド		増減 ゾウゲン

								上期 カミキ		下期 シモキ						上期 カミキ		下期 シモキ

						フィルム・機能樹脂		640		745		1,386		1,450						127		137		+10

						産業マテリアル		345		347		692		740						48		53		+5

						ヘルスケア		149		122		271		283						43		45		+2

						スペシャルティ計		1,135		1,214		2,349		2,473		-		-		236		235		△ 1

						（営業利益率）														9.3%		9.5%

						繊維・商事		443		333		776		756						11		11		+0

						不動産・その他		120		50		170		171						33		33		+0

						消去・全社		-		-		-		-						(29)		(29)		+0

				合　計				1,697		1,597		3,295		3,400		-		-		233		250		+17

						+0





Sheet3 (2)

		





Sheet3 (3)
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 2014中計の位置付け 

Ⅲ．2014年中計進捗 

0
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10 11 12 13 14 15 16 17 将

来

営業利益

当期純利益

将来のめざす姿 （売上高5,000億円・営業利益500億円） への 
成長軌道に乗せるための中計 

（億円） 

「成長力」と「安定性」 
を備えた強い会社 

2014中計 
（2014～2017） 

300 

１．海外展開 
２．新製品 
３．競争力強化 
４．資産効率 
５．グローバル経営機能 

（億円）

2017
中計目標

売上高 4,200
営業利益 300

（益率） 7.1%
親会社株主に帰属

する当期純利益
140

ＲＯＥ 8%
Ｄ／Ｅ（倍） ＜1.0

500 


Graph2

		10		10		10		10

		11		11		11		11

		12		12		12		12

		13		13		13		13

		14		14		14		14

		15		15		15		15

		16		16		16		16

		17		17		17		17

		将来		将来		将来		将来



営業利益

#REF!

当期純利益

208.9

41.55

183.05

45.87

170.81

76.39

210

81.54

205.8

81.17

231.23

101.5

101.5

233.32

100

300

500



３Ｑ

		

																																																				（億円） オクエン		（億円） オクエン

								08下 シタ				12年度 ネンド																10上 カミ				10下 シタ				13年度見通し（対外発表） ネンドミトオタイガイハッピョウ																前年
同期比
3Q ゼンネンドウキヒ								直近見通し チョッキンミトオ

												上期 カミキ				下期 シモキ																				上期 カミキ				下期 シモキ												金額

																3Q				4Q																				3Q				4Q見 ミ																(2011/8)

						売上高 ウリアゲダカ		1,648				1,711				782				897				3,390				1,697				1,708				1,745								1,755				3,500				-782		-100.0%						1,700

						営業利益 エイギョウリエキ		15				76				32				63				171				109				99				113								107				220				-32		-						100

				(営業利益率） エイギョウリエキリツ				0.9%				4.5%				4.1%				7.0%				5.0%				6.5%				5.8%				6.5%				0.0%				6.1%				6.3%				-		-

						経常利益 ケイジョウリエキ		(47)				65				30				63				157				89				81				65				30				55				150				-		-						85

						当期純利益 トウキジュンリエキ		(69)				27				18				31				76				-19				61				52								43				95				-18		-						40

						EPS（円） エン						3.1				0.0				2.1				5.2				-2.6				8.1				3.1				0.0				－				－				-		-						4.5

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		117				64				34				35				132				92				99				68								87				155				-34		-100.0%

						設備投資 セツビトウシ		86				68				54				58				180				54				85				68								132				200				-54		－

						営業CF エイギョウ		37				146				100				58				304				179				158				170								-				-				-100		-

						投資CF トウシ						41				41				138				180												41				41				138				180				-		0.0%

						フリーCF						42				42				138				181												42				42				138				181				-		-

						為替レート（円/US$）						79				81				79				83				89				82				99				81				88				82

						国産ナフサ価格
（千円/KL)						55				56				54				58				46				49				65				56				59				57

						【営業利益】 エイギョウリエキ																																						（予算） ヨサン

						単体 タンタイ						84				21				30				135												65				24				58

						TSTC						2				(3)				4				4												(9)				(5)				5

						合計 ゴウケイ						87				18		0		34		0		139		0		0		0		0		0		56		0		20		0		63





PLBS10年推移

																								（億円） オクエン

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		PL		売上高 ウリアゲダカ		3,937		4,019		4,267		4,314		3,673		3,188		3,406		3,495		3,390		3,500

				営業利益 エイギョウリエキ		288		299		304		271		112		115		209		183		171		220

				当期利益 トウキリエキ		122		126		135		47		(125)		21		42		46		76		95

		CF		営業CF エイギョウ		301		273		271		233		(4)		290		337		142		304		-

																								(13/9末) マツ

		BS		総資産 ソウシサン		5,118		5,148		5,132		4,945		4,438		4,384		4,435		4,378		4,474		4,465

				棚卸資産 タナオロシシサン

				有利子負債 ユウリシフサイ		2,210		2,062		1,942		1,788		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,525

				自己資本 ジコシホン		1,075		1,251		1,335		1,297		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,430

				D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		2.06		1.65		1.45		1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.07





PLBS10年推移 グラフ

																												（億円） オクエン																								（億円） オクエン

				10		11		12		13		14		15		16		17						将来 ショウライ								04		05		06		07		08		09		10		11		12		13見 ミ

		当期純利益 トウキジュンリエキ												102		100																売上高 ウリアゲダカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期純利益 トウキジュンリエキ		42		46		76		82		81		102																		売上高 ウリアゲダカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		209		183		171		210		206		231		233		300						500								　(うちｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ）		0		0		0		0		0		0		0		300		0		0

										(13/9末) マツ																		(13/9末) マツ				営業CF エイギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				10		11		12		13								17														将来 ショウライ		13

		総資産 ソウシサン		0		4,945		4,438		4,465								4,435														4,474		4,465																								（億円） オクエン

		有利子負債 ユウリシフサイ		1,518		1,549		1,594		1,525								1,518														1,594		1,525						04		05		06		07		08		09		10		11		12		13/9末 マツ

		自己資本 ジコシホン		1,258		1,306		1,380		1,430								1,258														1,380		1,430				総資産 ソウシサン		0		0		0		0		0		0		4,435		0		4,474		4,465

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		1.21		1.19		1.16		1.07								1.21														1.16		1.07				営業利益ROA エイギョウリエキ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

																																						有利子負債 ユウリシフサイ		0		0		0		0		0		0		1,518		0		1,594		1,525

																																						自己資本 ジコシホン		0		0		0		0		0		0		1,258		0		1,380		1,430

																																						D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.21		0.00		1.16		1.07

																																						＊営業利益は13見通し エイギョウリエキミトオ





PLBS10年推移 グラフ

		



当期純利益

営業利益

#REF!



10年推移表

		



総資産

有利子負債

自己資本

D/Eﾚｼｵ（倍）



10中計比較

		

														（億円） オクエン

								04		07		10		13見 ミ

				売上高 ウリアゲダカ				0		0		0		0

						ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ		1,994		2,447		2,298		2,470

				営業利益 エイギョウリエキ				0		0		0		0

								(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)		(0.0%)

						ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ		235		244		212		201

								(11.8%)		(10.0%)		(9.2%)		(8.1%)

				営業CF エイギョウ				0		0		0		0

						＊営業CF：13見通しは13上実×2 エイギョウミトオカミジツ

				為替（円/ドル） カワセエン				108		114		85		98

				ﾅﾌｻ（千円/KL） センエン				31		62		48		67





10中計AP

																						（億円） オクエン

				2009		＜10中計＞ チュウケイ										＜実績+見通＞ ジッセキミトオ

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013

		売上高 ウリアゲダカ		3,188		3,400		3,550		3,750		4,000				3,406		3,495		3,390		3,500

		営業利益 エイギョウリエキ		115		200		230		270		300				209		183		171		220

																						(13/9末) マツ

		総資産 ソウシサン		4,384								-				4,435		4,378		4,474		4,465

		営利ROA（％） エイリリ		2.6%								8%				4.7%		4.2%		3.8%		5.0%

		有利子負債 ユウリシフサイ		1,710								約1,500 ヤク				1,518		1,549		1,594		1,525

		自己資本 ジコシホン		1,071								約1,400 ヤク				1,258		1,306		1,380		1,430

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		1.60								1.1				1.21		1.19		1.16		1.07



1,000 億円

783 億円



資産効率

		アクションプラン				（目標）１０中計 モクヒョウチュウケイ		１３見通し ミトオ		実績・評価 ジッセキヒョウカ

		1.		能力増強投資
(M&A､ｱﾗｲｱﾝｽ含む)
※意思決定ﾍﾞｰｽ ノウリョクゾウキョウトウシフクイシケッテイ		３５０億円
（4年累計） オクエンネンルイケイ		３３７億円
（うちM&A 77億円） オクエンオクエン		×		■単体：２１０億円、Ｇ会社：１２７億円
 ■利益寄与は来年度以降 タンタイオクエンカイシャオクエンリエキキヨライネンドイコウ		事業部 ジギョウブ										13上期 カミキ						百万円 ヒャクマンエン

										△						△										TC 繊維 センイ		TSTC　繊維 センイ		合計 ゴウケイ

										△				事業部、経企 ジギョウブケイキ										営業利益 エイギョウリエキ		(21)		174		153

		2.		海外展開 カイガイテンカイ		＋２２０億円
(１０→１３) オクエン		＋２２９億円
(１０→１３) オクエン		○		■計画達成見通し、更に上積み
 ■ただし、現地生産・現地市場開拓（10%） ケイカクタッセイミトオサラウワヅ		事業部 ジギョウブ										使用資本（期平均） シヨウシホンキヘイキン		13,182		15,747		28,929

										△						○								営利ROA エイリ		-0.3%		2.2%		1.1%

										△				経企、事業部 ケイキジギョウブ

		2'		国内構造改革 コクナイコウゾウカイカク		-		-				■赤字対策実行
 ■競争力強化（MG90）
　　[ 4-12月累計 61億円 / 目標 113億円 ] アカジタイサクジッコウキョウソウリョクキョウカガツルイケイオクエンモクヒョウオクエン				○								MG90		年度目標 ネンドモクヒョウ		4-12累計 ルイケイ		進捗率 シンチョクリツ

																								事業部 ジギョウブ		10,617		5,567		52%

		3.		新製品開発 シンセイヒンカイハツ		＋３００億円
（１０→１３） オクエン		（＋１０５億円）
※１３中計数値 オクエンチュウケイスウチ		△		■SRF,MRT,ﾅｰﾌﾞﾘｯｼﾞの拡大期待
 ■次の新製品が見えない カクダイキタイツギガミエミ		事業部、事開企 ジギョウブコトカイクワダ		△								スタッフ		433		365		84%

										△														NR、IK事業所 ジギョウショ		239		204		85%

		4.		資産効率の向上 シサンコウリツコウジョウ		全社ＲＯＡ ８％
［衣料繊維 ５％］ ゼンシャイリョウセンイ		１３上期実績
全社ＲＯＡ ５％
衣料繊維 ５％
TSTC繊維 ２％ カミキジッセキゼンシャイリョウセンイセンイ		×														NR、IK事業所 ジギョウショ						0%

										×		■ＣＦ重視（在庫月数圧縮）
 ■低ＲＯＡ事業・非事業資産への対応要 ジュウシザイコツキスウアッシュクテイジギョウヒジギョウシサンタイオウヨウ				△								合計 ゴウケイ		11,289		6,136		54%

										×





定量目標

		

								営業利益／売上高（億円） エイギョウリエキウリアゲダカオクエン

								2013				2017				増分 ゾウブン

								（K実+S予） ジツヨ				（計画） ケイガ

				拡　大
（含、回復） ヒロムダイフクカイフク				157		→		246				90

								1,614		→		2,087				473

				維　持 ユイモチ				82		→		93				11

								474		→		552				78

				判断/縮小 ハンダンシュクショウ				13		→		28				15

								417		→		496				79



9.7%

17.3%

3.1%

11.8%

16.8%

5.6%



TCデータ

				＜全体＞　 ゼンタイ										（億円） オクエン				＜事業本部別 （目安） ＞ ジギョウホンブベツメヤス								（億円） オクエン

								2013予 ヨ		2017				将来 ショウライ						売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ

						売上高 ウリアゲダカ		3,500		4,200		(◇)		5,000						2013		2017		2013		2017				＊管理室など費用は13上実据え置き カンリシツヒヨウカミジツスオ

						　うち海外 カイガイ		945		1,700				2,500				フイルム		806		934		42		71				←TC単体、SKC-J タンタイ

						（海外比率） カイガイヒリツ		27%		40%		◆		50%				ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ		510		664		49		72				←TC単体、G推進現法、TCT タンタイスイシンゲンホウ

						営業利益 エイギョウリエキ		220		300		◆		500				機能材（除、TY） キノウザイノゾ		549		730		54		81				←TC単体、G推進現法、AB海外、その他（BA東南ｱ等） タンタイスイシンゲンホウカイガイタトウナンナド

						（益率） エキリツ		6.3%		7.1%				10.0%				ﾊﾞｲｵ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ		301		402		62		83				←TC単体、G推進現法、Spinreact、AJMC、TSB タンタイスイシンゲンホウ

						（参考）当期利益 サンコウトウキリエキ		95		140								TSTC繊維 センイ		333		367		10		18

						総資産 ソウシサン		4,465		4,600				5,000				上記計 ジョウキケイ		2,499		3,097		217		325

						ＲＯＡ		5%		7%		◆		10%				ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社他 カイシャタ		1,001		903		36		55				←主なG会社の数値は13据え置き オモガイシャスウチスオ

						借入金 カリイレキン		1,525		＜1,500				1,500				共通（開発他） キョウツウカイハツホカ						(33)		(40)

						自己資本 ジコシホン		1,430		＞1,500				2,000				全社計 ゼンシャケイ		3,500		4,000		220		340

						Ｄ／Ｅ（倍） バイ		1.1		＜1.0		◆		0.75				・前提（13下予ﾍﾞｰｽ） ゼンテイシモヨ						（調整） チョウセイ		-40

						（参考）ＲＯＥ サンコウ		7%		9%		(◇)		10%				　為替： 98円/ﾄﾞﾙ　　ﾅﾌｻ： 63千円/KL　　 カワセエンセンエン						再計 サイケイ		300

								　＊13年9月末、◆全社ＫＰＩ ネンガツマツゼンシャ										・ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ事業は一部の海外現法を含む。本部内共通費等は経企推計 ジギョウイチブカイガイゲンホウフクトウ



＊

＊

＊



データ四半期

		

				連結損益計算書				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				設備投資		百万円		32,486		20,039		15,166		13,931		16,517		18,041

				減価償却費		百万円		19,274		21,206		20,419		19,113		19,473		13,246

				研究開発費		百万円		10,877		10,669		10,296		10,634		10,820		9,966

				営業利益		百万円		27,075		11,229		11,469		20,890		18,305		17,081

				経常利益		百万円		21,049		2,059		7,441		17,043		15,730		15,522

				税金等調整前当期純利益		百万円		13,686		(20,738)		(255)		4,991		10,863		12,774

				当期純利益		百万円		4,698		(12,505)		2,094		4,155		4,587		7,639

				売上純利益

				売上総利益		百万円		88,911		71,394		65,078		75,593		74,701		71,315

				売上高

				売上高		百万円		431,417		367,271		318,773		340,573		349,505		339,009

				1. ※3月期決算

				連結貸借対照表				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				総資産		百万円		494,496		443,816		438,439		443,516		437,841		447,445

				固定資産合計		百万円		294,852		283,578		281,110		271,515		260,105		262,707

				流動資産合計		百万円		199,644		160,238		157,329		172,001		177,735		184,739

				純資産合計		百万円		146,500		133,967		131,097		149,773		147,724		155,522

				株主資本合計		百万円		88,860		72,671		80,503		98,876		100,440		105,242

				固定負債合計		百万円		135,636		154,772		143,787		130,299		127,267		127,093

				流動負債合計		百万円		212,360		155,077		163,554		163,444		162,850		164,831

				1. ※3月期決算

				連結キャッシュ・フロー計算書				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				営業活動によるキャッシュ・フロー		百万円		23,282		(368)		29,024		33,714		14,192		30,354

				投資活動によるキャッシュ・フロー		百万円		(10,193)		(15,803)		(13,455)		(11,579)		(15,061)		(11,294)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		百万円		(17,948)		17,379		(15,832)		(9,915)		(11,531)		(2,636)

				現金及び現金同等物の期末残高		百万円		9,749		9,802		9,953		21,927		9,481		26,467

				1. ※3月期決算

				1株当たりデータ				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				EPS (1株当たり当期純利益)		円		6.73		(17.92)		2.88		5.49		5.17		8.61

				BPS (1株当たり純資産)		円		185.79		140.79		143.43		141.85		147.26		155.61

				年間配当金		円		5.00		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50

				1. ※3月期決算

				主な指標				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				ROA		%		5.5		2.5		2.6		4.7		4.2		3.8

				ROE		%		3.6		-11.0		2.0		3.6		3.6		5.7

				自己資本比率		%		26.2		22.1		24.4		28.4		29.8		30.8

				D/Eレシオ				1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16

				その他

				EBITDA		百万円		46,349		32,435		31,888		40,003		37,778		30,327

				フリー・キャッシュ・フロー		百万円		N/A		(16,171)		15,569		22,135		(869)		19,060

				1. ※3月期決算

				2. ROA - ROA （営業利益ベース）

				3. ROE - ROE （自己資本当期純利益率）

				4. D/Eレシオ - D/Eレシオ（少数株主持分除く）

				5. EBITDA (その他) - EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

				6. フリー・キャッシュ・フロー (その他) - フリーキャッシュフロー＝営業CF＋投資CF

																		© Euroland.com 提供元





G経営機能

		

				連結損益計算書				Q3/11		Q4/11		Q1/12		Q2/12		Q3/12		Q4/12		Q1/13		Q2/13

				減価償却費		百万円		14,377		19,473		3,203		6,403		9,770		13,246		3,332		6,767

				営業利益		百万円		14,216		18,305		2,244		7,633		10,806		17,081		5,195		11,268

				経常利益		百万円		12,283		15,730		1,816		6,477		9,451		15,522		5,129		10,785

				税金等調整前当期純利益		百万円		10,330		10,863		929		4,582		7,282		12,774		4,503		8,240

				当期純利益		百万円		5,212		4,587		492		2,703		4,507		7,639		2,959		5,157

				売上総利益

				売上総利益		百万円		56,068		74,701		16,361		35,325		51,852		71,315		18,685		38,454

				売上高

				売上高		百万円		258,832		349,505		83,053		171,117		249,292		339,009		85,284		174,485

				1. ※3月期決算

				連結貸借対照表				Q3/11		Q4/11		Q1/12		Q2/12		Q3/12		Q4/12		Q1/13		Q2/13

				総資産		百万円		434,931		437,841		439,308		429,447		443,482		447,445		446,794		446,525

				固定資産合計		百万円		264,648		260,105		262,054		261,625		266,044		262,707		266,194		270,367

				流動資産合計		百万円		170,283		177,735		177,254		167,822		177,438		184,739		180,600		176,158

				純資産合計		百万円		146,709		147,724		145,677		146,922		150,008		155,522		157,583		160,493

				株主資本合計		百万円		100,991		100,440		97,828		100,038		101,842		105,242		104,934		107,130

				固定負債合計		百万円		125,817		127,267		119,268		119,879		125,025		127,093		132,082		122,873

				流動負債合計		百万円		162,405		162,850		174,363		162,645		168,449		164,831		157,128		163,159

				1. ※3月期決算

				1株当たりデータ				Q3/11		Q4/11		Q1/12		Q2/12		Q3/12		Q4/12		Q1/13		Q2/13

				EPS (1株当たり当期純利益)		円		5.88		5.17		0.56		3.05		5.08		8.61		3.33		5.80

				BPS (1株当たり純資産)		円		146.00		147.26		144.69		146.14		149.59		155.61		157.82		N/A

				年間配当金		円		N/A		3.50		N/A		0.00		N/A		3.50		N/A		0.00

				1. ※3月期決算

				主な指標				Q3/11		Q4/11		Q1/12		Q2/12		Q3/12		Q4/12		Q1/13		Q2/13

				ROA		%		N/A		4.2		N/A		3.6		N/A		3.8		N/A		N/A

				ROE		%		N/A		3.6		N/A		N/A		N/A		5.7		N/A		N/A

				自己資本比率		%		29.8		29.8		29.2		30.2		29.9		30.8		31.4		32.0

				D/Eレシオ				N/A		1.19		N/A		1.19		N/A		1.16		N/A		1.07

				1. ※3月期決算

				2. ROA - ROA （営業利益ベース）

				3. ROE - ROE （自己資本当期純利益率）

				4. D/Eレシオ - D/Eレシオ（少数株主持分除く）

																						© Euroland.com 提供元





G経営機能２

		

								めざす姿 スガタ				現状 ゲンジョウ

		経営管理 ケイエイカンリ						・グローバル連結がメイン　（単体は一部分） レンケツタンタイイチブブン				・意識：単体メイン（連結では見えにくい） イシキタンタイレンケツミ

		（事業経営） ジギョウケイエイ						・事業層別によるポートフォリオマネジメント ジギョウソウベツ				・一斉に利益拡大 イッセイリエキカクダイ

								・事業層別→複数のＫＰＩ（先行指標含む） ジギョウソウベツフクスウセンコウシヒョウフク				・ＫＰＩ＝営業利益　（結果系） エイギョウリエキケッカケイ

								・新しい管理会計の考え方 アタラカンリカイケイカンガカタ				・短期予算の着地精度重視 タンキヨサンチャクチセイドジュウシ

								　　

				人材 ジンザイ				・経営人材、タレント人材を経営で共有・育成 ケイエイジンザイジンザイケイエイキョウユウイクセイ				・縦割り人事、人材囲い込み タテワジンジジンザイカココ

								・ＮＳ含めた多様人材 フクタヨウジンザイ				・単体中心、日本人男性中心 タンタイチュウシンニホンジンダンセイチュウシン

				ガバナンス				・権限委譲（分散）と集中のバランス ケンゲンイジョウブンサンシュウチュウ				・単体中心　（中央集権） タンタイチュウシンチュウオウシュウケン

								・グループ会社モニタリング機能強化 カイシャキノウキョウカ

				Ｉ　Ｔ				・グローバル連結で経営管理できるシステム レンケツケイエイカンリ				・単体中心＋一部グループ タンタイチュウシンイチブ

								・クラウド・オープン、標準化 ヒョウジュンカ				･ホスト系、カスタマイズ ケイ





海外

		

						TC		TSTC		国内
G会社 コクナイカイシャ		海外G会社 カイガイカイシャ

												TCH		TAC		THK		TKR		TWT		TTH		TCT		TIM		TKI		TUS		TIMA		TBR		IUSA		TEG		SPR		AJMC		…

				パッケージング		●		●		●

				工業フイルム コウギョウ		●		●				●

				バイロン		●		●		●		●												●

				エンプラ		●		●		●		●										●								●				●

				…

				自動車ﾃｷｽﾀｲﾙ ジドウシャ		●								●												●						●

				ブレスエアー		●																																●

				…

				バイオ		●				●												●								●				●						●

				アクア膜 マク		●																																				●

				･･･

				ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ		●						●																●





新製品

		

												13→'17増分 ゾウブン						（億円） オクエン

												売上高 ウリアゲダカ		営業
利益 エイギョウリエキ		主なアクションプラン オモ		投資額 トウシガク

						化成品 カセイヒン		フイルム				97		20		・ＳＣ 海外展開
・ＳＲＦ 拡大 カイガイテンカイカクダイ		9

								ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ				134		22		・バイロン ＴＣＨ（タイ）生産品の海外拡販
・エンプラ 海外拠点の拡充（ブラジル、北中米等） セイサンシナカイガイカクハンカイガイキョテンカクジュウキタチュウベイトウ		54

						　機能材 キノウザイ						141		13		・自動車TX グローバル拡販（中国、タイ、米国等）
・ブレスエアー 市場拡大（欧州、アジア） ジドウシャカクハンチュウゴクベイコクトウシジョウカクダイオウシュウ		56

						　ﾊﾞｲｵ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ						65		23		・ＲＯ 新規大型案件・交換膜販売促進（中東、欧州）
･診断システム Spinreact協業、USCANNER拡販 シンキオオガタアンケンコウカンマクハンバイソクシンチュウトウオウシュウシンダンキョウギョウカクハン		11

						　繊維・商事、TSTC センイショウジ						93		3		・ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ：機能ﾃｷｽﾀｲﾙ、ﾐｽﾞﾉ向け柔道着 キノウムジュウドウギ		1

												0		0

						合計 ゴウケイ						531		80				131





新製品 (2)

		

																		’１３→’１７増分 ゾウブン																												（億円） オクエン

																		売 上 バイジョウ				営業
利益 エイギョウリエキ				主なアクションプラン
（　）は期待売上増分 オモキタイゾウブン																		投資額 トウシガク

								化成品事業本部 カセイヒンジギョウホンブ		フイルム本部 ホンブ								174				19				包装F ：高耐熱高剛性OPP(4) ホウソウコウタイネツコウゴウセイ																		30

																										　　　　　ｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ(3)、LiB用ONY(5) ヨウ

																										工業F ：SRF徹底追及(102) コウギョウテッテイツイキュウ

																										　　　　　ｾﾗｺﾝ,ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(27)

										スペシャリティ								98				17				ﾊﾞｲﾛﾝ ：川下展開(27) カワシモテンカイ																		20

										ケミカル本部																AP ：塩水吸収性ﾗﾝｼｰﾙ(3) シオミズキュウシュウセイ

								　機能材事業本部 キノウザイジギョウホンブ										34				4				ｽｰﾊﾟｰ繊維 ：ｻﾞｲﾛﾝ新規用途開拓(9) センイシンキヨウトカイタク																		1

																										AC ：排水処理装置（3)

								　バイオ・メディカル
               事業本部										42				14				医療機器 ：ﾅｰﾌﾞﾘｯｼﾞ(9) イリョウキキ																		3

																										ｱｸｱ膜 ：FO(12) マク

								　繊維・商事事業本部 センイショウジジギョウホンブ										42				1				ｽﾎﾟｰﾂ ：ﾅｲﾛﾝ織物開発強化(5) オリモノカイハツキョウカ																		0

																										ﾃｷｽﾀｲﾙ ：ﾄｰﾌﾞ ﾎﾟｽﾄｽｰﾊﾟｰﾛｻﾞﾝﾅ(2)

								合　計 ゴウケイ										390				55																						54





ポートフォリオ推移

		

																		’１３→’１７増分 ゾウブン																												（億円） オクエン

																		売 上 バイジョウ				営業
利益 エイギョウリエキ				主なアクションプラン
（　）は期待売上増分 オモキタイゾウブン																		投資額 トウシガク

								化成品事業本部 カセイヒンジギョウホンブ		フイルム本部 ホンブ								174				19				包装F ：高耐熱高剛性OPP ホウソウコウタイネツコウゴウセイ																		30

																										　　　　　サイクルクリーン、LiB用ONY ヨウ

																										工業F ：SRF徹底追及 コウギョウテッテイツイキュウ

																										　　　　　セラコン、タッチパネル

										スペシャリティ								98				17				バイロン ：川下展開 カワシモテンカイ																		20

										ケミカル本部																AP ：塩水吸収性ランシール シオミズキュウシュウセイ

								　機能材事業本部 キノウザイジギョウホンブ										34				4				ｽｰﾊﾟｰ繊維 ：ザイロン新規用途開拓 センイシンキヨウトカイタク																		1

																										AC ：排水処理装置

								　バイオ・メディカル
               事業本部										42				14				医療機器 ：ナーブリッジ イリョウキキ																		3

																										アクア膜 ：FO マク

								　繊維・商事事業本部 センイショウジジギョウホンブ										42				1				ｽﾎﾟｰﾂ ：ﾅｲﾛﾝ織物開発強化 オリモノカイハツキョウカ																		0

																										ﾃｷｽﾀｲﾙ ：ﾄｰﾌﾞ ﾎﾟｽﾄｽｰﾊﾟｰﾛｻﾞﾝﾅ

								合　計 ゴウケイ										390				55																						54





旧版⇒

		

						2013				2017				将来 ショウライ

				海外 カイガイ		945		海外 カイガイ		1,700		海外 カイガイ		2,500

				国内 コクナイ		2,555		国内 コクナイ		2,500		国内 コクナイ		2,500

						3,500				4,200				5,000

						2013				2017								2017

				フィルム・機能樹脂 キノウジュシ		1,490				1,700		57%		113				1,800

				産業マテリアル サンギョウ		710				900		30%		60				950

				ライフサイエンス		270				400		13%		27				450

				繊維 センイ		790				750								750

				その他 タ		240				250				200				250

						3,500				4,000								4,200





旧版⇒

		



2013



10中計比較 旧

		



2017



資産効率 旧

		



将来



		



2013



		





		





																						（億円） オクエン

				2009		＜10中計＞ チュウケイ										＜実績+見通＞ ジッセキミトオ

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013

		売上高 ウリアゲダカ		3,188		3,400		3,550		3,750		4,000				3,406		3,495		3,390		3,500

		営業利益 エイギョウリエキ		115		200		230		270		300				209		183		171		220

										4年累計⇒ ネンルイケイ		1,000								4年累計⇒ ネンルイケイ		783

																						(13/9末) マツ

		総資産 ソウシサン		4,384								-				4,435		4,378		4,474		4,465

		営利ROA（％） エイリリ		2.6%								8%				4.7%		4.2%		3.8%		5.0%

		有利子負債 ユウリシフサイ		1,710								約1,500 ヤク				1,518		1,549		1,594		1,525

		自己資本 ジコシホン		1,071								約1,400 ヤク				1,258		1,306		1,380		1,430

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		1.60								1.1				1.21		1.19		1.16		1.07





		

								営業利益／売上高（億円） エイギョウリエキウリアゲダカオクエン

								2013				2017				増分 ゾウブン

								（K実+S予） ジツヨ				（計画） ケイガ

				拡　大 ヒロムダイ				157		→		246				90

								1,614		→		2,087				473

				維　持 ユイモチ				82		→		93				11

								474		→		552				78

				判断/縮小 ハンダンシュクショウ				13		→		28				15

								417		→		496				79



9.7%

17.3%

3.1%

11.8%

16.8%

5.6%




PLBS10年推移

																								（億円） オクエン

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		PL		売上高 ウリアゲダカ		3,937		4,019		4,267		4,314		3,673		3,188		3,406		3,495		3,390		3,500

				営業利益 エイギョウリエキ		288		299		304		271		112		115		209		183		171		220

				当期利益 トウキリエキ		122		126		135		47		(125)		21		42		46		76		95

		CF		営業CF エイギョウ		301		273		271		233		(4)		290		337		142		304		-

																								(13/9末) マツ

		BS		総資産 ソウシサン		5,118		5,148		5,132		4,945		4,438		4,384		4,435		4,378		4,474		4,465

				棚卸資産 タナオロシシサン

				有利子負債 ユウリシフサイ		2,210		2,062		1,942		1,788		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,525

				自己資本 ジコシホン		1,075		1,251		1,335		1,297		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,430

				D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		2.06		1.65		1.45		1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.07





PLBS10年推移 グラフ

																						（億円） オクエン																								（億円） オクエン

				04		05		06		07		08		09		10		11		12		13						04		05		06		07		08		09		10		11		12		13見 ミ

		売上高 ウリアゲダカ		3,937		4,019		4,267		4,314		3,673		3,188		3,406		3,495		3,390		3,500				売上高 ウリアゲダカ		3,937		4,019		4,267		4,314		3,673		3,188		3,406		3,495		3,390		3,500

		営業利益 エイギョウリエキ		288		299		304		271		112		115		209		183		171		220				　(うちｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ）		288		299		304		271		112		115		209		183		171		220

		営業CF エイギョウ		301		273		271		233		(4)		290		337		142		304		339				営業利益 エイギョウリエキ		288		299		304		271		112		115		209		183		171		220

																						(13/9末) マツ				営業CF エイギョウ		301		273		271		233		(4)		290		337		142		304		339

				04		05		06		07		08		09		10		11		12		13

		総資産 ソウシサン		5,118		5,148		5,132		4,945		4,438		4,384		4,435		4,378		4,474		4,465																								（億円） オクエン

		有利子負債 ユウリシフサイ		2,210		2,062		1,942		1,788		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,525						04		05		06		07		08		09		10		11		12		13/9末 マツ

		自己資本 ジコシホン		1,075		1,251		1,335		1,297		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,430				総資産 ソウシサン		5,118		5,148		5,132		4,945		4,438		4,384		4,435		4,378		4,474		4,465

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		2.06		1.65		1.45		1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.07				営業利益ROA エイギョウリエキ		5.6%		5.8%		5.9%		5.5%		2.5%		2.6%		4.7%		4.2%		3.8%		4.9%

																										有利子負債 ユウリシフサイ		2,210		2,062		1,942		1,788		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,525

																										自己資本 ジコシホン		1,075		1,251		1,335		1,297		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,430

																										D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		2.06		1.65		1.45		1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.07

																										＊営業利益は13見通し エイギョウリエキミトオ





PLBS10年推移 グラフ

		



売上高

営業利益

営業CF



10年推移表

		



総資産

有利子負債

自己資本

D/Eﾚｼｵ（倍）



10中計比較

		

														（億円） オクエン

								04		07		10		13見 ミ

				売上高 ウリアゲダカ				3,937		4,314		3,406		3,500

						ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ		1,994		2,447		2,298		2,470

				営業利益 エイギョウリエキ				288		271		209		220

								(7.3%)		(6.3%)		(6.1%)		(6.3%)

						ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ		235		244		212		201

								(11.8%)		(10.0%)		(9.2%)		(8.1%)

				営業CF エイギョウ				301		233		337		339

						＊13見通しは13上実×2 ミトオカミジツ

				為替（円/ドル） カワセエン				108		118		87		98

				ﾅﾌｻ（千円/KL） センエン				31		57		46		67





10中計AP

																						（億円） オクエン

				2009		＜10中計＞ チュウケイ										＜実績+見通＞ ジッセキミトオ

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013

		売上高 ウリアゲダカ		3,188		3,400		3,550		3,750		4,000				3,406		3,495		3,390		3,500

		営業利益 エイギョウリエキ		115		200		230		270		300				209		183		171		220

																						(13/9末) マツ

		総資産 ソウシサン		4,384								-				4,435		4,378		4,474		4,465

		営利ROA（％） エイリリ		2.6%								8%				4.7%		4.2%		3.8%		5.0%

		有利子負債 ユウリシフサイ		1,710								約1,500 ヤク				1,518		1,549		1,594		1,525

		自己資本 ジコシホン		1,071								約1,400 ヤク				1,258		1,306		1,380		1,430

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		1.60								1.1				1.21		1.19		1.16		1.07



1,000 億円

783 億円



資産効率

		アクションプラン				（目標）１０中計 モクヒョウチュウケイ		１３見通し ミトオ		実績・評価 ジッセキヒョウカ

		1.		能力増強投資
(M&A､ｱﾗｲｱﾝｽ含む)
※意思決定ﾍﾞｰｽ ノウリョクゾウキョウトウシフクイシケッテイ		３５０億円
（4年累計） オクエンネンルイケイ		３３７億円
（うちM&A 77億円） オクエンオクエン		×		■単体：２１０億円、Ｇ会社：１２７億円
 ■利益寄与は来年度以降 タンタイオクエンカイシャオクエンリエキキヨライネンドイコウ		事業部 ジギョウブ										13上期 カミキ						百万円 ヒャクマンエン

										△						△										TC 繊維 センイ		TSTC　繊維 センイ		合計 ゴウケイ

										△				事業部、経企 ジギョウブケイキ										営業利益 エイギョウリエキ		(21)		174		153

		2.		海外展開 カイガイテンカイ		＋２２０億円
(１０→１３) オクエン		＋２２９億円
(１０→１３) オクエン		○		■計画達成見通し、更に上積み
 ■ただし、現地生産・現地市場開拓（10%） ケイカクタッセイミトオサラウワヅ		事業部 ジギョウブ										使用資本（期平均） シヨウシホンキヘイキン		13,182		15,747		28,929

										△						○								営利ROA エイリ		-0.3%		2.2%		1.1%

										△				経企、事業部 ケイキジギョウブ

		2'		国内構造改革 コクナイコウゾウカイカク		-		-				■赤字対策実行
 ■競争力強化（MG90）
　　[ 4-12月累計 61億円 / 目標 113億円 ] アカジタイサクジッコウキョウソウリョクキョウカガツルイケイオクエンモクヒョウオクエン				○								MG90		年度目標 ネンドモクヒョウ		4-12累計 ルイケイ		進捗率 シンチョクリツ

																								事業部 ジギョウブ		10,617		5,567		52%

		3.		新製品開発 シンセイヒンカイハツ		＋３００億円
（１０→１３） オクエン		（＋１０５億円）
※１３中計数値 オクエンチュウケイスウチ		△		■SRF,MRT,ﾅｰﾌﾞﾘｯｼﾞの拡大期待
 ■次の新製品が見えない カクダイキタイツギガミエミ		事業部、事開企 ジギョウブコトカイクワダ		△								スタッフ		433		365		84%

										△														NR、IK事業所 ジギョウショ		239		204		85%

		4.		資産効率の向上 シサンコウリツコウジョウ		全社ＲＯＡ ８％
［衣料繊維 ５％］ ゼンシャイリョウセンイ		１３上期実績
全社ＲＯＡ ５％
衣料繊維 ５％
TSTC繊維 ２％ カミキジッセキゼンシャイリョウセンイセンイ		×														NR、IK事業所 ジギョウショ						0%

										×		■ＣＦ重視（在庫月数圧縮）
 ■低ＲＯＡ事業・非事業資産への対応要 ジュウシザイコツキスウアッシュクテイジギョウヒジギョウシサンタイオウヨウ				△								合計 ゴウケイ		11,289		6,136		54%

										×





定量目標

		

								営業利益／売上高（億円） エイギョウリエキウリアゲダカオクエン

								2013				2017				増分 ゾウブン

								（K実+S予） ジツヨ				（計画） ケイガ

				拡　大
（含、回復） ヒロムダイフクカイフク				157		→		246				90

								1,614		→		2,087				473

				維　持 ユイモチ				82		→		93				11

								474		→		552				78

				判断/縮小 ハンダンシュクショウ				13		→		28				15

								417		→		496				79



9.7%

17.3%

3.1%

11.8%

16.8%

5.6%



TCデータ

										（億円） オクエン																		（億円） オクエン		（億円） オクエン										【ｾｸﾞﾒﾝﾄ別】 ベツ						（億円） オクエン		（億円） オクエン

								2010		2017　　　　中計目標 チュウケイモクヒョウ				増分
13→17 ゾウブン				将来 ショウライ						2013				2017														2013				2017

						売上高 ウリアゲダカ		3,406		4,200		(○)		+ 0				5,000				総資産 ソウシサン		4,435		4,563		4,600		営業利益 エイギョウリエキ												売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ

						　うち海外 カイガイ		724		1,700				+ 0				2,000				ＲＯＡ		0%		0%		7%		125										ﾌｲﾙﾑ・機能樹脂 キノウジュシ		1,480		96		1,800		125

						（海外比率） カイガイヒリツ		27%		40%		●						40%				借入金 カリイレキン		1,518		1,707		＜1,500		70										産業ﾏﾃﾘｱﾙ サンギョウ		717		51		900		70

						　うち国内 コクナイ				2,500								3,000				自己資本 ジコシホン		1,258		1,423		＞1,500												ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ		273		54		500

						営業利益 エイギョウリエキ		209		300		●		+ 0				500												80										その他 タ		0		26		250		80

						（益率） エキリツ		6.1%		7.1%								10%												40										合計 ゴウケイ		3,516		0		0		40

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		42		140																				20

																														335

						総資産 ソウシサン		4,435		4,600								5,000												40

						ＲＯＡ		5%		7%		●						10%												375

						ＲＯＥ		4%		8%		●						10%												-35

						借入金 カリイレキン		1,518		＜1,500								1,500												300

						自己資本 ジコシホン		1,258		＞1,500								2,000

						Ｄ／Ｅ（倍） バイ		1.21		＜1.0		●						0.75





G経営機能

		

				連結損益計算書				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				設備投資		百万円		32,486		20,039		15,166		13,931		16,517		18,041

				減価償却費		百万円		19,274		21,206		20,419		19,113		19,473		13,246

				研究開発費		百万円		10,877		10,669		10,296		10,634		10,820		9,966

				営業利益		百万円		27,075		11,229		11,469		20,890		18,305		17,081

				経常利益		百万円		21,049		2,059		7,441		17,043		15,730		15,522

				税金等調整前当期純利益		百万円		13,686		(20,738)		(255)		4,991		10,863		12,774

				当期純利益		百万円		4,698		(12,505)		2,094		4,155		4,587		7,639

				売上純利益

				売上総利益		百万円		88,911		71,394		65,078		75,593		74,701		71,315

				売上高

				売上高		百万円		431,417		367,271		318,773		340,573		349,505		339,009

				1. ※3月期決算

				連結貸借対照表				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				総資産		百万円		494,496		443,816		438,439		443,516		437,841		447,445

				固定資産合計		百万円		294,852		283,578		281,110		271,515		260,105		262,707

				流動資産合計		百万円		199,644		160,238		157,329		172,001		177,735		184,739

				純資産合計		百万円		146,500		133,967		131,097		149,773		147,724		155,522

				株主資本合計		百万円		88,860		72,671		80,503		98,876		100,440		105,242

				固定負債合計		百万円		135,636		154,772		143,787		130,299		127,267		127,093

				流動負債合計		百万円		212,360		155,077		163,554		163,444		162,850		164,831

				1. ※3月期決算

				連結キャッシュ・フロー計算書				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				営業活動によるキャッシュ・フロー		百万円		23,282		(368)		29,024		33,714		14,192		30,354

				投資活動によるキャッシュ・フロー		百万円		(10,193)		(15,803)		(13,455)		(11,579)		(15,061)		(11,294)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		百万円		(17,948)		17,379		(15,832)		(9,915)		(11,531)		(2,636)

				現金及び現金同等物の期末残高		百万円		9,749		9,802		9,953		21,927		9,481		26,467

				1. ※3月期決算

				1株当たりデータ				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				EPS (1株当たり当期純利益)		円		6.73		(17.92)		2.88		5.49		5.17		8.61

				BPS (1株当たり純資産)		円		185.79		140.79		143.43		141.85		147.26		155.61

				年間配当金		円		5.00		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50

				1. ※3月期決算

				主な指標				2007		2008		2009		2010		2011		2012

				ROA		%		5.5		2.5		2.6		4.7		4.2		3.8

				ROE		%		3.6		-11.0		2.0		3.6		3.6		5.7

				自己資本比率		%		26.2		22.1		24.4		28.4		29.8		30.8

				D/Eレシオ				1.38		1.82		1.60		1.21		1.19		1.16

				その他

				EBITDA		百万円		46,349		32,435		31,888		40,003		37,778		30,327

				フリー・キャッシュ・フロー		百万円		N/A		(16,171)		15,569		22,135		(869)		19,060

				1. ※3月期決算

				2. ROA - ROA （営業利益ベース）

				3. ROE - ROE （自己資本当期純利益率）

				4. D/Eレシオ - D/Eレシオ（少数株主持分除く）

				5. EBITDA (その他) - EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

				6. フリー・キャッシュ・フロー (その他) - フリーキャッシュフロー＝営業CF＋投資CF

																		© Euroland.com 提供元





G経営機能２

		

								めざす姿 スガタ				現状 ゲンジョウ

		経営管理 ケイエイカンリ						・グローバル連結がメイン　（単体は一部分） レンケツタンタイイチブブン				・意識：単体メイン（連結では見えにくい） イシキタンタイレンケツミ

		（事業経営） ジギョウケイエイ						・事業層別によるポートフォリオマネジメント ジギョウソウベツ				・一斉に利益拡大 イッセイリエキカクダイ

								・事業層別→複数のＫＰＩ（先行指標含む） ジギョウソウベツフクスウセンコウシヒョウフク				・ＫＰＩ＝営業利益　（結果系） エイギョウリエキケッカケイ

								・新しい管理会計の考え方 アタラカンリカイケイカンガカタ				・短期予算の着地精度重視 タンキヨサンチャクチセイドジュウシ

								　　

				人材 ジンザイ				・経営人材、タレント人材を経営で共有・育成 ケイエイジンザイジンザイケイエイキョウユウイクセイ				・縦割り人事、人材囲い込み タテワジンジジンザイカココ

								・ＮＳ含めた多様人材 フクタヨウジンザイ				・単体中心、日本人男性中心 タンタイチュウシンニホンジンダンセイチュウシン

				ガバナンス				・権限委譲（分散）と集中のバランス ケンゲンイジョウブンサンシュウチュウ				・単体中心　（中央集権） タンタイチュウシンチュウオウシュウケン

								・グループ会社モニタリング機能強化 カイシャキノウキョウカ

				Ｉ　Ｔ				・グローバル連結で経営管理できるシステム レンケツケイエイカンリ				・単体中心＋一部グループ タンタイチュウシンイチブ

								・クラウド・オープン、標準化 ヒョウジュンカ				･ホスト系、カスタマイズ ケイ





海外

		

						TC		TSTC		国内
G会社 コクナイカイシャ		海外G会社 カイガイカイシャ

												TCH		TAC		THK		TKR		TWT		TTH		TCT		TIM		TKI		TUS		TIMA		TBR		IUSA		TEG		SPR		AJMC		…

				パッケージング		●		●		●

				工業フイルム コウギョウ		●		●				●

				バイロン		●		●		●		●												●

				エンプラ		●		●		●		●										●								●				●

				…

				自動車ﾃｷｽﾀｲﾙ ジドウシャ		●								●												●						●

				ブレスエアー		●																																●

				…

				バイオ		●				●												●								●				●						●

				アクア膜 マク		●																																				●

				･･･

				ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ		●						●																●





新製品

		

												13→'17増分 ゾウブン						（億円） オクエン

												売上高 ウリアゲダカ		営業
利益 エイギョウリエキ		主なアクションプラン オモ		投資額 トウシガク

						化成品 カセイヒン		フイルム				97		20		・ＳＣ 海外展開
・ＳＲＦ 拡大 カイガイテンカイカクダイ		9

								ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ				134		22		・バイロン ＴＣＨ（タイ）生産品の海外拡販
・エンプラ 海外拠点の拡充（ブラジル、北中米等） セイサンシナカイガイカクハンカイガイキョテンカクジュウキタチュウベイトウ		54

						　機能材 キノウザイ						141		13		・自動車TX グローバル拡販（中国、タイ、米国等）
・ブレスエアー 市場拡大（欧州、アジア） ジドウシャカクハンチュウゴクベイコクトウシジョウカクダイオウシュウ		56

						　ﾊﾞｲｵ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ						65		23		・ＲＯ 新規大型案件・交換膜販売促進（中東、欧州）
･診断システム Spinreact協業、USCANNER拡販 シンキオオガタアンケンコウカンマクハンバイソクシンチュウトウオウシュウシンダンキョウギョウカクハン		11

						　繊維・商事、TSTC センイショウジ						93		3		・ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ：機能ﾃｷｽﾀｲﾙ、ﾐｽﾞﾉ向け柔道着 キノウムジュウドウギ		1

												0		0

						合計 ゴウケイ						531		80				131





新製品 (2)

		

																		’１３→’１７増分 ゾウブン																												（億円） オクエン

																		売 上 バイジョウ				営業
利益 エイギョウリエキ				主なアクションプラン
（　）は期待売上増分 オモキタイゾウブン																		投資額 トウシガク

								化成品事業本部 カセイヒンジギョウホンブ		フイルム本部 ホンブ								174				19				包装F ：高耐熱高剛性OPP(4) ホウソウコウタイネツコウゴウセイ																		30

																										　　　　　ｻｲｸﾙｸﾘｰﾝ(3)、LiB用ONY(5) ヨウ

																										工業F ：SRF徹底追及(102) コウギョウテッテイツイキュウ

																										　　　　　ｾﾗｺﾝ,ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(27)

										スペシャリティ								98				17				ﾊﾞｲﾛﾝ ：川下展開(27) カワシモテンカイ																		20

										ケミカル本部																AP ：塩水吸収性ﾗﾝｼｰﾙ(3) シオミズキュウシュウセイ

								　機能材事業本部 キノウザイジギョウホンブ										34				4				ｽｰﾊﾟｰ繊維 ：ｻﾞｲﾛﾝ新規用途開拓(9) センイシンキヨウトカイタク																		1

																										AC ：排水処理装置（3)

								　バイオ・メディカル
               事業本部										42				14				医療機器 ：ﾅｰﾌﾞﾘｯｼﾞ(9) イリョウキキ																		3

																										ｱｸｱ膜 ：FO(12) マク

								　繊維・商事事業本部 センイショウジジギョウホンブ										42				1				ｽﾎﾟｰﾂ ：ﾅｲﾛﾝ織物開発強化(5) オリモノカイハツキョウカ																		0

																										ﾃｷｽﾀｲﾙ ：ﾄｰﾌﾞ ﾎﾟｽﾄｽｰﾊﾟｰﾛｻﾞﾝﾅ(2)

								合　計 ゴウケイ										390				55																						54





旧版⇒

		

																		’１３→’１７増分 ゾウブン																												（億円） オクエン

																		売 上 バイジョウ				営業
利益 エイギョウリエキ				主なアクションプラン
（　）は期待売上増分 オモキタイゾウブン																		投資額 トウシガク

								化成品事業本部 カセイヒンジギョウホンブ		フイルム本部 ホンブ								174				19				包装F ：高耐熱高剛性OPP ホウソウコウタイネツコウゴウセイ																		30

																										　　　　　サイクルクリーン、LiB用ONY ヨウ

																										工業F ：SRF徹底追及 コウギョウテッテイツイキュウ

																										　　　　　セラコン、タッチパネル

										スペシャリティ								98				17				バイロン ：川下展開 カワシモテンカイ																		20

										ケミカル本部																AP ：塩水吸収性ランシール シオミズキュウシュウセイ

								　機能材事業本部 キノウザイジギョウホンブ										34				4				ｽｰﾊﾟｰ繊維 ：ザイロン新規用途開拓 センイシンキヨウトカイタク																		1

																										AC ：排水処理装置

								　バイオ・メディカル
               事業本部										42				14				医療機器 ：ナーブリッジ イリョウキキ																		3

																										アクア膜 ：FO マク

								　繊維・商事事業本部 センイショウジジギョウホンブ										42				1				ｽﾎﾟｰﾂ ：ﾅｲﾛﾝ織物開発強化 オリモノカイハツキョウカ																		0

																										ﾃｷｽﾀｲﾙ ：ﾄｰﾌﾞ ﾎﾟｽﾄｽｰﾊﾟｰﾛｻﾞﾝﾅ

								合　計 ゴウケイ										390				55																						54





10中計比較 旧

		





資産効率 旧

																						（億円） オクエン

				2009		＜10中計＞ チュウケイ										＜実績+見通＞ ジッセキミトオ

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013

		売上高 ウリアゲダカ		3,188		3,400		3,550		3,750		4,000				3,406		3,495		3,390		3,500

		営業利益 エイギョウリエキ		115		200		230		270		300				209		183		171		220

										4年累計⇒ ネンルイケイ		1,000								4年累計⇒ ネンルイケイ		783

																						(13/9末) マツ

		総資産 ソウシサン		4,384								-				4,435		4,378		4,474		4,465

		営利ROA（％） エイリリ		2.6%								8%				4.7%		4.2%		3.8%		5.0%

		有利子負債 ユウリシフサイ		1,710								約1,500 ヤク				1,518		1,549		1,594		1,525

		自己資本 ジコシホン		1,071								約1,400 ヤク				1,258		1,306		1,380		1,430

		D/Eﾚｼｵ（倍） バイ		1.60								1.1				1.21		1.19		1.16		1.07





		

								営業利益／売上高（億円） エイギョウリエキウリアゲダカオクエン

								2013				2017				増分 ゾウブン

								（K実+S予） ジツヨ				（計画） ケイガ

				拡　大 ヒロムダイ				157		→		246				90

								1,614		→		2,087				473

				維　持 ユイモチ				82		→		93				11

								474		→		552				78

				判断/縮小 ハンダンシュクショウ				13		→		28				15

								417		→		496				79



9.7%

17.3%

3.1%

11.8%

16.8%

5.6%
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１．海外展開加速  

Ⅲ．2014年中計進捗 

 アクションプランの進捗（2016年度） 

■ エアバッグ基布 
 ・ PHP買収を軸にグローバル展開 
 ・ タイ、中国、米国の拠点整備 
 ・ 17年度下期からの本格拡大に向け、 
   拡販体制強化 

 
■ エンジニアリングプラスチック 
 ・ 米国、中国他で自動車向け拡販 
 ・ 海外販売数量増 
 ・ インド現地法人設立へ 

２．新製品の拡大・創出 
■ 超複屈折ポリエステルフィルム 
  “コスモシャイン ＳＲＦ” 
 ・ 偏光子保護フィルムとして展開 
 ・ 低透湿性、ハンドリング性に優位性 
 ・ 大手向け中心に売上は2.2倍増 

 
■ 神経再生誘導チューブ 
  “ナーブリッジ” 
 ・ 国内では使用施設数、適用症例数で実績 
 ・ FDA承認を取得、次期中計で海外展開へ 

 
■ ウエアラブルデバイス用 
  フィルム状導電素材 “ＣＯＣＯＭＩ” 
 ・ センサー部材用途で展開 

■ アクリル繊維事業の構造改革 

３．競争力強化 
■ ブラジル繊維事業の休止 
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Ⅲ．2014年中計進捗 

 重点拡大分野 ～成長のための布石～ 

■ 再生誘導材料 
 ● 骨再生誘導材 ～骨欠損部に埋入、骨の再生を誘導～ 
  ・ リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体 
  ・ 歯科口腔外科領域で治験進捗 
  ・ 製造販売承認申請を経て、2018年の製品化をめざす 

■ フィルム海外展開 
 ● 高機能包装用フィルム 
  ・ シュリンクフィルム 
  ・ バリアフィルム 
  ・ 他社との協業も視野に 

■ 分離膜 
 ● ＦＯ膜（正浸透膜） ⇔ ＲＯ膜（逆浸透膜） 

  ・ 自然:現象を利用する省エネ型システム 
  ・ 海水淡水化、浸透圧発電に利用 
  ・ 世界各地の実証試験で進捗、当社膜の優位性検証 

再生
プロセス

再生
プロセス

海水、排水

濃縮水

ドロー・ソリューション（ＤＳ）

含水ドロー・ソリューション（含水ＤＳ）

淡水化

純水
ＦＯ膜



ご注意 

本資料中の見通しや目標等、将来に関する記載事項は、本資料作

成時点において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、

実際の業績等は、今後の種々の要因によって、本資料の記載事項

と異なる場合がありますことをご了承ください。 

     

                             東洋紡株式会社 

All Rights Reserved 



補 足 
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＜概要＞ 
① ０３年６月、ザイロン繊維使用の防弾ベスト事故（米国ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ）（貫通事故：１件） 
② 事故被害者、同種ベスト購入者等が、防弾ベストメーカー、当社に損害賠償請求を提起 
③ 防弾ベストメーカーの元取締役が米国不正請求禁止法に基づく訴訟を提起、 
   米国政府（司法省）がこの訴訟に原告として参加 
④ 事故を起こしたメーカー以外の防弾ベストに関しても、米国政府（司法省）が訴訟を提起  

＜訴訟状況＞ （2017.5.12現在）

ｸﾗｽｱｸｼｮﾝ ＰＬ関連 政府関係

原告 購入者 警官 ｱｰｶﾝｿｰ州 米国司法省 ｾｶﾝﾄﾞﾁｬﾝｽ ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾞﾗﾝｸ ﾌｧｰｽﾄﾁｮｲｽ ﾄﾞｲﾂ州政府

状況
和解成立
（05年10月)

和解成立
（06～07年）

訴状受取後
動きなし

証拠開示
手続済

和解成立
（11年2月）

和解成立
（11年7月）

和解成立
（12年3月）

和解成立
（09年2月)

件数 １０件 ４件 １件 ２件 １件 １件 １件 １件

政府関係 防弾ベストメーカー

＜解決済みの訴訟－いずれも和解による解決＞ 
  ・購入者からの集団訴訟－２００５年１０月 
  ・事故被害者からの訴訟（ＰＬ関連訴訟）－２００６年から２００７年 
  ・ドイツ州政府からの訴訟－２００９年２月 
  ・防弾ベストメーカーからの訴訟－２０１１年７月（２件）および２０１２年３月 

 訴訟関連 


Sheet1

				＜訴訟状況＞ ソショウジョウキョウ																		（2017.5.12現在） ゲンザイ

						ｸﾗｽｱｸｼｮﾝ		ＰＬ関連 カンレン		政府関係 セイフカンケイ				防弾ベストメーカー ボウダン								政府関係 セイフカンケイ

				原告 ゲンコク		購入者 コウニュウシャ		警官 ケイカン		ｱｰｶﾝｿｰ州 シュウ		米国司法省 ベイコクシホウショウ		ｾｶﾝﾄﾞﾁｬﾝｽ		ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾞﾗﾝｸ		ﾌｧｰｽﾄﾁｮｲｽ				ﾄﾞｲﾂ州政府 シュウセイフ

				状況 ジョウキョウ		和解成立
（05年10月) ワカイセイリツネンガツ		和解成立
（06～07年） ワカイセイリツネン		訴状受取後
動きなし ソジョウウケトリゴウゴ		証拠開示  手続済 ショウコカイジテツヅス		和解成立（11年2月） ワカイセイリツネンガツ		和解成立  （11年7月） ワカイセイリツネンガツ		和解成立  （12年3月） ワカイセイリツネンガツ				和解成立
（09年2月) ワカイセイリツネンガツ

				件数 ケンスウ		１０件 ケン		４件 ケン		１件 ケン		２件 ケン		１件 ケン		１件 ケン		１件 ケン				１件 ケン
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