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2017実績 2018実績 増減
2018予想

（2018/5発表）

1Q 1Q 1Q 1Q

売上高 474 509 +35 509

営業利益 100 107 +7 105

営業外損益 9 12 +3 8

経常利益 109 119 +10 113

特別損益 0 0 - 0

純利益  (1) 79 88 +9 84

EBITDA (2) 122 131 +9 -

EPS （円 /株） 52.22 59.25 +7.03 -

売上高営業利益率 21.2% 21.0% -0.2% 20.6%

為替レート（円 /㌦） 111 109

ナフサ（円 /kl）  (3) 39,100 48,700

包括利益 95 75

(億円)
2018 1Q実績
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過去最高

(1) 純利益は、親会社株主に帰属する純利益を指す
(2) EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
(3) 財務省貿易統計ベース

過去最高

過去最高

過去最高



2018 1Q実績

＜2018/5業績予想比＞

（売上高） ◆増収 +35億円 (+7.3%) (増収) 機能性材料、農業化学、卸売
(減収) 化学、医薬

（営業利益） ◆増益 +7億円 (+6.4%) (増益) 化学、機能性材料、農業化学、卸売
(減益) 医薬

（経常利益） ◆増益 +10億円 (+9.7%)

（純利益） ◆増益 +9億円 (+12.0%)

（EPS） ◆増加 +7.03円 (+13.5%)

（売上高） ◆予想通り (上ぶれ) 機能性材料
(下ぶれ) 化学、農業化学、医薬、卸売

（営業利益） ◆増益 +2億円 (上ぶれ) 機能性材料、卸売
(予想通り) 医薬
(下ぶれ) 化学、農業化学

（経常利益） ◆増益+6億円
（純利益） ◆増益+4億円
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＜前年同期比＞

売上高、営業利益、経常利益、純利益は過去最高を更新



2018予想
(2018/5発表 )

1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q 前年比 1Q

化学品 88 79 92 90 349 87 -1 92

ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ 28 25 28 25 106 27 -1 27

基礎化学品 60 54 64 65 243 60 -0 65

141 150 151 146 588 156 +15 152

農業化学品 146 115 64 256 581 164 +18 173

医薬品 21 14 23 17 75 18 -3 19

卸売 146 145 159 145 595 178 +32 180

その他 54 43 46 72 215 46 -8 45

調整額 -122 -110 -118 -119 -469 -140 -18 -152

合計 474 436 417 607 1,934 509 +35 509

機能性材料

2017実績 2018実績

2017-2018 1Q 四半期別セグメント別売上高(1)
(億円)

(1) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高を含む
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(億円)

2017-2018 1Q 四半期別セグメント別営業利益

2018予想
(2018/5発表 )

1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q 前年比 1Q

化学品 15 -2 12 9 34 16 +1 17

36 41 40 25 142 39 +3 33

農業化学品 45 36 -6 89 164 51 +6 56

医薬品 5 0 6 1 12 3 -2 3

卸売 4 5 5 4 18 6 +2 5

その他 1 1 1 3 6 1 -0 0

調整額 -6 -8 -7 -5 -26 -9 -3 -9

合計 100 73 51 126 350 107 +7 105

機能性材料

2017実績 2018実績
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前年同期比 計画比

1Q 1Q

テピック -9% 上ぶれ

環境化学品 +7% 予想通り

メラミン +14% 下ぶれ

尿素・
アドブルー

-6% 下ぶれ

高純度硫酸 -6% 下ぶれ

フ

ァ
イ
ン

基
礎
化
学
品

＜機能性材料 ＞＜化学品 ＞
前年同期比 計画比

1Q 1Q

+6% 上ぶれ

+9% 上ぶれ

+6% 上ぶれ

KrF (ARC®) +1% 上ぶれ

ArF (ARC®) +27% 上ぶれ

小計 +18% 上ぶれ

+52% 下ぶれ

+25% 上ぶれ

+2% 下ぶれ

-1% 予想通り

+87% 上ぶれ

+9% 上ぶれ

デ

ィ
ス
プ
レ
イ

半
導
体

サンエバー
合計

その他ディスプレイ材
料合計

ディスプレイ材料
合計

オルガノ・モノマーゾル

スノーテックス

その他
半導体材料合計 (1)

半導体材料
合計

無機コロイド合計

オイル＆ガス材料(1) その他半導体材料:

多層材料(OptiStack®)、EUV下層膜、CMOSｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ材料、
三次元実装材等

*ARC®およびOptiStack®はBrewer Science, Inc. の登録商標
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主要製品売上高成長率 2018 1Q 

前年同期比・1Q計画（2018/5作成、非開示）比



＜ 農業化学品(1) ＞ ＜ 医薬品 ＞

前年同期比 計画比

1Q 1Q

リバロ -20% 上ぶれ

ファインテック +10% 下ぶれ

(1) 値引前
(2) オラクル（根こぶ病・土壌病害用殺菌剤）を含む

前年同期比 計画比

1Q 1Q

ラウンドアップ 下ぶれ

フルララネル 予想通り

アルテア 上ぶれ

タルガ 下ぶれ

パーミット 上ぶれ

ライメイ  (2) 上ぶれ

シリウス 下ぶれ

パルサー

（チフルザミド）
上ぶれ

スターマイト 上ぶれ

サンマイト 下ぶれ
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前年同期比売上高増減

+30％～

+20～+29％

+10～+19％

+0～+9％

-0～-9％

-10～-19％

-20～-29％

-30％～

主要製品売上高成長率 2018 1Q 

前年同期比・1Q計画（2018/5作成、非開示）比



(億円)

化学品セグメント収益動向

(ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ) ◆テピック一般売上高上ぶれ･電材売上高下ぶれ
◆環境売上高予想通り
◆売上高下ぶれ、営業利益下ぶれ

(基礎化学品) ◆ メラミン売上高下ぶれ､高純度硫酸売上高下ぶれ
◆尿素･アドブルー売上高下ぶれ
◆価格改定下ぶれ（マイナス要因）
◆原燃料コスト高下ぶれ（プラス要因）
◆ 売上高下ぶれ、営業利益下ぶれ

(セグメント) ◆売上高-5億円､営業利益-1億円

(ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ) ◆テピック一般･電材減収、環境増収
◆価格改定（プラス要因）
◆ 売上高減少､営業利益横ばい

(基礎化学品) ◆ メラミン増収､尿素･アドブルー減収､高硫減収
◆価格改定（プラス要因）
◆ 原燃料コスト高（マイナス要因）
◆売上高横ばい、営業利益増加

(セグメント) ◆売上高-1億円､営業利益+1億円
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2017実績

(A)

2018実績

(B)

増減
(B) - (A)

増減率

(B) - (A)

2018予想

(18/5発表 )

1Q 1Q 1Q 1Q 1Q

88 87 -1 -2% 92

ﾌｧｲﾝ 28 27 -1 -3% 27

基礎 60 60 -0 -1% 65

15 16 +1 +3% 17営業利益

売上高

<前年同期比> <2018/5業績予想比>

2018 1Q実績 2018 1Q実績



2017実績

(A)

2018実績

(B)

増減
(B) - (A)

増減率

(B) - (A)

2018予想

(18/5発表 )

1Q 1Q 1Q 1Q 1Q

141 156 +15 +11% 152

36 39 +3 +9% 33営業利益

売上高

◆サンエバー売上高上ぶれ(IPS/FFS上ぶれ、VA・TN下ぶれ)

◆半導体材料売上高上ぶれ
(KrF・ArF上ぶれ、多層等その他下ぶれ)

◆無機売上高上ぶれ
(スノーテックス下ぶれ､オルガノ・モノマーゾル予想通り、
オイル＆ガス材料上ぶれ）

◆固定費下ぶれ4億円（連結、R&D費用含む）（プラス要因）
◆売上高+4億円、営業利益+6億円

（DP利益上ぶれ、半導体利益上ぶれ、無機利益上ぶれ）

(億円)

機能性材料セグメント収益動向

◆サンエバー増収（IPS/FFS･TN増収､VA減収）
◆半導体材料増収（KrF･ArF ･多層等その他増収）
◆無機増収（スノーテックス増収、オルガノ・モノマーゾル減収、

オイル＆ガス材料増収）
◆固定費増加+6億円（連結、R&D費用含む）
◆売上高+15億円、営業利益+3億円
（DP増益、半導体増益、無機横ばい）

10

<前年同期比> <2018/5業績予想比>

2018 1Q実績 2018 1Q実績



◆売上高上ぶれ:アルテア（国内）、ライメイ（輸出）、
スターマイト（輸出）、パルサー（国内）

◆ 売上高下ぶれ: ラウンドアップ、タルガ（輸出）、グレーシア（輸出）
◆ フルララネル売上高予想通り
◆固定費下ぶれ2億円（プラス要因）
◆ 売上高-9億円、営業利益-5億円

◆増収：フルララネル、アルテア（国内）、タルガ（輸出）、
パーミット（輸出）、スターマイト（輸出）、パルサー（輸出）、
グレーシア（輸出）

◆ 減収：ラウンドアップ、ライメイ（輸出）、サンマイト（輸出）
◆ 固定費増加+3億円
◆売上高+18億円、営業利益+6億円

農業化学品セグメント収益動向
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2017実績

(A)

2018実績

(B)

増減
(B) - (A)

増減率

(B) - (A)

2018予想

(18/5発表 )

1Q 1Q 1Q 1Q 1Q

146 164 +18 +12% 173

45 51 +6 +13% 56営業利益

売上高

(億円)

<前年同期比> <2018/5業績予想比>

2018 1Q実績 2018 1Q実績



◆ リバロ売上高上ぶれ（国内下ぶれ、輸出上ぶれ）
◆ ファインテック売上高下ぶれ
◆売上高-1億円、営業利益予想通り

◆ リバロ減収（国内減収、輸出減収）
◆ ファインテック増収
◆売上高-3億円、営業利益-2億円

医薬品セグメント収益動向
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2017実績

(A)

2018実績

(B)

増減
(B) - (A)

増減率

(B) - (A)

2018予想

(18/5発表 )

1Q 1Q 1Q 1Q 1Q

21 18 -3 -14% 19

5 3 -2 -52% 3営業利益

売上高

(億円)

<前年同期比> <2018/5業績予想比>

2018 1Q実績 2018 1Q実績


