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2019年度決算のポイント

2019年度実績

※ 2019年度決算は監査法人の会計監査報告が未了。監査の結果、修正が生じた場合は速やかに

開示する。

 売上高 21,516億円 （前期並み、歴代２位）

 「マテリアル」は減収、「住宅」「ヘルスケア」は増収。

尚、買収による新規連結（Sage（マテリアル）、Erickson（住宅）、Cardiac Science（ヘル

スケア）等）の増収要因あり。

 営業利益 1,773億円 （前期比▲323億円、15.4％減益）

 「マテリアル」 （同▲372億円）は、中国市場成長鈍化、自動車市場減速、石化市況下

落に加え、第４四半期からの新型コロナウイルスの影響を受け減益。

 「住宅」（同＋45億円）は不動産部門の堅調な推移、「ヘルスケア」 （同＋17億円）はク

リティカルケア事業の順調な拡大等により、それぞれ新型コロナウイルスの影響を受

けたが増益。

 当期純利益 1,039億円 （前期比 ▲436億円、29.5％減益）

固定資産の減損損失や事業構造改善等により減益。

 １株当たり年間配当金34円
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2020年度業績予想について（１）

 新型コロナウイルスの世界経済への影響規模や沈静化の時期については見通し

が難しい状況だが、当社グループでは、刻々と変化する世界経済の状況や当社グ

ループの経営環境を把握し、随時的確な経営判断を行っていく。

 特に、市場環境の透明度が改善するまでは、設備投資・投融資の抑制や、手元資

金の確保、機動的な資金調達手段の手当てなどにより、適切なキャッシュマネジメ

ントに注力していく。

 新型コロナウイルスへの対応として、当社グループはお客様、お取引先様および従

業員の安全を最優先に考え、お客様およびお取引先様の事業、当社グループ事業

への影響を最小限にとどめるよう努めると同時に、当社グループの各事業を通して

の貢献においても責任を果たしていく。

 このような不透明な環境下、現時点では2020年度業績予想を合理的に行うことは

困難であるため、連結業績予想は未定とし、想定される事業への影響を次頁に可

能な限り整理してお伝えする。今後、開示が可能となった時点で速やかに定量的な

業績予想の開示を行うことを予定している。

新型コロナウイルス影響についての考え方
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2020年度業績予想について（２）

 「マテリアル」

・自動車や家電、衣料などの市場における全般的な経済活動の落ち込みの影響と、

原油安による石化関連の市況悪化により、2019年度業績に届かない可能性がある。

・厳しい経営環境だが、需要増が期待される5Gやタブレット端末向けの電子材料・

電子部品、環境対応車向けLIB用セパレータ等の事業に注力するとともに、コロナ禍

収束後の世界経済回復時に迅速に対応できるよう準備を進め、新型コロナウイルス

の影響を最小限に抑える。

 「住宅」

・展示場閉鎖や外出自粛制限等の影響が、建築請負部門での集客や受注に出ており、

不動産部門・リフォーム部門等の周辺事業にも及ぶことにより、2019年度業績に届か

ない可能性がある。

・厳しい経営環境だが、ITを活用したデジタルマーケティングや生産性の向上、コスト

ダウン等を進め、新型コロナウイルスの影響を最小限に抑える。

新型コロナウイルス影響を踏まえた事業の見通し
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2020年度業績予想について（３）

株主還元方針

 新型コロナウイルスが当社グループの事業にもたらす影響を見通すことは現時点

では困難で、その影響次第ではグループ全体として2019年度業績に届かない可能

性があるが、株主還元に関しては「安定配当且つ継続的な増配を目指す」という方

針に変わりはなく、期末業績の結果を踏まえて、適切に判断する。

 「ヘルスケア」

・外出自粛制限等が患者様の通院や当社事業活動への制約となり、各事業において

影響が出る可能性がある。

・一方で、人工呼吸器や除細動器、血液浄化関連製品や血漿分画製剤用のウイルス

除去フィルターなどの医療機器事業において需要が高まっており、安定生産や生産

能力増を通じて供給責任を果たし、コロナ禍早期収束と収束後の医療への貢献に努

める。

新型コロナウイルス影響を踏まえた事業の見通し（続き）
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１． ２０１９年度実績
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主要決算数値

*1 2020年2月時点の予想

（億円）

18年度 19年度

a 実績 b 前回予想
*1

c 増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 21,704 21,516 21,900 -188 -0.9% -384 -1.8%

営業利益 2,096 1,773 1,785 -323 -15.4% -12 -0.7%

経常利益 2,200 1,840 1,835 -360 -16.4% 5 0.3%

1,475 1,039 1,275 -436 -29.5% -236 -18.5%

＜前提＞

国産ナフサ価格 （円/kl） 49,400 43,000 43,200 -6,400 -200

（円/USドル） 111 109 109 -2 -0          

（円/ユーロ） 128 121 121 -8 0

18年度 19年度

1株当たり当期純利益(EPS) （円） 105.66 74.85

1株当たり年間配当金 （円） 34 34

配当性向 32.2% 45.4%

総資産利益率(ROA) 6.0% 3.9%

自己資本利益率(ROE) 11.1% 7.6%

対前年度 （b-a） 対前回予想 （b-c）

相場平均為替レート

親会社株主に帰属する当期純利益


【13_4Q<4>】1

																						（億円） オクエン

								18年度		19年度						対前年度 （b-a） タイ ゼンネン ド				対前回予想 （b-c） タイ ゼンカイ ヨソウ

								a		実績 b ジッセキ		前回予想*1c ゼンカイ ヨソウ				増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ

				売上高				21,704		21,516		21,900				-188		-0.9%		-384		-1.8%

				営業利益				2,096		1,773		1,785				-323		-15.4%		-12		-0.7%

				経常利益				2,200		1,840		1,835				-360		-16.4%		5		0.3%

				親会社株主に帰属する当期純利益				1,475		1,039		1,275				-436		-29.5%		-236		-18.5%



				＜前提＞ ゼンテイ

				国産ナフサ価格		（円/kl）		49,400		43,000		43,200				-6,400				-200

				相場平均為替レート ソウバ ヘイキン カワセ		（円/USドル）		111		109		109				-2				-0

						（円/ユーロ）		128		121		121				-8				0



								18年度		19年度

				総資産 ソウシサン				23,161		25,753

				自己資本 ジコ シホン				12,874		13,815

				有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				3,017		4,249

				Ｄ／Ｅレシオ				0.23		0.31

				1株当たり当期純利益(EPS) カブ ア トウキ ジュンリエキ		（円）		105.66		74.85

				1株当たり年間配当金 カブ ア ネンカン ハイトウキン		（円）		34		34

				配当性向 ハイトウ セイコウ				32.2%		45.4%

				総資産利益率(ROA) ソウシサン リエキ リツ				6.0%		3.9%

				自己資本利益率(ROE) ジコ シホン リエキ リツ				11.1%		7.6%





																																FY 2018		FY 2019						FY 2019 vs. FY 2018				Result vs. forecast
in Feb.

																																		Result		Forecast
in Feb.				Increase
(decrease)
		% change
		Increase
(decrease)
		% change

																												Net sales				2,170.4		2,151.6		2,190.0				(18.8)		-0.9%		(38.4)		-1.8%

																												Operating income				209.6		177.3		178.5				(32.3)		-15.4%		(1.2)		-0.7%

																												Ordinary income				220.0		184.0		183.5				(36.0)		-16.4%		0.5		+0.3%

																												Net income attributable to 
owners of the parent				147.5		103.9		127.5				(43.6)		-29.5%		(23.6)		-18.5%



																												＜前提＞ ゼンテイ

																												Naphtha price (¥/kL, domestic)				49,400		43,000		43,200				-6,400.0				-200

																												¥/US$ exchange rate (market average)				111		109		109				(2)				-0

																												¥/€ exchange rate (market average)				128		121		121				(8)				0



																																FY 2018 		FY 2019

																												Net income per share (EPS) (¥)				105.66		74.85

																												Dividends per share (¥)				34		34

																												Payout ratio				32.2%		45.4%

																												Net income per total assets (ROA) 				6.0%		3.9%

																												Net income per shareholders’ equity (ROE) 				11.1%		7.6%
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連結損益計算書
（億円）

18年度 19年度 増減額 増減率

売上高比率 売上高比率

売上高 21,704 100.0% 21,516 100.0% -188 -0.9%

売上原価 14,819 68.3% 14,766 68.6% -52 -0.4%

売上総利益 6,885 31.7% 6,750 31.4% -135 -2.0%

販管費 4,790 22.1% 4,978 23.1% 188 3.9%

営業利益 2,096 9.7% 1,773 8.2% -323   -15.4%

営業外損益 104 67 -36

(内、金融収支) (47) (39) (-8)

(内、持分法投資損益) (121) (71) (-50)

(内、為替差損益) (-27) (-23) (4)

経常利益 2,200 10.1% 1,840 8.6% -360 -16.4%

特別損益 -96 -281 -185

税前利益 2,104 9.7% 1,559 7.2% -545 -25.9%

法人税等 606 502 -104

非支配株主に帰属する
当期純利益

23 18 -5

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,475 6.8% 1,039 4.8% -436 -29.5%


5

																		（億円） オクエン

						18年度				19年度						増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

								売上高比率 ウリアゲダカヒリツ				売上高比率 ウリアゲダカヒリツ

				売上高 ウリアゲダカ		21,704		100.0%		21,516		100.0%				-188		-0.9%

				売上原価 ウリアゲンカ		14,819		68.3%		14,766		68.6%				-52		-0.4%

				売上総利益 ウリアソウリエキ		6,885		31.7%		6,750		31.4%				-135		-2.0%

				販管費 ハンカンヒ		4,790		22.1%		4,978		23.1%				188		3.9%

				営業利益 エイギョウリエキ		2,096		9.7%		1,773		8.2%				(323)		-15.4%

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ		104				67						-36

				内、金融収支 ウチキンユウシュウシ		(47)				(39)						(-8)

				内、持分法投資損益 ウチモチブンホウトウシソンエキ		(121)				(71)						(-50)

				内、為替差損益 ウチカワセサソンエキ		(-27)				(-23)						(4)

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,200		10.1%		1,840		8.6%				-360		-16.4%

				特別損益 トクベツソンエキ		-96				-281						-185

				税前利益 ゼイマエリエキ		2,104		9.7%		1,559		7.2%				-545		-25.9%

				法人税等 ホウジンゼイトウ		606				502						-104

				非支配株主に帰属する
当期純利益 トウキ		23				18						-5

				親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキ		1,475		6.8%		1,039		4.8%				-436		-29.5%

																								FY 2018				FY 2019						Increase		% change

																										% of sales				% of sales				(decrease)

																						Net sales		2,170.4		100.0%		2,151.6		100.0%				(18.8)		-0.9%

																						Cost of sales		1,481.9		68.3%		1,476.6		68.6%				(5.2)		-0.4%

																						Gross profit		688.5		31.7%		675.0		31.4%				(13.5)		-2.0%

																						Selling, general and administrative expenses		479.0		22.1%		497.8		23.1%				18.8		+3.9%

																						Operating income		209.6		9.7%		177.3		8.2%				(32.3)		-15.4%

																						Net non-operating income (expenses)
of which,		10.4				6.7						(3.6)

																						net financing income (expense)		4.7				3.9						(0.8)

																						net equity in earnings (losses) of affiliates		12.1				7.1						(5.0)

																						foreign exchange gains (loss)		(2.7)				(2.3)						0.4

																						Ordinary income		220.0		10.1%		184.0		8.6%				(36.0)		-16.4%

																						Net extraordinary income (loss)		(9.6)				(28.1)						(18.5)

																						Income before income taxes		210.4		9.7%		155.9		7.2%				(54.5)		-25.9%

																						Income taxes		60.6				50.2						(10.4)

																						Net income attributable to non-controlling interests		2.3				1.8						(0.5)

																						Net income attributable to owners of the parent		147.5		6.8%		103.9		4.8%				(43.6)		-29.5%
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*1 2020年3月3日付（デンマーク時間）で買収を完了した米国Veloxis Pharmaceuticals Inc.を新規連結したことに伴い、2020年3月末の総資産（本買収
に伴うのれんの発生額を含む）が1,657億円増加している。なお、当期末においては取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金
額が含まれている。

*2 リース債務除く

連結貸借対照表

19/3月末 20/3月末
*1 増減 19/3月末 20/3月末

*1 増減

流動資産 10,514 11,074 560 負債 11,725 14,145 2,420

現金及び預金 1,939 2,080 141 流動負債 6,819 8,425 1,607

受取手形及び売掛金 3,507 3,310 -197 固定負債 4,906 5,720 813

棚卸資産 4,273 4,778 505 純資産 14,027 13,835 -193

その他 794 906 112 株主資本 12,567 13,028 460

固定資産 15,238 16,905 1,667 資本金 1,034 1,034 -        

有形固定資産 6,214 6,537 323 資本剰余金 797 796 -1       

無形固定資産 5,300 6,855 1,555 利益剰余金 10,776 11,257 482     

投資その他の資産 3,725 3,514 -211 自己株式 -39 -60 -21     

その他の包括利益累計額 1,247 565 -682

非支配株主持分 212 241 29

25,752 27,980 2,228 25,752 27,980 2,228

のれん残高 3,199 4,695 1,496

有利子負債
*2 4,245 7,038 2,794

Ｄ／Ｅレシオ 0.31 0.52 0.21

資　産　合　計 負債純資産合計


【13_4Q<13>】10

																								（億円） オクエン

								19/3月末		20/3月末*1		増減 ゾウ ゲン								19/3月末		20/3月末*1		増減 ゾウ ゲン

				流動資産 リュウドウ シサン				10,514		11,074		560		負債 フサイ						11,725		14,145		2,420

						現金及び預金 ゲン カネ オヨ ヨキン		1,939		2,080		141				流動負債 リュウドウ フサイ				6,819		8,425		1,607

						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		3,507		3,310		-197				固定負債 コテイ フサイ				4,906		5,720		813

						棚卸資産 タナオロシ シサン		4,273		4,778		505		純資産 ジュンシサン						14,027		13,835		-193

						その他 タ		794		906		112				株主資本 カブヌシ シホン				12,567		13,028		460

				固定資産 コテイ シサン				15,238		16,905		1,667						資本金 シホンキン		1,034		1,034		-

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		6,214		6,537		323						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		797		796		-1

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		5,300		6,855		1,555						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		10,776		11,257		482

						投資その他の資産 トウシ タ シサン		3,725		3,514		-211						自己株式 ジコ カブシキ		-39		-60		-21

																その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク				1,247		565		-682

																非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン				212		241		29

				資　産　合　計 シ サン ゴウ ケイ				25,752		27,980		2,228		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						25,752		27,980		2,228



				のれん残高 ザンダカ				3,199		4,695		1,496

				有利子負債*2 ユウ リシ フサイ				4,245		7,038		2,794

				Ｄ／Ｅレシオ				0.31		0.52		0.21



																																		At end of Mar. 2019		At end of Mar. 2020 		Increase (decrease)								At end of Mar. 2019		At end of Mar. 2020 		Increase (decrease)

																														Current assets
				1,051.4		1,107.4		56.0		Liabilities						1,172.5		1,414.5		242.0

																																Cash and deposits		193.9		208.0		14.1				Current liabilities				681.9		842.5		160.7

																																Notes and accounts 
 receivable–trade		350.7		331.0		(19.7)				Noncurrent liabilities2				490.6		572.0		81.3

																																Inventories		427.3		477.8		50.5		Net assets
						1,402.7		1,383.5		(19.3)

																																Other current assets		79.4		90.6		11.2				Shareholders' equity				1,256.7		1,302.8		46.0

																														Noncurrent assets
				1,523.8		1,690.5		166.7						Capital stock		103.4		103.4		0.0

																																Property, plant and
 equipment		621.4		653.7		32.3						Capital surplus		79.7		79.6		(0.1)

																																Intangible assets		530.0		685.5		155.5						Retained earnings		1,077.6		1,125.7		48.2

																																Investments and
 other assets		372.5		351.4		(21.1)						Treasury stock		(3.9)		(6.0)		(2.1)

																																						0.0				Accumulated other  
 comprehensive income				124.7		56.5		(68.2)

																																						0.0				Noncurrent liabilities				21.2		24.1		2.9

																														Total assets2				2,575.2		2,798.0		222.8		Total liabilities and net assets						2,575.2		2,798.0		222.8



																														Goodwill				319.9		469.5		149.6

																														Interest-bearing debt				424.5		703.8		279.4

																														D/E ratio				0.03		0.05		0.02



























スライド　&A	


&P/&N	
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連結キャッシュ・フロー計算書

（億円）

18年度 19年度

営業活動によるキャッシュ・フロー① 2,121 1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー② -1,989 -3,182

フリー・キャッシュ・フロー③（①＋②） 131 -1,937

財務活動によるキャッシュ・フロー④ 174 2,219

現金及び現金同等物に係る換算差額⑤ 5 -41

現金及び現金同等物の増減額⑥（③＋④＋⑤） 311 242

現金及び現金同等物の期首残高⑦ 1,486        1,805        

連結の範囲の変更に伴う増減額⑧ 8              1              

現金及び現金同等物の期末残高（⑥＋⑦＋⑧） 1,805        2,048        


【13_4Q<14-①②>】11

								（億円） オクエン

						18年度		19年度

				営業活動によるキャッシュ・フロー①		2,121		1,245

				投資活動によるキャッシュ・フロー②		-1,989		-3,182

				フリー・キャッシュ・フロー③（①＋②）		131		-1,937

				財務活動によるキャッシュ・フロー④		174		2,219

				現金及び現金同等物に係る換算差額⑤		5		-41

				現金及び現金同等物の増減額⑥（③＋④＋⑤）		311		242



				現金及び現金同等物の期首残高⑦		1,486		1,805

				連結の範囲の変更に伴う増減額⑧ ゾウゲン		8		1

				関係会社の報告期間変更に伴う増減額⑨ ゾウゲンガク		0		0

				現金及び現金同等物の期末残高（⑥＋⑦＋⑧）		1,805		2,048





																FY 2018		FY 2019

														a.  Net cash provided by (used in) operating activities		212.1		124.5

														b.  Net cash provided by (used in) investing activities		(198.9)		(318.2)

														c.  Free cash flows [a+b]		13.1		-193.7

														d.  Net cash provided by (used in) financing activities		17.4		221.9

														e.  Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents		0.5		-4.1

														f.  Net increase (decrease) in cash and cash equivalents [c+d+e]		31.1		24.2



														g.  Cash and cash equivalents at beginning of period		148.6		180.5

														h.  Increase in cash and cash equivalents resulting from changes
     in scope of consolidation		0.8		0.1

														i.   Cash and cash equivalents at end of period [f+g+h]		180.5		204.8



スライド　&A	


&P/&N	
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セグメント別売上高・営業利益
＜売上高＞ (億円）

19年度

a b b-a c b-c

マテリアル*2 5,781     5,981     11,762   5,602     5,329     10,931   -831     -7.1% 11,140      -209     

住宅*3 2,987     3,611     6,598     3,334     3,710     7,044     447       6.8% 7,210        -166     

ヘルスケア 1,545     1,617     3,162     1,676     1,702     3,378     216       6.8% 3,360        18         

その他 102       81         183       74         89         163       -20       -10.8% 190          -27       

合　　計 10,415   11,289   21,704   10,686   10,830   21,516   -188     -0.9% 21,900      -384     

＜営業利益＞ (億円）

19年度

a b b-a c b-c

マテリアル*2 721       574       1,296     569       355       924       -372     -28.7% 940          -16       

住宅*3 260       421       682       327       400       727       45         6.7% 730          -3         

ヘルスケア 220       198       418       259       176       435       17         4.0% 425          10         

その他 12         12         24         11         21         32         8           31.8% 25            7           

消去又は全社 -171     -153     -324     -149     -196     -345     -21       – -335         -10       

合　　計 1,043     1,053     2,096     1,017     756       1,773     -323     -15.4% 1,785        -12       

上期 計下期 前回予想*1

下期 前回予想*1上期 計上期 計

下期

下期

増減

増減

増減

増減

増減率

増減率

18年度

18年度

19年度

19年度

計上期

*1 2020年2月時点の予想
*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績

を「マテリアル」セグメントに含めて開示している。
*3 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の

業績を「住宅」セグメントに含めて開示している。
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				＜売上高＞ ウリアゲ ダカ																						(億円） オクエン

						18年度						19年度						増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ				19年度		増減 ゾウゲン

						上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ								前回予想*1 ゼンカイ ヨソウ



										a						b		b-a						c		b-c

				マテリアル*2		5,781		5,981		11,762		5,602		5,329		10,931		-831		-7.1%				11,140		-209

				住宅*3 ジュウタク		2,987		3,611		6,598		3,334		3,710		7,044		447		6.8%				7,210		-166

				ヘルスケア		1,545		1,617		3,162		1,676		1,702		3,378		216		6.8%				3,360		18

				その他		102		81		183		74		89		163		-20		-10.8%				190		-27

				合　　計		10,415		11,289		21,704		10,686		10,830		21,516		-188		-0.9%				21,900		-384



				＜営業利益＞ エイギョウ リエキ																						(億円） オクエン

						18年度						19年度						増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ				19年度		増減 ゾウゲン

						上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ								前回予想*1 ゼンカイ ヨソウ



										a						b		b-a						c		b-c

				マテリアル*2		721		574		1,296		569		355		924		-372		-28.7%				940		-16

				住宅*3 ジュウタク		260		421		682		327		400		727		45		6.7%				730		-3

				ヘルスケア		220		198		418		259		176		435		17		4.0%				425		10

				その他		12		12		24		11		21		32		8		31.8%				25		7

				消去又は全社		-171		-153		-324		-149		-196		-345		-21		– 				-335		-10

				合　　計		1,043		1,053		2,096		1,017		756		1,773		-323		-15.4%				1,785		-12





スライド　&A	


&P/&N	
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セグメント別売上高・営業利益増減内訳
（億円）

*1 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績を
「マテリアル」セグメントに含めて開示している。

*2 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業
績を「住宅」セグメントに含めて開示している。

うち為替因

売上高 11,762  10,931  -831   -7.1% -525   179     

営業利益 1,296    924      -372   -28.7% -122   235     

売上高 6,598    7,044    447     6.8% 116     291     

営業利益 682      727      45       6.7% 3         3         

売上高 3,162    3,378    216     6.8% 126     72       

営業利益 418      435      17       4.0% 62       -63     

売上高 183      163      -20     -10.8% -20     –

営業利益 24        32        8         31.8% 13       -6       

消去又は全社 営業利益 -324     -345     -21     – – – – -21     

売上高 21,704  21,516  -188   -0.9% -302   541     

営業利益 2,096    1,773    -323   -15.4% -44     147     

内訳

数量差 売値差 その他差
18年度 19年度 増減額 増減率

マテリアル*1 -484   -75      

住宅*2 40       –

合　　計 -427   -77      

ヘルスケア 18       -2        

その他 – –


Sheet2

								18年度		19年度		増減額		増減率		内訳

																数量差		売値差				その他差

																				うち為替因

				マテリアル*1		売上高		11,762		10,931		-831		-7.1%		-525		-484		-75		179

						営業利益		1,296		924		-372		-28.7%		-122						235

				住宅*2		売上高		6,598		7,044		447		6.8%		116		40		–		291

						営業利益		682		727		45		6.7%		3						3

				ヘルスケア		売上高		3,162		3,378		216		6.8%		126		18		-2		72

						営業利益		418		435		17		4.0%		62						-63

				その他		売上高		183		163		-20		-10.8%		-20		–		–		–

						営業利益		24		32		8		31.8%		13						-6

				消去又は全社		営業利益		-324		-345		-21		–		–		–		–		-21

				合　　計		売上高		21,704		21,516		-188		-0.9%		-302		-427		-77		541

						営業利益		2,096		1,773		-323		-15.4%		-44						147





																														FY 2018		FY 2019		Net Increase (decrease)		% change		Increase (decrease) due to:

																																						Sales volume		Sales 
prices				Others

																																										of which, due to foreign exchange

																										 Material1		Sales		1,176.2		1,093.1		(83.1)		-7.1%		(52.5)		(48.4)		(7.5)		17.9

																												Operating 
 income		129.6		92.4		(37.2)		-28.7%		(12.2)						23.5

																										 Homes3		Sales		659.8		704.4		44.7		+6.8%		11.6		4.0		－		29.1

																												Operating 
 income		68.2		72.7		4.5		+6.7%		0.3						0.3

																										 Health Care		Sales		316.2		337.8		21.6		+6.8%		12.6		1.8		(0.2)		7.2

																												Operating 
 income		41.8		43.5		1.7		+4.0%		6.2						(6.3)

																										 Others		Sales		18.3		16.3		(2.0)		-10.8%		(2.0)		－		－		－

																												Operating 
 income		2.4		3.2		0.8		+31.8%		1.3						(0.6)

																										 Corporate expenses
 and eliminations		Operating 
 income		(32.4)		(34.5)		(2.1)		－		－		－		－		(2.1)

																										Consolidated		Sales		2,170.4		2,151.6		-18.8		-0.9%		-30.2		(42.7)		(7.7)		54.1

																												Operating 
 income		209.6		177.3		(32.3)		-15.4%		(4.4)						14.7









Sheet1

						17年度		18年度

						4-12月		4-12月

				営業活動によるキャッシュ・フロー①

				投資活動によるキャッシュ・フロー②

				フリー・キャッシュ・フロー③（①＋②）

				財務活動によるキャッシュ・フロー④

				現金及び現金同等物に係る換算差額⑤

				現金及び現金同等物の増減額⑥（③＋④＋⑤）



				現金及び現金同等物の期首残高⑦

				連結の範囲の変更に伴う増加額⑧

				現金及び現金同等物の四半期末残高（⑥＋⑦＋⑧）
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２． 参考資料
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事業別売上高*1

（億円）

19年度

a b b-a c b-c

基盤マテリアル 2,055    1,942    3,997    1,726    1,624    3,350    -647    -16.2% 3,430        -80       

パフォーマンスプロダクツ
*3 2,142    2,429    4,571    2,255    2,106    4,361    -210    -4.6% 4,420        -59       

スペシャルティソリューション 1,582    1,627    3,208    1,580    1,587    3,166    -42      -1.3% 3,200        -34       

マテリアル共通 2         -17      -15      41        12        54        69        –  90            -36       

住宅
*4 2,718    3,329    6,047    3,049    3,444    6,493    446      7.4% 6,650        -157      

建材 269      282      551      286      266      551      1         0.2% 560          -9         

医薬・医療 684      671      1,355    701      632      1,333    -22      -1.6% 1,340        -7         

クリティカルケア 860      946      1,807    975      1,070    2,045    238      13.2% 2,020        25         

その他 102      81        183      74        89        163      -20      -10.8% 190          -27       

合　　計 10,415  11,289  21,704  10,686  10,830  21,516  -188    -0.9% 21,900      -384      

上期 下期 上期

18年度
増減

19年度
増減

計計 下期
増減率

前回予想
*2

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。
*2 2020年2月時点の予想。
*3 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績

を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。
*4 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の

業績を「住宅」事業に含めて開示している。
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																										（億円）

						18年度						19年度						増減		増減率 リツ				19年度		増減 ゾウゲン

						上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		上期 カミキ		下期 シタキ		計 ケイ								前回予想*2 ゼンカイヨソウ

										a						b		b-a						c		b-c

				基盤マテリアル キバン		2,055		1,942		3,997		1,726		1,624		3,350		(647)		-16.2%				3,430		(80)

				パフォーマンスプロダクツ*3		2,142		2,429		4,571		2,255		2,106		4,361		(210)		-4.6%				4,420		(59)

				スペシャルティソリューション		1,582		1,627		3,208		1,580		1,587		3,166		(42)		-1.3%				3,200		(34)

				マテリアル共通 キョウツウ		2		(17)		(15)		41		12		54		69		–				90		(36)

				住宅*4		2,718		3,329		6,047		3,049		3,444		6,493		446		7.4%				6,650		(157)

				建材		269		282		551		286		266		551		1		0.2%				560		(9)

				医薬・医療		684		671		1,355		701		632		1,333		(22)		-1.6%				1,340		(7)

				クリティカルケア		860		946		1,807		975		1,070		2,045		238		13.2%				2,020		25

				その他		102		81		183		74		89		163		(20)		-10.8%				190		(27)

				合　　計		10,415		11,289		21,704		10,686		10,830		21,516		(188)		-0.9%				21,900		(384)







1616
16

事業別営業利益*1

（億円）

19年度

a b b-a c b-c

基盤マテリアル 328      203      531      201      65       266      -265    -49.9% 285          -19     

パフォーマンスプロダクツ
*3 227      246      474      207      131      337      -136    -28.8% 345          -8      

スペシャルティソリューション 189      141      330      149      155      304      -26      -7.8% 295          9        

マテリアル共通 -23      -16      -39      12       5         16       55       -         15            1        

住宅
*4 243      392      635      301      373      674      39       6.1% 680          -6      

建材 19       29       47       27       29       56       9         18.8% 50            6        

医薬・医療 106      78       184      140      38       178      -6       -3.2% 170          8        

クリティカルケア 114      120      234      119      138      257      23       9.7% 255          2        

その他 12       12       24       11       21       32       8         31.8% 25            7        

消去又は全社 -172    -152    -324    -150    -198    -348    -24      -         -335         -13     

合　　計 1,043   1,053   2,096   1,017   756      1,773   -323    -15.4% 1,785        -12     

前回予想
*2下期上期 下期 上期

18年度
増減

19年度 増減

計計

増減率

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。尚、セグメント別の
営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

*2 2020年2月時点の予想。
*3 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績

を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。
*4 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業

績を「住宅」事業に含めて開示している。
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																										（億円）

						18年度						19年度						増減		増減率 リツ				19年度		増減 ゾウゲン

						上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		計 ケイ								前回予想*2 ゼンカイヨソウ

										a						b		b-a						c		b-c

				基盤マテリアル キバン		328		203		531		201		65		266		(265)		-49.9%				285		(19)

				パフォーマンスプロダクツ*3		227		246		474		207		131		337		(136)		-28.8%				345		(8)

				スペシャルティソリューション		189		141		330		149		155		304		(26)		-7.8%				295		9

				マテリアル共通 キョウツウ		(23)		(16)		(39)		12		5		16		55		-				15		1

				住宅*4		243		392		635		301		373		674		39		6.1%				680		(6)

				建材		19		29		47		27		29		56		9		18.8%				50		6

				医薬・医療		106		78		184		140		38		178		(6)		-3.2%				170		8

				クリティカルケア		114		120		234		119		138		257		23		9.7%				255		2

				その他		12		12		24		11		21		32		8		31.8%				25		7

				消去又は全社 ショウキョマタゼンシャ		(172)		(152)		(324)		(150)		(198)		(348)		(24)		-				(335)		(13)

				合　　計		1,043		1,053		2,096		1,017		756		1,773		(323)		-15.4%				1,785		(12)

												1,017		756		1,773
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事業別売上高・営業利益*1増減内訳（１）
（億円）

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。尚、セグメント別の
営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績
を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。

*3 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業
績を「住宅」事業に含めて開示している。

うち為替因

売上高 3,997   3,350   -647   -16.2% -248   -78     

営業利益 531     266     -265   -49.9% -28     84       

売上高 4,571   4,361   -210   -4.6% -320   219     

営業利益 474     337     -136   -28.8% -98     71       

売上高 3,208   3,166   -42     -1.3% 43       -31     

営業利益 330     304     -26     -7.8% 4        25       

売上高 -15     54       69       – – 69       

営業利益 -39     16       55       – – 55       

売上高 6,047   6,493   446     7.4% 120     291     

営業利益 635     674     39       6.1% -0       4        

売上高 551     551     1        0.2% -4       –

営業利益 47       56       9        18.8% 3        1        
建材 5        –

パフォーマンス

プロダクツ*2

スペシャルティ
ソリューション

マテリアル共通 – –

住宅*3 35       –

-54     -36      

基盤マテリアル -321   -11      

-109   -27      

内訳

数量差 売値差 その他差
18年度 19年度 増減額 増減率


Sheet3

								18年度		19年度		増減額		増減率		内訳

																数量差		売値差				その他差

																				うち為替因

				基盤マテリアル		売上高		3,997		3,350		-647		-16.2%		-248		-321		-11		-78

						営業利益		531		266		-265		-49.9%		-28						84

				パフォーマンス
プロダクツ*2		売上高		4,571		4,361		-210		-4.6%		-320		-109		-27		219

						営業利益		474		337		-136		-28.8%		-98						71

				スペシャルティ
ソリューション		売上高		3,208		3,166		-42		-1.3%		43		-54		-36		-31

						営業利益		330		304		-26		-7.8%		4						25

				マテリアル共通		売上高		-15		54		69		–		–		–		–		69

						営業利益		-39		16		55		–		–						55

				住宅*3		売上高		6,047		6,493		446		7.4%		120		35		–		291

						営業利益		635		674		39		6.1%		-0						4

				建材		売上高		551		551		1		0.2%		-4		5		–		–

						営業利益		47		56		9		18.8%		3						1

																														FY 2018		FY 2019		Net Increase (decrease)		% change		Increase (decrease) due to:

										233																												Sales
volume		Sales
prices				Others

																																										of which, due to foreign exchange

																										Basic Materials		Sales		399.7		335.0		(64.7)		-16.2%		(24.8)		(32.1)		(1.1)		(7.8)

																												Operating
 income		53.1		26.6		(26.5)		-49.9%		(2.8)						8.4

																										Performance Products		Sales		457.1		436.1		(21.0)		-4.6%		(32.0)		(10.9)		(2.7)		21.9

																												Operating
 income		47.4		33.7		(13.6)		-28.8%		(9.8)						7.1

																										Specialty solutions		Sales		320.8		316.6		(4.2)		-1.3%		4.3		(5.4)		(3.6)		(3.1)

																												Operating
 income		33.0		30.4		(2.6)		-7.8%		0.4						2.5

																										Others in Material		Sales		-1.5		5.4		6.9		-456.5%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		6.9

																												Operating
 income		-3.9		1.6		5.5		-142.1%		ERROR:#VALUE!						5.5

																										Homes		Sales		604.7		649.3		44.6		+7.4%		12.0		3.5		ERROR:#VALUE!		29.1

																												Operating
 income		63.5		67.4		3.9		+6.1%		(0.0)						0.4

																										Construction Materials		Sales		55.1		55.1		0.1		+0.2%		(0.4)		0.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																												Operating
 income		4.7		5.6		0.9		+18.8%		0.3						0.1









Sheet2



								18年度上期		19年度上期		増減額		増減率		内訳

																数量差		売値差				その他差

																				うち為替因

				マテリアル*1		売上高		5,781		5,602		-179		-3.1%		-274		-175		-34		270

						営業利益		721		569		-153		-21.2%		-71						93

				住宅*2		売上高		2,987		3,334		348		11.6%		303		35		－ 		10

						営業利益		260		327		67		25.6%		55						-23

				ヘルスケア		売上高		1,545		1,676		131		8.5%		112		5		-3		14

						営業利益		220		259		39		17.7%		58						-24

				その他		売上高		102		74		-28		-27.6%		-28		－		－		－

						営業利益		12		11		-2		-12.7%		3						-4

				消去又は全社		営業損失		-171		-149		22		-13.1%		－		－		－		22

				合　　計		売上高		10,415		10,686		272		2.6%		113		-135		-36		294

						営業利益		1,043		1,017		-26		-2.5%		45						64





Sheet1

						17年度		18年度

						4-12月		4-12月

				営業活動によるキャッシュ・フロー①

				投資活動によるキャッシュ・フロー②

				フリー・キャッシュ・フロー③（①＋②）

				財務活動によるキャッシュ・フロー④

				現金及び現金同等物に係る換算差額⑤

				現金及び現金同等物の増減額⑥（③＋④＋⑤）



				現金及び現金同等物の期首残高⑦

				連結の範囲の変更に伴う増加額⑧

				現金及び現金同等物の四半期末残高（⑥＋⑦＋⑧）
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事業別売上高・営業利益*1増減内訳（２）

*1 セグメント別の営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

（億円）

うち為替因

売上高 1,355    1,333    -22     -1.6% 7        -19     

営業利益 184      178      -6       -3.2% -4       8        

売上高 1,807    2,045    238     13.2% 119     91       

営業利益 234      257      23       9.7% 66       -71     

売上高 183      163      -20     -10.8% -20     –

営業利益 24        32        8        31.8% 13       -6       

消去又は全社 営業利益 -324    -348    -24     – – – – -24     

売上高 21,704  21,516  -188   -0.9% -302   541     

営業利益 2,096    1,773    -323   -15.4% -44     147     
合計 -427   -77      

クリティカルケア

その他 – –

医薬・医療 -10     -0        

28       -2        

内訳

数量差 売値差 その他差
18年度 19年度 増減額 増減率


Sheet3

								18年度		19年度		増減額		増減率		内訳

																数量差		売値差				その他差

																				うち為替因

				医薬・医療 イヤク イリョウ		売上高		1,355		1,333		-22		-1.6%		7		-10		-0		-19

						営業利益		184		178		-6		-3.2%		-4						8

				クリティカルケア		売上高		1,807		2,045		238		13.2%		119		28		-2		91

						営業利益		234		257		23		9.7%		66						-71

				その他 タ		売上高		183		163		-20		-10.8%		-20		–		–		–

						営業利益		24		32		8		31.8%		13						-6

				消去又は全社 ショウキョ マタ ゼンシャ		営業利益		-324		-348		-24		–		–		–		–		-24

				合計 ゴウケイ		売上高		21,704		21,516		-188		-0.9%		-302		-427		-77		541

						営業利益		2,096		1,773		-323		-15.4%		-44						147

										▲ 233																				FY 2018		FY 2019		Net Increase (decrease)		% change		Increase (decrease) due to:

																																						Sales
volume		Sales
prices				Others

																																										of which, due to foreign exchange

																										Health Care		Sales		135.5		133.3		(2.2)		-1.6%		0.7		(1.0)		(0.0)		(1.9)

																												Operating
 income		18.4		17.8		(0.6)		-3.2%		(0.4)						0.8

																										Critical Care		Sales		180.7		204.5		23.8		+13.2%		11.9		2.8		(0.2)		9.1

																												Operating
 income		23.4		25.7		2.3		+9.7%		6.6						(7.1)

																										Others		Sales		18.3		16.3		(2.0)		-10.8%		(2.0)		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

																												Operating
 income		2.4		3.2		0.8		+31.8%		1.3						(0.6)

																										Corporate expenses
 and eliminations		Operating
 income		-32.4		-34.8		(2.4)		+7.4%		ERROR:#VALUE!						ERROR:#REF!

																										Consolidated		Sales		2,170.4		2,151.6		(18.8)		-0.9%		(30.2)		(42.7)		(7.7)		54.1

																												Operating
 income		209.6		177.3		(32.3)		-15.4%		(4.4)						14.7





Sheet2



								18年度上期		19年度上期		増減額		増減率		内訳

																数量差		売値差				その他差

																				うち為替因

				マテリアル*1		売上高		5,781		5,602		-179		-3.1%		-274		-175		-34		270

						営業利益		721		569		-153		-21.2%		-71						93

				住宅*2		売上高		2,987		3,334		348		11.6%		303		35		－ 		10

						営業利益		260		327		67		25.6%		55						-23

				ヘルスケア		売上高		1,545		1,676		131		8.5%		112		5		-3		14

						営業利益		220		259		39		17.7%		58						-24

				その他		売上高		102		74		-28		-27.6%		-28		－		－		－

						営業利益		12		11		-2		-12.7%		3						-4

				消去又は全社		営業損失		-171		-149		22		-13.1%		－		－		－		22

				合　　計		売上高		10,415		10,686		272		2.6%		113		-135		-36		294

						営業利益		1,043		1,017		-26		-2.5%		45						64





Sheet1

						17年度		18年度

						4-12月		4-12月

				営業活動によるキャッシュ・フロー①

				投資活動によるキャッシュ・フロー②

				フリー・キャッシュ・フロー③（①＋②）

				財務活動によるキャッシュ・フロー④

				現金及び現金同等物に係る換算差額⑤

				現金及び現金同等物の増減額⑥（③＋④＋⑤）



				現金及び現金同等物の期首残高⑦

				連結の範囲の変更に伴う増加額⑧

				現金及び現金同等物の四半期末残高（⑥＋⑦＋⑧）







1919
19

事業別海外売上高*1

（億円）

海外売上高 海外売上高 海外売上高

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

基盤マテリアル 3,997    1,754  43.9% 3,350    1,490  44.5% -264  -15.1%

パフォーマンスプロダクツ*2 4,571    2,490  54.5% 4,361    2,453  56.2% -37    -1.5%

スペシャルティソリューション 3,208    2,042  63.7% 3,166    2,010  63.5% -32    -1.6%

住宅*3 6,047    45      0.7% 6,493    185    2.9% 140    –
建材 551      1       0.2% 551       0       0.1% -1      -70.1%

医薬・医療 1,355    448    33.1% 1,333    438    32.8% -11    -2.4%

クリティカルケア 1,807    1,785  98.8% 2,045    2,020  98.8% 235    13.2%

その他 168      27      16.3% 217       20      9.0% -8      -28.6%

合　　計 21,704  8,593  39.6% 21,516  8,616  40.0% 23      0.3%

アジア 4,832  22.3% 4,384  20.4% -449  -9.3%

　（内、中国） 2,115  9.7% 1,886  8.8% -230  -10.9%

米州 2,499  11.5% 2,924  13.6% 425    17.0%

欧州 1,045  4.8% 1,123  5.2% 78      7.4%

その他海外 216    1.0% 185    0.9% -31    -14.3%

＜参考＞
住宅・建材を除いた売上高 15,106    8,546    56.6% 14,472     8,430    58.2%

増減

売上高 売上高

18年度 19年度

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。
*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績を

「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。
*3 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業

績を「住宅」事業に含めて開示している。


【13_4Q<10>】7

																				（億円） オクエン

						18年度						19年度						増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ		海外売上高				売上高 ウリアゲ ダカ		海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ				海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ

								金額		比率				金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		伸び率 ノ リツ

				基盤マテリアル キバン		3,997		1,754		43.9%		3,350		1,490		44.5%		-264		-15.1%

				パフォーマンスプロダクツ*2		4,571		2,490		54.5%		4,361		2,453		56.2%		-37		-1.5%

				スペシャルティソリューション		3,208		2,042		63.7%		3,166		2,010		63.5%		-32		-1.6%

				住宅*3		6,047		45		0.7%		6,493		185		2.9%		140		–

				建材		551		1		0.2%		551		0		0.1%		-1		-70.1%

				医薬・医療		1,355		448		33.1%		1,333		438		32.8%		-11		-2.4%

				クリティカルケア		1,807		1,785		98.8%		2,045		2,020		98.8%		235		13.2%

				その他		168		27		16.3%		217		20		9.0%		-8		-28.6%

				合　　計		21,704		8,593		39.6%		21,516		8,616		40.0%		23		0.3%



				アジア				4,832		22.3%				4,384		20.4%		-449		-9.3%

				　（内、中国） ウチ チュウゴク				2,115		9.7%				1,886		8.8%		-230		-10.9%

				米州 ベイ シュウ				2,499		11.5%				2,924		13.6%		425		17.0%

				欧州 オウシュウ				1,045		4.8%				1,123		5.2%		78		7.4%

				その他海外 カイガイ				216		1.0%				185		0.9%		-31		-14.3%



				＜参考＞

				住宅・建材を除いた売上高 ジュウタク ケンザイ ノゾ ウリアゲ ダカ		15,106		8,546		56.6%		14,472		8,430		58.2%





								4467.51513

																												Apr.-Dec. 2018						Apr.-Dec. 2019						Increase
(decrease)		% change

																												Total sales		Overseas sales				Total sales		Overseas sales

																																% of total						% of total

																										Basic Materials		399.7		175.4		43.9%		335.0		149.0		44.5%		(26.4)		-15.1%

																										Performance Products		457		249		54.5%		436		245		56.2%		-4		-1.5%

																										Specialty Solutions		321		204		63.7%		317		201		63.5%		-3		-1.6%

																										Homes		605		5		0		649		19		2.9%		14		3

																										Construction Materials		55		0		0.2%		55		0		0.1%		-0		-1

																										Health Care		136		45		33.1%		133		44		32.8%		-1		-2.4%

																										Critical Care		181		178		98.8%		204		202		98.8%		23		13.2%

																										Others		17		3		16.3%		22		2		9.0%		-1		-28.6%

																										Total		2,170		859		39.6%		2,152		862		40.0%		2		0.3%



																										Asia				483		ERROR:#DIV/0!				438		ERROR:#DIV/0!		-45		-9.3%

																										of which, sales to China				212		ERROR:#DIV/0!				189		ERROR:#DIV/0!		-23		-10.9%

																										The Americas				250		ERROR:#DIV/0!				292		ERROR:#DIV/0!		42		17.0%

																										Europe				105		ERROR:#DIV/0!				112		ERROR:#DIV/0!		8		7.4%

																										Other countries				22		ERROR:#DIV/0!				18		ERROR:#DIV/0!		-3		-14.3%



																										Sales, excluding Homes

																										and Construction Materials 		1,511		855		56.6%		1,447		843		58.2%



スライド　&A	


&P/&N	
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事業別設備投資額、減価償却費、研究開発費*1

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。
*2 有形固定資産、無形固定資産（除く、のれん）の償却額を合算した金額で開示している。
*3 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の

業績を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。
*4 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会

社の業績を「住宅」事業に含めて開示している。

（億円）

基盤マテリアル 180 221 116 131 23 25

パフォーマンスプロダクツ
*3 316 415 181 222 123 137

スペシャルティソリューション 370 409 207 233 192 202

マテリアル共通 0 0 0 0 0 3

住宅
*4 149 152 70 82 29 30

建材 27 30 21 24 9 6

医薬・医療 81 105 57 64 219 194

クリティカルケア 93 55 123 128 153 159

その他 16 22 14 15 1 1

消去又は全社 130 133 56 62 151 154

1,362 1,541 846 960 901 910

のれん償却額 195 223

合　　計

18年度 18年度 18年度19年度 19年度 19年度

設備投資額 減価償却費
*2

研究開発費


Sheet1

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

								設備投資額 セツビトウシガク						減価償却費*2 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

								18年度		19年度		20年度		18年度		19年度		20年度		18年度		19年度		20年度

												予想 ヨソウ						予想 ヨソウ						予想 ヨソウ

						基盤マテリアル キバン		180		221				116		131				23		25

						パフォーマンスプロダクツ*3		316		415				181		222				123		137

						スペシャルティソリューション		370		409				207		233				192		202

						マテリアル共通 キョウツウ		0		0				0		0				0		3

						住宅*4 ジュウタク		149		152				70		82				29		30

						建材 ケンザイ		27		30				21		24				9		6

						医薬・医療		81		105				57		64				219		194

						クリティカルケア		93		55				123		128				153		159

						その他		16		22				14		15				1		1

						消去又は全社		130		133				56		62				151		154

				合　　計 ゴウケイ				1,362		1,541				846		960				901		910

										のれん償却額 ショウキャクガク				195		223

																																		Capital expenditures						Depreciation and amortization1						R&D expenditures

																																		FY 2018		FY 2019		FY 2020		FY 2018		FY 2019		FY 2020		FY 2018		FY 2019		FY 2020

																																						forecast						forecast						forecast

																																Basic Materials		18.0		22.1				11.6		13.1				2.3		2.5

																																Performance Products		31.6		41.5				18.1		22.2				12.3		13.7

																																Specialty Solutions		37.0		40.9				20.7		23.3				19.2		20.2

																																Others in Material		0.0		0.0				0.0		0.0				- 0		0.3

																																Homes		14.9		15.2				7.0		8.2				2.9		3.0

																																Construction Materials		2.7		3.0				2.1		2.4				0.9		0.6

																																Health Care		8.1		10.5				5.7		6.4				21.9		19.4

																																Critical Care		9.3		5.5				12.3		12.8				15.3		15.9

																																Others		1.6		2.2				1.4		1.5				0.1		0.1

																																Corporate expenses and eliminations		13.0		13.3				5.6		6.2				15.1		15.4

																														Total				136.2		154.1		- 0		84.6		96.0		- 0		90.1		91.0		- 0

																																Amortization of goodwill								19.5		22.3





Sheet2

		

				473				300				159

				68				61				28

				95				53				22

				22				23				10

				170				150				176

				143				105				200

				54				69				39

				11				9				1

				101				31				75

				1,138				800				711
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設備投資件名

＜19年度末時点 工事中件名＞＜19年度末完工件名＞

○・リチウムイオン二次電池用セパレータ「セルガード」の

生産能力増強（～20年度、約1億5,000万㎡／年、米

国ノースカロライナ州） 並びに 「ハイポア」の生産能

力増強（～20年度上期、約9,000万㎡／年 及び

～21年度上期、約3億㎡／年、滋賀県守山市）

・ナイロン66繊維「レオナ」の生産設備増設（～20年度

上期、約5,000トン／年、宮崎県延岡市）

〇・水力発電所改修（～21年10月、宮崎県西臼杵郡）

〇・人工皮革「ラムース」の生産能力増強（～21年度下期、

約400万㎡/年、宮崎県延岡市）

○：投資額30億円以上

○・人工皮革「ラムース」の生産設備増設（～19年度上期、

約300万㎡／年、宮崎県延岡市）

〇・ウイルス除去フィルター「プラノバ」の紡糸工場新設に

よる中空糸生産能力増強（約40,000㎡／年、宮崎県

延岡市）

○・リチウムイオン二次電池用セパレータ「ハイポア」の

生産能力増強（～19年度下期、約2億㎡／年、滋賀

県守山市）
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マテリアルセグメント（１）

営業利益：減益

（－）ナフサクラッカーの臨時修理および誘導品の

定期修理による影響

（－）ナフサクラッカーの設備トラブルによる影響

（－）ナフサ等の価格下落に伴う在庫受払差

（－）各製品の交易条件悪化

（－）東西石油化学（株）の為替換算影響

＜基盤マテリアル事業＞売 上 高*1

18年度 19年度 増減額 増減率

マテリアル
セグメント

11,762 10,931 -831 -7.1%

基盤マテリアル 3.997 3,350 -647 -16.2%

パフォーマンス
プロダクツ*2 4,571 4,361 -210 -4.6%

スペシャルティ
ソリューション

3,208 3,166 -42 -1.3%

マテリアル共通 -15 54 69 －

営業利益*1

18年度 19年度 増減額 増減率

マテリアル
セグメント

1,296 924 -372 -28.7%

基盤マテリアル 531 266 -265 -49.9%

パフォーマンス
プロダクツ*2 474 337 -136 -28.8%

スペシャルティ
ソリューション

330 304 -26 -7.8%

マテリアル共通 -39 16 55 －

（億円）

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。尚、セグメント別の営業利益は各セグメント内の
事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績を「パフォーマンスプロダクツ」
事業に含めて開示している。
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マテリアルセグメント（２）

＜パフォーマンスプロダクツ事業＞

営業利益：減益

（＋）Sage連結

（－）タイヤ向け合成ゴムの操業度差、販売数量減

少および交易条件悪化

（－）各繊維製品の販売数量減少

（－）エンジニアリング樹脂の販売数量減少

（－）各事業における固定費の増加

＜スペシャルティソリューション事業＞

営業利益：減益

（＋）環境対応車向けを中心としたLIB用セパレー

タ「ハイポア」の販売数量増加

（－）韓国におけるESS火災の影響によるLIB用セ

パレータ「セルガード」の販売数量減少

（－）円高の影響

トピックス

・ポリアセタール樹脂「テナック-C Z4520」の中国

におけるグリーン材料認定取得を発表。（５月）

・人工皮革「ラムース」の生産能力増強決定を発

表。（７月）

・Sageによる米国Adient社の自動車内装ファブ

リック事業買収決定を発表。（３月）

・AS、ABSおよびACS樹脂事業からの撤退決定を

発表。（３月）
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住宅セグメント（１）

トピックス

・要介護期向けサービス付き高齢者向け住宅「Village

（ヴィラージュ）リーシュ」シリーズの立ち上げを発表。

（４月） 第１号となる「Villageリーシュ上石神井」を開

業。（10月）

・フェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム」などの断

熱材製品が、環境負荷低減への貢献を評価され「第

18回GSC賞 環境大臣賞」を受賞。（６月）

・事業運営を100％再生可能エネルギーで行うことを目

標とする国際的イニシアチブ「RE100」に加盟。（９月）

営業利益：増益

（＋）物件の大型化などによる平均単価上昇

（＋）不動産部門における分譲事業の堅調な推移

（－）建築請負部門における戸建住宅の引渡棟数減少

（－）住宅事業における業務委託費等の固定費増加

建築請負部門の受注状況

・消費増税や新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、前年比11.3％の減少となった。

（億円）

売 上 高

18年度 19年度 増減額 増減率

住宅セグメント 6,598 7,044 447 6.8%

住宅事業 6,047 6,493 446 7.4%

建築請負部門
（旭化成ホームズ） 4,037 4,157 120 3.0%

不動産部門
（旭化成不動産レジデンス） 1,354 1,519 164 12.1%

リフォーム部門
（旭化成リフォーム） 584 613 29 5.0%

その他住宅
周辺事業等*1 71 204 132 －

建材事業 551 551 0.9 0.2%

*1 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業績を連結している。
*2 セグメント別の営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

営業利益*2

18年度 19年度 増減額 増減率

住宅セグメント 682 727 45 6.7%

住宅事業 635 674 39 6.1%

建築請負部門
（旭化成ホームズ） 414 408 -6 -1.5%

不動産部門
（旭化成不動産レジデンス） 138 180 42 30.5%

リフォーム部門
（旭化成リフォーム） 62 71 9 14.1%

その他住宅
周辺事業等*1 21 16 -5 -25.2%

建材事業 47 56 8.9 18.8%
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住宅セグメント（２） 売上高、受注高の状況

*1 2015年度下期より「建築請負部門」に算入されていた旭化成ホームズの賃貸管理事業を「不動産部門」に移管し、移管後の数値で記載している。

*2 2019年度より、従来販管費で計上していたケア工事収入を売上高に含めている。

*3  2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業績を
連結している。

（単位：億円、（　）内は対前年同期比）

分譲 賃貸 他 合計

15 上期 2,173 (-0.2%) 1,838 (-2.2%) 104 335 17 456 278 9 2,580 (0.8%) 5,546

下期 1,831 (-12.0%) 2,277 (5.3%) 277 390 18 684 281 7 3,250 (9.9%) 5,131

通期 4,004 (-5.9%) 4,115 (1.8%) 381 725 35 1,141 559 16 5,830 (5.7%)

16 上期 2,066 (-4.9%) 1,835 (-0.1%) 118 412 18 548 270 -5 2,648 (2.6%) 5,388

下期 1,943 (6.1%) 2,208 (-3.1%) 95 435 16 546 291 8 3,053 (-6.1%) 5,158

通期 4,009 (0.1%) 4,043 (-1.8%) 213 847 34 1,094 561 4 5,702 (-2.2%)

17 上期 1,931 (-6.5%) 1,827 (-0.4%) 120 453 16 590 268 11 2,696 (1.8%) 5,289

下期 2,125 (9.4%) 2,241 (1.5%) 147 478 25 651 284 11 3,187 (4.4%) 5,209

通期 4,056 (1.2%) 4,068 (0.6%) 268 932 42 1,241 552 22 5,883 (3.2%)

18 上期 2,101 (8.8%) 1,755 (-4.0%) 168 497 16 681 272 10 2,718 (0.8%) 5,578

下期 2,415 (13.6%) 2,282 (1.8%) 132 521 21 674 312 61 3,329 (4.5%) 5,750

通期 4,516 (11.3%) 4,037 (-0.8%) 299 1,018 37 1,354 584 71 6,047 (2.8%)

19 上期 2,019 (-3.9%) 1,973 (12.4%) 76 544 23 643 320 113 3,049 (12.2%) 5,890

下期 1,984 (-17.8%) 2,184 (-4.3%) 280 568 28 876 294 90 3,444 (3.4%) 5,782

通期 4,003 (-11.3%) 4,157 (3.0%) 355 1,112 51 1,519 613 204 6,493 (7.4%)

請負受注高
部門売上高*1*2

リフォーム
部門売上高

連結計 受注残
建築請負 不動産部門売上高*1

他*3


Sheet1

																																（単位：億円、（　）内は対前年同期比） タンイオクエンナイタイゼンネンドウキヒ

								請負受注高 ウケオイジュチュウダカ				建築請負 ケンチクウケオイ				不動産部門売上高*1 フドウサンブモンウリアゲダカ								リフォーム
部門売上高 ブモンウリアゲダカ		他*3 ホカ		連結計 レンケツケイ				受注残 ジュチュウザン

												部門売上高*1*2 ブモンウリアゲダカ				分譲 ブンジョウ		賃貸 チンタイ		他 ホカ		合計 ゴウケイ

				15		上期 カミキ		2,173		(-0.2%)		1,838		(-2.2%)		104		335		17		456		278		9		2,580		(0.8%)		5,546

						下期 シモキ		1,831		(-12.0%)		2,277		(5.3%)		277		390		18		684		281		7		3,250		(9.9%)		5,131

						通期 ツウキ		4,004		(-5.9%)		4,115		(1.8%)		381		725		35		1,141		559		16		5,830		(5.7%)

				16		上期 カミキ		2,066		(-4.9%)		1,835		(-0.1%)		118		412		18		548		270		-5		2,648		(2.6%)		5,388

						下期 シモキ		1,943		(6.1%)		2,208		(-3.1%)		95		435		16		546		291		8		3,053		(-6.1%)		5,158

						通期 ツウキ		4,009		(0.1%)		4,043		(-1.8%)		213		847		34		1,094		561		4		5,702		(-2.2%)

				17		上期 カミキ		1,931		(-6.5%)		1,827		(-0.4%)		120		453		16		590		268		11		2,696		(1.8%)		5,289

						下期 シモキ		2,125		(9.4%)		2,241		(1.5%)		147		478		25		651		284		11		3,187		(4.4%)		5,209

						通期 ツウキ		4,056		(1.2%)		4,068		(0.6%)		268		932		42		1,241		552		22		5,883		(3.2%)

				18		1Q		981		(7.0%)		689		(-4.7%)		87		246		8		341		123		5		1,157		(0.1%)		5,511

						2Q		1,120		(10.5%)		1,066		(-3.5%)		81		251		9		340		149		6		1,561		(1.4%)		5,578

				18		上期 カミキ		2,101		(8.8%)		1,755		(-4.0%)		168		497		16		681		272		10		2,718		(0.8%)		5,578

						下期 シモキ		2,415		(13.6%)		2,282		(1.8%)		132		521		21		674		312		61		3,329		(4.5%)		5,750

						通期 ツウキ		4,516		(11.3%)		4,037		(-0.8%)		299		1,018		37		1,354		584		71		6,047		(2.8%)

				19		1Q		912		(-7.0%)		795		(15.4%)		35		269		13		317		137		56		1,306		(12.8%)		5,908

						2Q		1,120		( － )		1,161		(9.0%)		40		272		16		329		173		51		1,714		(9.8%)		5,905

				19		上期 カミキ		2,019		(-3.9%)		1,973		(12.4%)		76		544		23		643		320		113		3,049		(12.2%)		5,890

						3Q		965		(-5.3%)		906		(4.5%)		22		278		14		314		147		51		1,418		(6.8%)		5,989

						下期 シモキ		1,984		(-17.8%)		2,184		(-4.3%)		280		568		28		876		294		90		3,444		(3.4%)		5,782

						通期 ツウキ		4,003		(-11.3%)		4,157		(3.0%)		355		1,112		51		1,519		613		204		6,493		(7.4%)

																																										Value of new orders during the term				Sales of order-built homes, etc.1				Sales of real estate1								Sales of remodeling				Other sales2		Consolidated				Order backlog

																																																		Pre-built homes		Rental housing		Other		Total

																																						FY15		H1		217.3		(-0.2%)		183.8		(-2.2%)		10.4		33.5		1.7		45.6		27.8				0.9		258.0		(+0.8%)		554.6

																																								H2		183.1		(-12.0%)		227.7		(+5.3%)		27.7		39.0		1.8		68.4		28.1				0.7		325.0		(+9.9%)		513.1

																																								annual		400.4		(-5.9%)		411.5		(+1.8%)		38.1		72.5		3.5		114.1		55.9				1.6		583.0		(+5.7%)

																																						FY16		H1		206.6		(-4.9%)		183.5		(-0.1%)		11.8		41.2		1.8		54.8		27.0				(0.5)		264.8		(+2.6%)		538.8

																																								H2		194.3		(+6.1%)		220.8		(-3.1%)		9.5		43.5		1.6		54.6		29.1				0.8		305.3		(-6.1%)		515.8

																																								annual		400.9		(+0.1%)		404.3		(-1.8%)		21.3		84.7		3.4		109.4		56.1				0.4		570.2		(-2.2%)

																																						FY17		H1		193.1		(-6.5%)		182.7		(-0.4%)		12.0		45.3		1.6		59.0		26.8				1.1		269.6		(+1.8%)		528.9

																																								3Q		89.5		(+5.5%)		87.2		(-7.3%)		1.0		21.1		0.8		23.0		148.0				0.4		125.4		(-13.2%)		542.7

																																								H2		212.5		(+9.4%)		224.1		(+1.5%)		14.7		47.8		2.5		65.1		28.4				1.1		318.7		(+4.4%)		520.9

																																								annual		405.6		(+1.2%)		406.8		(+0.6%)		26.8		93.2		4.2		124.1		55.2		0.0		2.2		588.3		(+3.2%)

																																						FY18		Q1		98.1		(+7.0%)		68.9		(-4.7%)		8.7		24.6		0.8		34.1		12.3				0.5		115.7		(+0.1%)		551.1

																																								Q2		112.0		(+10.5%)		106.6		(-3.5%)		8.1		25.1		0.9		34.0		14.9				0.6		156.1		(+1.4%)		557.8

																																						FY18		H1		210.1		(+8.8%)		175.5		(-4.0%)		16.8		49.7		1.6		68.1		27.2				1.0		271.8		(+0.8%)		557.8

																																								H2		241.5		(+13.6%)		228.2		(+1.8%)		13.2		52.1		2.1		67.4		31.2				6.1		332.9		(+4.5%)		575.0

																																								annual		451.6		(+11.3%)		403.7		(-0.8%)		29.9		101.8		3.7		135.4		58.4				7.1		604.7		(+2.8%)

																																						FY19		H1		201.9		(-3.9%)		197.3		(+12.4%)		7.6		54.4		2.3		64.3		32.0				11.3		304.9		(+12.2%)		589.0

																																								Q3		96.5		(-5.3%)		90.6		(+4.5%)		2.2		27.8		1.4		31.4		14.7				5.1		141.8		(+6.8%)		598.9

																																								H2 forecast		198.4		(-17.8%)		218.4		(-4.3%)		28.0		56.8		2.8		87.6		29.4				9.0		344.4		(+3.4%)

																																								annual forecast		400.3		(-11.3%)		415.7		(+3.0%)		35.5		111.2		5.1		151.9		61.3				20.4		649.3		(+7.4%)
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住宅セグメント（３） 用途別売上高、受注高の状況

２０１９年度 用途別売上高・売上戸数及び受注高・受注戸数(受注は請負のみ)

*1 一部分譲、ケア工事収入等。

(右欄：前年同期比）

売上高(億円) 売上戸数(戸) 受注高(億円) 受注戸数(戸)

戸 低　層 2,158 -0.3% 6,461 -3.9% 2,088 -8.8% 6,300 -8.1%

建 中　層 751 -9.2% 2,650 -15.3% 776 -13.8% 2,703 -13.8%

系 小　計 2,909 -2.8% 9,111 -7.5% 2,864 -10.2% 9,003 -9.8%

集 低　層 334 0.0% 2,324 1.4% 322 -19.7% 2,106 -24.6%

合 中　層 728 12.4% 4,797 8.0% 818 -11.5% 5,266 -9.0%

系 小　計 1,062 8.2% 7,121 5.8% 1,140 -14.0% 7,372 -14.1%

3,971 -0.1% 16,232 -2.1% 4,003 -11.3% 16,375 -11.8%

186       – 17 70.0%       –       –       –       –

4,157 3.0% 16,249 -2.1% 4,003 -11.3% 16,375 -11.8%

建築請負事業合計

その他
*1

建築請負部門合計


Sheet1

																				(右欄：前年同期比） ドウキ

						売上高(億円)				売上戸数(戸)				受注高(億円)				受注戸数(戸)

		戸		低　層		2,158		-0.3%		6,461		-3.9%		2,088		-8.8%		6,300		-8.1%

		建		中　層		751		-9.2%		2,650		-15.3%		776		-13.8%		2,703		-13.8%

		系 ケイ		小　計 ショウケイ		2,909		-2.8%		9,111		-7.5%		2,864		-10.2%		9,003		-9.8%

		集		低　層		334		0.0%		2,324		1.4%		322		-19.7%		2,106		-24.6%

		合 ゴウ		中　層		728		12.4%		4,797		8.0%		818		-11.5%		5,266		-9.0%

		系 ケイ		小　計 ショウケイ		1,062		8.2%		7,121		5.8%		1,140		-14.0%		7,372		-14.1%

		建築請負事業合計 ケンチクウケオイジギョウゴウケイ				3,971		-0.1%		16,232		-2.1%		4,003		-11.3%		16,375		-11.8%

		分譲事業等

		他 タ

		合計

		関係会社等

		その他*1 タ				186		–		17		70.0%		–		–		–		–

		建築請負部門合計 ケンチクウケオイブモンゴウケイ				4,157		3.0%		16,249		-2.1%		4,003		-11.3%		16,375		-11.8%

																														Net sales				Number of units sold				Orders received

																														(¥ billion)		(% change)		(units)		(% change)		(¥ billion)		(% change)		(units)		(% change)

																										Unit homes		1-2 storey		215.8		-0.3%		6,461		-3.9%		208.8		-8.8%		6,300		-8.1%

																												3+ storey		75.1		-9.2%		2,650		-15.3%		77.6		-13.8%		2,703		-13.8%

																												Total		290.9		-2.8%		9,111		-7.5%		286.4		-10.2%		9,003		-9.8%

																										Multi-
 dwelling
 homes		1-2 storey		33.4		+0.0%		2,324		+1.4%		32.2		-19.7%		2,106		-24.6%

																												3+ storey		72.8		+12.4%		4,797		+8.0%		81.8		-11.5%		5,266		-9.0%

																												Total		106.2		+8.2%		7,121		+5.8%		114.0		-14.0%		7,372		-14.1%

																										Order-built homes total				397.1		-0.1%		16,232		-2.1%		400.3		-11.3%		16,375		-11.8%

																														-				-				-				-		+0.0%

																														-				-				-				-		+0.0%

																														-				-				-				-		+0.0%

																														-				-				-				-		+0.0%

																										Other1				18.6		–		17		+70.0%		–		–		–		–

																										Asahi Kasei Homes total				415.7		+3.0%		16,249		-2.1%		4,003.0		-11.3%		16,375		-11.8%
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ヘルスケアセグメント（１）

営業利益：増益

（＋）クリティカルケア事業の順調な推移

（＋）医薬事業における固定費減少

トピックス

・米国医療機器メーカーCardiac Science Corporationの買
収を発表。（６月） 買収を完了。（８月）

・ 「テリボン 皮下注28.2μgオートインジェクター」の製造販
売承認を取得。（９月） 販売開始。（12月）

・オーストリアバイオセーフティ試験受託サービス提供会社
ViruSureを買収。（10月）

・米国製薬企業Veloxis社の買収を発表。（11月）買収を完
了。（３月）

・米国Woolsey Pharmaceuticals, Inc.に対する「ファスジル」
（注射剤および点眼剤以外）の日本、韓国、中国、台湾以
外の全世界における開発権・製造権および独占的販売権
を供与するライセンス契約を締結。（11月）

・SBIバイオテック（株）と「SBI-3150」に関する独占的ライセ
ンス契約を締結。（３月）

・新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受けZOLLによる
人工呼吸器増産決定を発表。（３月）

売 上 高

18年度 19年度 増減額 増減率

ヘルスケア
セグメント

3,162 3.378 216 6.8%

医薬・医療事業 1,355 1,333 -22 -1.6%

クリティカルケア事業 1,807 2,045 238 13.2%

（億円）

営業利益*1

18年度 19年度 増減額 増減率

ヘルスケア
セグメント

418 435 17 4.0%

医薬・医療事業 184 178 -6 -3.2%

クリティカルケア事業 234 257 23 9.7%

*1 セグメント別の営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んで
いるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。
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ヘルスケアセグメント（２）

<医薬・医療事業　売上高内訳> （億円）

上期 下期 年間 上期 下期 年間

 医薬事業 322 323 645 333 301 635

 医療事業 363 348 710 368 331 699

684 671 1,355 701 632 1,333

<旭化成ファーマ主要医薬品の国内売上高> （億円）

上期 下期 年間 上期 下期 年間
 テリボン 144 139 283 144 131 275

 リコモジュリン 60 58 118 61 49 109

 ケブザラ 3 10 13 19 24 43

 フリバス 18 15 33 14 11 25

 ブレディニン 16 14 30 14 12 25

 エルシトニン 12 11 23 11 9 19

 リクラスト 7 7 14 7 6 14

医薬・医療　計

18年度

18年度

19年度

19年度


医薬参考

				<医薬・医療事業　売上高内訳> イヤクイリョウジギョウウリアゲダカウチワケ														（億円）

								18年度 ネンド						19年度 ネンド														10

								上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン

				医薬事業 イヤクジギョウ				322		323		645		333		301		635						321.54738		323.0957		644.64308

				医療事業 イリョウジギョウ				363		348		710		368		331		699						362.71463		347.77838		710.49301

				医薬・医療　計 イヤクイリョウケイ				684		671		1,355		701		632		1,333						684.26201		670.87408		1355.13609

				<旭化成ファーマ主要医薬品の国内売上高> アサヒカセイダカ														（億円）

								18年度 ネンド						19年度 ネンド

								上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン

				テリボン				144		139		283		144		131		275		203.67845713				144		139		283

				リコモジュリン				60		58		118		61		49		109		89.98542306				60		58		118

				ケブザラ				3		10		13		19		24		43		31.48388089				3		10		13

				フリバス				18		15		33		14		11		25		19.84511241				18		15		33

				ブレディニン				16		14		30		14		12		25		19.84774658				16		14		30

				エルシトニン				12		11		23		11		9		19		15.42316052				12		11		23

				リクラスト				7		7		14		7		6		14		10.93468347				7		7		14

				<Veloxis Pharmaceuticals医薬品の売上高> イヤクヒンダカ														（百万USドル） ヒャクマン

								19年度 ネンド						20年度 ネンド

								上 カミ		下 シモ		年間 ネンカン		上 カミ		下 シモ		年間 ネンカン

				Envarsus XR				XX		XX		XX		XX		XX		XX

																								Sales of Health Care business category

																												FY 2018						FY 2019

																												H1		H2		Total		H1		H2		Total

																								Pharmaceuticals				32.2		32.3		64.5		33.3		30.1		63.5

																								Devices				36.3		34.8		71.0		36.8		33.1		69.9

																								Total				68.4		67.1		135.5		70.1		63.2		133.3

																								Domestic sales of main pharmaceuticals of Asahi Kasei Pharma

																												FY 2018						FY 2019

																												H1		H2		Total		H1		H2		Total

																								Teribone				14.4		13.9		28.3		14.4		13.1		27.5		203.67845713

																								Recomodulin				6.0		5.8		11.8		6.1		4.9		10.9		89.98542306

																								Kevzara				0.3		1.0		1.3		1.9		2.4		4.3		31.48388089

																								Flivas				1.8		1.5		3.3		1.4		1.1		2.5		19.84511241

																								Bredinin				1.6		1.4		3.0		1.4		1.2		2.5		19.84774658

																								Elcitonin				1.2		1.1		2.3		1.1		0.9		1.9		15.42316052

																								Reclast				0.7		0.7		1.4		0.7		0.6		1.4		10.93468347

																								Sales of Veloxis Pharmaceuticals														（百万USドル） ヒャクマン

																												FY 2018						FY 2019

																												H1		H2		Total		H1		H2		Total

																								Envarsus XR				XX		XX		XX		XX		XX		XX



&L&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,太字"&24参考資料（医薬）

&R&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,太字"&24９



９

		１．ファーマセグメントの売上

												（単位：億円）

								2003／3		2003／9		2004／3

				連  結				1,055		539		1,060

				単  独				614		313		609

				（医薬/その他）				(499/115)		(246/68)		(493/116)

				<主要医薬品の国内売上>								（単位：億円）

								2003／3		2003／9		2004／3

				エルシトニン				211		100		188

				ブレディニン				67		33		65

				フリバス				57		34		72

				トレドミン				38		21		48

				エクサシン				17		7		15

				リカマイシン				12		4		11

				エ　リ　ル				14		7		14

		２．研究開発費（ファーマ単独）

										（単位：億円）

				2003／3				2004／3		2005／3予 ヨ

						100		100		110



&L&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,標準"&24参考資料（医薬）&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&11

&R&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,標準"&24９
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ヘルスケアセグメント（３）

＜クリティカルケア事業 業績推移（USドルベース）＞

（百万USドル）

増減額 増減率

780      848      1,629    897      983      1,880    251     15.4%

事業利益 163      170      333      175      199      374      41       12.4%

 のれん償却額*1 -37      -38      -75      -43      -50      -93      -18     

 無形固定資産償却額等*1 -23      -24      -47      -22      -22      -45      2        

償却額合計 -60      -62      -122    -65      -72      -138    -16     

103      108      211      110      126      236      25       11.9%

上期

差異

年間

営業利益（連結）

売上高（連結）

下期

18年度

上期

19年度

下期年間

*1 のれん償却額および無形固定資産償却額等には、以下の数字を計上している。
① 2012年4月の当社によるZOLL買収に伴う日本会計基準・米国会計基準に基づく償却額
② それ以降ZOLLが実施した買収に伴う日本会計基準に基づく償却額

（尚、②の買収に伴う米国会計基準に基づく償却額は事業利益に計上している。）


医薬参考

																								（百万USドル） ヒャクマン

										18年度 ネンド						19年度 ネンド						差異 サイ

										上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン

																						増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

				売上高（連結） ウリアゲダカレンケツ						780		848		1,629		897		983		1,880		251		15.4%

						事業利益 ジギョウリエキ				163		170		333		175		199		374		41		12.4%

								のれん償却額*1 ショウキャクガク		(37)		(38)		(75)		(43)		(50)		(93)		(18)

								無形固定資産償却額等*1 ムケイコテイシサンショウキャクガクトウ		(23)		(24)		(47)		(22)		(22)		(45)		2

						償却額合計 ショウキャクガクゴウケイ				(60)		(62)		(122)		(65)		(72)		(138)		(16)

				営業利益（連結） エイギョウリエキレンケツ						103		108		211		110		126		236		25		11.9%

																																														（百万USドル） ヒャクマン

																																		FY 2018						FY 2018				Apr.-Dec.
2019 vs 2018

																																				Apr.-Dec.		Total				Apr.-Dec.

																																		Oct.-Dec.						Oct.-Dec.				Increase
(decrease)		% change

																												Net sales						780		848		1,629		983		1,880		251		15.4%

																														Gross operating income before PPA1 impact				163		170		333		199		374		41		12.4%

																																Goodwill		(37)		(38)		(75)		(50)		(93)		(18)

																																Other intangible assets, etc.		(23)		(24)		(47)		(22)		(45)		2

																														Amortization/depreciation from PPA1 revaluation				(60)		(62)		(122)		(72)		(138)		(16)

																												Consolidated operating income						103		108		211		126		236		25		11.9%



&L&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,太字"&24参考資料（医薬）

&R&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,太字"&24９



９

		１．ファーマセグメントの売上

												（単位：億円）

								2003／3		2003／9		2004／3

				連  結				1,055		539		1,060

				単  独				614		313		609

				（医薬/その他）				(499/115)		(246/68)		(493/116)

				<主要医薬品の国内売上>								（単位：億円）

								2003／3		2003／9		2004／3

				エルシトニン				211		100		188

				ブレディニン				67		33		65

				フリバス				57		34		72

				トレドミン				38		21		48

				エクサシン				17		7		15

				リカマイシン				12		4		11

				エ　リ　ル				14		7		14

		２．研究開発費（ファーマ単独）

										（単位：億円）

				2003／3				2004／3		2005／3予 ヨ

						100		100		110



&L&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,標準"&24参考資料（医薬）&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&11

&R&"HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO,標準"&24９
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ヘルスケアセグメント（４）

一般名 薬効・作用の分類 適応症 剤型

テリボン テリパラチド酢酸塩 骨粗鬆症治療剤
（副甲状腺ホルモン：

PTH）

骨折の危険性の高い
骨粗鬆症

注射剤

リクラスト ゾレドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤 骨粗鬆症 注射剤

リコモジュリン トロンボモデュリン
アルファ（遺伝子組換え）

血液凝固阻止剤 DIC（汎発性血管内血液
凝固症）

注射剤

ケブザラ サリルマブ（遺伝子組換え） 関節リウマチ治療剤 既存治療で効果不十分
な関節リウマチ

注射剤

フリバス ナフトピジル 排尿障害改善剤 前立腺肥大症に伴う
排尿障害

錠剤

エルシトニン注20S
エルシトニン注20S
ディスポ

エルカトニン 骨粗鬆症治療剤 骨粗鬆症における疼痛 注射剤

ブレディニン ミゾリビン 免疫抑制剤 関節リウマチ、腎移植、
ネフローゼ症候群、
ループス腎炎

錠剤

＜医薬事業の主要医薬品の説明＞
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ヘルスケアセグメント（５）

＜医薬事業の研究開発の状況＞

開発コード・剤型
（一般名）

薬効・分類 適応症 地域 自社/導入 備考

国

内

フェーズⅢ
ＡＫ１８２０・注、カプセル

（イサブコナゾニウム硫酸塩）
深在性真菌症

治療剤
深在性真菌症 日本 導入

フェーズⅡ
ＡＲＴ-１２３・注

（トロンボモデュリン アルファ
（遺伝子組換え））

血液凝固阻止剤
化学療法誘発性
末梢神経障害

日本 自社 効能追加

フェーズⅡ ＡＫ１８３０・経口 慢性疼痛治療剤
変形性関節症に伴う

疼痛
日本 導入

海

外

申請中
フリバス・錠

（ナフトピジル）
排尿障害改善剤

前立腺肥大症に伴う
排尿障害

中国 自社

申請
準備中

ＨＥ－６９・錠
（ミゾリビン）

免疫抑制剤
ループス腎炎

ネフローゼ症候群
中国 自社 効能追加

フェーズⅢ
ＡＲＴ-１２３・注

（トロンボモデュリン アルファ
（遺伝子組換え））

血液凝固阻止剤
凝固異常を伴う

重症敗血症
米国・欧州

他
自社

探索・基礎研究 成熟化・高齢化社会の中で、健康で快適な生活を送りたいという人びとの願いに応えるために、整形外科や救急・集中治療な
どの領域を中心に「未だ有効な治療方法がない医療ニーズ（アンメットメディカルニーズ）」の解決に取り組んでいます。自社技
術の絶えざる革新と、世界の優れた技術とのコラボレーションを積極的に推進し、世界に通用する新薬の創出を進めています。
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特別損益
（億円）

投資有価証券売却益 116       137       21         

固定資産売却益 7          43         36         

特別利益 122       179       57         

投資有価証券評価損 2          20         18         

固定資産処分損 66         97         30         

減損損失 111       219       109       

事業構造改善費用 39         48         9          

災害関連損失 – 24         24         

製品補償損失 – 52         52         

特別損失 218       460       242       

特別損益 -96       -281     -185     

増減19年度18年度


6

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

												18年度				19年度		増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

										10-12月				10-12月 ガツ				10-12月 ガツ

								投資有価証券売却益		0		116		137		137		137		21

								固定資産売却益		2		7		43		43		41		36

								貸倒引当金戻入額		-		-		-		-		-		-

								持分変動利益		-		-		-		-		-		-

								受取損害賠償金		-		-		-		-		-		-

								特別利益 トクベツリエキ		2		122		179		179		178		57

								投資有価証券評価損		-		2		7		20		7		18

								固定資産処分損		16		66		16		97		(0)		30

								減損損失		32		111		21		219		(11)		109

								事業構造改善費用		12		39		1		48		(12)		9

								災害関連損失 サイガイカンレンソンシツ				–				24				24

								製品補償損失 セイヒンホショウソンシツ				–				52				52

								特別損失 トクベツソンシツ		61		218		45		460		(16)		242

								特別損益 トクベツソンエキ		(59)		(96)		134		(281)		193		(185)

																																		FY 2018				FY 2019		増減 ゾウゲン		Increase
(decrease)

																																10-12月				10-12月 ガツ				10-12月 ガツ

																														Gain on sales of investment securities		0		11.6		13.7		13.7		14		2.1

																														Gain on sales of noncurrent assets		2		0.7		4.3		4.3		2		3.6

																																-		- 0		- 0		- 0		-		-

																																-		- 0		- 0		- 0		-		-

																																-		- 0		- 0		- 0		-		-

																														Total extraordinary income		2		12.2		17.9		17.9		16		5.7

																														Loss on valuation of investment securities		-		0.2		0.7		2.0		1		1.8

																														Loss on disposal of noncurrent assets		16		6.6		1.6		9.7		(15)		3.0

																														Impairment loss		32		11.1		2.1		21.9		(30)		10.9

																														Business structure improvement expenses		12		3.9		0.1		4.8		(12)		0.9

																														Loss on disaster				- 0		- 0		- 0				15.0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																																		- 0		- 0		- 0

																														Total extraordinary loss		61		21.8		4.5		46.0		(56)		31.6

																												Net extraordinary income (loss)				(59)		(9.6)		13.4		(28.1)		72		(25.9)
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事業別四半期売上高*1推移
（億円）

マテリアルセグメント 2,802   2,979   3,113   2,869   2,714   2,889   2,757   2,573   

基盤マテリアル 977       1,078     1,010     932       843       883       864       760       

パフォーマンスプロダクツ*2 1,043     1,099     1,230     1,199     1,123     1,133     1,073     1,033     

スペシャルティソリューション 767       815       863       763       722       858       810       777       

マテリアル共通 15         -13       9           -26       26         15         9           3           

住宅セグメント 1,287   1,700   1,481   2,129   1,446   1,889   1,563   2,147   

住宅*3 1,157     1,561     1,328     2,001     1,306     1,743     1,419     2,025     

建材 130       139       154       128       140       145       144       122       

ヘルスケアセグメント 763     782     815     802     827     849     835     867     

医薬・医療 347       338       356       315       343       358       323       309       

クリティカルケア 417       444       459       487       484       491       512       558       

その他 46       56       44       37       35       39       44       45       

4,898   5,517   5,453   5,837   5,021   5,666   5,199   5,631   

18年度 19年度

2Q4Q 1Q 3Q1Q 2Q 3Q 4Q

合　　計

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。
*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の

業績を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。
*3 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会

社の業績を「住宅」事業に含めて開示している。


26

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

								18年度								19年度

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

				マテリアルセグメント				2,802		2,979		3,113		2,869		2,714		2,889		2,757		2,781				5602.1197

						基盤マテリアル キバン		977		1,078		1,010		932		843		883		864		840				1726.134173

						パフォーマンスプロダクツ*2		1,043		1,099		1,230		1,199		1,123		1,133		1,073		1,092				2255.087045

						スペシャルティソリューション		767		815		863		763		722		858		810		811				1579.538121

						マテリアル共通 キョウツウ		15		(13)		9		(26)		26		15		9		40				41.36036098

				住宅セグメント ジュウタク				1,287		1,700		1,481		2,129		1,446		1,889		1,563		2,313				3334.4527

						住宅*3		1,157		1,561		1,328		2,001		1,306		1,743		1,419		2,182				3048.86998

						建材		130		139		154		128		140		145		144		130				285.58272

				ヘルスケアセグメント				763		782		815		802		827		849		835		849				1675.99208

						医薬・医療		347		338		356		315		343		358		323		315				701.20077

						クリティカルケア		417		444		459		487		484		491		512		533				974.79131

				その他				46		56		44		37		35		39		44		72				73.8569

				合　　計				4,898		5,517		5,453		5,837		5,021		5,666		5,199		6,015				10686.42138

																																														（億円） オクエン

																																18年度								19年度

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

																																																								10

																												マテリアルセグメント				2,802		2,979		3,113		2,869		2,714		2,889		2,757		2,573								2,757		2,573

																														基盤マテリアル キバン		977		1,078		1,010		932		843		883		864		760								864		760

																														パフォーマンスプロダクツ*2		1,043		1,099		1,230		1,199		1,123		1,133		1,073		1,033								1,073		1,033

																														スペシャルティソリューション		767		815		863		763		722		858		810		777								810		777

																														マテリアル共通 キョウツウ		15		(13)		9		(26)		26		15		9		3								9		3

																												住宅セグメント ジュウタク				1,287		1,700		1,481		2,129		1,446		1,889		1,563		2,147								1,563		2,147

																														住宅*3		1,157		1,561		1,328		2,001		1,306		1,743		1,419		2,025								1,419		2,025

																														建材		130		139		154		128		140		145		144		122								144		122

																												ヘルスケアセグメント				763		782		815		802		827		849		835		867								835		867

																														医薬・医療		347		338		356		315		343		358		323		309								323		309

																														クリティカルケア		417		444		459		487		484		491		512		558								512		558

																												その他				46		56		44		37		35		39		44		45								44		45

																												合　　計				4,898		5,517		5,453		5,837		5,021		5,666		5,199		5,631								5,199		5,631

																																																						FY 2018								FY 2019

																																																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4

																																																		Material segment				280		298		311.3		286.9		271.4		288.9		275.7		278.1

																																																				Basic Materials		98		108		101.0		93.2		84.3		88.3		86.4		84.0

																																																				Performance Products2		104		110		123.0		119.9		112.3		113.3		107.3		109.2

																																																				Specialty Solutions		77		81		86.3		76.3		72.2		85.8		81.0		81.1

																																																				Others		1		(1)		0.9		(2.6)		2.6		1.5		0.9		4.0

																																																		Homes segment				129		170		148.1		212.9		144.6		188.9		156.3		231.3

																																																				Homes3		116		156		132.8		200.1		130.6		174.3		141.9		218.2

																																																				Construction Materials		13		14		15.4		12.8		14.0		14.5		14.4		13.0

																																																		Health Care segment				76		78		81.5		80.2		82.7		84.9		83.5		84.9

																																																				Health Care		35		34		35.6		31.5		34.3		35.8		32.3		31.5

																																																				Critical Care		42		44		45.9		48.7		48.4		49.1		51.2		53.3

																																																		Others				5		6		4.4		3.7		3.5		3.9		4.4		7.2

																																																		Consolidated				490		552		545.3		583.7		502.1		566.6		519.9		601.5





Sheet2

																								（億円） オクエン

				売　上　高 バイウエダカ										営　業　利　益 エイギョウリエキ

				０３／９				０４／９				増減		０３／９				０４／９				増減

		ケミカルズ		2,186				2,679				492		(27)		97		(-24)		180		(-51)		83

		ホームズ		1,478				1,673				195		(10)		56		(-16)		75		(-26)		19

		ファーマ		539				528				-11		(14)		80		(-11)		60		(-25)		-20

		せんい		508				514				5		(11)		13		(-9)		19		(-20)		6

		エレクトロニクス		395				481				86		( 6)		83		(-5)		101		(-11)		19

		建材 ケンザイ		311				301				-9		( 7)		-8		(-7)		8		(-14)		16

		ライフ＆リビング		288				305				16		( 4)		33		(-4)		25		(-8)		-8

		ｻｰﾋﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等 トウ		155				113				-42		( 0)		2		( 0)		8		( 0)		6

		　　合　　計		5,860				6,593				733		( 78)		355		(-76)		477		(-154)		122

		消去又は全社 ショウキョマタゼンシャ				－				－		－		( 14)		-37		(-17)		-17		(-31)		19

		　　合　　計				－				－		－		( 92)		319		(-91)		460		(-183)		141

		注）・連結営業利益は数理計算上の差異償却額を除いたベース チュウレンケツエイギョウリエキスウリケイサンジョウサイショウキャクガクノゾ

		・（　）内の数字は数理計算上の差異償却額 ナイスウジスウリケイサンジョウサイショウキャクガク
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事業別四半期営業利益*1推移
（億円）

マテリアルセグメント 349    372    347    228    259    310    222    133    
基盤マテリアル 146        181        125        79          88          113        61          4           

パフォーマンスプロダクツ*2 120        107        134        112        104        102        78          53          

スペシャルティソリューション 92          97          102        38          54          95          84          71          

マテリアル共通 -9          -13        -15        -1          13          -1          -0          5           

住宅セグメント 78      183    127    294    99      228    134    266    
住宅*3 71          172        111        281        88          213        121        252        

建材 8           11          19          9           13          15          18          11          

ヘルスケアセグメント 123    97      121    77      126    133    99      77      
医薬・医療 72          35          65          12          68          72          38          1           

クリティカルケア 51          63          56          65          59          61          61          77          

その他 6       6       4       8       3       8       9       12      
消去又は全社 -76    -95    -70    -82    -74    -75    -78    -118  

479    564    528    525    413    604    385    370    合　　計

18年度

1Q 4Q4Q3Q2Q 2Q

19年度

3Q1Q

*1 2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を変更している。詳細は、P36の「開示区分の変更について」を参照。尚、セグメント別の
営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。

*2 2018年度第3四半期より、2018年9月27日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Sage Automotive Interiors, Inc.及びその連結子会社の業績
を「パフォーマンスプロダクツ」事業に含めて開示している。

*3 2018年度第4四半期より、2018年11月30日付（米国東部時間）で買収を完了した米国Erickson Framing Operations LLC及びその連結子会社の業
績を「住宅」事業に含めて開示している。
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																						（億円） オクエン

								18年度								19年度

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

				マテリアルセグメント				349		372		347		228		259		310		222		133				568.67427

						基盤マテリアル キバン		146		181		125		79		88		113		61		4				200.7530791092

						パフォーマンスプロダクツ*2		120		107		134		112		104		102		78		53				206.7150344041

						スペシャルティソリューション		92		97		102		38		54		95		84		71				149.4566164425

						マテリアル共通 キョウツウ		(9)		(13)		(15)		(1)		13		(1)		(0)		5				11.7495400442

				住宅セグメント ジュウタク				78		183		127		294		99		228		134		266				327.0771

						住宅*3		71		172		111		281		88		213		121		252				300.84451

						建材		8		11		19		9		13		15		18		11				27.36247

				ヘルスケアセグメント				123		97		121		77		126		133		99		77				259.07363

						医薬・医療		72		35		65		12		68		72		38		1				139.90761

						クリティカルケア		51		63		56		65		59		61		61		77				119.16602

				その他				6		6		4		8		3		8		9		12				10.63171

				消去又は全社 ショウキョマタゼンシャ				(76)		(95)		(70)		(82)		(74)		(75)		(78)		(118)				-148.5161

				合　　計				479		564		528		525		413		604		385		370				1016.94061

																																FY 2018								FY 2019

																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4

																												Material segment3				34.9		37.2		34.7		22.8		25.9		31.0		22.2		13.3

																														Basic Materials		14.6		18.1		12.5		7.9		8.8		11.3		6.1		0.4

																														Performance Products2,3		12.0		10.7		13.4		11.2		10.4		10.2		7.8		5.3

																														Specialty Solutions		9.2		9.7		10.2		3.8		5.4		9.5		8.4		7.1

																														Others		(0.9)		(1.3)		(1.5)		(0.1)		1.3		(0.1)		(0.0)		0.5

																												Homes segment				7.8		18.3		12.7		29.4		9.9		22.8		13.4		26.6

																														Homes4		7.1		17.2		11.1		28.1		8.8		21.3		12.1		25.2

																														Construction Materials		0.8		1.1		1.9		0.9		1.3		1.5		1.8		1.1

																												Health Care segment				12.3		9.7		12.1		7.7		12.6		13.3		9.9		7.7

																														Health Care		7.2		3.5		6.5		1.2		6.8		7.2		3.8		0.1

																														Critical Care		5.1		6.3		5.6		6.5		5.9		6.1		6.1		7.7

																												Others				0.6		0.6		0.4		0.8		0.3		0.8		0.9		1.2

																												Corporate expenses and eliminations				(7.6)		(9.5)		(7.0)		(8.2)		(7.4)		(7.5)		(7.8)		(11.8)

																												Consolidated3				47.9		56.4		52.8		52.5		41.3		60.4		38.5		37.0





Sheet2

																								（億円） オクエン

				売　上　高 バイウエダカ										営　業　利　益 エイギョウリエキ

				０３／９				０４／９				増減		０３／９				０４／９				増減

		ケミカルズ		2,186				2,679				492		(27)		97		(-24)		180		(-51)		83

		ホームズ		1,478				1,673				195		(10)		56		(-16)		75		(-26)		19

		ファーマ		539				528				-11		(14)		80		(-11)		60		(-25)		-20

		せんい		508				514				5		(11)		13		(-9)		19		(-20)		6

		エレクトロニクス		395				481				86		( 6)		83		(-5)		101		(-11)		19

		建材 ケンザイ		311				301				-9		( 7)		-8		(-7)		8		(-14)		16

		ライフ＆リビング		288				305				16		( 4)		33		(-4)		25		(-8)		-8

		ｻｰﾋﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等 トウ		155				113				-42		( 0)		2		( 0)		8		( 0)		6

		　　合　　計		5,860				6,593				733		( 78)		355		(-76)		477		(-154)		122

		消去又は全社 ショウキョマタゼンシャ				－				－		－		( 14)		-37		(-17)		-17		(-31)		19

		　　合　　計				－				－		－		( 92)		319		(-91)		460		(-183)		141

		注）・連結営業利益は数理計算上の差異償却額を除いたベース チュウレンケツエイギョウリエキスウリケイサンジョウサイショウキャクガクノゾ

		・（　）内の数字は数理計算上の差異償却額 ナイスウジスウリケイサンジョウサイショウキャクガク
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＜売上高＞ （億円）

マテリアルセグメント 2,301  2,339  2,530  2,609  2,468  2,721  2,886  2,802  
基盤マテリアル 685        688        786        844        722        874        984        988        

パフォーマンスプロダクツ 943        907        974        1,031      1,007      1,020      1,060      1,040      

スペシャルティソリューション 676        725        781        752        734        827        837        774        

マテリアル共通 -3          19          -11        -17        6            -0          5            0            

＜営業利益
*1

＞ （億円）

マテリアルセグメント 178    211    274    221    280    327    368    244    
基盤マテリアル 33          58          92          79          60          103        140        113        

パフォーマンスプロダクツ 93          106        110        87          135        123        115        82          

スペシャルティソリューション 49          59          82          66          90          106        114        63          

マテリアル共通 3            -11        -9          -11        -5          -5          -1          -13        

1Q 2Q 3Q 4Q

17年度

1Q 2Q 3Q 4Q

17年度

4Q

16年度

4Q3Q2Q1Q

1Q 2Q 3Q

16年度

（参考）2016–2017年度

マテリアルセグメント新開示区分ベース 四半期業績推移

*1 セグメント別の営業利益は各セグメント内の事業間取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。
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				＜売上高＞ ウリアゲダカ																		（億円） オクエン

								16年度								17年度

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

				マテリアルセグメント				2,301		2,339		2,530		2,609		2,468		2,721		2,886		2,802

						基盤マテリアル キバン		685		688		786		844		722		874		984		988

						パフォーマンスプロダクツ		943		907		974		1,031		1,007		1,020		1,060		1,040

						スペシャルティソリューション		676		725		781		752		734		827		837		774

						マテリアル共通 キョウツウ		(3)		19		(11)		(17)		6		(0)		5		0

				＜営業利益*1＞ エイギョウリエキ																		（億円） オクエン

								16年度								17年度

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

				マテリアルセグメント				178		211		274		221		280		327		368		244

						基盤マテリアル キバン		33		58		92		79		60		103		140		113

						パフォーマンスプロダクツ		93		106		110		87		135		123		115		82

						スペシャルティソリューション		49		59		82		66		90		106		114		63

						マテリアル共通 キョウツウ		3		(11)		(9)		(11)		(5)		(5)		(1)		(13)





Sheet2

																								（億円） オクエン

				売　上　高 バイウエダカ										営　業　利　益 エイギョウリエキ

				０３／９				０４／９				増減		０３／９				０４／９				増減

		ケミカルズ		2,186				2,679				492		(27)		97		(-24)		180		(-51)		83

		ホームズ		1,478				1,673				195		(10)		56		(-16)		75		(-26)		19

		ファーマ		539				528				-11		(14)		80		(-11)		60		(-25)		-20

		せんい		508				514				5		(11)		13		(-9)		19		(-20)		6

		エレクトロニクス		395				481				86		( 6)		83		(-5)		101		(-11)		19

		建材 ケンザイ		311				301				-9		( 7)		-8		(-7)		8		(-14)		16

		ライフ＆リビング		288				305				16		( 4)		33		(-4)		25		(-8)		-8

		ｻｰﾋﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等 トウ		155				113				-42		( 0)		2		( 0)		8		( 0)		6

		　　合　　計		5,860				6,593				733		( 78)		355		(-76)		477		(-154)		122

		消去又は全社 ショウキョマタゼンシャ				－				－		－		( 14)		-37		(-17)		-17		(-31)		19

		　　合　　計				－				－		－		( 92)		319		(-91)		460		(-183)		141

		注）・連結営業利益は数理計算上の差異償却額を除いたベース チュウレンケツエイギョウリエキスウリケイサンジョウサイショウキャクガクノゾ

		・（　）内の数字は数理計算上の差異償却額 ナイスウジスウリケイサンジョウサイショウキャクガク
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報告セグメント 事業別開示区分

（旧） （新）

マテリアル

繊維
基盤マテリアル

（旧「石油化学事業」）

パフォーマンスプロダクツ
（旧「繊維事業」、

旧「高機能ポリマー事業」、
旧「消費財事業」）

ケミカル

（石油化学事業、
高機能ポリマー事業、
高機能マテリアルズ事業・消費財事業）

スペシャルティソリューション
（旧「高機能マテリアルズ事業」、

旧「セパレータ事業」、
旧「電子部品事業」）

エレクトロニクス

（セパレータ事業、電子部品事業）

マテリアル共通

住宅

変更なし
ヘルスケア

その他

消去又は全社

開示区分の変更について
2019年度より、マテリアルセグメントの事業別の開示区分を、従来の「繊維」「ケミカル」「エレクトロニクス」から、
「基盤マテリアル」「パフォーマンスプロダクツ」「スペシャルティソリューション」「マテリアル共通」に変更する。

尚、当資料では、2018年度の実績について、上記変更を反映した数値を記載している。
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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および合理的であると判断する一定の前提に基づ

いており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

また、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。



私たち旭化成グループの使命。
それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、
より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。
創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、
次の時代へ大胆に応えていくために―。
私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。
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