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Operating profit was limited to ¥23.3 billion (up 0.9%), resulting in a reduced profit. 

Difficult business conditions related to PPS materials for filter bags and Acrylic fibers  
   in China. Brazilian textile business also terminated due to changes  
   in the business environment. 

“COSMOSHINE SRF” significantly expanded revenues and overseas expansion  
     of airbags is proceeding. 

Highlights 
FY 3/17 Results 

 Despite expectation of expansion in “COSMOSHINE SRF” and airbags, and 
improvement in PPS materials, operating profit forecast to be ¥25.0 billion, 
factoring in increase in raw material prices. 

FY 3/18 Forecasts 
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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

		

																																		(\ bn.)

								営業利益 エイギョウリエキ

								FY 3/16														FY 3/17														直近予想 チョッキンヨソウ

												H1						H2								H1						H2				（2017/2）

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

				Net sales				853		892		179.7		782		899		168.1		347.8		829		894		164.7		2,414		-2,249		164.8		329.5		3,400

				Operating profit				52		61		10.5		50		76		12.6		23.1		40		50		10.7		144		-132		12.7		23.3		230

				Extraordinary losses								1.1		38		49		3.8		4.9		43		-11		3.3		19		52		3.9		7.2		52

				Profit attributable to owners of parent				30		22		5.4		22		26		4.8		10.1		21		5		3.7		72		-66		5.8		9.4		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. Results for FY 3/17 
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(1) Results for FY 3/17  1)PL.CF 

(\ bn.)

Amount

Net sales 347.8 164.7 164.8 329.5 -18.3   -5.3%

Operating profit 23.1 10.7 12.7 23.3 +0.2    +0.9%

Rat io to sales 6 .6% 6.5% 7.7% 7 .1% - -

Ordinary profit 20.4 8.7 11.9 20.7 +0.3    +1.3%

Extraordinary losses 4.9 3.3 3.9 7.2 +2.3    +47.4%

Profit attr ibutable
to owners of parent

10.1 3.7 5.8 9.4 -0.7    -6.9%

EPS (\) 11.43 4.12 6.52 10.64 - -

Depreciation 14.4 7.3 7.6 14.9 +0.5    +3.5%

CAPEX 17.3 7.8 10.5 18.4 +1.0    +5.9%

Operating CF 32.3 10.6 16.2 26.9 -5.5    -16.9%

Exchange rate (\/US$) 120 105 112 109
Naphtha pri ce i n Japan

(thousand \/k l )
43 32 38 35

％

FY 3/16 YoY
FY 3/17

H1 H2


決算概況

		

																																										(\ bn.)

								FY 3/16												FY 3/17																				YoY						08年度1H ネンド		直近予想 チョッキンヨソウ

																				H1												H2														当初計画 トウショケイカク

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

						Net sales		1,781				1,714				347.8				164.7				774				927				164.8				329.5				-18.3		-5.3%				2,150		3,400

						うちスペシャルティ		110				73				230.0				113.5												116.5				230.0				-		+0.0%						-

						（構成比） コウセイヒ										0.1				0.1												0.7				0.1				-		-

						Operating profit		110				73				23.1				10.7				28				62				12.7				23.3				+0.2		+0.9%				125		230

						Ratio to sales		6.2%				4.3%				6.6%				6.5%				3.6%				6.7%				7.7%				7.1%				-		-						6.8%

						Ordinary profit		101				56				20.4				8.7				15				47				11.9				20.7				+0.3		+1.3%				100		200

						Extraordinary losses										4.9				3.3												3.9				7.2				+2.3		+47.4%						52

						Profit attributable to owners of parent		52				-6				10.1				3.7				1				30				5.8				9.4				-0.7		-6.9%				40		100

						EPS (\)		5.9				-0.7				11.43				4.12												6.52				10.64				-		-				5.7

						Depreciation		95				100				14.4				7.3				52				47				7.6				14.9				+0.5		+3.5%

						CAPEX		72				93				17.3				7.8				22				34				10.5				18.4				+1.0		+5.9%

						Operating CF		96				46				32.3				10.6				28				62				16.2				26.9				-5.5		-16.9%				125

						Exchange rate (\/US$)		80				78				120				105												112				109

						Naphtha price in Japan
(thousand \/kl)		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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[FY 3/16 FY 3/17] 

  Analysis of Changes in Operating Profit 

FY 3/17 (¥ bn.) 


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

		





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
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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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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
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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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								FY 3/16						FY 3/17

								H1		H2				H1		H2

						Exchange rate		122		118		120		105		112		109

						（￥/US$）

						Naphtha price in Japan		48		38		43		32		38		35

						　（受入ベース） ウケイレ

						（thousand ￥/kl）
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								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

						（\/$)
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2) BS 

(A) (B) (\ bn.)

Total  assets 465 .8 444 .6 450 .8 +6 .2

20 .6 20 .3 32 .3 +12 .1

Inventor ies 82 .4 75 .3 72 .8 -2 .6

Net assets 161 .1 160 .1 170 .9 +10 .8

Shareho lders'  equ ity 158 .0 156 .9 167 .8 +10 .9

Reta ined earnings 32 .5 39 .5 45 .9 +6 .4

Remeasurements  of  def i ned

benef i t pl ans
-1 .6 -5 .7 -2 .3 +3 .5

Non-contro l l ing in terests 3 .1 3 .2 3 .1 -0 .0

In terest-bear ing debt 177 .1 165 .4 169 .2 +3 .9

D/E rat io 1 .12 1 .05 1 .01

Chang e

(A )→(B)
Mar .  31 ,  2016Mar .  31 ,  2015 Mar .  31 ,2017

Cash and deposits


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)		(\ bn.)

												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				Mar. 31, 2015				Mar. 31, 2016				Mar. 31,2017				Change
(A)→(B)

						Total assets						4,435				4,474				4,217				4,847				4,294				465.8				444.6				450.8				+6.2

								うち現預金 ゲンヨキン				220				220												122				12.2				12.2				12.2

								Cash and deposits																								20.6				20.3				32.3				+12.1

								Inventories				660				710				624								708				82.4				75.3				72.8				-2.6

						Net assets						1,498				1,555				1,270				1,127				1,469				161.1				160.1				170.9				+10.8

								Shareholders' equity				28.4%				30.8%				24.4%				0.0%				30.2%				158.0				156.9				167.8				+10.9

										Retained earnings		1,258				1,380				1,030								1,296				32.5				39.5				45.9				+6.4

										（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																						0.0				0.0				0.0				+0.0

										Remeasurements of defined
benefit plans																						-1.6				-5.7				-2.3				+3.5

								Non-controlling interests				240				175				240								173				3.1				3.2				3.1				-0.0

						Interest-bearing debt						1,518				1,594				1,610				1,972				1,542				177.1				165.4				169.2				+3.9

						D/E ratio						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%				36.7%				38.5%				48.8%

																																31		0		34		0		44

								営業ＣＦ エイギョウ																138								3		0		3		0		3

								投資ＣＦ トウシ																-94								34		0		37		0		47

								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) Results by Segment 

(\ bn.)

H1 H2 H1 H2

Fi lms &
Funct ional  Po lymers

143.4 69.1 69.5 138.6 9 .9 6 .0 6 .7 12.7 +2.8

Industr ial  Mater ials 70 .5 32.4 36.8 69.2 6 .3 2 .0 2 .8 4 .8 -1.5

Healthcare 27.7 14.5 12.7 27.1 4 .7 1 .9 2 .4 4 .3 -0.4

Text i les and Trading 85.5 39.8 37.7 77.6 2 .5 0 .4 0 .6 1 .1 -1.4

Real Estate  and Others 20.6 8 .9 8 .1 17.0 2 .8 1 .7 1 .6 3 .3 +0.5

El im inat ion  &
Corporate

- - - - -3.2 -1.5 -1.5 -2.9 +0.2

347.8 164.7 164.8 329.5 23.1 10.7 12.7 23.3 +0.2

Change

Total

Net  sales Operat ing profit  ( loss)

FY 3/16
FY 3/17

FY 3/16
FY 3/17


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						(\ bn.)		（億円） オクエン

								Net sales								Operating profit (loss)

								FY 3/16		FY 3/17						FY 3/16		FY 3/17										Change

										H1		H2						H1		H2				増減 ゾウゲン

																2Q		2Q						1Q

						Films & 
Functional Polymers		143.4		69.1		69.5		138.6		9.9		6.0		6.7		12.7		+7				+2.8

						Industrial Materials		70.5		32.4		36.8		69.2		6.3		2.0		2.8		4.8		+3				-1.5

						Healthcare		27.7		14.5		12.7		27.1		4.7		1.9		2.4		4.3		+2				-0.4

								0.0		0.0				0.0		0.0		0.0				0.0

								0.0		0.0				0.0		0.0		0.0				0.0

						Textiles and Trading		85.5		39.8		37.7		77.6		2.5		0.4		0.6		1.1		+1				-1.4

						Real Estate and Others		20.6		8.9		8.1		17.0		2.8		1.7		1.6		3.3		+2				+0.5

						Elimination & 
Corporate		-		-		-		-		-3.2		-1.5		-1.5		-2.9		-1				+0.2

				Total				347.8		164.7		164.8		329.5		23.1		10.7		12.7		23.3		+0				+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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  Packaging films business experienced lower revenues,  
impacted by raw material prices. 
For the industrial films business, “COSMOSHINE SRF” shipments increased. 
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1) Films & Functional Polymers 

 Net sales Operating profit  

H1 
H2 

(   %) ratio to sales 

(¥ bn.) 

FY 3/16 FY 3/17 

(¥ bn.) 

H1 
H2 

FY 3/16 FY 3/17 

66.9 

76.5 

143.4 138.6 

69.5 

69.1 

 
 

5.9 

4.0 

9.9 
(6.9%) 

12.7 
(9.2%) 

6.7 
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Graph4

		40		59
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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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Sheet1

		

								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





Graph3

		765.4		669

		691		695





2016

		

								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

				フィルム		上 ウエ		765		691				12		69.2

						下 シタ		669		695				49		60.8





2011 (2)

		

								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





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

		







9 

H1 
H2 

2) Industrial Materials 

Net sales Operating profit (¥ bn.) (¥ bn.) 

H1 
H2 

(   %) ratio to sales 

      Promoting preparation for expanded Airbag fabrics sales in U.S. and Asia,etc.  
      PPS materials for filter bags struggled in those products for China 
 

FY 3/16 FY 3/17 FY 3/16 FY 3/17 

35.2 

35.3 

70.5 69.2 

36.8 

32.4 

3.0 

3.2 

6.3 

(8.9%) 

4.8 

(7.0%) 

2.8 
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		0		-4.9		16.9

		4.9		25.2		23.8

		4.9		37.5		32





Graph4

		32.4		30.5

		20		28





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								32.4		20.0

						下 シタ								30.5		28.0
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Graph2
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		307		289

		328		312





Sheet1

		

								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





Graph3

		353		352

		324		368





2012

		

								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





2010 (2)

		

								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

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

						下 シタ		369		369				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
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3) Healthcare 

H1 
H2 

Net sales Operating profit  (¥ bn.) (¥ bn.) 

H1 
H2 

(   %) ratio to sales 

     Bioproducts and water treatment membranes were affected by the  foreign 
exchange rate fluctuations. 

     For medical products business, pharmaceuticals and medical devices struggled. 
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Sheet1

		

								売上						営業利益

								０９上		０９下		１０上		０９上		０９下		１０上
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4) Textiles and Trading 
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II. Forecasts for FY 3/18 
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(1) Forecasts for FY 3/18 

Net sales 329.5 340.0 +10.5   +3.2%

Operat ing profit 23.3 25.0 +1.7     +7.1%

Rat io to sales 7 .1% 7 .4% - -

Ordinary profit 20.7 23.0 +2.3     +11.4%

Extraordinary losses 7.2 3.2 -4.0     -56.1%

Prof i t attri butable to

owners  of  parent 9.4 13.5 +4.1     +42.9%

EPS (\) 10.64 15.21 - -

Deprec iat ion 14.9 15.5 +0.6     -

CAPEX 18.4 19.0 +0.6     -

Exchange  rate  (\/US$ ) 109           110           
Naph tha pr ic e  in  Japan

(thosand \/kl) 35             42             

FY 3/17 FY 3/18

(Forecasts)

Change

Amount ％

(\ bn.)


決算概況

		

																																								(\ bn.)

								FY 3/17												FY 3/18																Change								<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				(Forecasts)				Amount				％

						Net sales		1,697				(1,368)				329.5		0.0		182.5		0.0		15.8		0.0		340.0		0.0		340.0				+10.5				+3.2%

						Operating profit		109				(86)				23.3		0.0		12.0		0.0		1.3		0.0		22.0		0.0		25.0				+1.7				+7.1%				200

						Ratio to sales		6.5%				6.3%				7.1%				6.6%				8.3%				6.5%				7.4%				-				-

						Ordinary profit		89				(69)				20.7		0.0		10.0		0.0		1.3		0.0		19.0		0.0		23.0				+2.3				+11.4%

						Extraordinary losses										7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2				-4.0				-56.1%

						Profit attributable to owners of parent		-19				29				9.4		0.0		6.0		0.0		0.8		0.0		5.0		0.0		13.5				+4.1				+42.9%

						EPS (\)		(7)				18				10.64																15.21				-				-

						Depreciation		101				(86)				14.9		0.0		7.5		0.0		0.8		0.0		18.5		0.0		15.5				+0.6				-

						CAPEX		90				(71)				18.4		0.0		9.0		0.0		1.0		0.0		14.0		0.0		19.0				+0.6				-

						Exchange rate (\/US$)		89				80				109												93				110

						Naphtha price in Japan
(thosand \/kl)		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																														-





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																										-
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[Forecasts: FY 3/17→ FY 3/18] 

    Analysis of Changes in Operating Profit 

FY 3/17 (¥ bn.) FY 3/18 
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109 110

Naphtha price in Japan
(thousand \/kl)

FY 3/17 FY 3/18

35 42


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
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								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
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								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
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(2) Forecasts by Segment 

(\ bn.)

FY 3/18 FY 3/18 Change

Fi lms &
Funct ional  Po lymers 138.6    145.0    12.7     13.7     +1.0

Industr ial  Mater ials 69.2     74.0     4.8      5.3       +0.5

Healthcare 27.1     28.3     4.3      4.5       +0.2

Text i les and Trading 77.6     75.6     1.1      1.1       +0.0

Real Estate  and Others 17.0     17.1     3.3      3.3       +0.0

El im inat ion  & Corporate - - -2.9     -2.9     +0.0

329.5    340.0    23.3     25.0     +1.7

FY 3/17

Operat ing profit  ( loss)

FY 3/17

Net sales

Total


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						(\ bn.)

								Net sales								Operating profit (loss)

								FY 3/17						FY 3/18		FY 3/17						FY 3/18		Change

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

						Films & 
Functional Polymers		640		(502)		138.6		145.0						12.7		13.7		+1.0

						Industrial Materials		345		(276)		69.2		74.0						4.8		5.3		+0.5

						Healthcare		149		(122)		27.1		28.3						4.3		4.5		+0.2

						スペシャルティ計		1,135		(900)		23.5		247.3		-		-		23.6		23.5		△ 0.1

						（営業利益率）						-		-						0.0		0.0

						Textiles and Trading		443		(365)		77.6		75.6						1.1		1.1		+0.0

						Real Estate and Others		120		(103)		17.0		17.1						3.3		3.3		+0.0

						Elimination & Corporate		-		-		-		-						-2.9		-2.9		+0.0

				Total				1,697		(1,368)		329.5		340.0		-		-		23.3		25.0		+1.7

						+0
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Ⅲ. Litigation 



17 17 17 

Progress of Litigation regarding  
Body Armor Using ZYLON Fiber 

1) In June 2003, an accident with body armor (BA) using Zylon fiber occurred in Pennsylvania, USA. 
    (This is the only accident in which a bullet penetrated BA.) 
2) The injured/deceased persons and purchasers of the same type of BA sued the BA manufacturer and 
    Toyobo for damages. 
3) An ex-director of the BA manufacturer filed a lawsuit based on the U.S. False Claims Act. 
   The U.S. Government Dept. of Justice (DOJ) participated as a plaintiff in this lawsuit. 
4) The DOJ also filed a lawsuit relating to BA other than the BA mentioned above.  
 
    <Settled Litigation: date of settlement – All cases were settled by agreement> 
  ・The class action by the purchasers: October 2005 
    ・Actions by the injured/deceased persons (product liability cases): 2006 to 2007 
  ・A lawsuit filed by German state governments: February 2009 
  ・Lawsuits filed by manufacturer of bulletproof vests: July 2011 (2) and March 2012 

＜Progress of litigation＞ （As of May 12,2017）
Class
action

Product liability Government-
related

Plaintiff Purchasers
Pennsylvania

policeman, etc.
State of

Arkansas
U.S. DOJ,

et al.
Second Chance

Body Armor
Point Blank
Solutions

First Choice
Armor &

Equipment

Tw o German
states

Status Settled
（Oct. 2005)

Settled
（Jan. and Nov.

2006, Jan. 2007）

No progress
after receipt of

claims

Discovery is
proceeding.

Settled
（Feb 2011)

Settled
（July 2011)

Settled
（March 2012)

Settled
（Feb. 2009）

Number
of cases 10 4 1 2 1 1 1 1

Government-related BA manufacturer


Sheet1

		＜Progress of litigation＞																		（As of May 12,2017）

				Class action		Product liability		Government-related				BA manufacturer								Government-related

		Plaintiff		Purchasers		Pennsylvania policeman, etc.		State of Arkansas		U.S. DOJ,          et al.		Second Chance Body Armor		Point Blank Solutions		First Choice Armor & Equipment				Two German states

		Status		Settled
（Oct. 2005)		Settled
（Jan. and Nov. 2006, Jan. 2007）		No progress after receipt of claims		Discovery is proceeding.		Settled
（Feb 2011)		Settled
（July 2011)		Settled
（March 2012)				Settled
（Feb. 2009）

		Number of cases		10		4		1		2		1		1		1				1
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The business performance forecasts and targets included in 

the business plans contained in this presentation are based on 

information known to the Company’s management as of the 

day of presentation. Please be aware that the content of the 

future forecasts may differ significantly from actual results, due 

to a number of unforeseeable factors.  

Please Note 
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