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- Despite the impact of rising raw material and fuel prices, sales and profit increased 
as industrial films and reagents for PCR testing performed strongly.

- Operating profit of ¥22.9 bn. (1.3-fold), and profit of ¥12.1 bn.

Q3 FY 3/22 Results

Highlights

243.9 274.5 18.3 22.9
0.03

12.1

+12.6% +25.1%

Forecasts of operating profit of ¥29.0 bn., net profit of ¥13.0 bn. remain unchanged
since industrial films, reagents for PCR testing, etc. performed strongly despite concerns 
regarding delays in revising sales prices, and the spread of COVID-19 variants.

Profit attributable to
owners of parentOperating profitNet sales

(¥ bn.)

Q3 FY 3/22Q3 FY 3/21 Q3 FY 3/22Q3 FY 3/21 Q3 FY 3/22Q3 FY 3/21

FY 3/22 Forecasts
(cumulative)


決算概況 (3)







								2016年度 ネン ド										2017年度 ネン ド														2018年度 ネン ド														19年度 ネン ド												20年度 ネンド												21年度 ネンド

												上期 カミキ		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q累計		下期 シモ キ				1Q				上期 カミキ				3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ		1Q		上期 カミキ		3Q		3Q累計 ルイ ケイ		下期		通期 ツウキ				100000

				 売上高 ウリアゲ ダカ				829		818		1,647		1,648		3,295		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311 		808				1,647 		852 		2,499 		1,720 		3,367 		808 		1,649 		831 		2,480 		1,747 		3,396 		755 		1,575 		864 		2,439 		1,799 		3,374 		946 		1,839 		907 		2,745 		▲ 1,839 

				 営業利益 エイギョウ リエキ				40		67		107		127		233		50		55		105		55		160		134		239 		53				106 		47 		153 		111 		217 		52 		111 		49 		160 		117 		228 		44 		104 		79 		183 		162 		267 		92 		171 		58 		229 		▲ 171 

				 親会社株主に帰属する
 当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				21		16		37		58		94		28		32		60		98		158		70		130 		31				39 		▲ 42 		▲ 3 		▲ 45 		▲ 6 		17 		27 		32 		59 		111 		138 		18 		26 		▲ 24 		3 		16 		42 		62 		97 		24 		121 		▲ 97 



				営業CF エイギョウ																																								78 												443*



				ROE																																								-												7.8%







																																																																0.25221







																														0





















2438.7838200000001	2745.4075699999999	





183.04881	228.93348	





2.5221	121.25206	







概要



						2016年度 ネン ド										2017年度 ネン ド														2018年度 ネン ド														直近予想
(18/11) チョッキン ヨソウ

										上期 カミキ		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q
累計		下期 シモ キ								上期 カミキ		3Q		3Q
累計		下期 シモ キ										100000

				売上高 ウリアゲ ダカ		829		818		1,647		1,648		3,295		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311		808				1,647		(1,647)				1,753		3,400		3,400

				営業利益 エイギョウ リエキ		40		67		107		127		233		50		55		105		55		160		134		239		53				106		(106)				124		230		230

				経常利益 ケイツネ リエキ						87		119		207						91						113		204						87						93		180		215

				特別損失 トクベツ ソンシツ						33		39		72						91						46		137						37						75		112

				親会社株主に帰属
する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		21		16		37		58		94		28		32		60		98		158		70		130		31				39		(39)				-		-		-











Q3 FY 3/22
(cumulative) (cumulative) Amount %

243.9 274.5 + 30.7 +12.6%       
18.3 22.9 + 4.6 + 25.1%      

(Ratio to sales) 7.5% 8.3% - -
12.5 18.2 + 5.7 + 46.0%      

-12.7 -3.2 - -
0.0 12.1 + 12.1 -

32.5 38.0 + 5.5 + 17.0%      
0.3 136.4 - -

0.0% 8.4% - -

14.2 15.1 + 0.9 + 6.6%        
16.8 22.7 + 6.0 + 35.7%      CAPEX

ROE*

Q3 FY 3/21

Profit attributable to owners of parent

YOY

Operating profit

Ordinary profit

Extraordinary income and losses

Net sales

EBITDA*

Depreciation

EPS (\)

3

Summary of Results: P&L

*Operating profit + Depreciation (includes goodwill)

*Annualized for Q3 of FY 3/22. ( Profit*(4/3)  / Beginning and ending balance average shareholder’s equity)

(¥bn.)


決算概況

		

																																										（億円） オクエン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						+0

						+0.0%





決算概況 (2)

		

																																										（億円） オクエン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						+0

						+0.0%





決算概況 (3)

																																																																																						10

								2016年度 ネンド						2017年度 ネンド																										2018年度 ネンド		19年度 ネンド						Q3 FY 3/20				FY 3/20		FY 3/21		Q3 FY 3/21						FY 3/21		FY 3/22		FY 3/22		Q3 FY 3/22				FY 3/22		YOY				Pervious
forecasts
(Feb. 2021)				100

								上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ		１Q		2Q		上期 カミキキ		3Q		3Q累計 ルイケイ		下期 キキ		通期 ツウキ		1Q		2Q		上 期 ジョウキ		3Q		3Q累計 ルイケイ		下 期 キ				1Q		上期 カミキ				(cumulative)		下期 シモキ				Q1		H1		(cumulative)		H2				Q1		H1		(cumulative)		下期 シモキ				Amount		%						100000

				Net sales				1646.57754		1648.29402		3294.87156		785		829		1,614		803		2,417		1,697		3,311		808		840		1,647		852		2,499		1,720		3,367		808		1,649				248.0		174.7		339.6		75.5		157.5		243.9		179.9		337.4		94.6		183.9		274.5						+ 30.7		+12.6%		94.6				179.899535

				Operating profit				106.68352		126.64106		233.32458		50		55		105		55		160		134		239		53		53		106		47		153		111		217		52		111				16.0		11.7		22.8		4.4		10.4		18.3		16.2		26.7		9.2		17.1		22.9						+ 4.6		+ 25.1%		9.2				16.23731

						(Ratio to sales)		6.5%		7.7%		7.1%		6.4%		6.7%		6.5%		6.9%		6.6%		7.9%		7.2%		6.6%		6.3%		6.4%		5.6%		6.1%		6.5%		6.5%		6.5%		6.7%				6.4%		0.0		6.7%		5.8%		6.6 %		7.5%		9.0 %		7.9 %		9.8 %		9.3%		8.3%						-		-		6.9%

				Ordinary profit				87.41968		119.08461		206.50429		43		47		91		47		138		113		204		48		39		87		39		127		90		178		43		90				13.4		9.1		18.0		2.8		5.9		12.5		14.8		20.7		7.5		13.3		18.2						+ 5.7		+ 46.0%		7.5				14.848187

				Extraordinary income and losses																																						▲ 17		▲ 48				-5.0		6.4		1.7		-0.4		-1.9		-12.7		-13.2		-15.1		-0.5		-1.8		-3.2						-		-		-0.5				-13.21365

				特別利益 トクベツリエキ				3.1977		1		4.69144		1		5		6		109		115		109		115		2		4		6		0		6		9		15		0		0				0.5		11.2		11.2		0.1		0.0		0.0				1												-		-						0

				特別損失 トクベツソンシツ				32.8114		38.98315		71.79455		3		16		19		7		27		117		137		4		33		37		103		140		155		192		17		48				5.4		4.7		9.5		0.5		0.0		0.0				16												- 17.0		-						0

				Profit attributable to owners of parent				36.57651		57.86792		94.44443		28		32		60		98		158		70		130		31		8		39		-42		▲ 3		▲ 45		▲ 6		17		27				5.9		11.1		13.8		1.8		2.6		0.0		1.6		4.2		6.2		9.7		12.1						+ 12.1		-		6.2				1.563088

				EBITDA*																																						91		192				28.3		20.6		39.8		8.8		19.5		32.5		26.2		45.8		14.3		27.1		38.0						+ 5.5		+ 17.0%		14.267353

				EPS (\)				41.2		65.1810934611		106.3810934611		31.6				68.1		109.9		178.0		78.8		146.9		34.6		9.5		44.1				▲ 3.4		▲ 50.9		▲ 6.8		18.8		30.0				66.2		125.1		155.1		19.9		29.7		0.3		17.6		47.3		69.5		109.2		136.4						-		-

				ROE*																																								4.4%								7.8%		0.1%		0.0%		0.0%				2.3%				10.2%		8.4%						-		-

				ROIC*																																																4.5%				0.3%		0.0%				5.0%												-		-

				Operating CF				106.31168		162.40657		268.71825		81		47		128		62		190		96		224				52		52		-28		24		26		78				145						-101		44.3				13.4				21.6		35.0				11.8								0.0		-

				Depreciation				73.1		76.28875		149.39226		38		40		78		38		116		79		157		39		39		78		40		119		80		158		39		81				12.3		8.9		17.0		4.5		9.1		14.2		10.0		19.1		5.0		10.0		15.1						+ 0.9		+ 6.6%		5.0

				CAPEX				78.33		105.27246		183.60246		48		51		98		68		166		114		213		44		73		117		55		172		138		255		70		144				23.5		22.1		36.4		6.1		11.8		16.8		11.4		23.3		7.3		13.8		22.7						+ 6.0		+ 35.7%		7.3

				ROE								5.8%														7.5%		7.5%												-																																		-		-

				Exchange rate (\/US$)				105.2		112.06		108.72		112				111		113		112		111		111		109				110		113		111		112		111		110		109		109		109		109		109		108		107		106				106																106

				Naphtha price in Japan (thousand\/kl)				31.5		37.9		34.7		39				38		44		40		46		42		49				51		54		52		48		49		45		43		41		42		43		43		26		28		29				31																31

																																																																												自己資本 ジコシホン		19/3末 マツ		19/3末 マツ		19/9末 マツ		19/12末 マツ		20/3末 マツ		20/9末 マツ		20/12末 マツ

																																																								3Q		104.489										0.0839405187										176,585		176,585		172,273		177414.293		177,890		179072.411		177077.346		1770.77346

																																																										31.4																								174429		176999.6465		175081.5		178481.2055		177483.673

																																																																																		1744.29		1769.996465		1750.815		1784.812055		1774.83673

																																				0												0

																																				0												0





Sheet3
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Analysis in Changes in Operating Profit
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b
n.

)

Raw materials
and fuel costs Prices

Volume Others

- Industrial film
- PCR-related products

Q3 FY 3/21
(cumulative)

Q3 FY 3/21 Q3 FY 3/22
(cumulative) (cumulative)

Exchange rate (\/US$) 106 111 
Naphtha price in Japan (thousand\/kl) 29 54 

- Depreciation
- Safety and disaster prevention 
measure expenses

Q3 FY 3/22
(cumulative)


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		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												為替 カワセ

								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		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												為替 カワセ

																15年 ネン

						18.3		9.6		9.6		12.9		22.9		23.0

								8.7		3.3		11.3		1.3		0.0

								8.7				24.2														0





11KA-12KA

		16年		16年





Sheet1 (6)

		

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

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

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

						109		110		136		155		119		111		0

						0		26		33		14		36		8		110





Sheet1 (6)

		





Sheet1 (5)
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概要

										(億円） オクエン

						2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド				通期増減
(％) ツウキ ゾウゲン

						実績 ジッセキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,295		3,400		3,310		+0.5		0.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		233		250		239		+2.6		2.6%

				特別損失 トクベツ ソンシツ		72		32

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		94		135		131		+39.4		39.4%

				D/E レシオ		1.05		<1.0





ナフサ為替



								2018年度 ネン ド		2018年度 ネン ド												2019年度 ネン ド

								H1 FY 3/21		Q3 FY 3/21				FY 3/21		H1 FY 3/22		Q3 FY 3/22				FY 3/22		Previous
forecasts
(Nov. 2021)

										(cumulative)		H2		Q1				(cumulative)		H2		Q1

						Exchange rate (\/US$)		107 		106 		109 		108 		110 		111 		105 		110 		110

						Naphtha price in Japan (thousand\/kl)		28 		29 		43 		25 		51 		54 		35 		48 		51









中計総括

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				有利子負債 ア リシ フサイ		億円 オクエン		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,707		1,771		1,654		1,692

				自己資本 ジコ シホン		億円 オクエン		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,423		1,580		1,569		1,678

				D/Eレシオ（少数株主持分除く）				1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.20		1.12		1.05		1.01

				営業利益		億円 オクエン		112		115		209		183		171		210		206		231		233				300

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク		億円 オクエン		(125)		21		42		46		76		82		81		102		94





有利子負債	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1789.0102299999999	1709.6278	1518.04	1548.88	1594.3	1707.21	1770.85	1653.58	1692.3	自己資本	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	982.52820000000008	1070.9539100000002	1257.7	1305.72	1380.24	1423.1	1579.89	1569.15	1677.7302200000004	



Summary of Results: BS

5

(¥bn.)(B) (A)

Mar. 31, 2020 Mar. 31, 2021 Dec. 31, 2021  (A) - (B)

488.9 491.2 510.5 + 19.3 

25.2 34.7 20.9 - 13.8 

80.6 76.3 95.0 + 18.7 

231.5 224.6 231.9 + 7.3 

182.6 188.6 202.4 + 13.7 

177.9 185.7 199.5 + 13.7 

  (Retained earnings) 61.9 64.4 72.8 + 8.5 

4.7 2.9 2.9 - 0.0 

175.1 187.0 188.9 + 1.9 

0.98 1.01 0.95 -

3.8 3.3 3.3 -

 Total assets

 Cash and deposits

 Inventories 

 Net assets

 Shareholder's equity

 Non-controlling interests

 Net Debt / EBITDA ratio*

 Interest-bearing debt

 D/E ratio

 Property, plant and equipment

* (Interest-bearing debt‐Cash and deposits)＜Ending＞／EBITDA＜Annualized＞


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)

		

																																																				（億円） オクエン

												11/3末 マツ				13/3末 マツ				10/9末 マツ				08/9末 マツ				12/9末 マツ				15/3末				16/3末				14/3末				16/3末 マツ				17/3末 マツ				増減
(A) → (B) ゾウゲン

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

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

								現預金 ゲンヨキン																								206				203				206				323				323				+121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

								*1：少数株主持分除く ショウスウカブヌシモチブンノゾ

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

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

																																309		0		338		0		309		0		437				437

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

								投資ＣＦ トウシ																-94								339		0		370		0		339		0		468				468

								財務ＣＦ ザイム																-65

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





財務指標 (3)

																																		(B)						(A)								100		10

										18/3末 マツ		18/6末 マツ		18/9末 マツ		18/12末 マツ		Mar. 31, 2019		19/6末 マツ		19/9末 マツ		19/12末 マツ		Mar. 31, 2020		20/6末 マツ		20/9末 マツ		Dec. 31, 2020		Mar. 31, 2021		Jun. 30, 2021		Sep. 30, 2021		Dec. 31, 2021		Mar. 31, 2022		(A) - (B)				100000

				Total assets						4,455		4,401		4,537		4,537		461.0		468.8		474.9		488.4		488.9		492.9		487.0		481.5		491.2		492.4		503.7		510.5				+ 19.3				510.524859

						Cash and deposits				260		219		245		184		22.3		26.4		33.5		21.6		25.2		34.4		30.0		29.6		34.7		26.1		26.3		20.9				- 13.8				20.931123

						Inventories				713		755		767		797		76.8		79.4		79.2		86.1		80.6		84.6		80.5		78.8		76.3		81.3		86.8		95.0				+ 18.7				94.98995

						Property, plant and equipment												208.5		0.0		0.0		0.0		231.5		0.0		0.0		225.7		224.6		227.1		228.2		231.9				+ 7.3				231.894108

						固定資産 コテイシサン				2,589								2,679		2,686		2,725		2,825		2,825		2,857		2,876		2,797				2,857								- 2,824.6				0

								建物および建築物		470								502				0		526																				+ 0.0				0

				Net assets						1,845		1,855		1,878		1,810		181.2		176.6		177.4		182.4		182.6		182.0		183.5		180.0		188.6		193.6		198.6		202.4				+ 13.7				202.365691

						Shareholder's equity				1,806		1,804		1,825		1,759		176.6		171.4		172.3		177.4		177.9		17.7		17.9		177.1		185.7		190.7		195.8		199.5				+ 13.7				199.471024

								(Retained earnings)		561		555		564		522		51.9		49.9		50.8		54.0		61.9		60.2		61.0		60.2		64.4		66.9		70.4		72.8				+ 8.5				72.826835

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

						Non-controlling interests				40		51		53		51		4.6		5.2		5.1		5.0		4.7		4.6		4.4		2.9		2.9		2.9		2.8		2.9				- 0.0				2.894667

				Interest-bearing debt						1,456		1,445		1,544		1,567		164.8		179.1		183.5		186.5		175.1		192.7		189.3		189.0		187.0		184.1		185.5		188.9				+ 1.9				188.856301

				D/E ratio						0.81		0.80		0.85		0.89		0.93		1.04		1.07		1.05		0.98		10.86		10.57		1.07		1.01		0.97		0.95		0.95				-				0.9467856394

				Net D/E ratio*																						0.84		8.92		8.89		0.90		0.82		0.83		0.81		0.00				-				0.0013000505

				Net Debt / EBITDA ratio*						0.00		0.00		0.00		0.00		0.81		0.02		0.02		0.02		3.8								3.3				2.9		3.3				-				0.8418524888

																																																2.935

								**(Interest-bearing debt – Cash and deposits)/Shareholder’s equity





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





Sheet3 (2)

		





Sheet3 (3)

		







Summary of Results: Segment

6

(¥bn.)

Q3 FY 3/21
(cumulative)

Q3 FY 3/22
(cumulative)

Q3 FY 3/21
(cumulative)

Q3 FY 3/22
(cumulative)

YOY

Films and Functional
Materials

113.0 127.3 14.3 16.6 + 2.2 

Mobility 25.5 32.2 - 1.7 - 1.4 + 0.2 

Lifestyle and Environment 77.3 82.4 3.0 2.7 - 0.3 

Life Science 19.2 24.6 3.2 6.4 + 3.2 

Real Estate and Others 8.8 8.1 1.6 1.6 - 0.0 

Elimination & Corporate - - - 2.2 - 2.9 - 0.7 

Total 243.9 274.5 18.3 22.9 + 4.6 

Net sales Operating profit


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

										Net sales				Net sales																営業利益 エイギョウリエキ				Operating profit				Operating profit				Operating profit														Pervious
forecasts
(Feb. 2021)

						19年度								20年度 ネンド								20年度 ネンド								19年度 ネンド								20年度 ネンド								20年度 ネンド																								100

						1Q		19/上 ウエ		Q3 FY 3/20
(cumulative)		FY 3/20		Q1 FY 3/21		H1 FY 3/21		Q3 FY 3/21
(cumulative)		FY 3/21		Q1 FY 3/22		H1 FY 3/22		Q3 FY 3/22
(cumulative)		FY 3/22		1Q		19/上 ウエ		Q3 FY 3/20
(cumulative)		FY 3/20		Q1 FY 3/21		H1 FY 3/21		Q3 FY 3/21
(cumulative)		FY 3/21		Q1 FY 3/22		H1 FY 3/22		Q3 FY 3/22
(cumulative)		FY 3/21		YOY										10

				Films and Functional
Materials		295		764		90.4		127.1		36.3		73.8		113.0		152.8		45.7		85.9		127.3				33.3		82.0		10.6		14.6		3.9		8.7		14.3		20.0		6.8		12.2		16.6				+ 2.2		19.0				16.574316

				Mobility		117		330		33.0		43.9		6.8		15.0		25.5		36.6		11.1		21.6		32.2				3.2		4.8		- 0.6		-0.7		-0.7		-1.3		- 1.7		-1.6		-0.5		-0.9		- 1.4				+ 0.2		-2.2				-1.445198

				Lifestyle and Environment		307		190		95.6		128.4		22.9		50.2		77.3		109.1		27.7		54.7		82.4				8.8		28.3		3.9		5.9		0.3		1.8		3.0		4.4		1.5		1.9		2.7				- 0.3		3.3				2.663399

				Life Science		60		301		18.9		25.5		6.3		12.4		19.2		27.1		7.5		16.3		24.6				8.7		-1.3		2.7		3.8		1.0		1.6		3.2		4.5		1.9		4.6		6.4				+ 3.2		3.9				6.396592

				Real Estate and Others		29		65		10.1		14.6		3.1		6.2		8.8		11.8		2.6		5.3		8.1				6.2		12.7		1.7		2.6		0.5		1.0		1.6		2.3		0.4		1.1		1.6				- 0.0		2.2				1.595921

				Elimination & Corporate		-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-7.9		-15.3		- 2.4		-3.4		-0.7		-1.4		- 2.2		-3.0		-0.8		-1.8		- 2.9				- 0.7		-3.2				-2.891682

				Total		808		1,649		248.0		339.6		75.5		157.5		243.9		337.4		94.6		183.9		274.5				52.3		111.2		16.0		22.8		4.4		10.4		18.3		26.7		9.2		17.1		22.9				+ 4.6		23.0				22.893348

										248		340						244								275								16		23

																						10

										90.431		1588.33										45.734448												10.626		165.41		3.914		0		1.4337		0		6.807942										10

										33.043		654.05										11.061123												-0.597		10.35		-0.653		0		-0.1658		0		-0.458386

										95.562		394.12										27.749833												3.877		55.47		0.339946		0		0.3009		0		1.488901

										18.932		613.28										7.482032												2.714		5.61		0.998		0		0.3163		0		1.862219

										10.05		146.29										2.616346												1.719		26.23		0.474767		0		0.164		0		0.382643

										-		-										-												-2.371		-35.12		-0.715		0		-0.2187		0		-0.838966

										248.018		3396.07										94.643782												15.968		227.94		4.359		0		1.8305		0		9.244353





Sheet3 (3)

		







H1 Q3 Q3
(cumulative)

H1 Q3 Q3
(cumulative)

Amount %

Net sales 73.8 39.2 113.0 85.9 41.4 127.3 + 14.3 +12.6%

Operating profit 8.7 5.6 14.3 12.2 4.3 16.6 + 2.2 +15.6%

 (OPM) 11.8% 14.3% 12.7% 14.2% 10.5% 13.0% ‐ ‐

Q3 cumulative YOYFY 3/21 FY 3/22

7

Films and Functional Materials

Packaging film
- Faced challenges due to high raw material prices 

despite continued demand from people staying at home.

Industrial film
- Sales of polarizer protective films for LCDs increased by approx. 20% 

due to the operation of the new line (Unit 3).
- Sales of mold releasing film for MLCC increased  by approx. 20%

due to the operation of the new line (processing equipment).

Functional Materials
- Sales of industrial adhesives “Vylon” for electronics applications were strong.

(¥bn.)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22				FY 3/22										Q3 cumulative YOY

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Amount		%

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				Net sales		295		-235		59.9		30.5		90.4		67.2		127.1		36.3		37.5		73.8		39.2		113.0		79.1		152.8		45.7		40.2		85.9		41.4		127.3						+ 14.3		+12.6%

										295.28				363.08																						Operating profit		33		-26		7.3		3.3		10.6		7.3		14.6		3.9		4.8		8.7		5.6		14.3		11.3		20.0		6.8		5.4		12.2		4.3		16.6						+ 2.2		+15.6%

										(295)		0																								 (OPM)		11.3%		11.0%		12.2%		10.9%		11.8%		10.8%		11.5%		10.8%		12.8%		11.8%		14.3%		12.7%		14.3%		13.1%		14.9%		13.5%		14.2%		10.5%		13.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		‐		‐

												0

																																				100000						59.918597		0		90.430615		67.207956		127.126553						73.778686		0		113.019954		79.063395		152.842081								41.376551		127.293382

																																				10						7.29123		0		10.626201		7.291036		14.582266		36.3				8.714691		0		14.337003		11.313259		20.02795		45.734448						4.336163		16.574316

																																																		10		3.914												10		6.807942												10







		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





H1 Q3 Q3
(cumulative)

H1 Q3 Q3
(cumulative)

Amount %

Net sales 15.0 10.5 25.5 21.6 10.6 32.2 + 6.6 +26.0%

Operating profit - 1.3 - 0.4 - 1.7 - 0.9 - 0.6 - 1.4 + 0.2 ‐

 (OPM) - - - - - - ‐ ‐

Q3 cumulative YOYFY 3/21 FY 3/22
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Mobility

Airbag fabrics
- Faced challenges due to the impact of the rise of raw material prices and 

the production curtailment of automobiles despite sales recovering year on year.

Engineering plastics 
- Sales recovered in Japan and overseas despite the impact of 

the rise of raw material prices and the production curtailment of automobiles.

Segment overall: Affected by the rise of raw material prices and 
the production curtailment of automobiles due to the semiconductor shortage
despite sales recovering year on year.

(¥bn.)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22				FY 3/22										Q3 cumulative YOY

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Amount		%

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				Net sales		117		105		22.2		10.8		33.0		21.7		43.9		6.8		8.2		15.0		10.5		25.5		21.6		36.6		11.1		10.5		21.6		10.6		32.2						+ 6.6		+26.0%

										295.28				363.08																						Operating profit		3		▲ 7		- 0.4		- 0.2		- 0.6		- 0.3		- 0.7		- 0.7		- 0.6		- 1.3		- 0.4		- 1.7		- 0.3		- 1.6		- 0.5		- 0.4		- 0.9		- 0.6		- 1.4						+ 0.2		‐

										(295)		0																								 (OPM)		2.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		‐

												0

																																				100000										330.42913														255.18232														255.18232

																																														-5.97251														-16.57707														-16.57707

																																										22.194564		10.848349		33.042913		21.70994		43.904504		6.786209		8.235565		15.021774		10.496458		25.518232		21.550946		36.57272		11.061123		10.495305		21.556428		10.59497		32.151398		21.550946		36.57272				10

																																										-0.393635		-0.203616		-0.597251		-0.307217		-0.700852		-0.65256		-0.638711		-1.291271		-0.366436		-1.657707		-0.281224		-1.572495		-0.458386		-0.408734		-0.86712		-0.578078		-1.445198		-0.281224		-1.572495





		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





H1 Q3 Q3
(cumulative)

H1 Q3 Q3
(cumulative)

Amount %

Net sales 50.2 27.1 77.3 54.7 27.7 82.4 + 5.1 + 6.6%

Operating profit 1.8 1.2 3.0 1.9 0.8 2.7 - 0.3 - 11.5%

 (OPM) 3.5% 4.6% 3.9% 3.4% 2.9% 3.2% ‐ ‐

Q3 cumulative YOYFY 3/21 FY 3/22

9

Lifestyle and Environment

Environmental solutions
- Volatile organic compound (VOC) emissions treatment equipment was impacted 

the stagnation of operating activities in the previous fiscal year. 
Current orders suddenly increased due to the recovery of the LIBS market.

Nonwoven fabrics
- Sales of spunbond were affected by high raw material prices 

despite performing strongly for building materials.

Functional fiber materials 

Textiles
- Sales for sports and uniforms stagnated despite the improvement of

traditional Arabic fabric due to the depreciation of the yen.

- Polyester staple fibers were affected by the high cost of raw materials.
- In high-performance fibers, sales of “IZANAS” for use in fishing line and ropes 

and “ZYLON” for use in firefighter uniforms were strong.

(¥bn.)


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22				FY 3/22										Q3 cumulative YOY

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Amount		%

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				Net sales		307		331		63.8		31.7		95.6		64.6		128.4		22.9		27.3		50.2		27.1		77.3		59.0		109.1		27.7		27.0		54.7		27.7		82.4						+ 5.1		+ 6.6%

										295.28				363.08																						Operating profit		9		15		2.4		1.5		3.9		3.5		5.9		0.3		1.4		1.8		1.2		3.0		2.6		4.4		1.5		0.4		1.9		0.8		2.7						- 0.3		- 11.5%

										(295)		0																								 (OPM)		2.9%		4.6%		3.8%		4.6%		4.1%		5.4%		4.6%		1.5%		5.2%		3.5%		4.6%		3.9%		4.4%		4.0%		5.4%		1.4%		3.4%		2.9%		3.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		‐		‐

												0

																																				10										955.62083														772.72501

																																														38.7721														30.08668

																																										63.822617		31.739466		95.562083		6.4586872		128.409489		22.922292		27.268115		50.190407		27.082094		77.272501		5.8957486		109.147893		27.749833		26.955719		54.705552		27.699923		82.405475

																																										2.420014		1.457196		3.87721		0.3516429		5.936443		0.339946		1.430858		1.770804		1.237862		3.008666		0.2605033		4.375837		1.488901		0.382709		1.87161		0.791789		2.663399



																																																																10														10

		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	
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Concentrate resources for the textile business

Establish TOYOBO Textiles Co., Ltd.  (April 1, 2022)

Consolidate Toyama Production Center

- Separate textile business from TOYOBO STC CO., LTD., 
integrate with TOYOBO UNI PRODUCTS CO., LTD.

- Newly establish TOYOBO TEXTILE CO., LTD. through this integration
- TOYO KNIT CO., LTD. will become a subsidiary of TOYOBO TEXTILE CO., LTD.
- Integrate resources of textile business, and accelerate selection 

and concentration in the business

- Stop production at Inami Mill and Nyuzen Mill in Toyama Production Center, 
a domestic dedicated production site for textile business

- Increase production efficiency by concentrating production functions of both mills 
into Shogawa Mill

- Utilize production bases in Malaysia, make Shogawa Mill into mother factory 
and move forward with integrated management in Japan and overseas

- Transfer some production equipment from Inami Mill and Nyuzen Mill 
to Shogawa Mill from 2023 onward
Stop production at Inami Mill and Nyuzen Mill in March 2024



H1 Q3 Q3
(cumulative)

H1 Q3 Q3
(cumulative)

Amount %

Net sales 12.4 6.9 19.2 16.3 8.2 24.6 + 5.3 + 27.8%

Operating profit 1.6 1.6 3.2 4.6 1.8 6.4 + 3.2 + 102.2%

 (OPM) 12.9% 22.7% 16.4% 28.2% 21.6% 26.0% ‐ ‐

Q3 cumulative YOYFY 3/21 FY 3/22

11

Life Science

Medical materials
- Strong sales of artificial kidney hollow fibers and 

virus removing filters.

Pharmaceuticals
- Operation of the contract manufacturing business of  

pharmaceuticals reduced in order to respond to the FDA.

Biotechnology

(¥bn.)

- Sales of raw materials and reagents for PCR testing, and 
genetic testing equipment, etc. grew.


データ







						売上 ウリアゲ

										19		19		20		20

										1Q		3Q		1Q		3Q																						FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22				FY 3/22										Q3 cumulative YOY

										2Q		4Q		2Q		4Q																						1Q		2Q		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Q1		Q2		H1		Q3		Q3
(cumulative)		H2		full year		Amount		%

										上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ																				Net sales		60		65		12.5		6.4		18.9		13.0		25.5		6.3		6.0		12.4		6.9		19.2		14.7		27.1		7.5		8.9		16.3		8.2		24.6						+ 5.3		+ 27.8%

										295.28				363.08																						Operating profit		9		11		2.0		0.7		2.7		1.8		3.8		1.0		0.6		1.6		1.6		3.2		2.9		4.5		1.9		2.8		4.6		1.8		6.4						+ 3.2		+ 102.2%

										(295)		0																								 (OPM)		14.6%		17.4%		16.1%		10.9%		14.3%		13.7%		14.9%		15.7%		10.0%		12.9%		22.7%		16.4%		19.8%		16.7%		24.9%		31.1%		28.2%		21.6%		26.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		‐		‐

												0

																																				10										189.31593														192.36605

																																										12.489701		6.441892		18.931593		13.048449		25.53815		6.341315		6.016408		12.357723		6.878882		19.236605		14.729138		27.086861		7.482032		8.86509		16.347122		8.237737		24.584859

																																										2.008742		0.704853		2.713595		1.7888		3.797542		0.997998		0.600096		1.598094		1.56488		3.162974		2.918897		4.516991		1.862219		2.753413		4.615632		1.78096		6.396592



																																																																10														10



		旧セグメント　フィルム・機能樹脂 キュウ キノウ ジュシ

						売上 ウリアゲ

		17		17		18		18		19		19		20		20

		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q		1Q		3Q

		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q		2Q		4Q

		上 ウエ		下 シタ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ		上 ウエ		下 シモ

		369		378		388		407.49623		380.95		379.69

		362		377		389		378		383		446

		731		755		777		786		763.62		825.58

								1562.41				1589.2



								1184.3

								407.50



295.27999999999997	363.08	





Topics: For Becoming Carbon Neutral
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 Renovate in-house thermal power station at Iwakuni Production Center

- Transition from coal to liquid natural gas and RPF* for fuel

- Reduce GHG emissions by 80,000 tons per year

- Commenced work from November 2021, Commence operation from October 2023.

 Introduce internal carbon pricing system (from April 1, 2022)

- ICP ¥10,000/t-CO2, shadow price

＊RPF: Solid fuel, the main raw material 
of which is waste paper and waste plastics

FY 3/51 Targets

GHG emissions in FY 3/21
Scope1：718 Thousand tonnes-CO2
Scope2：184 Thousand tonnes-CO2

Rate of reduction of 
GHG emissions 26%
FY 3/21 compared with FY 3/14

FY 3/31 Targets Scope1,2：Reduce GHG emissions by 30% or more
(Compared to FY 3/14) 

Scope1,2：Aim for net zero GHG emissions
Volume of avoided GHG emissions > 
Amount of GHG output in the Company’s value chain



Forecasts for FY 3/22
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result Q3
(cumulative)

full year
forecasts

Amount %

337.4        274.5        370.0       + 32.6       + 9.7%      365.0 

26.7          22.9          29.0         + 2.3         + 8.8%      29.0 

(Ratio to sales) 7.9% 8.3% 7.8% - - 7.9% 

20.7          18.2          24.0         + 3.3         + 15.9%    24.0 

- 15.1        - 3.2          - 7.0          - - - 7.0 

4.2 12.1 13.0 + 8.8         + 209.4% 13.0 

45.8          38.0          49.3         + 3.5         +7.8%       49.3 

EPS (\) 47.3          136.4        146.3       - - 146.3 

19.1          15.1          20.3         + 1.2         + 6.3%      20.3 

23.3          22.7          31.0         + 7.7         + 33.3%    31.0 

40.0 40.0 - - 40.0 

Profit attributable to owners of parent

Dividend (\)

FY 3/21

EBITDA

FY 3/22 Previous
forecasts

(Nov. 2021)

Net sales
Operating profit

Ordinary profit
Extraordinary income and losses

Depreciation
CAPEX

YOY

(¥bn.)

Forecasts of operating profit of ¥29.0 bn., net profit of ¥13.0 bn. remain unchanged
since industrial films, reagents for PCR testing, etc. performed strongly despite concerns 
regarding delays in revising sales prices, and the spread of COVID-19 variants.


決算概況 (3)

		

								2017年度 ネンド		2018年度 ネンド								FY 3/20		FY 3/21								FY 3/22								YOY				Previous
forecasts
(Nov. 2021)		Previous
forecasts
(May. 2021)				100000		10

								実績 ジッセキ		上期 カミキ		3Q累計 ルイケイ		下期 シモキ		実 績 ミイサオ		result		上期 カミキ		Q3
(cumulative)		下期 シモキ		result		H1		H2		Q3
(cumulative)		full year
forecasts		Amount		%														Previous
forecasts

				Net sales				3,311		1,647		2,499		1,720		3,367		339.6		1,575.1		243.9		▲1,237.7		337.4		183.9		181.1		274.5		370.0		+ 32.6		+ 9.7%		365.0		360.0				337.406329		360				(Nov. 2020)

				Operating profit				239		106		153		111		217		22.8		104.2		18.3		▲77.5		26.7		17.1		11.9		22.9		29.0		+ 2.3		+ 8.8%		29.0		27.0				26.657008		27

						(Ratio to sales)		7.2%		6.4%		6.1%		6.5%		6.5%		6.7%		6.6%		7.5%		6.3%		7.9%		9.3%		6.6%		8.3%		7.8%		-		-		7.9%		7.5%

				Ordinary profit				204		87		127		90		178		18.0		58.6		12.5		- 37.9		20.7		13.3		10.7		18.2		24.0		+ 3.3		+ 15.9%		24.0		22.0				20.710484		22

				Extraordinary income and losses				137		37				(214)		▲ 177		1.7		- 19.1		- 12.7		4.0		- 15.1		- 1.8		- 5.2		- 3.2		- 7.0		-		-		- 7.0		- 5.0				-15.124056		-5		2005639

				Profit attributable to owners of parent				130		39		-3		-		▲ 6		13.8		26.4		0.0		- 22.2		4.2		9.7		3.3		12.1		13.0		+ 8.8		+ 209.4%		13.0		11.5				4.214491		11.5

				EBITDA				157		78		119		80		158		17.0		9.1		14.2		9.9		45.8		27.1		22.2		38.0		49.3		+ 3.5		+7.8%		49.3		47.0				45.8		47

				EPS (\)				213		117		172		138		255		36.4		11.8		16.8		11.2		47.3		109.2		37.1		136.4		146.3		-		-		146.3		129.5				4.734109814		12.95

				Depreciation				157		78		119		80		158		17.0		9.1		14.2		9.9		19.1		10.0		10.3		15.1		20.3		+ 1.2		+ 6.3%		20.3		20.0				19.095		20

				CAPEX				213		117		172		138		255		36.4		11.8		16.8		11.2		23.3		13.8		17.2		22.7		31.0		+ 7.7		+ 33.3%		31.0		31.0				23.253		31

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ				157		78		119		80		158		117								119				119		119				+2		+1.8%

				営業CF エイギョウ				213		117		172		138		255		443																		▲443		▲100.0%

				Dividend (\)				176.5		44.1		133.6		-		178.3		40.0		0.0		-		40.0		40.0								40.0		-		-		40.0		40.0

				Exchange rate (\/US$)				111		110		111		112		111		109		107		106		108		106				106		106		105

				Naphtha price in Japan (thousand\/kl)				42		51		52		56		49		43		28		29		36		31				31		31		44

																15.19171		100				104.489

																0		0

																																						10





決算概況

		

																																								（億円） オクエン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						+0																														-

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





決算概況 (2)

		

																												（億円） オクエン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						原油Dubai（$/ｂｂｌ） ゲンユ

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

						+0																										-





Sheet3

		





ｾｸﾞﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾒ)

		

						売上高 ウリアゲダカ

						営業利益 エイギョウリエキ

						（営業利益率） エイギョウリエキリツ

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ

						使用総資本 シヨウソウシホン

						（営業利益ROA） エイギョウリエキ
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26.7
29.0

( ＋2.3 )

+4.4-10.6

+11.1 -2.5

FY 3/21 FY 3/22

Volume Others
Raw materials
and fuel costs Prices

- Industrial film
- PCR-related products

Exchange rate (\/US$) 106 112 112

Naphtha price in Japan (thousand\/kl) 31 56 57

Previous
forecasts

(Nov. 2021)
FY 3/22FY 3/21

(¥
b

n.
)

- Depreciation
- Safety and disaster prevention 
measure expenses


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		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												為替 カワセ

								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		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												為替 カワセ

																15年 ネン

						26.7		16.1		16.1		20.5		29.1		29.1

								10.6		4.4		11.1		2.5		0.0

								26.7		20.5		31.6														0





11KA-12KA

		16年		16年





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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								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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概要

										(億円） オクエン

						2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド				通期増減
(％) ツウキ ゾウゲン

						実績 ジッセキ		計画 ケイカク		実績 ジッセキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,295		3,400		3,310		+0.5		0.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		233		250		239		+2.6		2.6%

				特別損失 トクベツ ソンシツ		72		32

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		94		135		131		+39.4		39.4%

				D/E レシオ		1.05		<1.0





ナフサ為替



								2018年度 ネン ド										2019年度 ネン ド

								FY 3/21				FY 3/21						FY 3/22		Previous
forecasts
(Nov. 2021)

								H1		H2				H1		H2

						Exchange rate (\/US$)		109 		109 		106 		107 		105 		112 		112

						Naphtha price in Japan (thousand\/kl)		43 		43 		31 		28 		35 		56 		57









中計総括

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				有利子負債 ア リシ フサイ		億円 オクエン		1,789		1,710		1,518		1,549		1,594		1,707		1,771		1,654		1,692

				自己資本 ジコ シホン		億円 オクエン		983		1,071		1,258		1,306		1,380		1,423		1,580		1,569		1,678

				D/Eレシオ（少数株主持分除く）				1.82		1.60		1.21		1.19		1.16		1.20		1.12		1.05		1.01

				営業利益		億円 オクエン		112		115		209		183		171		210		206		231		233				300

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク		億円 オクエン		(125)		21		42		46		76		82		81		102		94





有利子負債	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1789.0102299999999	1709.6278	1518.04	1548.88	1594.3	1707.21	1770.85	1653.58	1692.3	自己資本	億円	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	982.52820000000008	1070.9539100000002	1257.7	1305.72	1380.24	1423.1	1579.89	1569.15	1677.7302200000004	
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FY 3/21 FY 3/22 FY 3/21 FY 3/22
result forecasts result forecasts

Films and
Functional Materials

152.8 170.0 20.0 21.0 + 1.0 21.0 

Mobility 36.6 43.0 - 1.6 - 1.8 - 0.2 - 1.4 

Lifestyle and Environment 109.1 112.0 4.4 3.7 - 0.7 3.7 

Life Science 27.1 34.0 4.5 7.8 + 3.3 7.1 

Real Estate and Others 11.8 11.0 2.3 2.1 - 0.2 2.2 

Elimination & Corporate - - - 3.0 - 3.8 - 0.8 - 3.6 

Total 337.4 370.0 26.7 29.0 + 2.3 29.0 

Operating profit

YOY

Net sales
Previous
forecasts

(Nov. 2021)

(¥bn.)


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 (2)

		

						Net sales						Operating profit

						FY 3/21		FY 3/22		増減% ゾウゲン		FY 3/21		FY 3/22		増減%		YOY		Previous
forecasts
(Nov. 2021)		Previous
forecasts
(Aug. 2021)						100,000		10

						result		forecasts				result		forecasts

				Films and 
Functional Materials		152.8		170.0		0.1		20.0		21.0		0.0		+ 1.0		21.0		20.3						152.842081		168		20.02795		20

				Mobility		36.6		43.0		0.2		- 1.6		- 1.8		-		- 0.2		- 1.4		- 1.0						36.57272		39		-1.572495		-1.4

				Lifestyle and Environment		109.1		112.0		0.0		4.4		3.7		- 0.2		- 0.7		3.7		5.2						109.147893		112		4.375837		4.6

				Life Science		27.1		34.0		0.3		4.5		7.8		0.7		+ 3.3		7.1		6.0										4.516991		5.3

				Real Estate and Others		11.8		11.0		-0.1		2.3		2.1		- 0.1		- 0.2		2.2		2.3						27.086861		29		2.306342		2.3

				Elimination & Corporate		-		-		-		- 3.0		- 3.8		0.3		- 0.8		- 3.6		- 3.8						11.756774		12		-2.997617		-3.8

				Total		337.4		370.0		+10%		26.7		29.0		0.1		+ 2.3		29.0		29.0						-		-

																				10		10





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

																						（億円） オクエン

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

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

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

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

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

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

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

						（営業利益率）														9.3%		9.5%

						繊維・商事		443		333		776		756						11		11		+0

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

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

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

						+0
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Q1 Q2 Q3 Q3
(cumulative) full year Q1 Q2 Q3 Q3

(cumulative)

Films and Funcitonal Materials 36.3 37.5 39.2 113.0 152.8 45.7 40.2 41.4 127.3 
Mobility 6.8 8.2 10.5 25.5 36.6 11.1 10.5 10.6 32.2 
Lifestyle and Environment 22.9 27.3 27.1 77.3 109.1 27.7 27.0 27.7 82.4 
Life Science 6.3 6.0 6.9 19.2 27.1 7.5 8.9 8.2 24.6 
Real estate and Others 3.1 3.1 2.7 8.8 11.8 2.6 2.7 2.8 8.1 
Elimination & Corporate - - - - - - - - -
Total 75.5 82.1 86.4 243.9 337.4 94.6 89.2 90.7 274.5 

Q1 Q2 Q3 Q3
(cumulative) full year Q1 Q2 Q3 Q3

(cumulative)

Films and Funcitonal Materials 3.9 4.8 5.6 14.3 20.0 6.8 5.4 4.3 16.6 
Mobility - 0.7 - 0.6 - 0.4 - 1.7 - 1.6 - 0.5 - 0.4 - 0.6 - 1.4 
Lifestyle and Environment 0.3 1.4 1.2 3.0 4.4 1.5 0.4 0.8 2.7 
Life Science 1.0 0.6 1.6 3.2 4.5 1.9 2.8 1.8 6.4 
Real estate and Others 0.5 0.6 0.6 1.6 2.3 0.4 0.7 0.5 1.6 
Elimination & Corporate - 0.7 - 0.7 - 0.8 - 2.2 - 3.0 - 0.8 - 1.0 - 1.1 - 2.9 
Total 4.4 6.1 7.9 18.3 26.7 9.2 7.9 5.8 22.9 

FY 3/21 FY 3/22

FY 3/22

Net sales

Operating profit
FY 3/21

(¥bn.)


ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

		

				Net sales		2017年度 ネンド		17/上 ウエ		17/3Q		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド														FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22																		100																																																										100

						１Q						3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ				18/3Q累		18/下 シモ		2018年度 ネンド		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q4		Q4		full year		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q3
(cumulative)		Q4		full year		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q3
(cumulative)		Q4		full year				10				100000																																																		100

				Films and Funcitonal Materials		369		731		378		1,109		755		1,487		1,540		388		777				1,184		786		1,562		29.5		30.4		59.9		30.5		90.4		36.7		127.1		36.3		37.5		73.8		39.2		113.0		39.8		152.8		45.7		40.2				41.4		127.3								41.376551		127.293382																																																		763.62		82.01				154		295.28				363.08				33.26				39.14

				Mobility		145		305		158		463		329		635		670		161		327				498		339		665		11.7		10.5		22.2		10.8		33.0		10.9		43.9		6.8		8.2		15.0		10.5		25.5		11.1		36.6		11.1		10.5				10.6		32.2								10.59497		32.151398																																																		330.13		4.8				12		118.41				67.86				3.18				-6.53

				Lifestyle and Environment		76		163		89		252		194		357		370		76		159				243		188		347		30.7		33.1		63.8		31.7		95.6		32.8		128.4		22.9		27.3		50.2		27.1		77.3		31.9		109.1		27.7		27.0				27.7		82.4								27.699923		82.405475																																																		189.73		28.25				56		306.74				229.22				8.81				3.4

				Life Science		161		338		146		484		346		683		680		148		317				464		328		646		6.0		6.5		12.5		6.4		18.9		6.6		25.5		6.3		6.0		12.4		6.9		19.2		7.9		27.1		7.5		8.9				8.2		24.6								8.237737		24.584859																																																		300.77		-1.31		752		7		59.72				63.41				8.72				9.98

				Real estate and Others		33		77		32		109		73		150		140		34		67				110		79		147		2.9		3.6		6.5		3.6		10.1		4.6		14.6		3.1		3.1		6.2		2.7		8.8		2.9		11.8		2.6		2.7				2.8		8.1								2.767622		8.105643																																																		64.84		12.69		517		23		29.12		1099		30.92		2095		6.24592		430.638		4.74767		391.0

				Elimination & Corporate		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				0		0																																																		43.47		-15.29				▲ 32				1813				997		-7.92		193.954		-7.15		83.7

				Total		785		1,614		803		2,417		1,697		3,311		3,400		808		1,647				2,499		1,720		3,367		80.8		84.1		164.9		83.1		83.1		91.6		339.6		75.5		82.1		157.5		86.4		243.9		93.5		337.4		94.6		89.2				90.7		274.5								90.676803		274.540757																																																		1,693		111				220		808.27				754.5				52.31				43.59

																																																																												0		0																																																										809.27				754.49				52.30				43.59

				Operating profit		2017年度 ネンド		17/上 ウエ		17/3Q		2017年度 ネンド		17/下 シタ		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド														FY 3/20														FY 3/21														FY 3/22																0		0																																																										100

						１Q						3Q累計 ルイケイ				実績 ジッセキ		計画 ケイカク		1Q		18/上 ウエ				18/3Q累		18/下 シモ		2018年度 ネンド		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q3
(cumulative)		Q4		full year		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q3
(cumulative)		Q4		full year		Q1		Q2		上 ウエ		Q3		Q3
(cumulative)		Q4		full year				0		0																																																				100

				Films and Funcitonal Materials		30		64		35		99		73		137		139		36		69				101		68		137		3.3		4.0		7.3		3.3		10.6		4.0		14.6		3.9		4.8		8.7		5.6		14.3		5.7		20.0		6.8		5.4				4.3		16.6								4.336163		16.574316

				Mobility		8		22		8		31		20		43		26		10		19				26		7		26		0.3		- 0.7		- 0.4		- 0.2		- 0.6		- 0.1		- 0.7		- 0.7		- 0.6		- 1.3		- 0.4		- 1.7		0.1		- 1.6		- 0.5		- 0.4				- 0.6		- 1.4								-0.578078		-1.445198

				Lifestyle and Environment		9		17		15		33		34		52		48		10		19				31		32		52		0.9		1.5		2.4		1.5		3.9		2.1		5.9		0.3		1.4		1.8		1.2		3.0		1.4		4.4		1.5		0.4				0.8		2.7								0.791789		2.663399

				Life Science		2		-2		-2		-4		8		6		3		2		1				▲ 0		9		9		0.9		1.1		2.0		0.7		2.7		1.1		3.8		1.0		0.6		1.6		1.6		3.2		1.4		4.5		1.9		2.8				1.8		6.4								1.78096		6.396592

				Real estate and Others		7		15		5		20		13		28		22		4		11				17		11		22		0.6		0.6		1.3		0.4		1.7		0.9		2.6		0.5		0.6		1.0		0.6		1.6		0.7		2.3		0.4		0.7				0.5		1.6								0.519644		1.595921

				Elimination & Corporate		-6		-12		-6		-18		-15		▲ 27		▲ 28		▲ 8		▲ 13				▲ 21		▲ 16		▲ 29		- 0.8		- 0.7		- 1.5		- 0.9		- 2.4		- 1.1		- 3.4		- 0.7		- 0.7		- 1.4		- 0.8		- 2.2		- 0.8		- 3.0		- 0.8		- 1.0				- 1.1		- 2.9								-1.069182		-2.891682

				Total		50		105		55		160		134		239		210		53		106				153		111		217		5.2		5.9		11.1		4.9		16.0		6.8		22.8		4.4		6.1		10.4		7.9		18.3		8.4		26.7		9.2		7.9				5.8		22.9								5.781296		22.893348





Sheet3 (3)
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 Issued social bonds
- Issued ¥10.0 bn. in December 2021
- Appropriate for expenses associated with manufacture of medical membranes 

and expenses associated with manufacture of reagents

 Received prize for excellence for the first time 
at “2021 Internet IR Awards”

- Daiwa Investor Relations Co. Ltd.
- IR websites (websites for information for shareholders and investors) 

of 3,944 listed companies were up for consideration.
- Selected as a company that effectively utilizes its website in information disclosure

and communication activities.

 Received bronze for the first time
at “Sustainability Website Awards 2022”

- Association for Sustainability Communication
- 4,049 websites of all listed companies and major unlisted companies in Japan 

were up for consideration.
- Completeness of sustainability information was investigated and ranked.



Please Note

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.

TOYOBO CO., LTD

All Rights Reserved
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