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　連結業績の概要（収益）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

売 上 高 4,985 5,343 +358 (+7.2%)

売 上 原 価 3,936 4,199 +263 (+6.7%)

売 上 総 利 益 1,049 1,145 +95 (+9.1%)
（ 売 上 高 総 利 益 率 ） 21.1% 21.4% +0.4 ポイント

販 売 費 及 び
一 般 管 理 費 923 897 -25 (-2.8%)

（ 売 上 高 販 管 費 比 率 ） 18.5% 16.8% -1.7 ポイント

営 業 利 益 127 247 +121 (+95.5%)
（ 売 上 高 営 業 利 益 率 ） 2.5% 4.6% +2.1 ポイント

営 業 外 収 支 ▲ 48 ▲ 18 +30 ( - )

経 常 利 益 79 230 +151 (+191.7%)

特 別 損 益 17 ▲ 12 -29 ( - )

中 間 純 利 益 13 109 +97 (+754.6%)

増減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前中間期）→（当中間期）

為替レート ＜円／US$＞ 　期中平均　 : １２３．１ → １１８．０ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末　 　 : １２２．６　 → １１１．３

＜US$
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前中間期）→（当中間期）

／ユーロ＞ 期中平均　: ０．９５ → １．１３　

　　　　　　　　　　　　期末　 : ０．９８　 → １．１６
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　連結業績の概要（財政状態）

億円

03年3月末 03年9月末

総 資 産 13,010 13,023 +13 (+0.1%)

株 主 資 本 3,904 4,082 +178 (+4.6%)

有 利 子 負 債 5,461 5,304 -157 (-2.9%)

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

ROE　 0.6% 5.5% +4.9 ポイント

ROA*1 1.9% 3.8% +1.9 ポイント

ﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 78 201 +123 (+157.7%)

増減

増減

*１）ＲＯＡ＝営業利益／総資産

ＲＯＥ、ＲＯＡは年率換算値
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　営業外収支・経常利益

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

増減 特記事項

営業外収益 70 74 +4

受取利息及び配当金 12 9 -4

持分法による投資利益 14 32 +17

雑収益 43 34 -10

営業外費用 ▲ 118 ▲ 92 +26

支払利息 ▲ 54 ▲ 40 +13

雑損失 ▲ 64 ▲ 51 +13

営業外収支 ▲ 48 ▲ 18 +30

経常利益 79 230 +151

金融収支 ▲ 41 ▲ 32 +10

雑収支 ▲ 21 ▲ 18 +3

億円

海外子会社の為替差益の減少等

有利子負債圧縮および金利低下

たな卸資産の評価・廃棄損の減少等

東レ・ﾀﾞｳｺｰﾆﾝｸﾞ・ｼﾘｺｰﾝ、東レ・ﾃﾞｭﾎﾟﾝ等

注）収益はプラス、費用はマイナス（▲）で表示
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　特別損益・税前利益

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

増減 特記事項

特別利益 98 15 -84
有形固定資産売却益 3 14 +11
投資有価証券売却益 1 1 +0
退職給付信託設定益 95 - -95

特別損失 ▲ 81 ▲ 27 +54
有形固定資産売却廃棄損 ▲ 27 ▲ 13 +14
投資有価証券評価損 ▲ 1 ▲ 1 -0
構造改善費用 ▲ 32 ▲ 13 +20
その他 ▲ 22 ▲ 0 +22

17 ▲ 12 -29
96 218 +122税前利益

ネット特別損益

繊維・ﾌﾟﾗ以外の設備の廃棄損・廃棄費用

繊維・ﾌﾟﾗ設備の廃棄損・廃棄費用等

社宅跡地等の売却

注）収益はプラス、費用はマイナス（▲）で表示
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　資産・設備投資額・減価償却費

03年3月末 03年9月末 増減 特記事項

総資産 13,010 13,023 +13
流動資産 5,216 5,254 +37
有形固定資産 5,833 5,734 -98
無形固定資産 91 97 +6
投資その他 1,869 1,937 +68

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

増減 特記事項

238 219 -19

373 333 -40

▲ 152 16 +168

▲ 287 ▲ 98

設備投資額

減価償却費　　　　　－）

振替・除却等

有形固定資産増減

億円

設備投資の効率化等

東レ：69，国内：45，海外：106

東レ：140，国内：47，海外：146

株価回復による投資有価証券の増加等

主な設備投資 ：＜国内＞高性能ＰＥＴフィルム設備（三島工場），水なしＣＴＰ版設備（岡崎工場），
　　　　　　　　　　　　　　　　先端融合研究所（鎌倉），東洋メタライジング：回路材料　等 　　　

＜海外＞ＴＳＩ：PPｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ設備（韓国），ＴＴＳ：ﾅｲﾛﾝ66長繊維設備（タイ），

　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＯＦＩＣＡＲ：炭素繊維設備（フランス），ＴＦＮＬ：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維設備（中国）　等
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事業セグメント別業績（売上高／営業利益）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

繊維 2,091 2,134 +43 (+2.1%) 40 94 +54 (+135.7%)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 1,192 1,290 +98 (+8.2%) 29 45 +16 (+56.2%)

情報・通信機材 721 818 +97 (+13.4%) 48 67 +19 (+40.0%)

住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 447 543 +95 (+21.3%) ▲ 18 3 +22 ( - )

医薬・医療 229 220 -9 (-3.8%) 9 7 -2 (-26.4%)

新事業その他 306 339 +34 (+11.0%) 15 27 +12 (+76.7%)

計 4,985 5,343 +358 (+7.2%) 123 244 +121 (+98.0%)

消去又は全社 3 4 +0

連結 4,985 5,343 +358 (+7.2%) 127 247 +121 (+95.5%)

売上高 営業利益

増減増減
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　事業セグメント別業績（繊維）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 691 641 -49 (-7.1%) ▲ 19 35 +54 ( - )

国内 712 790 +78 (+10.9%) 12 21 +9 (+71.2%)

海外 688 702 +15 (+2.1%) 40 42 +2 (+4.1%)

修正 7 ▲ 3 -10

計 2,091 2,134 +43 (+2.1%) 40 94 +54 (+135.7%)

増減 増減

売上高 営業利益

特記事項

商事子会社への縫製品事業移管により減収となる
も実質増収。
値上げの推進、高採算品へのシフト、体質強化と
併せて、ＮＶＣの推進により大幅増益。

商事子会社を中心とした増収効果および各社の体
質強化の推進等により増益。

東南アジア・韓国子会社は体質強化等により増益。
欧州人工皮革製造子会社は欧州景気低迷による
個人消費の落ち込みもあり減益。

＜主要関係会社＞
国　内： 東ﾚｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ，一村産業　他
アジア： ＩＴＳ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)，ＬＵＣＫＹＴＥＸ（ﾀｲ），ＰＥＮＦＡＢＲＩＣ（ﾏﾚｰｼｱ），ＴＦＮＬ，ＴＡＫ（中国）　他
欧　米： ＡＬＣＡＮＴＡＲＡ（伊） 　他
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　事業セグメント別業績（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 411 415 +4 (+0.9%) 2 1 -0 (-23.4%)

国内 356 398 +43 (+12.0%) 16 22 +6 (+37.0%)

海外 425 477 +52 (+12.2%) 11 22 +11 (+103.9%)

修正 1 0 -0

計 1,192 1,290 +98 (+8.2%) 29 45 +16 (+56.2%)

増減 増減

売上高 営業利益
特記事項

樹脂は自動車用途堅調により増益。
フィルムも工業用途堅調により増益。
ケミカルは原料価格高騰により減益。

フィルム加工子会社・樹脂加工子会社の
好調を主因に増収増益。

欧米のフィルム子会社における用途転換
と体質強化の推進を主因に増収増益。

＜主要関係会社＞
国　内：東洋ﾒﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞ，東レ・ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ　他
海　外：ＴＰＡ（ｱﾒﾘｶ），ＴＳＩ（韓国），ＴＰＥＵ（ﾌﾗﾝｽ），ＴＰＭ（ﾏﾚｰｼｱ)　他
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　事業セグメント別業績（情報・通信機材）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 321 327 +6 (+1.7%) 36 43 +6 (+17.2%)

国内 167 260 +93 (+55.9%) ▲ 4 13 +16 ( - )

海外 233 231 -2 (-0.8%) 13 12 -1 (-8.3%)

修正 2 0 -2

計 721 818 +97 (+13.4%) 48 67 +19 (+40.0%)

売上高 営業利益

増減 増減
特記事項

ＩＴ関連機器子会社及びフィルム加工
子会社等の好調により大幅増収増益。

アジア・欧米とも全体としてほぼ前年
同期並み。

ＩＴ関連の樹脂・フィルム・電子情報材料
等の好調により増収増益。
液晶カラーフィルターは大幅な収益改善。

＜主要関係会社＞
国　内：　東レｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、東洋メタライジング　他
海　外：　ＴＳＩ（韓国），ＴＰＡ（ｱﾒﾘｶ），ＴＰＥＵ（ﾌﾗﾝｽ），　他
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　事業セグメント別業績（住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 33 36 +2 (+7.0%) ▲ 7 ▲ 6 +1 ( - )

国内 411 504 +93 (+22.6%) ▲ 12 9 +21 ( - )

海外 3 3 -0 (-4.3%) ▲ 0 0 +0 ( - )

修正 0 0 -0

計 447 543 +95 (+21.3%) ▲ 18 3 +22 ( - )

増減 増減

売上高 営業利益
特記事項

プラントやマンション事業の大幅増収及び
体質強化により大幅増益。

＜主要関係会社＞
国　内：　東レ建設，東レｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　他
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　事業セグメント別業績（医薬・医療）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 74 61 -13 (-17.3%) 9 6 -3 (-32.3%)

国内 138 143 +5 (+3.3%) ▲ 1 3 +4 ( - )

海外 17 16 -1 (-3.4%) ▲ 0 0 +0 ( - )

修正 1 ▲ 3 -4

計 229 220 -9 (-3.8%) 9 7 -2 (-26.4%)

増減 増減

売上高 営業利益
特記事項

“フエロン”は、ほぼ前年同期並、“ﾄﾞﾙﾅｰ”
は競争激化の影響を受ける。全体として
減収減益。

人工腎臓“トレスルホン”の拡販及び体質
強化により増益。

＜主要関係会社＞
国内：　東レ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ
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　事業セグメント別業績（新事業その他）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

東レ 52 59 +7 (+12.7%) 3 13 +10 (+364.7%)

国内 140 176 +36 (+25.5%) 12 13 +1 (+4.9%)

海外 113 105 -9 (-7.7%) 3 2 -1 (-21.0%)

修正 ▲ 2 ▲ 1 +2

計 306 339 +34 (+11.0%) 15 27 +12 (+76.8%)

売上高 営業利益

増減 増減
特記事項

複合材料における欧州・アジア向け産業
用途の拡販。市況回復の兆しもあり、増収
増益。

商事子会社が増収。サービス関連子会社
は、堅調に推移。

欧米の複合材料子会社は、ほぼ前年同期
並み。

＜主要関係会社＞
国内：東レリサーチセンター，東レｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ　他
海外：ＳＯＦＩＣＡＲ（ﾌﾗﾝｽ）他
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　営業利益増加要因分析

億円

東レ 子会社 合計

先端材料・ＮＶＣ＊の拡大、生産・営業効率改善（原単
位・品種構成改善など）、販売量・生産量増など

+28 +83 +111

ＴＣプロジェクト効果（製造固定費・外注加工費・購買
物流費・本社費・営業費の削減、要員効率化など） +51 +14 +65

販売価格・原料価格の影響など -11 -44 -55

合計 +68 +53 +121

＊ＮＶＣ：Ｎｅｗ　Ｖａｌｕｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ

03/3中間期→04/3中間期
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　主要関係会社業績
億円

０３年
３月期
中間期

０４年
３月期
中間期

増減
０３年
３月期
中間期

０４年
３月期
中間期

増減

一村産業 繊維、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 国内 85.0 3月 162 157 -5 黒字 黒字 増益

東レ建設 建設、住宅販売 国内 100.0 3月 136 251 +114 赤字 黒字 改善

東レｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ＩＴ関連機器 国内 99.9 3月 299 342 +43 赤字 黒字 改善

東レ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ 医薬・医療 国内 100.0 3月 151 156 +5 トントン 黒字 増益

東レｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 商事 国内 100.0 3月 910 1,193 +283 黒字 黒字 増益

東レ・デュポン(*) 繊維、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ﾌｨﾙﾑ 国内 50.0 3月 197 157 -40 黒字 黒字 増益

東レ・ﾀﾞｳｺｰﾆﾝｸ・ﾞｼﾘｺｰﾝ(*) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ｹﾐｶﾙ 国内 35.0 12月 199 204 +5 黒字 黒字 増益

ＩＴＳ 繊維 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 80.1 12月 66 76 +9 黒字 黒字 減益
ＬUCKYＴEＸ 繊維 ﾀｲ 51.0 3月 78 77 -1 黒字 黒字 減益
ＰENFABRIC 繊維 ﾏﾚｰｼｱ 100.0 3月 93 91 -2 黒字 黒字 横這い

ＰENＦIBＲE(繊維） 繊維 ﾏﾚｰｼｱ 100.0 3月 30 29 -0 赤字 トントン 増益

ＰENFIBRE(フィルム) ﾌｨﾙﾑ ﾏﾚｰｼｱ 100.0 3月 36 37 +0 黒字 黒字 横這い

ＴＰＭ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾏﾚｰｼｱ 100.0 3月 112 120 +8 黒字 黒字 減益

TFNL 繊維 中国 100.0 12月 48 46 -2 赤字 赤字 横這い

ＴＳＩ(繊維) 繊維 韓国 70.0 12月 92 100 +8 黒字 黒字 増益

ＴＳＩ(フィルム) ﾌｨﾙﾑ 韓国 70.0 12月 145 167 +22 黒字 黒字 増益

ALCANTARA 繊維 ｲﾀﾘｱ 70.0 12月 81 77 -4 黒字 黒字 減益

ＴＰＡ ﾌｨﾙﾑ ｱﾒﾘｶ 100.0 12月 174 179 +5 赤字 トントン 改善

ＴＰＥＵ ﾌｨﾙﾑ ﾌﾗﾝｽ 100.0 12月 105 111 +6 赤字 トントン 改善

SOFICAR 複合材料 ﾌﾗﾝｽ 70.0 12月 53 59 +7 黒字 黒字 横這い

決算月

売上高(億円） 営業利益

会社名 主要な事業の内容 所在地
出資比率

（％）

(*)は持分法適用の関連会社、その他は連結子会社

（注）上記の売上高は内部売上高を含む。
　　　東レ・デュポンはポリウレタン弾性繊維事業を分社化したため減収。
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　研究開発費・従業員数

億円研究開発費
03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

増減

東レ単体 157 155 -2

連結子会社 34 31 -3

連結ベース 191 186 -5

人従業員数

02年9月末 03年3月末 03年9月末 前期末比増減

東レ単体 8,233 7,790 7,635 -155

国内連結子会社 8,744 8,751 8,475 -276

海外連結子会社 17,719 17,250 16,920 -330

合計 34,696 33,791 33,030 -761
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　関係会社の異動

(a)

(b)

(a) + (b)

(c)

(a) + (b) + (c)

03年3月末 03年9月末 増減

連結子会社 国内 59 55 -4
海外 55 51 -4
計 114 106 -8

持分法適用子会社 国内 40 38 -2
海外 21 21 0
計 61 59 -2

子会社計 国内 99 93 -6
海外 76 72 -4
計 175 165 -10

持分法適用関連会社 国内 15 16 +1
海外 14 13 -1
計 29 29 0

連結対象会社　合計 国内 114 109 -5
海外 90 85 -5
計 204 194 -10
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Ⅱ. ２００４年３月期
業績見通し（連結）
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連結業績見通し

億円

03/3月期 04/3月期

上期 4,985 5,343 +358 (+7.2%)
下期 5,345 5,457 +112 (+2.1%)
通期 10,330 10,800 +470 (+4.6%)
上期 127 247 +121 (+95.5%)
下期 204 293 +89 (+43.5%)
通期 330 540 +210 (+63.4%)
上期 79 230 +151 (+191.7%)
下期 159 270 +112 (+70.3%)
通期 237 500 +263 (+110.6%)
上期 13 109 +97 (+754.6%)
下期 45 81 +35 (+78.6%)
通期 58 190 +132 (+228.2%)
上期 ０．９１円 ７．８１円

下期 ３．２２円 ５．７５円

通期 ４．１３円 １３．５６円

１株当たり
当期純利益

経常利益

当期純利益

増減

売上高

営業利益

想定為替レート ：１１０ 円／US＄、１．１ US＄／ユーロ
想定原油価格 ：２７ US＄／Ｂ　（ドバイＦＯＢ）
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　事業セグメント別業績見通し（売上高／営業利益）

０３年
３月期

０４年
３月期

０３年
３月期

０４年
３月期

上期 2,091 2,134 +43 (+2.1%) 40 94 +54 (+135.7%)

繊維 下期 2,093 2,066 -26 (-1.3%) 64 96 +32 (+50.1%)

通期 4,183 4,200 +17 (+0.4%) 104 190 +86 (+83.0%)

上期 1,192 1,290 +98 (+8.2%) 29 45 +16 (+56.2%)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 下期 1,227 1,310 +83 (+6.8%) 31 55 +23 (+75.2%)

通期 2,419 2,600 +181 (+7.5%) 60 100 +40 (+66.0%)

上期 721 818 +97 (+13.4%) 48 67 +19 (+40.0%)

情報・通信機材 下期 756 832 +76 (+10.0%) 45 73 +28 (+61.8%)

通期 1,477 1,650 +173 (+11.7%) 93 140 +47 (+50.6%)

上期 447 543 +95 (+21.3%) ▲ 18 3 +22 ( - )

住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 下期 740 657 -83 (-11.2%) 27 17 -10 (-37.9%)

通期 1,188 1,200 +12 (+1.0%) 8 20 +12 (+136.4%)

上期 229 220 -9 (-3.8%) 9 7 -2 (-26.4%)

医薬・医療 下期 247 280 +32 (+13.1%) 18 28 +10 (+54.9%)

通期 476 500 +24 (+5.0%) 28 35 +7 (+27.0%)

上期 306 339 +34 (+11.0%) 15 27 +12 (+76.7%)

新事業その他 下期 281 311 +30 (+10.6%) 19 28 +9 (+44.1%)

通期 587 650 +63 (+10.8%) 35 55 +20 (+58.5%)

上期 4,985 5,343 +358 (+7.2%) 127 247 +121 (+95.5%)

連結 下期 5,345 5,457 +112 (+2.1%) 204 293 +89 (+43.5%)

通期 10,330 10,800 +470 (+4.6%) 330 540 +210 (+63.4%)

特記事項
売上高 営業利益

増減　　　（％） 増減　　　（％）

億円

東南アジア・韓国の拡販等により増収。

国内ファインケミカル子会社、商事子会社の
拡販等により増収。国内ファインケミカル子会
社、樹脂加工子会社、韓国フィルム子会社、
欧米フィルム子会社が増益。

ＩＴ関連フィルム、ディスプレイ関連材料等の
好調により増収増益。

学術販売の推進および下期のライセンス収入
等により増収増益。

国内商事子会社の拡販等により増収。

単体の値上げ、高採算品へのシフト、体質
強化、ＮＶＣの推進を中心に増益。

プラントやマンション事業の好調により増収
増益。

複合材料における値上げや体質強化を中心
に増益。
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　事業セグメント別業績見通し（前回発表との差異）

億円

中間期
（見通し）

通期
（見通し）

中間期
（実績）

通期
（見通し）

中間期 通期
中間期

（見通し）
通期

（見通し）
中間期
（実績）

通期
（見通し）

中間期 通期

繊維 2,110 4,200 2,134 4,200 +24 0 85 180 94 190 +9 +10

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 1,310 2,500 1,290 2,600 -20 +100 40 75 45 100 +5 +25

情報・通信機材 760 1,500 818 1,650 +57 +150 50 95 67 140 +17 +45

住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 550 1,200 543 1,200 -7 0 5 15 3 20 -2 +5

医薬・医療 210 500 220 500 +10 0 10 30 7 35 -3 +5

新事業その他 310 600 339 650 +30 +50 20 35 27 55 +7 +20

計 5,250 10,500 5,343 10,800 +94 +300 210 430 244 540 +34 +110

消去又は全社 0 0 4 0 +4 0

連結 5,250 10,500 5,343 10,800 +94 +300 210 430 247 540 +37 +110

04/3月期　営業利益04/3月期　売上高

前回発表
＊ 差異今回発表 前回発表

＊ 今回発表 差異

＊前回発表とは、中間期見通しは8/5時点、通期見通しは5/9時点のものです。
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Ⅲ．２００４年３月期
中間個別決算概要
および通期見通し
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　個別業績の概要（収益）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

売 上 高 2,234 2,229 -6 (-0.3%)
売 上 総 利 益 475 513 +38 (+8.0%)
（ 売 上 高 総 利 益 率 ） 21.2% 23.0% +1.8 ポイント

販 売 費 及 び
一 般 管 理 費 450 420 -30 (-6.7%)

（売上高販管費比率） 20.1% 18.8% -1.3 ポイント

営 業 利 益 25 93 +68 (+277.7%)
（売上高営業利益率） 1.1% 4.2% +3.1 ポイント

営 業 外 収 支 ▲ 12 34 +46
経 常 利 益 13 127 +114 (+887.5%)
特 別 損 益 ▲ 3 ▲ 18 -15
中 間 純 利 益 16 81 +65 (+407.9%)

増減
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　個別業績の概要（財政状態）

億円

03年3月末 03年9月末

総 資 産 8,736 8,738 +2 (+0.0%)

株 主 資 本 4,025 4,164 +138 (+3.4%)

有 利 子 負 債 3,165 3,106 -59 (-1.8%)

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

ROE 0.8% 4.0% +3.2 ポイント

ROA* 0.5% 2.1% +1.6 ポイント

１株当たり中間純利益 １．１４円 ５．７７円

１株当たり中間配当金 ２．５円 ２．５円

配当性向 220.0% 43.3%

増減

増減

＊ＲＯＡ＝営業利益／総資産
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事業セグメント別業績（売上高／営業利益）

億円

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

03/3月期
中間期

04/3月期
中間期

繊維 974 922 -52 (-5.3%) ▲ 19 36 +55 ( - )

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 538 546 +8 (+1.5%) 2 1 -1 (-50.0%)

情報・通信機材 381 414 +32 (+8.4%) 36 43 +7 (+19.4%)

新事業その他 341 347 +6 (+1.7%) 6 13 +7 (+116.7%)

合計 2,234 2,229 -6 (-0.3%) 25 93 +68 (+272.0%)

増減増減

売上高 営業利益
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　２００４年３月期個別業績見通し

億円

03/3月期 04/3月期

上期 2,234 2,229 -6 (-0.3%)
下期 2,191 2,271 +80 (+3.6%)
通期 4,426 4,500 +74 (+1.7%)
上期 25 93 +68 (+277.7%)
下期 72 127 +55 (+76.3%)
通期 97 220 +123 (+127.4%)
上期 13 127 +114 (+887.5%)
下期 91 153 +62 (+67.8%)
通期 104 280 +176 (+169.3%)
上期 16 81 +65 (+407.9%)
下期 15 69 +54 (+352.1%)
通期 31 150 +119 (+380.5%)

上期 １．１４円 ５．７７円
下期 １．０９円 ４．９３円
通期 ２．２３円 １０．７１円
上期 ２．５円 ２．５円
下期 ２．５円 ３．０円
通期 ５．０円 ５．５円
上期 220.0% 43.3%
下期 229.0% 60.8%
通期 224.4% 51.4%

増減

売上高

１株当たり当期
（中間）純利益

１株当たり配当金

配当性向

営業利益

経常利益

当期（中間）純利益
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参考資料
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　参考資料１：設備投資額・減価償却費・研究開発費見通し

03/3月期
実績

04/3月期
見通し

増減
03/3月期

実績
04/3月期

見通し
増減

連結 538 530 -8 連結 376 360 -16

単独 205 180 -25 単独 309 300 -9

03/3月期
実績

04/3月期
見通し

増減

連結 741 690 -51

単独 321 300 -21

億円

減価償却費

設備投資額

億円

研究開発費
億円

＊設備投資額と減価償却費の中間期実績は８ページに、研究開発費の
　中間期実績は１８ページにお示ししております。
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参考資料２：事業セグメント別連結業績（四半期推移）

億円

第１Ｑ
（実績）

第2Ｑ
（実績）

上期
（実績）

下期
（見通し）

通期
（見通し）

第１Ｑ
（実績）

第2Ｑ
（実績）

上期
（実績）

下期
（見通し）

通期
（見通し）

繊維 1,073 1,061 2,134 2,066 4,200 50 44 94 96 190

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 657 633 1,290 1,310 2,600 15 31 45 55 100

情報・通信機材 387 430 818 832 1,650 30 37 67 73 140

住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 149 394 543 657 1,200 ▲ 12 15 3 17 20

医薬・医療 101 119 220 280 500 0 7 7 28 35

新事業その他 151 189 339 311 650 11 16 27 28 55

計 2,517 2,826 5,343 5,457 10,800 94 149 244 296 540

消去又は全社 0 4 4 ▲ 4 0

連結 2,517 2,826 5,343 5,457 10,800 94 153 247 293 540

04/3月期　営業利益04/3月期　売上高
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参考資料２：事業セグメント別連結業績（四半期推移）

億円
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参考資料２：事業セグメント別連結業績（四半期推移）

億円



34

参考資料２：事業セグメント別連結業績（四半期推移）

億円
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本資料中の業績予想、見通し及び事業計
画についての記述は、現時点における将
来の経済環境予想等の仮定に基づいて
います。本資料において当社の将来の業
績を保証するものではありません。

２００３年１１月７日　東レ株式会社


