
2020年8月5日 

各位 

 

帝人株式会社 

 

 

（お知らせ）過年度の決算等説明資料の一部訂正について 

  当社は、過年度の決算及び業績見通し説明資料の一部を訂正いたしました。訂正内容及び対象とな

る資料は以下の通りです。 

 

記 

 

１．訂正内容 

2018年度実績及び 2019年度実績の「その他」及び「消去又は全社」の EBITDA及び減価償却費 

 

２．訂正を行う決算及び業績見通し説明資料 

 2018年度 決算 及び 2019年度 業績見通し説明資料（2019年 5月 9日開示） 

 2019年度 第 1四半期決算 及び 業績見通し説明資料（2019年 8月 2日開示） 

 2019年度 第 2四半期決算 及び 業績見通し説明資料（2019年 11月 1日開示） 

 2019年度 第 3四半期決算 及び 業績見通し説明資料（2020年 2月 5日開示） 

 2019年度 決算 及び 2020年度 業績見通し説明資料（2020年 5月 8日開示） 

 

当該訂正に係る適時開示資料（2020年 8月 5日付）を以下に添付いたします。 

 

以 上 

[お問い合わせ先] 

帝人株式会社 ＩＲ部 TEL：(03)3506-4395 



 

 

 

2020年8月5日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

（訂正）「2018年度 決算 及び 2019年度 業績見通し説明資料」の一部訂正について 

  当社が 2019年 5月 9日に開示いたしました「2018年度 決算 及び 2019年度 業績見通し説明

資料」の一部の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

・23 ページ 参考資料「セグメント別 経営指標」における「その他」及び「消去又は全社」の

EBITDA実績値 

 

【訂正内容】 

（訂正前） 

その他    18年度実績 100億円 

消去又は全社 18年度実績 -61億円  

（訂正後） 

その他    18年度実績  89億円  

消去又は全社 18年度実績 -50億円  

 

（注）なお、本訂正は「その他」と「消去又は全社」との間の数値の訂正であり、連結合計及び報

告セグメントである「マテリアル」及び「ヘルスケア」における訂正はございません。 

以 上 



 

 

 

2020年8月5日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

（訂正）「2019年度 第1四半期決算 及び 業績見通し説明資料」の一部訂正について 

  当社が 2019年 8月 2日に開示いたしました「2019年度 第 1四半期決算 及び 業績見通し説明

資料」の一部の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

・23 ページ 参考資料「セグメント別 経営指標」における「その他」及び「消去又は全社」の

EBITDA実績値 

 

【訂正内容】 

（訂正前） 

その他    18年度実績 100億円  

消去又は全社 18年度実績 -61億円  

（訂正後） 

その他    18年度実績  89億円  

消去又は全社 18年度実績 -50億円  

 

（注）なお、本訂正は「その他」と「消去又は全社」との間の数値の訂正であり、連結合計及び報

告セグメントである「マテリアル」及び「ヘルスケア」における訂正はございません。 

以 上 



 

 

 

2020年8月5日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

（訂正）「2019年度 第2四半期決算 及び 業績見通し説明資料」の一部訂正について 

  当社が 2019 年 11 月 1 日に開示いたしました「2019 年度 第 2 四半期決算 及び 業績見通し説

明資料」の一部の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

・23 ページ 参考資料「セグメント別 経営指標」における「その他」及び「消去又は全社」の

EBITDA実績値 

 

【訂正内容】 

（訂正前） 

その他    18年度実績 100億円  

消去又は全社 18年度実績 -61億円  

（訂正後） 

その他    18年度実績  89億円  

消去又は全社 18年度実績 -50億円  

 

（注）なお、本訂正は「その他」と「消去又は全社」との間の数値の訂正であり、連結合計及び報

告セグメントである「マテリアル」及び「ヘルスケア」における訂正はございません。 

以 上 



 

 

 

2020年8月5日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

（訂正）「2019年度 第3四半期決算 及び 業績見通し説明資料」の一部訂正について 

  当社が本年 2 月 5 日に開示いたしました「2019 年度 第 3 四半期決算 及び 業績見通し説明資

料」の一部の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

・24 ページ 参考資料「セグメント別 経営指標」における「その他」及び「消去又は全社」の

EBITDA実績値 

 

【訂正内容】 

（訂正前） 

その他    18年度実績 100億円  

消去又は全社 18年度実績 -61億円  

（訂正後） 

その他    18年度実績  89億円  

消去又は全社 18年度実績 -50億円  

 

（注）なお、本訂正は「その他」と「消去又は全社」との間の数値の訂正であり、連結合計及び報

告セグメントである「マテリアル」及び「ヘルスケア」における訂正はございません。 

以 上 



 

 

 

2020年8月5日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

 

（訂正）「2019年度 決算 及び 2020年度 業績見通し説明資料」の一部訂正について 

  当社が本年 5 月 8 日に開示いたしました「2019 年度 決算 及び 2020 年度 業績見通し説明資

料」の一部の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

・8 ページ 2019 年度決算「その他[前年度対比]」における「その他」の EBITDA 及び減価償却

費に係る数値 

 

【訂正内容】 

（訂正前） 

EBITDA   18年度 100億円 19年度 113億円 増減 +13億円  増減率 +13.2% 

減価償却費 18年度  28億円 19年度  33億円 増減  +5億円  増減率 +17.0% 

（訂正後） 

EBITDA   18年度  89億円  19年度  98億円 増減  +9億円 増減率 +9.8% 

減価償却費 18年度  17億円 19年度  18億円 増減  +0億円  増減率  +2.4% 

 

（注）なお、本訂正は「その他」と「消去又は全社」との間の数値の訂正であり、連結合計及び報

告セグメントである「マテリアル」及び「ヘルスケア」における訂正はございません。 

以 上 


