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What is the news?
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THB、純利益が同

下落で化学製品の

業は

が保有するミシュラン・サイアム・グループの株式を合弁

シュランに売却したことによる売却益（税引後

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

ばいの

回復の遅れでセメント需要が低下し

売量はほぼ会社計画通りだった。化学製品事業は販売価格の下落で売上

高が同

ィンの販売量増加で、

純利益は同約

7.3%

需要増となったものの、利益率の低下や運営拠点立ち上げに係る経費で

減益となった。
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は引き続き堅調に推移すると見られる

益貢献の拡大が期待でき
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THB、純利益が同

セグメント別で

で売上高が前

高いポリオレフィンの販売量増加で純利益は同約

となった。 

2015/12 通期の

THB、純利益が同

 

What is the news?

2015/12 期 1Q

、純利益が同

下落で化学製品の

業は 2 月の春節以降に需要が拡大し、大きく利益貢献した。また、同社

が保有するミシュラン・サイアム・グループの株式を合弁

シュランに売却したことによる売却益（税引後

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

ばいの 470.8 億 THB

回復の遅れでセメント需要が低下し

売量はほぼ会社計画通りだった。化学製品事業は販売価格の下落で売上

高が同 21.2%減の

ィンの販売量増加で、

純利益は同約 2

7.3%増の 171.1 億

需要増となったものの、利益率の低下や運営拠点立ち上げに係る経費で

減益となった。 
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2015/12 通期の市場予想は売上高が前期比

利益が同 21.4％増の

600 億 THB を予定している。同社は業務拡大のために積極的な設備投資
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1Q（1-3 月）は売上高が

、純利益が同 32.1％増の

セグメント別では化学製品事業の好調が目立った

前年同期比 21.2%

高いポリオレフィンの販売量増加で純利益は同約

 

通期の市場予想は

、純利益が同 21.4％増の

What is the news? 

1Q（1-3 月）は売上高が前年同期比

、純利益が同 32.1％増の

下落で化学製品の販売価格が押し下げられ減収となったが、化学製品事

月の春節以降に需要が拡大し、大きく利益貢献した。また、同社

が保有するミシュラン・サイアム・グループの株式を合弁

シュランに売却したことによる売却益（税引後

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

THB、純利益は

回復の遅れでセメント需要が低下し

売量はほぼ会社計画通りだった。化学製品事業は販売価格の下落で売上

減の 479.6 億 THB

ィンの販売量増加で、9.3 億

2 倍の 49.4 億

億 THB、純利益が同

需要増となったものの、利益率の低下や運営拠点立ち上げに係る経費で

 

How do we view this?  

通期の市場予想は売上高が前期比

％増の 408.1 億

を予定している。同社は業務拡大のために積極的な設備投資
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期 2H には新規に建設されたインドネシアのセメント工場

が操業を開始して収益寄与が始まる予定であ

イ経済の回復や中国、ASEAN

は引き続き堅調に推移すると見られる

益貢献の拡大が期待できよう
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月）は売上高が前

％増の 110.7 億

化学製品事業の好調が目立った

21.2%減の 479.6

高いポリオレフィンの販売量増加で純利益は同約

市場予想は、売上高が前期比

％増の 408.1 億

月）は売上高が前年同期比

％増の 110.7 億 THB

が押し下げられ減収となったが、化学製品事

月の春節以降に需要が拡大し、大きく利益貢献した。また、同社

が保有するミシュラン・サイアム・グループの株式を合弁

シュランに売却したことによる売却益（税引後

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

、純利益は 13.5%減の

回復の遅れでセメント需要が低下したものの、季節要因に吸収されて販

売量はほぼ会社計画通りだった。化学製品事業は販売価格の下落で売上

THB となったものの、

億 THB の棚卸損失を計上したにもかかわらず、

億 THB と好調だった。製紙事業は売上高が同

、純利益が同 30.0%

需要増となったものの、利益率の低下や運営拠点立ち上げに係る経費で

通期の市場予想は売上高が前期比

億 THB である。会社計画の設備投資額は

を予定している。同社は業務拡大のために積極的な設備投資

にはカンボジアでの生産能力拡張プロジェクト

新規に建設されたインドネシアのセメント工場

収益寄与が始まる予定であ
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は引き続き堅調に推移すると見られる。
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前年同期比 10.3

億 THB となった。

化学製品事業の好調が目立った

479.6 億 THB となった

高いポリオレフィンの販売量増加で純利益は同約

売上高が前期比 4.5

億 THB である。

月）は売上高が前年同期比 10.3

THB となった。ナフサや原油価格

が押し下げられ減収となったが、化学製品事

月の春節以降に需要が拡大し、大きく利益貢献した。また、同社

が保有するミシュラン・サイアム・グループの株式を合弁

シュランに売却したことによる売却益（税引後 14.9

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

減の 35.6 億 THB

たものの、季節要因に吸収されて販

売量はほぼ会社計画通りだった。化学製品事業は販売価格の下落で売上

ものの、利益率の高いポリオレフ

の棚卸損失を計上したにもかかわらず、
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カンボジアでの生産能力拡張プロジェクト

新規に建設されたインドネシアのセメント工場

収益寄与が始まる予定であり、動向に注目したい。タ

への輸出などが貢献し、化学製品事業
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14.9 億 THB）も利益を押

し上げた。事業別にみると、セメント事業は売上高が前年同期

THB。タイ国内では経済

たものの、季節要因に吸収されて販
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への輸出などが貢献し、化学製品事業
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