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2015/3月期月期月期月期 決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライト
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15/3月期月期月期月期 決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライトⅠⅠⅠⅠ

売上高および営業利益、経常利益、当期利益の推移売上高および営業利益、経常利益、当期利益の推移売上高および営業利益、経常利益、当期利益の推移売上高および営業利益、経常利益、当期利益の推移

�売上高は売上高は売上高は売上高は5期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新

�各利益は各利益は各利益は各利益は3期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新

通期売上高通期売上高通期売上高通期売上高1,000億円達成億円達成億円達成億円達成!
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11/3期期期期 12/3期期期期 13/3期期期期 14/3期期期期 15/3期期期期

営業利益（右軸）営業利益（右軸）営業利益（右軸）営業利益（右軸） 経常利益（右軸）経常利益（右軸）経常利益（右軸）経常利益（右軸） 純利益（右軸）純利益（右軸）純利益（右軸）純利益（右軸） 売上高（左軸）売上高（左軸）売上高（左軸）売上高（左軸）

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）
（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

1,000億円達成億円達成億円達成億円達成
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営業営業営業営業CF 投資投資投資投資CF FCF

1,428

4,648

179

15/3月期月期月期月期 決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライト決算ハイライトⅡⅡⅡⅡ

ヘルスケア関連事業の強化ヘルスケア関連事業の強化ヘルスケア関連事業の強化ヘルスケア関連事業の強化

・医薬品関連とクロマトの一体運営

・医薬品関連設備投資 ・カラム事業への展開

ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品

・アリルエーテル、ダップ樹脂、ＥＰＲの拡大

・ダップ樹脂増設 ・コンパウンド事業への展開

海外売上高比率：主力製品が海外を中心に飛躍海外売上高比率：主力製品が海外を中心に飛躍海外売上高比率：主力製品が海外を中心に飛躍海外売上高比率：主力製品が海外を中心に飛躍

ダップ樹脂60％、ＥＰＲ70％、クロマト80％等

基礎化学品への投資一巡基礎化学品への投資一巡基礎化学品への投資一巡基礎化学品への投資一巡

⇒⇒⇒⇒改善した改善した改善した改善したFCFは新たな戦略投資へは新たな戦略投資へは新たな戦略投資へは新たな戦略投資へ

⾼成⻑分野への積極投資が本格化⾼成⻑分野への積極投資が本格化

機能化学品

基礎

化学品

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

※調整額を含まず

利益の利益の利益の利益の7割が割が割が割が
機能化学品から機能化学品から機能化学品から機能化学品から

セグメント別営業利益（セグメント別営業利益（セグメント別営業利益（セグメント別営業利益（2015/3期）期）期）期）

住宅設備ほか

3

機能化学品
シェアNo1のグローバルニッチ

製品を積極的に展開

基礎化学品

コスト競争力の強化コスト競争力の強化コスト競争力の強化コスト競争力の強化

・新型電解槽導入 ・ＡＣ・ＥＰ増設

・ＡＣ収率向上

生産体制の再構築生産体制の再構築生産体制の再構築生産体制の再構築

・ＥＰ生産の水島集中 ・組織改革による効率化

差別化誘導製品の深耕差別化誘導製品の深耕差別化誘導製品の深耕差別化誘導製品の深耕

・水処理剤（メックロンなど）の拡大

収益構造の改革が大幅に進展

世界有数の競争⼒を確⽴世界有数の競争⼒を確⽴

収益⼒は
スパイラルな“飛躍”のステージへ

※ ＡＣ ：アリルクロライド ＥＰ：エピクロルヒドリン EPR：エピクロルヒドリンゴム



2015/3月期月期月期月期 業績業績業績業績
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15/3月期月期月期月期 概況概況概況概況

売上高は売上高は売上高は売上高は1,0001,0001,0001,000億円を突破し、億円を突破し、億円を突破し、億円を突破し、5555期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新期連続で過去最高を更新

各利益は各利益は各利益は各利益は3333期連続過去最高を更新期連続過去最高を更新期連続過去最高を更新期連続過去最高を更新

海外売上高はアジア市場での事業拡大が牽引し、前期比で海外売上高はアジア市場での事業拡大が牽引し、前期比で海外売上高はアジア市場での事業拡大が牽引し、前期比で海外売上高はアジア市場での事業拡大が牽引し、前期比で+23+23+23+23％、構成比で％、構成比で％、構成比で％、構成比で20202020％超え％超え％超え％超え

14/3月期月期月期月期 15/3月期月期月期月期

増減率（％）増減率（％）増減率（％）増減率（％） 増減額増減額増減額増減額 期初計画期初計画期初計画期初計画

達成率達成率達成率達成率

（％）（％）（％）（％）

差異差異差異差異

((((百万円百万円百万円百万円)))) 構成比（％）構成比（％）構成比（％）構成比（％）

構成比構成比構成比構成比

（％）（％）（％）（％）

売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高 91,621 100.0 101,365 100.0 10.6 9,744 100,000 101.4 1,365

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 4,751 5.2 5,172 5.1 8.9 421 5,500 94.0 ▲▲▲▲328

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 5,241 5.7 5,747 5.7 9.7 506 5,700 100.8 47

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 3,029 3.3 3,450 3.4 13.9 421 3,400 101.5 50

一株利益一株利益一株利益一株利益（（（（円円円円）））） 28.76 －－－－ 32.75 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高 16,910 18.5 20,792 20.5 23.0 3,882 －－－－ －－－－ －－－－

14/3月期月期月期月期 15/3月期月期月期月期

U S $ / 円円円円 100円円円円 108円円円円

ユ ー ロユ ー ロユ ー ロユ ー ロ / 円円円円 133円円円円 140円円円円

ナフサナフサナフサナフサ（（（（円円円円））））KL）））） 67,500円円円円 64,000円円円円
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基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

セグメント別売上高・営業利益比較セグメント別売上高・営業利益比較セグメント別売上高・営業利益比較セグメント別売上高・営業利益比較
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基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 売上高の推移売上高の推移売上高の推移売上高の推移 セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 営業利益の推移営業利益の推移営業利益の推移営業利益の推移

セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、

前期に引き続き前期に引き続き前期に引き続き前期に引き続き

収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大

全セグメントで全セグメントで全セグメントで全セグメントで3333期連続増収、機能化学品は期連続増収、機能化学品は期連続増収、機能化学品は期連続増収、機能化学品は3333期連続で期連続で期連続で期連続で２２２２桁成長を達成桁成長を達成桁成長を達成桁成長を達成

機能化学品の力強い増益基調が続く機能化学品の力強い増益基調が続く機能化学品の力強い増益基調が続く機能化学品の力強い増益基調が続く

売上高売上高売上高売上高

営業利益営業利益営業利益営業利益

※調整額を含まず
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売上高要因分析売上高要因分析売上高要因分析売上高要因分析

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 要因分析要因分析要因分析要因分析

916億円億円億円億円

1,013億円億円億円億円

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

14/3期期期期 15/3期期期期

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

クロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリ +15

エピクロルヒドリンエピクロルヒドリンエピクロルヒドリンエピクロルヒドリン +13

その他その他その他その他 +9

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム ※1 +8

アリルエーテル類アリルエーテル類アリルエーテル類アリルエーテル類 +5

ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連 ※2 +3

吸水性ポリマー吸水性ポリマー吸水性ポリマー吸水性ポリマー +8

その他その他その他その他 +9

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

生活関連商品ほか生活関連商品ほか生活関連商品ほか生活関連商品ほか +27

主要製品別主要製品別主要製品別主要製品別 増減分析増減分析増減分析増減分析

＋＋＋＋37（（（（億円）億円）億円）億円）

＋＋＋＋33（（（（億円）億円）億円）億円）

＋＋＋＋27（（（（億円）億円）億円）億円）

単価増単価増単価増単価増

+1
数量増数量増数量増数量増

+36

単価増単価増単価増単価増

+4.5
数量増数量増数量増数量増

+28.5

※1 合成樹脂・合成ゴム：ダップ樹脂、エピクロルヒドリンゴム等

※2 ヘルスケア関連：医薬品原薬・中間体、クロマト（医薬品精製材料）等

数量増数量増数量増数量増

+27
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営業利益要因分析営業利益要因分析営業利益要因分析営業利益要因分析

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 要因分析要因分析要因分析要因分析

47億円億円億円億円

51億円億円億円億円

14/3期期期期 15/3期期期期

原燃料価格上昇、固定費増加を拡販・コストダウンで撥ね返す原燃料価格上昇、固定費増加を拡販・コストダウンで撥ね返す原燃料価格上昇、固定費増加を拡販・コストダウンで撥ね返す原燃料価格上昇、固定費増加を拡販・コストダウンで撥ね返す

特特特特にアリルエーテル類、合成樹脂・合成ゴム事業を中心とした機能化学品の拡販が貢献にアリルエーテル類、合成樹脂・合成ゴム事業を中心とした機能化学品の拡販が貢献にアリルエーテル類、合成樹脂・合成ゴム事業を中心とした機能化学品の拡販が貢献にアリルエーテル類、合成樹脂・合成ゴム事業を中心とした機能化学品の拡販が貢献

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

販売単価増販売単価増販売単価増販売単価増

+1

販売単価増販売単価増販売単価増販売単価増

＋＋＋＋4.5

コストコストコストコスト

ダウンダウンダウンダウン

+7

電力・原材料電力・原材料電力・原材料電力・原材料

価格価格価格価格増増増増

▲▲▲▲5

生産生産生産生産販売販売販売販売

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋3原材料原材料原材料原材料

価格増価格増価格増価格増

▲▲▲▲1.5
固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲2

固定費固定費固定費固定費増増増増

▲▲▲▲4

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

仕入価格増仕入価格増仕入価格増仕入価格増

▲▲▲▲1
生産販売生産販売生産販売生産販売

数量数量数量数量増増増増

+2
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B/SととととCF

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 13/3期期期期 14/3期期期期 15/3期期期期 前期比前期比前期比前期比

営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー 4,711 5,177 7,460 2,283

投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー ▲▲▲▲5,182 ▲▲▲▲8,336 ▲▲▲▲1,853 6,483

財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー 430 5,233 5,954 721

現金および現金同等物現金および現金同等物現金および現金同等物現金および現金同等物 5,934 8,197 20,095 11,898

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 13/3期期期期 14/3期期期期 15/3期期期期 前期比前期比前期比前期比

総資産総資産総資産総資産 76,804 84,326 100,893 16,567

純資産純資産純資産純資産 38,226 41,615 47,704 6,089

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 49.7％％％％ 49.3％％％％ 47.3％％％％ ―

有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債 14,015 19,990 26,760 6,770

D/Eレシオレシオレシオレシオ 0.37倍倍倍倍 0.48倍倍倍倍 0.56倍倍倍倍 ―

当社の格付けが一段階引き上げられ、ＢＢＢ当社の格付けが一段階引き上げられ、ＢＢＢ当社の格付けが一段階引き上げられ、ＢＢＢ当社の格付けが一段階引き上げられ、ＢＢＢ+へ変更へ変更へ変更へ変更

営業活動による営業活動による営業活動による営業活動によるCFCFCFCFは過去最高水準は過去最高水準は過去最高水準は過去最高水準へへへへ
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2016/3月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
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当社を取り巻く環境当社を取り巻く環境当社を取り巻く環境当社を取り巻く環境

基礎化学品：基礎化学品：基礎化学品：基礎化学品： 規模の拡大、地域密着、差別化製品の深耕規模の拡大、地域密着、差別化製品の深耕規模の拡大、地域密着、差別化製品の深耕規模の拡大、地域密着、差別化製品の深耕

一段の成長を可能とする徹底したコスト競争力一段の成長を可能とする徹底したコスト競争力一段の成長を可能とする徹底したコスト競争力一段の成長を可能とする徹底したコスト競争力

機能化学品：機能化学品：機能化学品：機能化学品： GNT製品の強みを活かし安定成長を持続製品の強みを活かし安定成長を持続製品の強みを活かし安定成長を持続製品の強みを活かし安定成長を持続

付加価値の高い川下製品への展開付加価値の高い川下製品への展開付加価値の高い川下製品への展開付加価値の高い川下製品への展開

新規新規新規新規事業事業事業事業 ：：：： 成功確率が高い滲み出し型のＲ＆Ｄ戦略成功確率が高い滲み出し型のＲ＆Ｄ戦略成功確率が高い滲み出し型のＲ＆Ｄ戦略成功確率が高い滲み出し型のＲ＆Ｄ戦略

この中で成長できる企業の資質「変化に即応できる経営力」この中で成長できる企業の資質「変化に即応できる経営力」この中で成長できる企業の資質「変化に即応できる経営力」この中で成長できる企業の資質「変化に即応できる経営力」

� 地地地地政学リスク政学リスク政学リスク政学リスク、、、、円安などにより製造業の国内回帰が少しずつ進行円安などにより製造業の国内回帰が少しずつ進行円安などにより製造業の国内回帰が少しずつ進行円安などにより製造業の国内回帰が少しずつ進行

� 基礎化学の収益力は回復基調にある基礎化学の収益力は回復基調にある基礎化学の収益力は回復基調にある基礎化学の収益力は回復基調にあるがががが、、、、アジアの過剰設備がアジアの過剰設備がアジアの過剰設備がアジアの過剰設備が

販売競争や業界再編ポテンシャルに販売競争や業界再編ポテンシャルに販売競争や業界再編ポテンシャルに販売競争や業界再編ポテンシャルに影響影響影響影響

� 中国中国中国中国、、、、新興国は効率性を重視した成長モデルに転換新興国は効率性を重視した成長モデルに転換新興国は効率性を重視した成長モデルに転換新興国は効率性を重視した成長モデルに転換

� 各国が自国通貨安政策を展開各国が自国通貨安政策を展開各国が自国通貨安政策を展開各国が自国通貨安政策を展開

� エネルギー価格は高値から実需ベースにエネルギー価格は高値から実需ベースにエネルギー価格は高値から実需ベースにエネルギー価格は高値から実需ベースに

“潮目の変化”が現実の動きに

11GNT：グローバルニッチトップ：グローバルニッチトップ：グローバルニッチトップ：グローバルニッチトップ



16/3月期の取り組み月期の取り組み月期の取り組み月期の取り組み

�市場密着型の営業体制強化市場密着型の営業体制強化市場密着型の営業体制強化市場密着型の営業体制強化

�塩素誘導製品拡大によるか塩素誘導製品拡大によるか塩素誘導製品拡大によるか塩素誘導製品拡大によるかせいせいせいせいソーダ増産ソーダ増産ソーダ増産ソーダ増産

�規模の拡大とコスト競争力の強化規模の拡大とコスト競争力の強化規模の拡大とコスト競争力の強化規模の拡大とコスト競争力の強化

�エピクロルヒドリン増強エピクロルヒドリン増強エピクロルヒドリン増強エピクロルヒドリン増強 ６万６万６万６万 → ７．２万ｔ７．２万ｔ７．２万ｔ７．２万ｔ/ｙ）ｙ）ｙ）ｙ）

�合成樹脂（ダップポリマー）増強合成樹脂（ダップポリマー）増強合成樹脂（ダップポリマー）増強合成樹脂（ダップポリマー）増強

�医薬品関連増強（第二治験薬、合成設備）医薬品関連増強（第二治験薬、合成設備）医薬品関連増強（第二治験薬、合成設備）医薬品関連増強（第二治験薬、合成設備）

�アリルエーテル（アリルエーテル（アリルエーテル（アリルエーテル（P-30）増強）増強）増強）増強

�その他の投融資、情報化投資、維持投資その他の投融資、情報化投資、維持投資その他の投融資、情報化投資、維持投資その他の投融資、情報化投資、維持投資

クロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリ

アリルエーテルアリルエーテルアリルエーテルアリルエーテル

新た新た新た新たな飛躍に向けて重点戦略を着実に推進な飛躍に向けて重点戦略を着実に推進な飛躍に向けて重点戦略を着実に推進な飛躍に向けて重点戦略を着実に推進

12

ＡＣＡＣＡＣＡＣ ・・・・ ＥＰＥＰＥＰＥＰ

�生産生産生産生産 ：：：： 新たな設備導入による反応効率改善新たな設備導入による反応効率改善新たな設備導入による反応効率改善新たな設備導入による反応効率改善 などなどなどなど

�物流物流物流物流 ：：：： 調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン （年間６億円）（年間６億円）（年間６億円）（年間６億円）

投融資投融資投融資投融資 （年間５０億円）（年間５０億円）（年間５０億円）（年間５０億円）

新規事業（滲み出し型開発）新規事業（滲み出し型開発）新規事業（滲み出し型開発）新規事業（滲み出し型開発）既存事業（市場展開・用途展開）既存事業（市場展開・用途展開）既存事業（市場展開・用途展開）既存事業（市場展開・用途展開）

ダップ樹脂ダップ樹脂ダップ樹脂ダップ樹脂

�プラスチックＵＶインキ用新規アリル樹脂の開発プラスチックＵＶインキ用新規アリル樹脂の開発プラスチックＵＶインキ用新規アリル樹脂の開発プラスチックＵＶインキ用新規アリル樹脂の開発

�ゴムコンパウンドゴムコンパウンドゴムコンパウンドゴムコンパウンド事業への川下展開事業への川下展開事業への川下展開事業への川下展開

�クロマト事業のカラム分野への川下展開クロマト事業のカラム分野への川下展開クロマト事業のカラム分野への川下展開クロマト事業のカラム分野への川下展開

�滅菌・除菌製品、羽毛代替素材などの開発滅菌・除菌製品、羽毛代替素材などの開発滅菌・除菌製品、羽毛代替素材などの開発滅菌・除菌製品、羽毛代替素材などの開発

�新型省エネ電極、環境関連プラントの開発新型省エネ電極、環境関連プラントの開発新型省エネ電極、環境関連プラントの開発新型省エネ電極、環境関連プラントの開発

�カップリング剤用途、架橋剤用途の拡販カップリング剤用途、架橋剤用途の拡販カップリング剤用途、架橋剤用途の拡販カップリング剤用途、架橋剤用途の拡販

ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連

�欧米ＵＶインキ市場への拡販欧米ＵＶインキ市場への拡販欧米ＵＶインキ市場への拡販欧米ＵＶインキ市場への拡販

�技術支援によるアジアのローカルユーザー開拓技術支援によるアジアのローカルユーザー開拓技術支援によるアジアのローカルユーザー開拓技術支援によるアジアのローカルユーザー開拓

�医薬品原薬・中間体の受託事業の拡大医薬品原薬・中間体の受託事業の拡大医薬品原薬・中間体の受託事業の拡大医薬品原薬・中間体の受託事業の拡大

�クロマト事業の欧米、新興国市場でのシェア拡大クロマト事業の欧米、新興国市場でのシェア拡大クロマト事業の欧米、新興国市場でのシェア拡大クロマト事業の欧米、新興国市場でのシェア拡大

海外市場中心に展開海外市場中心に展開海外市場中心に展開海外市場中心に展開

エピクロルヒドリンゴムエピクロルヒドリンゴムエピクロルヒドリンゴムエピクロルヒドリンゴム

※ ＡＣ ：アリルクロライド ＥＰ：エピクロルヒドリン



16/3月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画

15/3月期月期月期月期 16/3月期計画月期計画月期計画月期計画

増加率（％）増加率（％）増加率（％）増加率（％） 増減額増減額増減額増減額

((((百万円百万円百万円百万円)))) 構成比（％）構成比（％）構成比（％）構成比（％） 構成比（％）構成比（％）構成比（％）構成比（％）

売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高 101,365 100.0 105,000 100.0 3.6 3,635

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 5,172 5.1 6,000 5.7 16.0 828

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 5,747 5.7 6,300 6.0 9.6 553

当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益 3,450 3.4 3,800 3.6 10.1 350

一 株 利 益一 株 利 益一 株 利 益一 株 利 益 （（（（ 円円円円 ）））） 32.75 －－－－ 36.07 －－－－ －－－－ －－－－

(百万円百万円百万円百万円) 15/3月期月期月期月期 16/3月期予想月期予想月期予想月期予想

有 利 子 負 債有 利 子 負 債有 利 子 負 債有 利 子 負 債 26,760 21,780

D / E レ シ オレ シ オレ シ オレ シ オ 0.56 0.43

売上高は６期連続、各利益は４期連続で過去最高を更新売上高は６期連続、各利益は４期連続で過去最高を更新売上高は６期連続、各利益は４期連続で過去最高を更新売上高は６期連続、各利益は４期連続で過去最高を更新

【【【【前提条件前提条件前提条件前提条件】】】】

2016年年年年3月期月期月期月期 想定想定想定想定

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄/円円円円 120 円円円円

ユーロユーロユーロユーロ/円円円円 130 円円円円

ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円/KL）））） 50,000円円円円

海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高 （（（（ ％％％％ ）））） 20.5 23.0
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セグメント別売上高、営業利益計画セグメント別売上高、営業利益計画セグメント別売上高、営業利益計画セグメント別売上高、営業利益計画

40,517

44,229 44,400

32,481

35,816

39,100

18,621

21,319 21,500
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45,000

50,000

14/3 15/3 16/3計画計画計画計画

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 売上高の推移売上高の推移売上高の推移売上高の推移 セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 営業利益の推移営業利益の推移営業利益の推移営業利益の推移

1,325 1,428 1,450 

4,244 

4,648 

5,450 

268 179 200 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

14/3 15/3 16/3計画計画計画計画

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

�すべてのすべてのすべてのすべてのセグメントで過去最高を更新。特に機能化学品が伸長セグメントで過去最高を更新。特に機能化学品が伸長セグメントで過去最高を更新。特に機能化学品が伸長セグメントで過去最高を更新。特に機能化学品が伸長

�機能機能機能機能化学品は海外事業の拡大化学品は海外事業の拡大化学品は海外事業の拡大化学品は海外事業の拡大、ヘルスケア関連、ヘルスケア関連、ヘルスケア関連、ヘルスケア関連事業の強化により事業の強化により事業の強化により事業の強化により増益増益増益増益

セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、セグメント別に比較すると、

売上高売上高売上高売上高

営業利益営業利益営業利益営業利益

全セグメントが全セグメントが全セグメントが全セグメントが

順調に成長へ順調に成長へ順調に成長へ順調に成長へ

14
※調整額を含まず



売上高要因分析（予想）売上高要因分析（予想）売上高要因分析（予想）売上高要因分析（予想）

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 要因分析要因分析要因分析要因分析

1,013億円億円億円億円

1,050億円億円億円億円

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

1５５５５/3期期期期 1６６６６/3期計画期計画期計画期計画

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

クロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリクロール・アルカリ +1

エピクロルヒドリンエピクロルヒドリンエピクロルヒドリンエピクロルヒドリン +1

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

アリルエーテル類アリルエーテル類アリルエーテル類アリルエーテル類 +5

合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム合成樹脂・合成ゴム ※1 +5

ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連ヘルスケア関連 ※2 +6

吸水性ポリマー吸水性ポリマー吸水性ポリマー吸水性ポリマー +10

その他その他その他その他 +7

製製製製 品品品品 増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）増加額（億円）

生活関連商品生活関連商品生活関連商品生活関連商品 +1

エンジニアリングほかエンジニアリングほかエンジニアリングほかエンジニアリングほか +1

主要製品別主要製品別主要製品別主要製品別 分析分析分析分析

+2（（（（億円）億円）億円）億円）

+33（（（（億円）億円）億円）億円）

+2(億円億円億円億円））））

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲26

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋28

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲1

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋34

数量増数量増数量増数量増

+2

※1 合成樹脂・合成ゴム：ダップ樹脂、エピクロルヒドリンゴム等

※2 ヘルスケア関連：医薬品原薬・中間体、クロマト（医薬品精製材料）等
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営業利益要因分析（予想）営業利益要因分析（予想）営業利益要因分析（予想）営業利益要因分析（予想）

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 要因分析要因分析要因分析要因分析

51億円億円億円億円

60億円億円億円億円

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

15/3期期期期 16/3期期期期計画計画計画計画

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

原燃料コストの下落による販売価格への影響を、拡販およびコストダウンで撥ね返し増益を達成原燃料コストの下落による販売価格への影響を、拡販およびコストダウンで撥ね返し増益を達成原燃料コストの下落による販売価格への影響を、拡販およびコストダウンで撥ね返し増益を達成原燃料コストの下落による販売価格への影響を、拡販およびコストダウンで撥ね返し増益を達成

� 生産（生産（生産（生産（5億円）億円）億円）億円） ：新たな設備導入による反応効率改善：新たな設備導入による反応効率改善：新たな設備導入による反応効率改善：新たな設備導入による反応効率改善 などなどなどなど

� 物流（物流（物流（物流（1億円）億円）億円）億円） ：：：： 調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革調達から販売までの総合物流改革

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン （年間（年間（年間（年間6億円）億円）億円）億円）
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生産販売生産販売生産販売生産販売

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋5

生産販売生産販売生産販売生産販売

数量増数量増数量増数量増

+1

販売単価減販売単価減販売単価減販売単価減

▲▲▲▲26

生産販売生産販売生産販売生産販売

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋1 

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン

+6

原材料原材料原材料原材料

価格減価格減価格減価格減

+6

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲2

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲4

販売単価減販売単価減販売単価減販売単価減

▲▲▲▲1

電力・原材料電力・原材料電力・原材料電力・原材料

価格減価格減価格減価格減

+23
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（計画）

2019/3期

（計画）

住宅設備ほか 機能化学品

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

2016/3期

（計画）

2019/3期

（計画）

中期的な取り組み中期的な取り組み中期的な取り組み中期的な取り組み

中期経営計画（中期経営計画（中期経営計画（中期経営計画（ ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴ ＦＲＯＮＴＩＥＲＦＲＯＮＴＩＥＲＦＲＯＮＴＩＥＲＦＲＯＮＴＩＥＲ-100 ）の達成へ向けて）の達成へ向けて）の達成へ向けて）の達成へ向けて

経常利益経常利益経常利益経常利益

100億円億円億円億円

経常利益経常利益経常利益経常利益

63億円億円億円億円

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

+25億億億億

住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

+2億億億億

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

+170億億億億

住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

+30億億億億

売上高売上高売上高売上高

1,300億円億円億円億円

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

+10億億億億

新製品新製品新製品新製品・新・新・新・新規事業の創出規事業の創出規事業の創出規事業の創出

ヘルスケア関連分野ヘルスケア関連分野ヘルスケア関連分野ヘルスケア関連分野

・医薬品原薬・中間体の大型案件、ジェネリックの強化

・医薬品精製材料の新素材開発

・抗体医薬品分野への展開（抗体医薬品、培地など）

エネルギー・環境分野エネルギー・環境分野エネルギー・環境分野エネルギー・環境分野

・新規ゴム開発、新規蓄電デバイスの開発

・水処理関連など、環境関連薬剤・プラントの強化

新製品売上高比率新製品売上高比率新製品売上高比率新製品売上高比率 20％％％％

売上増加目標の売上増加目標の売上増加目標の売上増加目標の60％を新製品・新規事業で推進％を新製品・新規事業で推進％を新製品・新規事業で推進％を新製品・新規事業で推進

海外事業の拡大海外事業の拡大海外事業の拡大海外事業の拡大

・GNT製品中心にグローバル市場での競争力を強化

・アジアを最重要エリアと位置づけ、中国、東南アジアの

営業拠点を拡充

海外売上高比率海外売上高比率海外売上高比率海外売上高比率 25%%%%

中計目標中計目標中計目標中計目標 を上回るを上回るを上回るを上回る30%達成も視野に達成も視野に達成も視野に達成も視野に

既存事業の再構築・再強化既存事業の再構築・再強化既存事業の再構築・再強化既存事業の再構築・再強化

・クロール・アルカリ、AC・EPチェーンを中心に既存事業の

競争力を強化（市場密着型営業、差別化塩素誘導製品）

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン 20億円を推進億円を推進億円を推進億円を推進
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基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

+50億億億億

売上高売上高売上高売上高

1,050億円億円億円億円

ヘルスケア関連は事業規模を２倍へヘルスケア関連は事業規模を２倍へヘルスケア関連は事業規模を２倍へヘルスケア関連は事業規模を２倍へ

+37億億億億

+250億億億億



配当政策配当政策配当政策配当政策

6 6 6 6

7 7 7 7

8

10

32.9%
26.3%

88.8%

69.8%

31.2% 38.0% 25.5% 24.3% 24.4%
27.7%
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一株配当一株配当一株配当一株配当 配当性向配当性向配当性向配当性向

100周年記念周年記念周年記念周年記念

配当配当配当配当2円円円円

創立創立創立創立95周年周年周年周年

記念記念記念記念配当配当配当配当

安定配当継続に加え、安定配当継続に加え、安定配当継続に加え、安定配当継続に加え、100周年記念配周年記念配周年記念配周年記念配2円を支払予定円を支払予定円を支払予定円を支払予定 年間年間年間年間10円配当に円配当に円配当に円配当に
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コーポレートガバナンスコードを拡充・進化させるためにコーポレートガバナンスコードを拡充・進化させるためにコーポレートガバナンスコードを拡充・進化させるためにコーポレートガバナンスコードを拡充・進化させるために

�配当性向配当性向配当性向配当性向30303030％％％％を目途として、を目途として、を目途として、を目途として、

安定安定安定安定した配当を継続的にした配当を継続的にした配当を継続的にした配当を継続的に還元します（前ページ参照）還元します（前ページ参照）還元します（前ページ参照）還元します（前ページ参照）

�新任新任新任新任社外取締役候補（社外取締役候補（社外取締役候補（社外取締役候補（2015201520152015年年年年6666月月月月26262626日付予定日付予定日付予定日付予定））））

福島福島福島福島 功（功（功（功（現現現現 社外監査役）社外監査役）社外監査役）社外監査役）

二村二村二村二村 文友（元文友（元文友（元文友（元 新日鉄住金化学株式会社新日鉄住金化学株式会社新日鉄住金化学株式会社新日鉄住金化学株式会社 代表取締役社長）代表取締役社長）代表取締役社長）代表取締役社長）

今年度から社外取締役は今年度から社外取締役は今年度から社外取締役は今年度から社外取締役は2222名体制に名体制に名体制に名体制に

�中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画『『『『NEXT FRONTIERNEXT FRONTIERNEXT FRONTIERNEXT FRONTIER----100100100100』』』』に則って事業を推進しに則って事業を推進しに則って事業を推進しに則って事業を推進し

2018201820182018年度までに年度までに年度までに年度までに『『『『ROE10ROE10ROE10ROE10％以上％以上％以上％以上』』』』の達成を目指しますの達成を目指しますの達成を目指しますの達成を目指します

ROEROEROEROEの向上の向上の向上の向上

株主還元、配当性向に関する方針株主還元、配当性向に関する方針株主還元、配当性向に関する方針株主還元、配当性向に関する方針

社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役
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本資料は当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本資料に掲載されている事項は、資料作成時点における当社の見解であり、その情報の正

確性および完全性を保証または約束するものではありませんのでご了承ください。

お問合せ先

管理本部管理本部管理本部管理本部 IRグループグループグループグループ

TEL : 06-6110-1560
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