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次の１００年に向けてスタート次の１００年に向けてスタート次の１００年に向けてスタート次の１００年に向けてスタート

環境環境環境環境変化変化変化変化に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築環境環境環境環境変化変化変化変化に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築に対応した事業ポートフォリオの構築
事業環境・時代の変化事業環境・時代の変化事業環境・時代の変化事業環境・時代の変化

独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化独自性のある機能化学品をさらに強化

事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤

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

ＡＣ・ＥＰＡＣ・ＥＰＡＣ・ＥＰＡＣ・ＥＰ

新領域新領域新領域新領域拡大拡大拡大拡大

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

（医薬品精製材料、原薬・中間体）（医薬品精製材料、原薬・中間体）（医薬品精製材料、原薬・中間体）（医薬品精製材料、原薬・中間体）

収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大

ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品ＡＣ・ＥＰ誘導製品

（グローバルニッチ製品群）（グローバルニッチ製品群）（グローバルニッチ製品群）（グローバルニッチ製品群）

次世代成長次世代成長次世代成長次世代成長

新製品・新技術新製品・新技術新製品・新技術新製品・新技術

（Ｒ＆Ｄ開発案件）（Ｒ＆Ｄ開発案件）（Ｒ＆Ｄ開発案件）（Ｒ＆Ｄ開発案件）

� 生産体制の構築生産体制の構築生産体制の構築生産体制の構築

（（（（ICTICTICTICTの活用など）の活用など）の活用など）の活用など）

� Ｒ＆ＤのＲ＆ＤのＲ＆ＤのＲ＆Ｄの強化強化強化強化

（営業・研究・生産の三位一体で開発力強化、新研究開発棟建設）（営業・研究・生産の三位一体で開発力強化、新研究開発棟建設）（営業・研究・生産の三位一体で開発力強化、新研究開発棟建設）（営業・研究・生産の三位一体で開発力強化、新研究開発棟建設）

※※※※AC=アリルクロライドアリルクロライドアリルクロライドアリルクロライド

EP=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

� 海外展開海外展開海外展開海外展開

（海外生産の開始、営業拠点の拡張）（海外生産の開始、営業拠点の拡張）（海外生産の開始、営業拠点の拡張）（海外生産の開始、営業拠点の拡張）

� 人材育成人材育成人材育成人材育成

（意識改革の推進）（意識改革の推進）（意識改革の推進）（意識改革の推進）

当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル当社の成長モデル

両事業で収益力をスパイラルに高める両事業で収益力をスパイラルに高める両事業で収益力をスパイラルに高める両事業で収益力をスパイラルに高める

中長期の取り組み中長期の取り組み中長期の取り組み中長期の取り組み
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国内外で高いシェアを有する製品群

ダップダップダップダップ樹脂樹脂樹脂樹脂

世界世界世界世界

1位位位位

UV硬化インキ硬化インキ硬化インキ硬化インキ

ホットスタンピングホットスタンピングホットスタンピングホットスタンピング

電子部品電子部品電子部品電子部品

動物系酵素動物系酵素動物系酵素動物系酵素抽出抽出抽出抽出

による医薬品による医薬品による医薬品による医薬品製造製造製造製造

国内国内国内国内

1位位位位

各種医薬品原薬各種医薬品原薬各種医薬品原薬各種医薬品原薬・中間体・中間体・中間体・中間体

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

自動車用耐熱自動車用耐熱自動車用耐熱自動車用耐熱・耐油ホース・耐油ホース・耐油ホース・耐油ホース

OAOAOAOA機器用ゴムロール機器用ゴムロール機器用ゴムロール機器用ゴムロール

世界世界世界世界

1位位位位

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

シランカップリング剤シランカップリング剤シランカップリング剤シランカップリング剤

高級木工塗料高級木工塗料高級木工塗料高級木工塗料

世界世界世界世界

1位位位位

液体液体液体液体クロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィー

用シリカゲル用シリカゲル用シリカゲル用シリカゲル

精密分析機器精密分析機器精密分析機器精密分析機器

医薬品精製医薬品精製医薬品精製医薬品精製

世界世界世界世界

1位位位位

国内国内国内国内

1位位位位

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

半導体、積層板半導体、積層板半導体、積層板半導体、積層板

防錆塗料防錆塗料防錆塗料防錆塗料

国内国内国内国内

1位位位位

繊維などの漂白繊維などの漂白繊維などの漂白繊維などの漂白

省エネタイヤ用改質剤省エネタイヤ用改質剤省エネタイヤ用改質剤省エネタイヤ用改質剤

（カブラス）（カブラス）（カブラス）（カブラス）

低燃低燃低燃低燃費タイヤ費タイヤ費タイヤ費タイヤ

鋼板めっき用電極鋼板めっき用電極鋼板めっき用電極鋼板めっき用電極

家電製品の筺体などの家電製品の筺体などの家電製品の筺体などの家電製品の筺体などの

薄型鋼板めっき薄型鋼板めっき薄型鋼板めっき薄型鋼板めっき

紙・パルプなどの漂白紙・パルプなどの漂白紙・パルプなどの漂白紙・パルプなどの漂白

世界世界世界世界

5位位位位

国内国内国内国内

1位位位位
国内国内国内国内

1位位位位

国内国内国内国内

1位位位位

塩素酸ソーダ塩素酸ソーダ塩素酸ソーダ塩素酸ソーダ 亜塩素酸ソーダ亜塩素酸ソーダ亜塩素酸ソーダ亜塩素酸ソーダ

世界世界世界世界

2位位位位
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12/3期期期期 13/3期期期期 14/3期期期期 15/3期期期期 16/3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）

16/3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、営業利益、経常利益、当期利益ともに前年度に続き過去最高を更新売上高、営業利益、経常利益、当期利益ともに前年度に続き過去最高を更新売上高、営業利益、経常利益、当期利益ともに前年度に続き過去最高を更新売上高、営業利益、経常利益、当期利益ともに前年度に続き過去最高を更新

�営業利益は営業利益は営業利益は営業利益は２５％２５％２５％２５％の増益、稼ぐ力が向上の増益、稼ぐ力が向上の増益、稼ぐ力が向上の増益、稼ぐ力が向上

６期連続の増収６期連続の増収６期連続の増収６期連続の増収

４期連続の増益４期連続の増益４期連続の増益４期連続の増益

4期連続期連続期連続期連続

増収増益を達成増収増益を達成増収増益を達成増収増益を達成
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市況メリット享受の一方
生産拡大とコストダウンにより収益を拡大

16/3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

原油安、円安、低⾦利原油安、円安、低⾦利

基礎化学品は拡販およびコストダウンが寄与基礎化学品は拡販およびコストダウンが寄与基礎化学品は拡販およびコストダウンが寄与基礎化学品は拡販およびコストダウンが寄与 : 営業利益営業利益営業利益営業利益+7億円（同億円（同億円（同億円（同48.5％増）％増）％増）％増）

�原燃料価格下落の恩恵原燃料価格下落の恩恵原燃料価格下落の恩恵原燃料価格下落の恩恵

�市況の弱含みを、数量拡大と市況の弱含みを、数量拡大と市況の弱含みを、数量拡大と市況の弱含みを、数量拡大とコストダウンにコストダウンにコストダウンにコストダウンによりよりよりより挽回挽回挽回挽回

機能化学品が増収増益を牽引機能化学品が増収増益を牽引機能化学品が増収増益を牽引機能化学品が増収増益を牽引 : 営業利益営業利益営業利益営業利益+13億円（前期比億円（前期比億円（前期比億円（前期比28.5％増）％増）％増）％増）

�基礎化学品のコスト低減により機能化学品の競争力がさらに向上基礎化学品のコスト低減により機能化学品の競争力がさらに向上基礎化学品のコスト低減により機能化学品の競争力がさらに向上基礎化学品のコスト低減により機能化学品の競争力がさらに向上

�ヘルスケア関連が順調に拡大（医薬品精製材料、医薬品原薬・中間体）ヘルスケア関連が順調に拡大（医薬品精製材料、医薬品原薬・中間体）ヘルスケア関連が順調に拡大（医薬品精製材料、医薬品原薬・中間体）ヘルスケア関連が順調に拡大（医薬品精製材料、医薬品原薬・中間体）

�合成樹脂、合成ゴム、アリル誘導製品も海外市場を中心に伸長合成樹脂、合成ゴム、アリル誘導製品も海外市場を中心に伸長合成樹脂、合成ゴム、アリル誘導製品も海外市場を中心に伸長合成樹脂、合成ゴム、アリル誘導製品も海外市場を中心に伸長

�上期に完成した医薬品関連の治験薬設備、合成樹脂設備の増強が販売拡大に寄与上期に完成した医薬品関連の治験薬設備、合成樹脂設備の増強が販売拡大に寄与上期に完成した医薬品関連の治験薬設備、合成樹脂設備の増強が販売拡大に寄与上期に完成した医薬品関連の治験薬設備、合成樹脂設備の増強が販売拡大に寄与

住宅設備ほかでは中長期的な成長に向けたポートフォリオの見直しを住宅設備ほかでは中長期的な成長に向けたポートフォリオの見直しを住宅設備ほかでは中長期的な成長に向けたポートフォリオの見直しを住宅設備ほかでは中長期的な成長に向けたポートフォリオの見直しを実施実施実施実施

�今後の発展が期待できない事業からの撤退により損失を計上今後の発展が期待できない事業からの撤退により損失を計上今後の発展が期待できない事業からの撤退により損失を計上今後の発展が期待できない事業からの撤退により損失を計上

円高の進⾏
原油価格の反転

円高の進⾏
原油価格の反転

フォロー

アゲインスト

1-3Q

市場⽀配⼒が強いｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾆｯﾁ製品で
影響を最⼩限に留めた

4Q

機能化学品が本領発揮

基礎化学品の基盤強化が奏功

環境急変



2016/3月期月期月期月期 業績業績業績業績
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16/3月期月期月期月期 概況概況概況概況

６６６６期連続で増収、４期連続で増益期連続で増収、４期連続で増益期連続で増収、４期連続で増益期連続で増収、４期連続で増益を達成を達成を達成を達成

基礎化学品および機能基礎化学品および機能基礎化学品および機能基礎化学品および機能化学品化学品化学品化学品の販売数量増とコストダウンが増益に貢献の販売数量増とコストダウンが増益に貢献の販売数量増とコストダウンが増益に貢献の販売数量増とコストダウンが増益に貢献

15/3月期月期月期月期 16/3月期月期月期月期

U S $ / 円円円円 108円円円円 121円円円円

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

ナフサナフサナフサナフサ（（（（円円円円/KL）））） 64,000円円円円 43,500円円円円

15/3月期月期月期月期 16/3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 101,365 100.0 102,125 100.0 0.7 760 105,000 97.3 ▲▲▲▲2,875

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 5,172 5.1 6,443 6.3 24.6 1,271 6,000 107.4 443

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 5,747 5.7 6,439 6.3 12.0 692 6,300 102.2 139

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 3,450 3.4 3,606 3.5 4.5 156 3,800 94.9 ▲▲▲▲194

一株利益一株利益一株利益一株利益（（（（円円円円）））） 32.75 －－－－ 34.23 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高 20,792 20.5 21,335 20.9 2.6 543 －－－－ －－－－ －－－－



8
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14/3期期期期 15/3期期期期 16/3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

（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

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、

機能化学品が４期連続増収を達成し全体を牽引機能化学品が４期連続増収を達成し全体を牽引機能化学品が４期連続増収を達成し全体を牽引機能化学品が４期連続増収を達成し全体を牽引

基礎化学品、機能化学品ともに大幅増益基礎化学品、機能化学品ともに大幅増益基礎化学品、機能化学品ともに大幅増益基礎化学品、機能化学品ともに大幅増益

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

40,517

44,229
42,580

32,481

35,816
37,867

18,621

21,319 21,676

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

14/3期期期期 15/3期期期期 16/3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

（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
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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

1,013億円億円億円億円 1,021億円億円億円億円

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

15/3期期期期 16/3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 増減額（億円）増減額（億円）増減額（億円）増減額（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 ▲▲▲▲2

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（EP）））） ▲▲▲▲4

塗料原料塗料原料塗料原料塗料原料 ほかほかほかほか ▲▲▲▲10

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

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 ＋＋＋＋7

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 ほかほかほかほか +5

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）

住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品 ほかほかほかほか +4

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

▲▲▲▲16（（（（億円）億円）億円）億円）

＋＋＋＋20（（（（億円）億円）億円）億円）

+4（（（（億円）億円）億円）億円）

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲27

数量増数量増数量増数量増

+11

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲4
数量増数量増数量増数量増

+24

※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

+4
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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

51億円億円億円億円

64億円億円億円億円

15/3期期期期 16/3期期期期

基礎化学品は市況軟化の影響を生産拡大とコストダウンによりカバーし増益を達成基礎化学品は市況軟化の影響を生産拡大とコストダウンによりカバーし増益を達成基礎化学品は市況軟化の影響を生産拡大とコストダウンによりカバーし増益を達成基礎化学品は市況軟化の影響を生産拡大とコストダウンによりカバーし増益を達成

機能化学品は原材料である基礎化学品のコスト機能化学品は原材料である基礎化学品のコスト機能化学品は原材料である基礎化学品のコスト機能化学品は原材料である基礎化学品のコスト低減低減低減低減と合成樹脂・合成ゴム、と合成樹脂・合成ゴム、と合成樹脂・合成ゴム、と合成樹脂・合成ゴム、ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア関連の関連の関連の関連の

拡販効果により増益拡販効果により増益拡販効果により増益拡販効果により増益

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

販売単価減販売単価減販売単価減販売単価減

▲▲▲▲27

販売販売販売販売

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲4
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

+3

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

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

＋＋＋＋8
原材料原材料原材料原材料

価格減価格減価格減価格減

＋＋＋＋9

電力・電力・電力・電力・原材料原材料原材料原材料

価格減価格減価格減価格減

＋＋＋＋26

固定費固定費固定費固定費増増増増

▲▲▲▲1

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

新規新規新規新規事業事業事業事業

撤退損失等撤退損失等撤退損失等撤退損失等

▲▲▲▲7

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）

� 生産（生産（生産（生産（4億円）億円）億円）億円） ：：：：AC収率収率収率収率改良、岡山化成以外への省エネ電極改良、岡山化成以外への省エネ電極改良、岡山化成以外への省エネ電極改良、岡山化成以外への省エネ電極導入など導入など導入など導入など

� 物流物流物流物流（（（（1億円）億円）億円）億円） ：：：：EP直接直接直接直接輸出の拡大、無機船の効率的運用など輸出の拡大、無機船の効率的運用など輸出の拡大、無機船の効率的運用など輸出の拡大、無機船の効率的運用など

� 購買購買購買購買（（（（1億円）億円）億円）億円） ：：：：調達先の多様化など調達先の多様化など調達先の多様化など調達先の多様化など

設備増強効果設備増強効果設備増強効果設備増強効果

・ダップ樹脂・ダップ樹脂・ダップ樹脂・ダップ樹脂

・第二・第二・第二・第二治験治験治験治験薬薬薬薬設備設備設備設備



11

B/SととととCF

自己資本比率、自己資本比率、自己資本比率、自己資本比率、D/ED/ED/ED/Eレシオともに改善レシオともに改善レシオともに改善レシオともに改善

機動的資金を中計達成に向けた戦略投資へ機動的資金を中計達成に向けた戦略投資へ機動的資金を中計達成に向けた戦略投資へ機動的資金を中計達成に向けた戦略投資へ

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 14/3期期期期 15/3期期期期 16/3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 5,177 7,460 5,031 ▲▲▲▲2,429

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 ▲▲▲▲8,336 ▲▲▲▲1,853 ▲▲▲▲2,535 ▲▲▲▲682

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 5,233 5,954 ▲▲▲▲3,433 ▲▲▲▲9,387

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 8,197 20,095 19,036 ▲▲▲▲1,059

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 14/3期期期期 15/3期期期期 16/3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 84,326 100,893 97,027 ▲▲▲▲3,866

純資産純資産純資産純資産 41,615 47,704 48,296 592

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 49.3％％％％ 47.3％％％％ 49.8％％％％ +2.5ポイントポイントポイントポイント

有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債 19,990 26,760 24,280 ▲▲▲▲2,486

D/Eレシオレシオレシオレシオ 0.48倍倍倍倍 0.56倍倍倍倍 0.50倍倍倍倍 －－－－



2017/3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

�基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減

�既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）

�海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）

�営業営業営業営業・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄをスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

�基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減基礎化学品および機能化学品の設備増強とコスト低減

�既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）既存のヘルスケア関連事業の拡大（品揃えの充実、川下展開の推進）

�海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）海外展開の強化（営業拠点拡充～将来の生産拠点構想を視野に）

�営業営業営業営業・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄを・研究・生産が三位一体となりＲ＆Ｄをスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

中国など新興国の高度成長が終焉、米国経済も勢いに陰り中国など新興国の高度成長が終焉、米国経済も勢いに陰り中国など新興国の高度成長が終焉、米国経済も勢いに陰り中国など新興国の高度成長が終焉、米国経済も勢いに陰り

政治政治政治政治・経済の先・経済の先・経済の先・経済の先行き不透明感が増幅行き不透明感が増幅行き不透明感が増幅行き不透明感が増幅

�米国大統領選の行方や英国の米国大統領選の行方や英国の米国大統領選の行方や英国の米国大統領選の行方や英国のEUEUEUEU離脱問題により国際的離脱問題により国際的離脱問題により国際的離脱問題により国際的な枠組みな枠組みな枠組みな枠組みが大きく変が大きく変が大きく変が大きく変

わる可能性わる可能性わる可能性わる可能性もももも

�新興国新興国新興国新興国は産業構造改革による新たな成長モデルを模索中は産業構造改革による新たな成長モデルを模索中は産業構造改革による新たな成長モデルを模索中は産業構造改革による新たな成長モデルを模索中

�先進国は金融危機後の低迷から持ち直しつつあるが依然低成長先進国は金融危機後の低迷から持ち直しつつあるが依然低成長先進国は金融危機後の低迷から持ち直しつつあるが依然低成長先進国は金融危機後の低迷から持ち直しつつあるが依然低成長

当社の対応当社の対応当社の対応当社の対応

マクロ環境マクロ環境マクロ環境マクロ環境マクロ環境マクロ環境マクロ環境マクロ環境

事業の再編、統合がさらに進む事業の再編、統合がさらに進む事業の再編、統合がさらに進む事業の再編、統合がさらに進む

�エネルギーコストの上昇と円高により日本の化学メーカーは競争劣位にエネルギーコストの上昇と円高により日本の化学メーカーは競争劣位にエネルギーコストの上昇と円高により日本の化学メーカーは競争劣位にエネルギーコストの上昇と円高により日本の化学メーカーは競争劣位に

�新興国は産業新興国は産業新興国は産業新興国は産業構造の調整や技術力向上により先進国への構造の調整や技術力向上により先進国への構造の調整や技術力向上により先進国への構造の調整や技術力向上により先進国への追い上げを加速追い上げを加速追い上げを加速追い上げを加速

�アジアを中心に過剰設備による市況低迷が続くアジアを中心に過剰設備による市況低迷が続くアジアを中心に過剰設備による市況低迷が続くアジアを中心に過剰設備による市況低迷が続く

化学業界化学業界化学業界化学業界

の環境の環境の環境の環境

化学業界化学業界化学業界化学業界

の環境の環境の環境の環境
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17/3月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画

16/3月期月期月期月期 17/3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 102,125 100.0 103,000 100.0 0.9 875

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 6,443 6.3 6,500 6.3 0.9 57

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 6,439 6.3 6,800 6.6 5.6 361

当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益 3,606 3.5 4,300 4.2 19.2 694

一 株 利 益一 株 利 益一 株 利 益一 株 利 益 （（（（ 円円円円 ）））） 34.23 －－－－ 40.82 －－－－ －－－－ －－－－

(百万円百万円百万円百万円) 16/3月期月期月期月期 17/3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 24,280 21,000

D / E レ シ オレ シ オレ シ オレ シ オ 0.5 0.4

売上高は７期連続、各利益は５期連続で過去最高の更新を見込む売上高は７期連続、各利益は５期連続で過去最高の更新を見込む売上高は７期連続、各利益は５期連続で過去最高の更新を見込む売上高は７期連続、各利益は５期連続で過去最高の更新を見込む

グローバルグローバルグローバルグローバルニッチニッチニッチニッチ製品を中心に業績拡大を製品を中心に業績拡大を製品を中心に業績拡大を製品を中心に業績拡大を牽牽牽牽引引引引

【【【【前提条件前提条件前提条件前提条件】】】】

2017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 107円円円円

ユーロユーロユーロユーロ/円円円円 120円円円円

ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円/KL）））） 38,000円円円円

海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高海 外 売 上 高 （（（（ ％％％％ ）））） 20.9 23.0
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合成ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム

合成樹脂合成樹脂合成樹脂合成樹脂

�中国、東南アジア、欧州での技術フォロー強化中国、東南アジア、欧州での技術フォロー強化中国、東南アジア、欧州での技術フォロー強化中国、東南アジア、欧州での技術フォロー強化

�ゴムコンパウンド、加硫剤など関連事業の拡大ゴムコンパウンド、加硫剤など関連事業の拡大ゴムコンパウンド、加硫剤など関連事業の拡大ゴムコンパウンド、加硫剤など関連事業の拡大

�国内外ＵＶインキ用途拡販、国内外ＵＶインキ用途拡販、国内外ＵＶインキ用途拡販、国内外ＵＶインキ用途拡販、新規アリル樹脂上市新規アリル樹脂上市新規アリル樹脂上市新規アリル樹脂上市

�欧米および中国市場への拡販欧米および中国市場への拡販欧米および中国市場への拡販欧米および中国市場への拡販

�銅箔用電極事業の拡大銅箔用電極事業の拡大銅箔用電極事業の拡大銅箔用電極事業の拡大

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

電極電極電極電極

機能機能機能機能

化学品化学品化学品化学品

17/3月期月期月期月期のののの取り組み取り組み取り組み取り組み

� ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア関連、機能化学品の規模の拡大を軸にグローバル市場へ展開関連、機能化学品の規模の拡大を軸にグローバル市場へ展開関連、機能化学品の規模の拡大を軸にグローバル市場へ展開関連、機能化学品の規模の拡大を軸にグローバル市場へ展開

�収益力強化のための事業再構築を実施収益力強化のための事業再構築を実施収益力強化のための事業再構築を実施収益力強化のための事業再構築を実施

エンジニアリング・エンジニアリング・エンジニアリング・エンジニアリング・

住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品

住宅住宅住宅住宅設備設備設備設備

ほかほかほかほか

基礎基礎基礎基礎

化学品化学品化学品化学品

�72,000トンへ増産（非エポキシ拡販および輸出拡大）トンへ増産（非エポキシ拡販および輸出拡大）トンへ増産（非エポキシ拡販および輸出拡大）トンへ増産（非エポキシ拡販および輸出拡大）

�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増産に伴い拡販を推進増産に伴い拡販を推進増産に伴い拡販を推進増産に伴い拡販を推進
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

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

�技術フォローによるシェア拡大技術フォローによるシェア拡大技術フォローによるシェア拡大技術フォローによるシェア拡大、新規顧客発掘、新規顧客発掘、新規顧客発掘、新規顧客発掘

�装置・カラムメーカーとの協業による販路拡大装置・カラムメーカーとの協業による販路拡大装置・カラムメーカーとの協業による販路拡大装置・カラムメーカーとの協業による販路拡大

クロマトクロマトクロマトクロマト

（医薬品精製材料）（医薬品精製材料）（医薬品精製材料）（医薬品精製材料）

医薬品原薬・中間体医薬品原薬・中間体医薬品原薬・中間体医薬品原薬・中間体

�新薬の開発段階への関与による受託テーマ開拓新薬の開発段階への関与による受託テーマ開拓新薬の開発段階への関与による受託テーマ開拓新薬の開発段階への関与による受託テーマ開拓

�自社製品の拡販（糖鎖、酵素、キラル）自社製品の拡販（糖鎖、酵素、キラル）自社製品の拡販（糖鎖、酵素、キラル）自社製品の拡販（糖鎖、酵素、キラル）

ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

関連関連関連関連

�各事業・製品の横展開、川下展開を支援各事業・製品の横展開、川下展開を支援各事業・製品の横展開、川下展開を支援各事業・製品の横展開、川下展開を支援

�蓄電デバイス用材料などの早期上市を目指す蓄電デバイス用材料などの早期上市を目指す蓄電デバイス用材料などの早期上市を目指す蓄電デバイス用材料などの早期上市を目指す

Ｒ＆Ｒ＆Ｒ＆Ｒ＆ＤＤＤＤ

既存事業強化既存事業強化既存事業強化既存事業強化

新製品・新規事業新製品・新規事業新製品・新規事業新製品・新規事業

※※※※下線部＝下線部＝下線部＝下線部＝R&D支援案件支援案件支援案件支援案件
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44,229
42,580

42,000

35,816
37,867 40,000

21,319 21,676 21,000

0
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20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

15/3 16/3 17/3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）

1,428 

2,121 

1,400 

4,648 

5,974 

6,500 

179 

-676

-200

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

15/3 16/3 17/3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

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

�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、 ヘルスケア関連の拡大が増収に貢献ヘルスケア関連の拡大が増収に貢献ヘルスケア関連の拡大が増収に貢献ヘルスケア関連の拡大が増収に貢献

�機能化学品の拡販効果、住宅設備ほかの収益改善が寄与し増益を達成機能化学品の拡販効果、住宅設備ほかの収益改善が寄与し増益を達成機能化学品の拡販効果、住宅設備ほかの収益改善が寄与し増益を達成機能化学品の拡販効果、住宅設備ほかの収益改善が寄与し増益を達成

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
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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

1,021億円億円億円億円 1,030億円億円億円億円

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

16/3期期期期 17/3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 増減額（億円）増減額（億円）増減額（億円）増減額（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 ▲▲▲▲3

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（EP）））） ▲▲▲▲2

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 +6

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 +4

電極電極電極電極 +2

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 ほかほかほかほか +9

製製製製 品品品品 増減額（億円）増減額（億円）増減額（億円）増減額（億円）

住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品住宅関連商品 ほかほかほかほか ▲▲▲▲7

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

▲▲▲▲5（（（（億円）億円）億円）億円）

+21（（（（億円）億円）億円）億円）

▲▲▲▲7（億円（億円（億円（億円））））

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲16

数量増数量増数量増数量増

+11

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋23

数量減数量減数量減数量減

▲▲▲▲7

※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

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲2



18

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

64億円億円億円億円
65億円億円億円億円

基礎基礎基礎基礎化学品化学品化学品化学品
機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

16/3期期期期 17/3期期期期計画計画計画計画

販売販売販売販売

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲16

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、ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア関連が生産・販売数量を伸ばし、増益に貢献関連が生産・販売数量を伸ばし、増益に貢献関連が生産・販売数量を伸ばし、増益に貢献関連が生産・販売数量を伸ばし、増益に貢献

住宅設備ほかは営業・開発体制強化により事業の再構築を推進住宅設備ほかは営業・開発体制強化により事業の再構築を推進住宅設備ほかは営業・開発体制強化により事業の再構築を推進住宅設備ほかは営業・開発体制強化により事業の再構築を推進

基礎化学品は需給バランスの変動による影響を基礎化学品は需給バランスの変動による影響を基礎化学品は需給バランスの変動による影響を基礎化学品は需給バランスの変動による影響を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増産に伴う販売強化とコストダウンで緩和増産に伴う販売強化とコストダウンで緩和増産に伴う販売強化とコストダウンで緩和増産に伴う販売強化とコストダウンで緩和

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン

+3

原材料原材料原材料原材料

価格減価格減価格減価格減

＋＋＋＋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

＋＋＋＋1

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲4

電力電力電力電力 ・・・・

原材料原材料原材料原材料

価格減価格減価格減価格減

＋＋＋＋5

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

固定費減等固定費減等固定費減等固定費減等

＋＋＋＋3

販売販売販売販売

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

数量数量数量数量増増増増

＋＋＋＋6

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４４４４億円）億円）億円）億円）

� 生産（生産（生産（生産（3億円）億円）億円）億円） ：設備改良による製品収率・：設備改良による製品収率・：設備改良による製品収率・：設備改良による製品収率・ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ原単位の原単位の原単位の原単位の

改善など改善など改善など改善など

� 物流物流物流物流（（（（1億円）億円）億円）億円） ：：：： 輸送手段の共同活用、ストックポイントの統廃合など輸送手段の共同活用、ストックポイントの統廃合など輸送手段の共同活用、ストックポイントの統廃合など輸送手段の共同活用、ストックポイントの統廃合など

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲1

販売販売販売販売

単価単価単価単価減減減減

▲▲▲▲2

設備増強が通期で寄与設備増強が通期で寄与設備増強が通期で寄与設備増強が通期で寄与

・ダップ樹脂・ダップ樹脂・ダップ樹脂・ダップ樹脂

・第二・第二・第二・第二治験治験治験治験薬薬薬薬設備設備設備設備

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

増産効果を見込む増産効果を見込む増産効果を見込む増産効果を見込む
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配当政策配当政策配当政策配当政策

6 6 6

7 7 7 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

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

安定配当継続のために記念配当を普通配当に安定配当継続のために記念配当を普通配当に安定配当継続のために記念配当を普通配当に安定配当継続のために記念配当を普通配当に

10

創立創立創立創立100周年周年周年周年
記念配当記念配当記念配当記念配当2円円円円

10



新製品・新規事業創出へのアプローチ新製品・新規事業創出へのアプローチ新製品・新規事業創出へのアプローチ新製品・新規事業創出へのアプローチ
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１．既存１．既存１．既存１．既存事業周辺でのしみ出し開発事業周辺でのしみ出し開発事業周辺でのしみ出し開発事業周辺でのしみ出し開発

新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出ⅠⅠⅠⅠ

既存事業周辺での“しみ出し開発”と新たな既存事業周辺での“しみ出し開発”と新たな既存事業周辺での“しみ出し開発”と新たな既存事業周辺での“しみ出し開発”と新たな成長成長成長成長エンジンエンジンエンジンエンジン

�既存製品の新グレード開発既存製品の新グレード開発既存製品の新グレード開発既存製品の新グレード開発

ＵＶインキ用新規アリル樹脂

新規合成ゴム

新規アリル架橋剤

２．新た２．新た２．新た２．新たなななな成長エンジンの成長エンジンの成長エンジンの成長エンジンの育成育成育成育成

� ヘルスケア事業を第三のヘルスケア事業を第三のヘルスケア事業を第三のヘルスケア事業を第三の柱に強化柱に強化柱に強化柱に強化

第二治験薬設備のフル稼働

超低温反応装置の設置

�当社コア技術を生かした用途開発当社コア技術を生かした用途開発当社コア技術を生かした用途開発当社コア技術を生かした用途開発

蓄電デバイス用材料の開発

キャパシタ用ゲル電解質

ＬｉＢ正極用水系バインダ

超低温反応装置超低温反応装置超低温反応装置超低温反応装置 ゲル電解質ゲル電解質ゲル電解質ゲル電解質 水系バインダ水系バインダ水系バインダ水系バインダ

技術技術技術技術

融合融合融合融合

ポリマーポリマーポリマーポリマー

合成合成合成合成

無機合成無機合成無機合成無機合成有機合成有機合成有機合成有機合成

バイオバイオバイオバイオ

ナノナノナノナノ

電極電極電極電極

電気化学電気化学電気化学電気化学
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新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出新製品・新規事業の創出ⅡⅡⅡⅡ

新設備新設備新設備新設備の導入の導入の導入の導入

産産産産官学と官学と官学と官学との連携の連携の連携の連携

新製品新製品新製品新製品・新規・新規・新規・新規事業事業事業事業

開発スピードアップ開発スピードアップ開発スピードアップ開発スピードアップ

全社全社全社全社技術を集約技術を集約技術を集約技術を集約

新製品・新事業の創出のための新製品・新事業の創出のための新製品・新事業の創出のための新製品・新事業の創出のための

４つの新たな取り組み４つの新たな取り組み４つの新たな取り組み４つの新たな取り組み

所在地 兵庫県尼崎市

（当社研究センター内）

建築階層 ４階建

建築面積 1,250 ㎡

延床面積 4,600 ㎡

建設費 約25億円

竣工予定 2017年10月

� グループビジョンに基づいた重点領域に研究開発資源を集中

�当社が強みを持つ機能化学品領域でのしみ出し開発

� ヘルスケア領域を３本目の収益の柱へ強化

１．開発１．開発１．開発１．開発スピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

２．新設備の導入２．新設備の導入２．新設備の導入２．新設備の導入

３．産官学との連携３．産官学との連携３．産官学との連携３．産官学との連携

�高薬理活性設備などの新設備を導入

�新たに抗癌剤原薬の受託などの新ビジネスを創出

�顧客や官学との共同研究の場を創生

４．全社技術を集約４．全社技術を集約４．全社技術を集約４．全社技術を集約

� コーポレート、事業部、生産技術、グループ各社のR&D活動を
集約し開発効率を最大化

新製品・新規事業を創出する場として新製品・新規事業を創出する場として新製品・新規事業を創出する場として新製品・新規事業を創出する場として

新研究開発棟を建設新研究開発棟を建設新研究開発棟を建設新研究開発棟を建設



お問合せ先 株式会社 大阪ソーダ
管理本部 IRグループ
TEL : 06-6110-1560

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。


