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2014/3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



14/3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

1

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4期連続、各利益は期連続、各利益は期連続、各利益は期連続、各利益は2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

経常利益経常利益経常利益経常利益50億円台を確保できる安定的な収益基盤が確立億円台を確保できる安定的な収益基盤が確立億円台を確保できる安定的な収益基盤が確立億円台を確保できる安定的な収益基盤が確立

増収増益増収増益増収増益増収増益
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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）

（売上高：百万円）（売上高：百万円）（売上高：百万円）（売上高：百万円） （利益：百万円）（利益：百万円）（利益：百万円）（利益：百万円）

過去最高を更新過去最高を更新過去最高を更新過去最高を更新



14/3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
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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
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73.5%

74.8%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

10/3期期期期 11/3期期期期 12/3期期期期 13/3期期期期 14/3期期期期

損益分岐点比率損益分岐点比率損益分岐点比率損益分岐点比率

セグメント別セグメント別セグメント別セグメント別 営業利益構成の変化営業利益構成の変化営業利益構成の変化営業利益構成の変化 損益分岐点比率の推移損益分岐点比率の推移損益分岐点比率の推移損益分岐点比率の推移

リーマンショック対応策

�全社コストダウン

�工場基盤整備 など

原燃料価格上昇への対応策

�新型省エネ電解槽の導入

�ＥＰ水島一極集中生産体制

など

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む

電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力

高付加価値事業の育成など、機能化学品事業へのシフトにより収益構造を強化高付加価値事業の育成など、機能化学品事業へのシフトにより収益構造を強化高付加価値事業の育成など、機能化学品事業へのシフトにより収益構造を強化高付加価値事業の育成など、機能化学品事業へのシフトにより収益構造を強化

事業構造改革と併せて実施したコストダウンにより損益分岐点比率がさらに低下事業構造改革と併せて実施したコストダウンにより損益分岐点比率がさらに低下事業構造改革と併せて実施したコストダウンにより損益分岐点比率がさらに低下事業構造改革と併せて実施したコストダウンにより損益分岐点比率がさらに低下

収益構造の強化収益構造の強化収益構造の強化収益構造の強化

3倍倍倍倍



トピックストピックストピックストピックス : グローバルニッチトップ企業グローバルニッチトップ企業グローバルニッチトップ企業グローバルニッチトップ企業100選選選選

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む長年取り組んできた事業強化戦略の効果が顕在化し、収益基盤の強化が進む

電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力電力や原材料価格上昇の影響を受けたが、拡販やコスト低減など事業環境回復に備え収益性改善に注力経済産業省の経済産業省の経済産業省の経済産業省の「グローバルニッチトップ企業「グローバルニッチトップ企業「グローバルニッチトップ企業「グローバルニッチトップ企業100選（選（選（選（GNT100）」）」）」）」に選定に選定に選定に選定

合成樹脂「ダイソーダップ合成樹脂「ダイソーダップ合成樹脂「ダイソーダップ合成樹脂「ダイソーダップ
TM
」が高い評価を受ける」が高い評価を受ける」が高い評価を受ける」が高い評価を受ける

ダイソーダップ（ダイソーダップ（ダイソーダップ（ダイソーダップ（GNT100）））） グローバルニッチ分野で世界トップシェアを獲得している製品グローバルニッチ分野で世界トップシェアを獲得している製品グローバルニッチ分野で世界トップシェアを獲得している製品グローバルニッチ分野で世界トップシェアを獲得している製品

※「グローバルニッチトップ企業100選」は、国際市場の開拓に取り組んでいる企業のうち、ニッチ分野において
高いシェアを確保し、良好な経営を実践している企業を選定するものです。

製品名 主要用途 世界シェア 国内シェア

エピクロルヒドリンゴム

（合成ゴム）

自動車用耐

熱・耐油ホー

ス、OA機器用

ゴムロール

アリルエーテル類

シランカップリ

ング剤、高級

木工塗料

液体クロマトグラフィー

用シリカゲル

精密分析機

器、医薬品精

製

１位１位１位１位

2位位位位

１位１位１位１位

１位１位１位１位

１位１位１位１位

１位１位１位１位

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（GNT）製品の事業拡大を加速）製品の事業拡大を加速）製品の事業拡大を加速）製品の事業拡大を加速

3

世界世界世界世界1位位位位



2014/3月期月期月期月期 業績業績業績業績



14/3月期月期月期月期 概況概況概況概況

4

売上高は売上高は売上高は売上高は4期連続で過去最高を更新し、期連続で過去最高を更新し、期連続で過去最高を更新し、期連続で過去最高を更新し、900億円を突破億円を突破億円を突破億円を突破

営業利益、経常利益、当期純利益ともに営業利益、経常利益、当期純利益ともに営業利益、経常利益、当期純利益ともに営業利益、経常利益、当期純利益ともに2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

機能化学品事業の拡大により、海外売上高比率は機能化学品事業の拡大により、海外売上高比率は機能化学品事業の拡大により、海外売上高比率は機能化学品事業の拡大により、海外売上高比率は18.5％に上昇％に上昇％に上昇％に上昇

13/3月期月期月期月期 14/3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 83,149 100.0 91,621 100.0 10.2 8,472 90,000 101.8 1,621

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 4,538 5.5 4,751 5.2 4.7 213 5,000 95.0 △△△△249

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 5,025 6.0 5,241 5.7 4.3 216 5,200 100.8 41

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 2,888 3.5 3,029 3.3 4.9 141 3,000 101.0 29

一株利益（円）一株利益（円）一株利益（円）一株利益（円） 27.41 －－－－ 28.76 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

13/3月期月期月期月期 14/3月期月期月期月期

U S $ / 円円円円 82円円円円 100円円円円

ユ ー ロユ ー ロユ ー ロユ ー ロ / 円円円円 106円円円円 133円円円円

ナフサ（円）ナフサ（円）ナフサ（円）ナフサ（円）KL）））） 58,000円円円円 67,500円円円円

海外売上高（％）海外売上高（％）海外売上高（％）海外売上高（％） 16.8 18.5
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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、

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

約約約約20%増増増増

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

1.5倍倍倍倍

�全てのセグメントで増収を達成、特に機能化学品は前年同期比で約全てのセグメントで増収を達成、特に機能化学品は前年同期比で約全てのセグメントで増収を達成、特に機能化学品は前年同期比で約全てのセグメントで増収を達成、特に機能化学品は前年同期比で約20％増％増％増％増

�基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 ：コストダウンを実施するも、原燃料価格上昇と市況低迷の影響を受け減益：コストダウンを実施するも、原燃料価格上昇と市況低迷の影響を受け減益：コストダウンを実施するも、原燃料価格上昇と市況低迷の影響を受け減益：コストダウンを実施するも、原燃料価格上昇と市況低迷の影響を受け減益

�機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 ：合成樹脂・合成ゴム、医薬品関連事業の成長で前年同期比：合成樹脂・合成ゴム、医薬品関連事業の成長で前年同期比：合成樹脂・合成ゴム、医薬品関連事業の成長で前年同期比：合成樹脂・合成ゴム、医薬品関連事業の成長で前年同期比1.5倍の増益を達成倍の増益を達成倍の増益を達成倍の増益を達成

電力料金、

原材料価格

上昇の影響



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
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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

831億円億円億円億円

916億円億円億円億円

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

13/3期期期期 14/3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 +8

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）））） +1

その他その他その他その他 +8

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）

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 +11

医薬品関連医薬品関連医薬品関連医薬品関連 ※2 +3

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 +6

グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー +10

その他その他その他その他 +21

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）

生活関連商品生活関連商品生活関連商品生活関連商品 +21

その他その他その他その他 ▲▲▲▲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

＋＋＋＋17（億円）（億円）（億円）（億円）

＋＋＋＋51（億円）（億円）（億円）（億円）

＋＋＋＋17（億円）（億円）（億円）（億円）

単価減単価減単価減単価減

▲▲▲▲2

数量増数量増数量増数量増

+19

単価増単価増単価増単価増

+12

数量増数量増数量増数量増

+39

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋17

※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 医薬品関連：医薬品原薬・中間体、シリカゲル等



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
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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

45億円億円億円億円

47億円億円億円億円

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

13/3期期期期 14/3期期期期

販売単価減販売単価減販売単価減販売単価減

▲▲▲▲2

販売単価増販売単価増販売単価増販売単価増

＋＋＋＋12

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

＋＋＋＋2

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン

＋＋＋＋8.5

電力・原材料電力・原材料電力・原材料電力・原材料

単価増単価増単価増単価増

▲▲▲▲22

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

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか

原燃料価格の大幅な上昇を水島地区と中心とする生産コストダウンと機能化学品の増収により吸収原燃料価格の大幅な上昇を水島地区と中心とする生産コストダウンと機能化学品の増収により吸収原燃料価格の大幅な上昇を水島地区と中心とする生産コストダウンと機能化学品の増収により吸収原燃料価格の大幅な上昇を水島地区と中心とする生産コストダウンと機能化学品の増収により吸収

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

＋＋＋＋4

原材料原材料原材料原材料

単価増単価増単価増単価増

▲▲▲▲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

＋＋＋＋1.5

� 生産コストダウン生産コストダウン生産コストダウン生産コストダウン

・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入

・・・・EP生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化

・プロセス改善による収率向上・プロセス改善による収率向上・プロセス改善による収率向上・プロセス改善による収率向上

・熱効率改善による蒸気使用量の削減・熱効率改善による蒸気使用量の削減・熱効率改善による蒸気使用量の削減・熱効率改善による蒸気使用量の削減 などなどなどなど

� 物流コストダウン物流コストダウン物流コストダウン物流コストダウン

� 固定費削減など固定費削減など固定費削減など固定費削減など

＋＋＋＋5.5

＋＋＋＋1.5

＋＋＋＋3.0

年間年間年間年間10億円のコストダウンを億円のコストダウンを億円のコストダウンを億円のコストダウンを

計画通り達成計画通り達成計画通り達成計画通り達成



B/SととととCF
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（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 12/3期期期期 13/3期期期期 14/3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 3,950 4,711 5,177 466

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 ▲▲▲▲2,340 ▲▲▲▲5,182 ▲▲▲▲8,336 ▲▲▲▲3,154

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 ▲▲▲▲1,385 430 5,233 4,803

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 5,881 5,934 8,197 2,263

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 12/3期期期期 13/3期期期期 14/3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 67,677 76,804 84,326 7,522

純資産純資産純資産純資産 34,843 38,226 41,615 3,369

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 51.4% 49.7％％％％ 49.3％％％％ －－－－

有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債 10,148 14, 015 19,990 5,975

D/Eレシオレシオレシオレシオ 0.29倍倍倍倍 0.37倍倍倍倍 0.48倍倍倍倍 －－－－

水島地区への設備投資などにより総資産が増加水島地区への設備投資などにより総資産が増加水島地区への設備投資などにより総資産が増加水島地区への設備投資などにより総資産が増加

有利子負債が増加したが、有利子負債が増加したが、有利子負債が増加したが、有利子負債が増加したが、D/Eレシオは引き続きレシオは引き続きレシオは引き続きレシオは引き続き0.5倍未満を維持倍未満を維持倍未満を維持倍未満を維持



2015/3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 事業計画事業計画事業計画事業計画
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14/3月期月期月期月期 15/3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 91,621 100.0 100,000 100.0 9.1 8,379

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益 4,751 5.2 5,500 5.5 15.8 749

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益 5,241 5.7 5,700 5.7 8.8 459

当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益 3,029 3.3 3,400 3.4 12.2 378

一 株 利 益 （ 円 ）一 株 利 益 （ 円 ）一 株 利 益 （ 円 ）一 株 利 益 （ 円 ） 28.76 －－－－ 32.28 －－－－ －－－－ －－－－

(百万円百万円百万円百万円) 14/3月期月期月期月期 15/3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 19,990 17,410

D / E レ シ オレ シ オレ シ オレ シ オ 0.48倍倍倍倍 0.38倍倍倍倍

売上高売上高売上高売上高1000億円を達成、各利益ともに億円を達成、各利益ともに億円を達成、各利益ともに億円を達成、各利益ともに過去最高を更新過去最高を更新過去最高を更新過去最高を更新する計画する計画する計画する計画

スピード感を持って収益性、成長性を追求し、スピード感を持って収益性、成長性を追求し、スピード感を持って収益性、成長性を追求し、スピード感を持って収益性、成長性を追求し、さらに強固な収益基盤を構築さらに強固な収益基盤を構築さらに強固な収益基盤を構築さらに強固な収益基盤を構築していくしていくしていくしていく

【【【【前提条件前提条件前提条件前提条件】】】】

2015年年年年3月期月期月期月期 計画計画計画計画

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄/円円円円 103円円円円

ユーロユーロユーロユーロ/円円円円 135円円円円

ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円ナフサ（円/KL）））） 68,000円円円円

海 外 売 上 高 （ ％ ）海 外 売 上 高 （ ％ ）海 外 売 上 高 （ ％ ）海 外 売 上 高 （ ％ ） 18.5 21.0



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
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38,852
40,517

44,000

16,891
18,621

20,200

27,404

32,481

35,800

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

13/3 14/3 15/3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

2,645

203 268
400

1,325

1,700

2,844

4,244
4,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

13/3 14/3 15/3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）

�全てのセグメントで過去最高全てのセグメントで過去最高全てのセグメントで過去最高全てのセグメントで過去最高を更新、特にを更新、特にを更新、特にを更新、特に機能化学品は機能化学品は機能化学品は機能化学品は2期連続期連続期連続期連続2桁増収桁増収桁増収桁増収を計画を計画を計画を計画

�基礎化学品は拡販およびコストダウン効果の本格化により利益率が改善基礎化学品は拡販およびコストダウン効果の本格化により利益率が改善基礎化学品は拡販およびコストダウン効果の本格化により利益率が改善基礎化学品は拡販およびコストダウン効果の本格化により利益率が改善

�機能化学品は海外事業の拡大、医薬品関連（ヘルスケア）の強化により増益機能化学品は海外事業の拡大、医薬品関連（ヘルスケア）の強化により増益機能化学品は海外事業の拡大、医薬品関連（ヘルスケア）の強化により増益機能化学品は海外事業の拡大、医薬品関連（ヘルスケア）の強化により増益

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

基礎化学品の基礎化学品の基礎化学品の基礎化学品の

収益が改善収益が改善収益が改善収益が改善

※調整額を含まず

18.5％％％％

10.2％％％％



売上高売上高売上高売上高1000億円達成に向けた施策億円達成に向けた施策億円達成に向けた施策億円達成に向けた施策
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�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 ：：：： 国内外の営業力強化国内外の営業力強化国内外の営業力強化国内外の営業力強化

�合成樹脂合成樹脂合成樹脂合成樹脂

・欧米市場での・欧米市場での・欧米市場での・欧米市場でのUVインキの新規採用の拡大インキの新規採用の拡大インキの新規採用の拡大インキの新規採用の拡大

�合成ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム

・中国現地メーカーの顧客開拓・中国現地メーカーの顧客開拓・中国現地メーカーの顧客開拓・中国現地メーカーの顧客開拓

・新興市場の需要拡大に伴う営業強化・新興市場の需要拡大に伴う営業強化・新興市場の需要拡大に伴う営業強化・新興市場の需要拡大に伴う営業強化（ブラジル、東南アジア）（ブラジル、東南アジア）（ブラジル、東南アジア）（ブラジル、東南アジア）

�医薬品関連医薬品関連医薬品関連医薬品関連 ：：：： シェア拡大および新製品の市場投入シェア拡大および新製品の市場投入シェア拡大および新製品の市場投入シェア拡大および新製品の市場投入

�シリカゲルシリカゲルシリカゲルシリカゲル

・医薬精製用途でのシェア拡大（欧米、アジア）・医薬精製用途でのシェア拡大（欧米、アジア）・医薬精製用途でのシェア拡大（欧米、アジア）・医薬精製用途でのシェア拡大（欧米、アジア）

・抗体医薬精製向け新グレードの市場投入・抗体医薬精製向け新グレードの市場投入・抗体医薬精製向け新グレードの市場投入・抗体医薬精製向け新グレードの市場投入

�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

・骨粗鬆症治療薬原薬の事業本格立ち上げ・骨粗鬆症治療薬原薬の事業本格立ち上げ・骨粗鬆症治療薬原薬の事業本格立ち上げ・骨粗鬆症治療薬原薬の事業本格立ち上げ

・新規案件（抗血栓薬など）の獲得・新規案件（抗血栓薬など）の獲得・新規案件（抗血栓薬など）の獲得・新規案件（抗血栓薬など）の獲得

�その他の機能性素材その他の機能性素材その他の機能性素材その他の機能性素材 ：：：： 新たな分野への事業展開新たな分野への事業展開新たな分野への事業展開新たな分野への事業展開

・吸水性樹脂のシェア拡大・吸水性樹脂のシェア拡大・吸水性樹脂のシェア拡大・吸水性樹脂のシェア拡大

・グラスファイバー周辺素材への進出・グラスファイバー周辺素材への進出・グラスファイバー周辺素材への進出・グラスファイバー周辺素材への進出

�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 ：：：： 積極的な拡販を推進積極的な拡販を推進積極的な拡販を推進積極的な拡販を推進

・地域密着型営業体制をさらに強化・地域密着型営業体制をさらに強化・地域密着型営業体制をさらに強化・地域密着型営業体制をさらに強化（新営業所開設を検討中）（新営業所開設を検討中）（新営業所開設を検討中）（新営業所開設を検討中）

�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 ：：：： 国内外でのシェア拡大国内外でのシェア拡大国内外でのシェア拡大国内外でのシェア拡大

・海外需要家との戦略的提携の推進・海外需要家との戦略的提携の推進・海外需要家との戦略的提携の推進・海外需要家との戦略的提携の推進

・生産体制強化に伴う国内販売シェア拡大・生産体制強化に伴う国内販売シェア拡大・生産体制強化に伴う国内販売シェア拡大・生産体制強化に伴う国内販売シェア拡大

�原燃料価格上昇に伴う価格改定原燃料価格上昇に伴う価格改定原燃料価格上昇に伴う価格改定原燃料価格上昇に伴う価格改定

�年間年間年間年間7億円億円億円億円 ：：：： 基礎化学品の収益性改善基礎化学品の収益性改善基礎化学品の収益性改善基礎化学品の収益性改善

�生産生産生産生産CD（（（（6億円）億円）億円）億円）

・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上 などなどなどなど

（新型省エネ電解槽、水島一極集中の継続的効果含む）（新型省エネ電解槽、水島一極集中の継続的効果含む）（新型省エネ電解槽、水島一極集中の継続的効果含む）（新型省エネ電解槽、水島一極集中の継続的効果含む）

�物流物流物流物流CD（（（（1億円）億円）億円）億円）

・水島地区の・水島地区の・水島地区の・水島地区のEP直接輸出直接輸出直接輸出直接輸出 などなどなどなど

�投資予定額投資予定額投資予定額投資予定額 ：：：： 50億円億円億円億円（着工ベース含む）（着工ベース含む）（着工ベース含む）（着工ベース含む）

�機能化学品（事業拡大に伴う生産体制の強化）機能化学品（事業拡大に伴う生産体制の強化）機能化学品（事業拡大に伴う生産体制の強化）機能化学品（事業拡大に伴う生産体制の強化）

・合成樹脂設備増強・合成樹脂設備増強・合成樹脂設備増強・合成樹脂設備増強

・第二治験薬設備新設・第二治験薬設備新設・第二治験薬設備新設・第二治験薬設備新設 などなどなどなど

�基礎化学品（拡販体制の強化のためのインフラ整備）基礎化学品（拡販体制の強化のためのインフラ整備）基礎化学品（拡販体制の強化のためのインフラ整備）基礎化学品（拡販体制の強化のためのインフラ整備）

・・・・EP貯槽能力強化貯槽能力強化貯槽能力強化貯槽能力強化 などなどなどなど

�生活関連商品生活関連商品生活関連商品生活関連商品 ：：：： 新商品、ヘルスケアへの展開新商品、ヘルスケアへの展開新商品、ヘルスケアへの展開新商品、ヘルスケアへの展開

・ケミカル技術を応用した商品開発を促進・ケミカル技術を応用した商品開発を促進・ケミカル技術を応用した商品開発を促進・ケミカル技術を応用した商品開発を促進

・滅菌・除菌製品の事業拡大を加速・滅菌・除菌製品の事業拡大を加速・滅菌・除菌製品の事業拡大を加速・滅菌・除菌製品の事業拡大を加速

�建材建材建材建材 ：：：： 新たなファブレス化案件の推進新たなファブレス化案件の推進新たなファブレス化案件の推進新たなファブレス化案件の推進



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）
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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

1,000億円億円億円億円

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 +7

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）））） +15

その他その他その他その他 ＋＋＋＋13

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 +5

医薬品関連医薬品関連医薬品関連医薬品関連 ※2 +6

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 +4

グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー +8

その他その他その他その他 +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）

生活関連商品生活関連商品生活関連商品生活関連商品 +9

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 +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

+35（億円）（億円）（億円）（億円）

+33（億円）（億円）（億円）（億円）

+16（億円）（億円）（億円）（億円）

単価増単価増単価増単価増

＋＋＋＋7

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋28

単価増単価増単価増単価増

＋＋＋＋2

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋31

数量増数量増数量増数量増

＋＋＋＋16

※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 医薬品関連：医薬品原薬・中間体、シリカゲル等



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）
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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

55億円億円億円億円

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

14/3期期期期 15/3期計画期計画期計画期計画

販売単価増販売単価増販売単価増販売単価増

+7

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

+3.5 電力・原材料電力・原材料電力・原材料電力・原材料

単価増単価増単価増単価増

▲▲▲▲7

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

+1.5

基礎化学品の収益性改善のためのコストダウンと機能化学品の国内外へ拡販により増益を見込む基礎化学品の収益性改善のためのコストダウンと機能化学品の国内外へ拡販により増益を見込む基礎化学品の収益性改善のためのコストダウンと機能化学品の国内外へ拡販により増益を見込む基礎化学品の収益性改善のためのコストダウンと機能化学品の国内外へ拡販により増益を見込む

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

+4.5

� 生産コストダウン生産コストダウン生産コストダウン生産コストダウン

・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入・新型省エネ電解槽の導入

・・・・EP生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化生産の水島工場一極化

・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上・プロセス改善による原単位向上 などなどなどなど

� 物流コストダウン物流コストダウン物流コストダウン物流コストダウン

＋＋＋＋6.0

＋＋＋＋1.0

年間7億円のコストダウンを実施
（基礎化学品の収益性改善）

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲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

+7

原材料原材料原材料原材料

単価増単価増単価増単価増

▲▲▲▲2
販売単価増販売単価増販売単価増販売単価増

+2

固定費増固定費増固定費増固定費増

▲▲▲▲2

住宅設備住宅設備住宅設備住宅設備

ほかほかほかほか



配当政策配当政策配当政策配当政策
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安定配当継続安定配当継続安定配当継続安定配当継続 ：：：： 年間年間年間年間7777円を計画円を計画円を計画円を計画

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

88.8%

69.8%

21.7%
31.2%

36.3%
32.9%

26.3% 38.0%
25.5% 24.6%
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06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3期期期期E

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

一株配当（左軸）一株配当（左軸）一株配当（左軸）一株配当（左軸） 配当性向（右軸）配当性向（右軸）配当性向（右軸）配当性向（右軸）

(円）(円）(円）(円）

創立創立創立創立95周年記念配当周年記念配当周年記念配当周年記念配当



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 FRONTIER-100



③③③③技術力技術力技術力技術力があるがあるがあるがある

⑤⑤⑤⑤挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする企業風土企業風土企業風土企業風土

④④④④戦略投資戦略投資戦略投資戦略投資のののの推進推進推進推進

①①①①収益力収益力収益力収益力があるがあるがあるがある

②②②②成長力成長力成長力成長力があるがあるがあるがある

1．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

2．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

3．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画 NNEXT EXT FFRONTIERRONTIER--100100

2014／3期

売上高 916億円

経常利益 52億円

ROE（%） 7.6 %

ステージステージステージステージⅠⅠⅠⅠ

（2016／3期）

売上高売上高売上高売上高 1,100億円億円億円億円

経常利益経常利益経常利益経常利益 70億円億円億円億円

ROE（（（（%）））） 9%以上以上以上以上

ステージステージステージステージⅡⅡⅡⅡ

（2019／3期）

売上高売上高売上高売上高 1,300億円億円億円億円

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

ROE（（（（%）））） 10%以上以上以上以上

基基基基基基基基 本本本本本本本本 目目目目目目目目 標標標標標標標標

グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（グループビジョン（1010年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）年後の当社グループ）

基基基基基基基基 本本本本本本本本 方方方方方方方方 針針針針針針針針
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4．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

5．戦略投資の推進．戦略投資の推進．戦略投資の推進．戦略投資の推進

6．人事・管理諸制度改革の推進．人事・管理諸制度改革の推進．人事・管理諸制度改革の推進．人事・管理諸制度改革の推進



中期経営計画の変遷中期経営計画の変遷中期経営計画の変遷中期経営計画の変遷 : 当社グループの成長イメージ当社グループの成長イメージ当社グループの成長イメージ当社グループの成長イメージ

DYNAMIC ACTION-13
新たな成長基盤の構築

GLOBAL GROWTH-10
機能化学品の強化

NEXTAGE-05
企業体質の強化

ADVANCE-08
事業領域の拡大

計画
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0

20

40

60

80

100
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140
売上高（左軸）売上高（左軸）売上高（左軸）売上高（左軸） 経常利益（右軸）経常利益（右軸）経常利益（右軸）経常利益（右軸）

（売上高：億円）（売上高：億円）（売上高：億円）（売上高：億円） （経常利益：億円）（経常利益：億円）（経常利益：億円）（経常利益：億円）

～～

NEXT FRONTIER-100
新たな成長エンジンの創出

ステージⅠ

売上高1,100億円
経常利益70億円

ステージⅡ

売上高1,300億円
経常利益100億円

創立創立創立創立100周年周年周年周年

～
～

0
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新たな事業領域、エリアへの展開新たな事業領域、エリアへの展開新たな事業領域、エリアへの展開新たな事業領域、エリアへの展開

5.6%

42.5% 37.7%

14.2%

※※※※赤字は、赤字は、赤字は、赤字は、

既存技術の応用開発既存技術の応用開発既存技術の応用開発既存技術の応用開発

1．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

2019/3期目標期目標期目標期目標 : 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%

2．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

2019/3期目標期目標期目標期目標 : 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%

エネルギー・環境エネルギー・環境エネルギー・環境エネルギー・環境 ライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンス

その他その他その他その他 電子材料電子材料電子材料電子材料

� 感光性銀ペースト感光性銀ペースト感光性銀ペースト感光性銀ペースト

� 銀ナノ粒子インク銀ナノ粒子インク銀ナノ粒子インク銀ナノ粒子インク などなどなどなど

� 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

� バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材

� 新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体

� 滅菌・除菌製品滅菌・除菌製品滅菌・除菌製品滅菌・除菌製品

� 新規耐熱性ゴム新規耐熱性ゴム新規耐熱性ゴム新規耐熱性ゴム

� ＵＶインク用アリル樹脂ＵＶインク用アリル樹脂ＵＶインク用アリル樹脂ＵＶインク用アリル樹脂

� リチウムイオン回収剤リチウムイオン回収剤リチウムイオン回収剤リチウムイオン回収剤

� ＬＩＣ用穴あき銅箔ＬＩＣ用穴あき銅箔ＬＩＣ用穴あき銅箔ＬＩＣ用穴あき銅箔

� ＬＩＢ用部材ＬＩＢ用部材ＬＩＢ用部材ＬＩＢ用部材 などなどなどなど

�新組成による高効率電極新組成による高効率電極新組成による高効率電極新組成による高効率電極

�電解水素の用途開発電解水素の用途開発電解水素の用途開発電解水素の用途開発

� グラスウール強化熱可塑性樹脂グラスウール強化熱可塑性樹脂グラスウール強化熱可塑性樹脂グラスウール強化熱可塑性樹脂

などなどなどなど

欧州欧州欧州欧州 アジアアジアアジアアジア 北南米北南米北南米北南米

2014/3期期期期 43億円億円億円億円 106億円億円億円億円 21億円億円億円億円

2019/3期期期期 65億円億円億円億円 217億円億円億円億円 43億円億円億円億円
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倍増倍増倍増倍増 倍増倍増倍増倍増1.5倍倍倍倍

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））））

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

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

シリカゲルシリカゲルシリカゲルシリカゲル

その他の機能性素材その他の機能性素材その他の機能性素材その他の機能性素材

�コーティング材料や衛生材料を中心に現地コーティング材料や衛生材料を中心に現地コーティング材料や衛生材料を中心に現地コーティング材料や衛生材料を中心に現地

法人網を活用した事業活動を強化法人網を活用した事業活動を強化法人網を活用した事業活動を強化法人網を活用した事業活動を強化

�医薬品精製用途の欧米、アジアでのシェア獲得医薬品精製用途の欧米、アジアでのシェア獲得医薬品精製用途の欧米、アジアでのシェア獲得医薬品精製用途の欧米、アジアでのシェア獲得

�新グレードの投入、周辺素材への進出による新グレードの投入、周辺素材への進出による新グレードの投入、周辺素材への進出による新グレードの投入、周辺素材への進出による

事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大

�欧米市場におけるシランカップリング用途欧米市場におけるシランカップリング用途欧米市場におけるシランカップリング用途欧米市場におけるシランカップリング用途

のシェア拡大のシェア拡大のシェア拡大のシェア拡大

�合成樹脂：欧米・アジア市場での合成樹脂：欧米・アジア市場での合成樹脂：欧米・アジア市場での合成樹脂：欧米・アジア市場でのUVインキのインキのインキのインキの

需要深耕需要深耕需要深耕需要深耕

�合成ゴム：新興国の需要拡大および現地合成ゴム：新興国の需要拡大および現地合成ゴム：新興国の需要拡大および現地合成ゴム：新興国の需要拡大および現地

調達化への対応を推進調達化への対応を推進調達化への対応を推進調達化への対応を推進

�水島地区でのグローバルコスト競争力強化水島地区でのグローバルコスト競争力強化水島地区でのグローバルコスト競争力強化水島地区でのグローバルコスト競争力強化

�東南アジア、インド市場への展開を加速東南アジア、インド市場への展開を加速東南アジア、インド市場への展開を加速東南アジア、インド市場への展開を加速

�機能性食品素材機能性食品素材機能性食品素材機能性食品素材 などなどなどなど
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機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品 医薬品関連医薬品関連医薬品関連医薬品関連((((ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア)))) 基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品 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）

事業構造の変革事業構造の変革事業構造の変革事業構造の変革 : 高付加価値事業高付加価値事業高付加価値事業高付加価値事業（機能・ヘルスケア）（機能・ヘルスケア）（機能・ヘルスケア）（機能・ヘルスケア）に注力に注力に注力に注力

3．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成．ヘルスケア関連事業の育成

2019/3期目標期目標期目標期目標 : 売上高売上高売上高売上高100億円億円億円億円

13／／／／3期～期～期～期～
医薬品関連が機能化学品の医薬品関連が機能化学品の医薬品関連が機能化学品の医薬品関連が機能化学品の

40％以上を占める事業に成長％以上を占める事業に成長％以上を占める事業に成長％以上を占める事業に成長

事業領域の拡大により収益の事業領域の拡大により収益の事業領域の拡大により収益の事業領域の拡大により収益の

3本目の柱に育成本目の柱に育成本目の柱に育成本目の柱に育成

98/3期期期期
ファインケミカル部発足ファインケミカル部発足ファインケミカル部発足ファインケミカル部発足
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40%

60%

※調整額を含まず

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

シリカゲルシリカゲルシリカゲルシリカゲル

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

機能性食品素材機能性食品素材機能性食品素材機能性食品素材

滅菌・除菌薬剤滅菌・除菌薬剤滅菌・除菌薬剤滅菌・除菌薬剤

計画

技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）

技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）

技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）

技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）技術的特長（強み）

�新グレードの開発新グレードの開発新グレードの開発新グレードの開発

�低分子医薬品精製素材低分子医薬品精製素材低分子医薬品精製素材低分子医薬品精製素材

�高強度シリカゲル高強度シリカゲル高強度シリカゲル高強度シリカゲル などなどなどなど

�新規医薬品精製分野新規医薬品精製分野新規医薬品精製分野新規医薬品精製分野

�バイオ医薬品精製用ゲルバイオ医薬品精製用ゲルバイオ医薬品精製用ゲルバイオ医薬品精製用ゲル

�天然物からの薬効成分抽出ゲル天然物からの薬効成分抽出ゲル天然物からの薬効成分抽出ゲル天然物からの薬効成分抽出ゲル

などなどなどなど

独自の表面修飾技術と独自の表面修飾技術と独自の表面修飾技術と独自の表面修飾技術と

物性値の制御による物性値の制御による物性値の制御による物性値の制御による

高度な分離精度高度な分離精度高度な分離精度高度な分離精度

�健康食品の商品企画健康食品の商品企画健康食品の商品企画健康食品の商品企画

�新素材の開発新素材の開発新素材の開発新素材の開発

�バイオ技術の応用展開バイオ技術の応用展開バイオ技術の応用展開バイオ技術の応用展開

�健康食品、化粧品素材健康食品、化粧品素材健康食品、化粧品素材健康食品、化粧品素材 などなどなどなど

�大型施設向け滅菌剤大型施設向け滅菌剤大型施設向け滅菌剤大型施設向け滅菌剤

�レジオネラ対策レジオネラ対策レジオネラ対策レジオネラ対策

�クーリングタワークーリングタワークーリングタワークーリングタワー などなどなどなど

キラル、ペプチド合成、キラル、ペプチド合成、キラル、ペプチド合成、キラル、ペプチド合成、

酵素反応の酵素反応の酵素反応の酵素反応の3つの先端つの先端つの先端つの先端

技術と蓄積された開発技術と蓄積された開発技術と蓄積された開発技術と蓄積された開発

ノウハウノウハウノウハウノウハウ

有効成分濃度の長期維持有効成分濃度の長期維持有効成分濃度の長期維持有効成分濃度の長期維持

を可能にする徐放技術を可能にする徐放技術を可能にする徐放技術を可能にする徐放技術

医薬品関連＋新事業領域医薬品関連＋新事業領域医薬品関連＋新事業領域医薬品関連＋新事業領域

(健康食品・除菌健康食品・除菌健康食品・除菌健康食品・除菌)

サンヨー

ファイン買収

タンパク質や多糖類のタンパク質や多糖類のタンパク質や多糖類のタンパク質や多糖類の

効率的な生産技術効率的な生産技術効率的な生産技術効率的な生産技術

�ジェネリックへの展開ジェネリックへの展開ジェネリックへの展開ジェネリックへの展開

�新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体新規医薬品原薬・中間体

�治験薬事業の強化治験薬事業の強化治験薬事業の強化治験薬事業の強化

�バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材バイオ医薬品周辺素材

�遺伝子組み換えによるタンパク質・遺伝子組み換えによるタンパク質・遺伝子組み換えによるタンパク質・遺伝子組み換えによるタンパク質・

多糖類多糖類多糖類多糖類

�培地培地培地培地 などなどなどなど



既存事業の再構築・再強化／戦略投資の推進既存事業の再構築・再強化／戦略投資の推進既存事業の再構築・再強化／戦略投資の推進既存事業の再構築・再強化／戦略投資の推進

4．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

新規事業・海外事業の推進とコスト構造改革新規事業・海外事業の推進とコスト構造改革新規事業・海外事業の推進とコスト構造改革新規事業・海外事業の推進とコスト構造改革

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

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（AC））））
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））））

�国内事業基盤の強化

�プロセス改善によるコスト低減

�事業のさらなる拡大強化

営業力＋コスト営業力＋コスト営業力＋コスト営業力＋コスト

コスト＋再増強コスト＋再増強コスト＋再増強コスト＋再増強

生活関連商品生活関連商品生活関連商品生活関連商品

�滅菌・除菌製品の事業拡大

営業力＋開発力営業力＋開発力営業力＋開発力営業力＋開発力

住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか住宅設備ほか

AC・・・・EP誘導製品誘導製品誘導製品誘導製品

医薬品関連医薬品関連医薬品関連医薬品関連

�海外市場に軸足を置いた拡販

�新たなグローバルニッチトップ（GNT）製品
の創出

営業力＋開発力営業力＋開発力営業力＋開発力営業力＋開発力

5．戦略投資の推進．戦略投資の推進．戦略投資の推進．戦略投資の推進

2019/3期までの期までの期までの期までの5ヵ年ヵ年ヵ年ヵ年 : 総額総額総額総額400億円億円億円億円
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強強強強

化化化化

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

既存事業再強化既存事業再強化既存事業再強化既存事業再強化

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

既存事業再増強既存事業再増強既存事業再増強既存事業再増強

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

新規事業新規事業新規事業新規事業

M&Aほかほかほかほか

インフラ強化インフラ強化インフラ強化インフラ強化

既存事業既存事業既存事業既存事業 新規事業新規事業新規事業新規事業

機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品

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

R&D体制強化
情報化投資など

19

アリルエーテル、合成樹脂の増強

新規合成ゴムの事業化

電極の生産効率向上

需要拡大への対応

�第二治験薬設備

�シリカゲル修飾設備

EP事業強化など

基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン



成長へのステップ成長へのステップ成長へのステップ成長へのステップ : 戦略推進体制を強化戦略推進体制を強化戦略推進体制を強化戦略推進体制を強化

� 既存コア事業の強化

� 成長投資の推進

� ステージⅠの成果の実現

� 新たな領域への展開

NEXT FRONTIER-100

NEXTAGE-05

DYNAMIC ACTION-13
～

機能化学品事業機能化学品事業機能化学品事業機能化学品事業

基礎化学品事業基礎化学品事業基礎化学品事業基礎化学品事業

ヘルスケア関連事業ヘルスケア関連事業ヘルスケア関連事業ヘルスケア関連事業

成長の牽引力

競争力の源泉

収益拡大を加速
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新規事業推進新規事業推進新規事業推進新規事業推進PTPTPTPT 海外事業推進海外事業推進海外事業推進海外事業推進PTPTPTPT

コストコストコストコスト構造改革構造改革構造改革構造改革

PTPTPTPT

� 経営戦略本部の下にプロジェクトチームを設置

� 新製品・新規事業の創出

� 海外事業の拡大



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


