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説明内容説明内容説明内容説明内容

１１１１ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期((((第第第第2222四半期四半期四半期四半期))))連結決算連結決算連結決算連結決算

２２２２ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

４４４４ 結結結結びびびび
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１１１１ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期((((第第第第2222四半期四半期四半期四半期))))連結決算連結決算連結決算連結決算

２２２２ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

説明内容説明内容説明内容説明内容

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

４４４４ 結結結結びびびび
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2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期業績上期業績上期業績上期業績

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期

増減増減増減増減
2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期（（（（計画計画計画計画））））

売上高売上高売上高売上高 13,28813,28813,28813,288 12,37812,37812,37812,378 910910910910 14,00014,00014,00014,000

営業利益営業利益営業利益営業利益 820820820820 761761761761 59595959 900900900900

経常利益経常利益経常利益経常利益 802802802802 691691691691 111111111111 800800800800

四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益 514514514514 450450450450 64646464 500500500500
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四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益 514514514514 450450450450 64646464 500500500500

・・・・中国市場中国市場中国市場中国市場においてにおいてにおいてにおいて、、、、機能性粘着機能性粘着機能性粘着機能性粘着テープのテープのテープのテープの販売販売販売販売がががが低迷低迷低迷低迷したもののしたもののしたもののしたものの、、、、
微粉体微粉体微粉体微粉体およびおよびおよびおよび特殊機能材製品特殊機能材製品特殊機能材製品特殊機能材製品のののの販売増販売増販売増販売増。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、為替影響為替影響為替影響為替影響でででで売上増売上増売上増売上増。。。。

・・・・主力主力主力主力のののの粘着剤関連製品粘着剤関連製品粘着剤関連製品粘着剤関連製品はははは、ＦＰＤ、ＦＰＤ、ＦＰＤ、ＦＰＤ用途用途用途用途でででで需要需要需要需要がががが低迷低迷低迷低迷したがしたがしたがしたが、、、、
一般用途一般用途一般用途一般用途のののの販売販売販売販売はははは堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移。。。。

・・・・円安円安円安円安・・・・原油高原油高原油高原油高によりによりによりにより原料価格原料価格原料価格原料価格はははは上昇上昇上昇上昇したがしたがしたがしたが、、、、原価低減等原価低減等原価低減等原価低減等によりによりによりにより
前年同期前年同期前年同期前年同期のののの利益水準利益水準利益水準利益水準をををを維持維持維持維持。。。。



売上高売上高売上高売上高・・・・経常利益経常利益経常利益経常利益・・・・純利益純利益純利益純利益のののの推移推移推移推移

（（（（億円億円億円億円））））

売売売売

上上上上

高高高高

経経経経

常常常常

利利利利

益益益益
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高高高高 益益益益

・・・・
純純純純

利利利利

益益益益



2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期 増減増減増減増減

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
上期上期上期上期（（（（計画計画計画計画））））

ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ 11,87511,87511,87511,875 11,20711,20711,20711,207 668668668668 12,30012,30012,30012,300

粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤 6,3636,3636,3636,363 6,2646,2646,2646,264 99999999 6,5006,5006,5006,500

微粉体微粉体微粉体微粉体 1,2421,2421,2421,242 1,0711,0711,0711,071 171171171171 1,2001,2001,2001,200
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微粉体微粉体微粉体微粉体 1,2421,2421,2421,242 1,0711,0711,0711,071 171171171171 1,2001,2001,2001,200

特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材 1,7601,7601,7601,760 1,4911,4911,4911,491 269269269269 1,6001,6001,6001,600

加工製品加工製品加工製品加工製品 2,4602,4602,4602,460 2,3442,3442,3442,344 116116116116 2,8002,8002,8002,800

新規事業新規事業新規事業新規事業 47474747 35353535 12121212 200200200200

装置装置装置装置システムシステムシステムシステム 1,4131,4131,4131,413 1,1711,1711,1711,171 242242242242 1,7001,7001,7001,700

合計合計合計合計 13,28813,28813,28813,288 12,37812,37812,37812,378 910910910910 14,00014,00014,00014,000



2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期営業利益分析上期営業利益分析上期営業利益分析上期営業利益分析

7.6 7.6 7.6 7.6 8.2 8.2 8.2 8.2 
1.7 1.7 1.7 1.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 

△△△△2.12.12.12.1
6666

8888

10101010

12121212
（（（（億円億円億円億円））））

粗利益粗利益粗利益粗利益＋＋＋＋ 1.91.91.91.9
販管費販管費販管費販管費△△△△ 1.51.51.51.5
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0000

2222

4444

6666

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期

上期上期上期上期

コストコストコストコスト削減削減削減削減 売上増等売上増等売上増等売上増等 為替差為替差為替差為替差 原料価格高原料価格高原料価格高原料価格高 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期

上期上期上期上期

+0.6+0.6+0.6+0.6



資産資産資産資産のののの状況状況状況状況

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

2013201320132013年年年年9999月末月末月末月末 2013201320132013年年年年3333月末月末月末月末 増減増減増減増減

流動資産流動資産流動資産流動資産 18,13818,13818,13818,138 17,93717,93717,93717,937 201201201201

現預金等現預金等現預金等現預金等 5,1565,1565,1565,156 5,3875,3875,3875,387 △△△△ 231231231231

受取手形受取手形受取手形受取手形・・・・売掛金売掛金売掛金売掛金 8,2608,2608,2608,260 8,2148,2148,2148,214 46464646

棚卸資産棚卸資産棚卸資産棚卸資産 4,0604,0604,0604,060 3,6883,6883,6883,688 372372372372
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そのそのそのその他他他他 662662662662 647647647647 11115555

固定資産固定資産固定資産固定資産 14,96214,96214,96214,962 13,84113,84113,84113,841 1,1211,1211,1211,121

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 12,62712,62712,62712,627 11,70311,70311,70311,703 924924924924

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 237237237237 196196196196 41414141

投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産 2,0982,0982,0982,098 1,9421,9421,9421,942 156156156156

資産合計資産合計資産合計資産合計 33,09933,09933,09933,099 31,77831,77831,77831,778 1,3211,3211,3211,321



負債負債負債負債・・・・純資産純資産純資産純資産のののの状況状況状況状況

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

2013201320132013年年年年9999月末月末月末月末 2013201320132013年年年年3333月末月末月末月末 増減増減増減増減

流動負債流動負債流動負債流動負債 10,86910,86910,86910,869 11,09711,09711,09711,097 △△△△ 228228228228

支払債務支払債務支払債務支払債務 5,9175,9175,9175,917 6,0256,0256,0256,025 △△△△ 108108108108

短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 2,8712,8712,8712,871 2,2042,2042,2042,204 667667667667

そのそのそのその他他他他 2,0812,0812,0812,081 2,8682,8682,8682,868 △△△△ 787787787787
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固定負債固定負債固定負債固定負債 3,2313,2313,2313,231 2,9902,9902,9902,990 241241241241

長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 1,6881,6881,6881,688 1,4111,4111,4111,411 277277277277

退職給付引当金等退職給付引当金等退職給付引当金等退職給付引当金等 1,5431,5431,5431,543 1,5791,5791,5791,579 △△△△36363636

負債合計負債合計負債合計負債合計 14,10014,10014,10014,100 14,08714,08714,08714,087 13131313

純資産純資産純資産純資産 18,99918,99918,99918,999 17,69117,69117,69117,691 1,3081,3081,3081,308

負債負債負債負債・・・・純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 33,09933,09933,09933,099 31,77831,77831,77831,778 1,3211,3211,3211,321



キャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの状況状況状況状況
（（（（億円億円億円億円））））
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【【【【営業活動営業活動営業活動営業活動CF】】】】

税金等調整前純利益税金等調整前純利益税金等調整前純利益税金等調整前純利益 7.9億円億円億円億円

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 7.8億円億円億円億円

運転資金増他運転資金増他運転資金増他運転資金増他 △△△△13.3億円億円億円億円

【【【【投資活動投資活動投資活動投資活動CF】】】】

有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得 △△△△7.8億円億円億円億円

【【【【財務活動財務活動財務活動財務活動CF】】】】

短期借入金増短期借入金増短期借入金増短期借入金増 2.0億円億円億円億円

長期借入金増長期借入金増長期借入金増長期借入金増 2.1億円億円億円億円

配当金支払配当金支払配当金支払配当金支払いいいい △△△△2.9億円億円億円億円



説明内容説明内容説明内容説明内容

１１１１ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期((((第第第第2222四半期四半期四半期四半期))))連結決算連結決算連結決算連結決算

２２２２ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

４４４４ 結結結結びびびび
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2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

(百万円百万円百万円百万円））））

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
（（（（見通見通見通見通しししし））））

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
（（（（計画計画計画計画））））

増減増減増減増減
((((対計画対計画対計画対計画））））

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期
増減増減増減増減

（（（（対前年対前年対前年対前年））））

売上高売上高売上高売上高 27,50027,50027,50027,500 30,00030,00030,00030,000 △△△△2,5002,5002,5002,500 26,43426,43426,43426,434 1,0661,0661,0661,066

営業利益営業利益営業利益営業利益 1,7001,7001,7001,700 2,3002,3002,3002,300 △△△△600600600600 1,6321,6321,6321,632 68686868

経常利益経常利益経常利益経常利益 1,6001,6001,6001,600 2,1002,1002,1002,100 △△△△500500500500 1,5661,5661,5661,566 34343434
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経常利益経常利益経常利益経常利益 1,6001,6001,6001,600 2,1002,1002,1002,100 △△△△500500500500 1,5661,5661,5661,566 34343434

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 1,0001,0001,0001,000 1,2501,2501,2501,250 △△△△250250250250 967967967967 33333333

通期業績予想修正理由通期業績予想修正理由通期業績予想修正理由通期業績予想修正理由
・・・・ 中国中国中国中国のののの景気減速影響景気減速影響景気減速影響景気減速影響とととと新製品開発新製品開発新製品開発新製品開発・・・・販売販売販売販売のののの遅遅遅遅れれれれ
・・・・ ＬＣＤＬＣＤＬＣＤＬＣＤ関連製品関連製品関連製品関連製品のののの需要低迷需要低迷需要低迷需要低迷
・・・・ ナフサナフサナフサナフサ価格高騰価格高騰価格高騰価格高騰によるによるによるによる原料価格原料価格原料価格原料価格のののの上昇上昇上昇上昇
・・・・ 新規事業新規事業新規事業新規事業のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ遅遅遅遅れれれれ



売上高売上高売上高売上高・・・・経常利益経常利益経常利益経常利益・・・・純利益純利益純利益純利益のののの推移推移推移推移（（（（連結連結連結連結・・・・通期通期通期通期））））
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2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 セグメントセグメントセグメントセグメント別売上高別売上高別売上高別売上高

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
（（（（見通見通見通見通しししし））））

2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期
（（（（計画計画計画計画））））

増減増減増減増減
（（（（対計画対計画対計画対計画））））

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期
増減増減増減増減

（（（（対前年対前年対前年対前年））））

ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ 24,20024,20024,20024,200 26,50026,50026,50026,500 △△△△2,3002,3002,3002,300 23,10823,10823,10823,108 1,0921,0921,0921,092

粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤 12,70012,70012,70012,700 13,40013,40013,40013,400 △△△△700700700700 12,39612,39612,39612,396 304304304304

微粉体微粉体微粉体微粉体 2,6002,6002,6002,600 2,4002,4002,4002,400 200200200200 2,1702,1702,1702,170 430430430430

(百万円百万円百万円百万円））））
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特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材 3,5003,5003,5003,500 3,5003,5003,5003,500 －－－－ 3,2333,2333,2333,233 267267267267

加工製品加工製品加工製品加工製品 5,2005,2005,2005,200 6,6006,6006,6006,600 △△△△1,4001,4001,4001,400 5,2305,2305,2305,230 △△△△ 30303030

新規事業新規事業新規事業新規事業 200200200200 600600600600 △△△△400400400400 80808080 120120120120

装置装置装置装置システムシステムシステムシステム 3,3003,3003,3003,300 3,5003,5003,5003,500 △△△△ 200200200200 3,3263,3263,3263,326 △△△△ 26262626

合計合計合計合計 27,50027,50027,50027,500 30,00030,00030,00030,000 △△△△2,5002,5002,5002,500 26,43426,43426,43426,434 1,0661,0661,0661,066



設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

設設設設

備備備備

投投投投

減減減減

価価価価

償償償償
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資資資資

額額額額

却却却却

費費費費

6.96.96.96.9



１１１１ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期((((第第第第2222四半期四半期四半期四半期))))連結決算連結決算連結決算連結決算

２２２２ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

説明内容説明内容説明内容説明内容

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

４４４４ 結結結結びびびび
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粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤

（（（（億円億円億円億円））））

61.361.361.361.3 63.663.663.663.6 63.463.463.463.462.662.662.662.6

売上高売上高売上高売上高 127127127127億円億円億円億円 （（（（計画比計画比計画比計画比△△△△7777億円億円億円億円、、、、前期比前期比前期比前期比＋＋＋＋3333億円億円億円億円））））
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粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○ ＬＣＤＬＣＤＬＣＤＬＣＤ用途用途用途用途でのシェアアップでのシェアアップでのシェアアップでのシェアアップ
・・・・ 中国市場中国市場中国市場中国市場でのでのでのでの積極展開積極展開積極展開積極展開
・・・・ 大型偏光板用途大型偏光板用途大型偏光板用途大型偏光板用途やややや最新技術最新技術最新技術最新技術にににに対応対応対応対応するするするする新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進
・・・・ 中国新工場中国新工場中国新工場中国新工場（（（（南京南京南京南京））））のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ

○○○○一般用途一般用途一般用途一般用途でのでのでのでの安定収益基盤確立安定収益基盤確立安定収益基盤確立安定収益基盤確立

18

○○○○一般用途一般用途一般用途一般用途でのでのでのでの安定収益基盤確立安定収益基盤確立安定収益基盤確立安定収益基盤確立
・・・・ 既存市場既存市場既存市場既存市場、、、、新分野新分野新分野新分野でのでのでのでの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
・・・・ タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル用途用途用途用途のののの新製品開発新製品開発新製品開発新製品開発

○○○○コストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力・・・・安定供給能力安定供給能力安定供給能力安定供給能力のののの向上向上向上向上
・・・・ 原料調達原料調達原料調達原料調達コストのコストのコストのコストの削減削減削減削減
・・・・ 生産効率生産効率生産効率生産効率のののの向上向上向上向上



微粉体微粉体微粉体微粉体

（（（（億円億円億円億円））））

12.412.412.412.4
13.613.613.613.6

売上高売上高売上高売上高 26262626億円億円億円億円 （（（（計画比計画比計画比計画比＋＋＋＋2222億円億円億円億円、、、、前期比前期比前期比前期比＋＋＋＋4444億円億円億円億円））））
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10.710.710.710.7 11.011.011.011.0
12.412.412.412.4



微粉体微粉体微粉体微粉体

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○中国市場中国市場中国市場中国市場におけるにおけるにおけるにおける光拡散用途光拡散用途光拡散用途光拡散用途のののの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
・・・・ 中国中国中国中国ローカルローカルローカルローカル企業及企業及企業及企業及びびびび中国進出企業中国進出企業中国進出企業中国進出企業へのへのへのへの積極展開積極展開積極展開積極展開

○○○○塗料用途塗料用途塗料用途塗料用途でのアジアでのアジアでのアジアでのアジア展開展開展開展開
・・・・ 情報記録材用途情報記録材用途情報記録材用途情報記録材用途によるによるによるによる

20

・・・・ 情報記録材用途情報記録材用途情報記録材用途情報記録材用途によるによるによるによる
国内国内国内国内・・・・中国中国中国中国・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場へのへのへのへの展開展開展開展開をををを優先優先優先優先

○○○○コストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上

・・・・ 生産能力増強及生産能力増強及生産能力増強及生産能力増強及びびびび合理化合理化合理化合理化・・・・効率化推進効率化推進効率化推進効率化推進



特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材

（（（（億円億円億円億円））））

17.617.617.617.6 17.417.417.417.417.417.417.417.4

売上高売上高売上高売上高 35353535億円億円億円億円 （（（（計画計画計画計画とととと同水準同水準同水準同水準、、、、前期比前期比前期比前期比＋＋＋＋2222億円億円億円億円））））
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14.914.914.914.9
17.617.617.617.6 17.417.417.417.417.417.417.417.4



特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○中国市場中国市場中国市場中国市場でのでのでのでの電子回路材料用途電子回路材料用途電子回路材料用途電子回路材料用途のののの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
・・・・ 中国中国中国中国でのでのでのでの既存生産設備既存生産設備既存生産設備既存生産設備（（（（蘇州蘇州蘇州蘇州））））増強増強増強増強
・・・・ 新製品開発強化新製品開発強化新製品開発強化新製品開発強化によるによるによるによる品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの拡充拡充拡充拡充

○○○○塗料用途塗料用途塗料用途塗料用途でのでのでのでの東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開
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○○○○塗料用途塗料用途塗料用途塗料用途でのでのでのでの東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開
・・・・ 環境対応型新製品開発環境対応型新製品開発環境対応型新製品開発環境対応型新製品開発にににに注力注力注力注力しししし、、、、

既存顧客既存顧客既存顧客既存顧客へのへのへのへの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大とととと新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓をををを推進推進推進推進



加工製品加工製品加工製品加工製品

（（（（億円億円億円億円））））

23.423.423.423.4

28.928.928.928.9

24.624.624.624.6
27.427.427.427.4

売上高売上高売上高売上高 52525252億円億円億円億円 （（（（計画比計画比計画比計画比△△△△14141414億円億円億円億円、、、、前期前期前期前期とととと同水準同水準同水準同水準））））
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加工製品加工製品加工製品加工製品

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○電子情報機器用途電子情報機器用途電子情報機器用途電子情報機器用途のののの中国市場中国市場中国市場中国市場でのでのでのでの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
・・・・ 新製品新製品新製品新製品のののの開発開発開発開発・・・・販売促進販売促進販売促進販売促進
・・・・ 販売網販売網販売網販売網のののの強化強化強化強化
・・・・ 生産効率向上生産効率向上生産効率向上生産効率向上によるコストによるコストによるコストによるコスト競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化

○○○○無溶剤無溶剤無溶剤無溶剤テープテープテープテープ製品製品製品製品のののの中国展開中国展開中国展開中国展開
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○○○○無溶剤無溶剤無溶剤無溶剤テープテープテープテープ製品製品製品製品のののの中国展開中国展開中国展開中国展開
・・・・ 中国顧客中国顧客中国顧客中国顧客へのへのへのへの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
・・・・ 製造原価製造原価製造原価製造原価のののの低減低減低減低減

○○○○東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場でのでのでのでの販売力強化販売力強化販売力強化販売力強化
・・・・ 性能性能性能性能・・・・品質品質品質品質・コスト・コスト・コスト・コスト面面面面でででで競争力競争力競争力競争力あるあるあるある製品製品製品製品でのでのでのでの顧客開拓推進顧客開拓推進顧客開拓推進顧客開拓推進



装置装置装置装置システムシステムシステムシステム

（（（（億円億円億円億円））））

21.621.621.621.6
18.918.918.918.9

売上高売上高売上高売上高 33333333億円億円億円億円 （（（（計画比計画比計画比計画比△△△△2222億円億円億円億円、、、、前期前期前期前期とととと同水準同水準同水準同水準））））
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11.711.711.711.7
14.114.114.114.1

18.918.918.918.9



装置装置装置装置システムシステムシステムシステム

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○熱媒体油熱媒体油熱媒体油熱媒体油のののの国内国内国内国内・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場でのシェアアップでのシェアアップでのシェアアップでのシェアアップ
・・・・ 製品価格製品価格製品価格製品価格のののの高騰高騰高騰高騰、、、、新製品新製品新製品新製品のののの販売低迷販売低迷販売低迷販売低迷からからからから脱却脱却脱却脱却をををを図図図図るるるる

販促活動販促活動販促活動販促活動とととと収益改善策収益改善策収益改善策収益改善策のののの推進推進推進推進

○○○○メンテナンスでのメンテナンスでのメンテナンスでのメンテナンスでの休眠顧客掘起休眠顧客掘起休眠顧客掘起休眠顧客掘起こしこしこしこし、、、、新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓

26

・・・・ 無償診断無償診断無償診断無償診断サービスのサービスのサービスのサービスの認知度向上認知度向上認知度向上認知度向上

○○○○新商品開発及新商品開発及新商品開発及新商品開発及びびびび新用途開拓新用途開拓新用途開拓新用途開拓
・・・・ 新熱媒体油及新熱媒体油及新熱媒体油及新熱媒体油及びびびび環境対応商品環境対応商品環境対応商品環境対応商品のののの開発推進開発推進開発推進開発推進



新規事業新規事業新規事業新規事業

売上高売上高売上高売上高 2222億円億円億円億円 （（（（計画比計画比計画比計画比△△△△4444億円億円億円億円））））

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○NIPNIPNIPNIP：：：：量産化技術量産化技術量産化技術量産化技術のののの確立確立確立確立
・・・・ 量産設備量産設備量産設備量産設備のののの導入導入導入導入とととと安定生産体制安定生産体制安定生産体制安定生産体制のののの構築構築構築構築
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・・・・ 量産設備量産設備量産設備量産設備のののの導入導入導入導入とととと安定生産体制安定生産体制安定生産体制安定生産体制のののの構築構築構築構築

○○○○PLDPLDPLDPLD：：：：製品安定供給製品安定供給製品安定供給製品安定供給とととと新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓
・・・・ 業務提携先業務提携先業務提携先業務提携先とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化によるによるによるによる市場開拓推進市場開拓推進市場開拓推進市場開拓推進

○○○○太陽電池材料等太陽電池材料等太陽電池材料等太陽電池材料等のののの新製品開発加速新製品開発加速新製品開発加速新製品開発加速
・・・・ 導電性導電性導電性導電性ポリマーポリマーポリマーポリマー等等等等のののの新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進とととと、、、、

事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けたけたけたけた市場調査市場調査市場調査市場調査のののの実施実施実施実施



説明内容説明内容説明内容説明内容

１１１１ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 上期上期上期上期((((第第第第2222四半期四半期四半期四半期))))連結決算連結決算連結決算連結決算

２２２２ 2014201420142014年年年年3333月期月期月期月期 通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況３３３３ 商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット別概況別概況別概況別概況

４４４４ 結結結結びびびび
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結結結結びびびび

中期経営計画の基本方針に則り、グループ
の連携を強化し、積極的な事業展開を図る

◆◆◆◆中国中国中国中国・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場でのでのでのでの事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大

◆◆◆◆新規事業新規事業新規事業新規事業のののの早期立早期立早期立早期立ちちちち上上上上げげげげ

◆◆◆◆既存事業既存事業既存事業既存事業のののの顧客要求顧客要求顧客要求顧客要求へのへのへのへの対応力対応力対応力対応力のののの強化強化強化強化
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１１１１．．．．会社概要会社概要会社概要会社概要

２２２２．．．．事業内容事業内容事業内容事業内容

参考資料参考資料参考資料参考資料
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１１１１．．．．会社概要会社概要会社概要会社概要

２２２２．．．．事業内容事業内容事業内容事業内容

参考資料参考資料参考資料参考資料
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１１１１．．．．会社概要会社概要会社概要会社概要

�会社名会社名会社名会社名 綜研化学株式会社綜研化学株式会社綜研化学株式会社綜研化学株式会社

�創立創立創立創立 1948194819481948年年年年9999月月月月2222日日日日

�資本金資本金資本金資本金 3,3613,3613,3613,361百万円百万円百万円百万円

�株式公開株式公開株式公開株式公開 2001200120012001年年年年4444月月月月

(JASDAQ(JASDAQ(JASDAQ(JASDAQコードコードコードコード：：：：4972)4972)4972)4972)
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(JASDAQ(JASDAQ(JASDAQ(JASDAQコードコードコードコード：：：：4972)4972)4972)4972)

�従業員数従業員数従業員数従業員数 単体単体単体単体 ：：：： 244244244244名名名名

(2013(2013(2013(2013年年年年9999月末月末月末月末)  )  )  )  連結連結連結連結 ：：：： 978978978978名名名名

�グループグループグループグループ会社会社会社会社 国内国内国内国内：：：： 3333社社社社

海外海外海外海外：：：： 7777社社社社

（（（（ 11111111月月月月26262626日日日日にににに綜研新材料綜研新材料綜研新材料綜研新材料((((啓東啓東啓東啓東))))有限公司有限公司有限公司有限公司のののの解散解散解散解散にににに関関関関してしてしてして公表公表公表公表しておりますしておりますしておりますしております。。。。))))



経営理念経営理念経営理念経営理念

創業の精神

““技術を通して社会に貢献する”技術を通して社会に貢献する”““技術を通して社会に貢献する”技術を通して社会に貢献する”

経営理念経営理念経営理念経営理念
●●●●私私私私たちはたちはたちはたちは常常常常にににに誠実誠実誠実誠実であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、、、、
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創造創造創造創造とととと工夫工夫工夫工夫にににに情熱情熱情熱情熱とととと責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって挑戦挑戦挑戦挑戦しししし続続続続けますけますけますけます。。。。

●●●●地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全をををを指向指向指向指向しつつしつつしつつしつつ、、、、社会社会社会社会にににに役立役立役立役立つつつつ革新的製品革新的製品革新的製品革新的製品をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

●●●●おおおお客様客様客様客様にはにはにはには心心心心からのからのからのからの満足満足満足満足をををを、、、、株主株主株主株主のののの方方方方々々々々にはにはにはには共感共感共感共感をををを、、、、

そしてそしてそしてそして私私私私たちはたちはたちはたちは働働働働くくくく喜喜喜喜びをびをびをびを実現実現実現実現していくことにしていくことにしていくことにしていくことに最善最善最善最善をををを尽尽尽尽くしますくしますくしますくします。。。。



当社当社当社当社のののの強強強強みみみみ

コアコアコアコア技術技術技術技術

機能発現機能発現機能発現機能発現・・・・品質評価品質評価品質評価品質評価をををを追求追求追求追求するするするする 装置装置装置装置・システム・システム・システム・システム技術技術技術技術をををを生生生生かしたかしたかしたかした

高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術高分子合成技術
・・・・ 分子設計分子設計分子設計分子設計
・・・・ 粒子粒子粒子粒子サイズコントロールサイズコントロールサイズコントロールサイズコントロール
・・・・ 無溶剤重合無溶剤重合無溶剤重合無溶剤重合

重合装置技術重合装置技術重合装置技術重合装置技術重合装置技術重合装置技術重合装置技術重合装置技術
・・・・ プラントプラントプラントプラント設計設計設計設計

・・・・ 大型翼撹拌装置大型翼撹拌装置大型翼撹拌装置大型翼撹拌装置
・・・・ 熱媒体熱媒体熱媒体熱媒体・・・・熱媒熱媒熱媒熱媒ボイラーボイラーボイラーボイラー

＆＆＆＆
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機能発現機能発現機能発現機能発現・・・・品質評価品質評価品質評価品質評価をををを追求追求追求追求するするするする

研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力
装置装置装置装置・システム・システム・システム・システム技術技術技術技術をををを生生生生かしたかしたかしたかした

生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力

機能機能機能機能・・・・品質品質品質品質・・・・低低低低コストのコストのコストのコストの徹底追求徹底追求徹底追求徹底追求機能機能機能機能・・・・品質品質品質品質・・・・低低低低コストのコストのコストのコストの徹底追求徹底追求徹底追求徹底追求



綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学
綜研綜研綜研綜研テクニックステクニックステクニックステクニックス綜研綜研綜研綜研テクニックステクニックステクニックステクニックス

狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研
綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学（（（（蘇州蘇州蘇州蘇州））））綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学（（（（蘇州蘇州蘇州蘇州））））

盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学盤錦遼河綜研化学

グループグループグループグループ会社会社会社会社のののの所在地所在地所在地所在地（（（（国内国内国内国内・・・・海外海外海外海外））））

浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学

Soken Chemical AsiaSoken Chemical Asia

Soken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical SingaporeSoken Chemical Singapore

綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料（（（（南京南京南京南京））））綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料（（（（南京南京南京南京））））
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出
資
比
率

出
資
比
率

出
資
比
率

出
資
比
率

粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤 微粉体微粉体微粉体微粉体
特殊特殊特殊特殊
機能材機能材機能材機能材

加工加工加工加工
製品製品製品製品

装置装置装置装置
システムシステムシステムシステム

綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学 －－－－ ● ● ● ●

商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット

会社名会社名会社名会社名

グループグループグループグループ会社会社会社会社（（（（日本国内日本国内日本国内日本国内））））
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綜研綜研綜研綜研ﾃｸﾆｯｸｽﾃｸﾆｯｸｽﾃｸﾆｯｸｽﾃｸﾆｯｸｽ 100100100100 ●

浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研浜岡綜研 100100100100 ● ● ●

狭山綜研狭山綜研狭山綜研狭山綜研 100100100100 ● ● ●

連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社



出出出出
資資資資
比比比比
率率率率

粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤 微粉体微粉体微粉体微粉体
特殊特殊特殊特殊
機能材機能材機能材機能材

加工加工加工加工
製品製品製品製品

装置装置装置装置
システムシステムシステムシステム

綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学（（（（蘇州蘇州蘇州蘇州））））(SSK)(SSK)(SSK)(SSK) 100100100100 ● ●

寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学寧波綜研化学(NSK)(NSK)(NSK)(NSK) 70707070 ● ●

盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研(LSK)(LSK)(LSK)(LSK) 45454545 ●

商品商品商品商品ユニットユニットユニットユニット

会社名会社名会社名会社名

グループグループグループグループ会社会社会社会社（（（（海外拠点海外拠点海外拠点海外拠点））））
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盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研盤錦遼河綜研(LSK)(LSK)(LSK)(LSK) 45454545 ●

綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
(SCS)(SCS)(SCS)(SCS)

100100100100 ● ●

綜研化学綜研化学綜研化学綜研化学ｱｼﾞｱｱｼﾞｱｱｼﾞｱｱｼﾞｱ((((SCAsiaSCAsiaSCAsiaSCAsia)))) 100100100100 ● ●

綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料綜研高新材料（（（（南京南京南京南京）））） 100100100100 ● ●
連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社 持分法適用会社持分法適用会社持分法適用会社持分法適用会社

（（（（ 11111111月月月月26262626日日日日にににに綜研新材料綜研新材料綜研新材料綜研新材料((((啓東啓東啓東啓東))))有限公司有限公司有限公司有限公司のののの解散解散解散解散にににに関関関関してしてしてして公表公表公表公表しておりますしておりますしておりますしております。。。。))))



１１１１．．．．会社概要会社概要会社概要会社概要

２２２２．．．．事業内容事業内容事業内容事業内容

参考資料参考資料参考資料参考資料
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事業内容事業内容事業内容事業内容

ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ

粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤 微粉体微粉体微粉体微粉体 特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材 加工製品加工製品加工製品加工製品
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粘着剤粘着剤粘着剤粘着剤
透明な合成樹脂溶液

用途：
LCD他光学フィルム用

両面テープ用

（家電・自動車等）

ラベル用

マーキングフィルム用

微粉体微粉体微粉体微粉体
ナノからミクロンサイズの
合成樹脂粒子

用途：
LCD光拡散用

化粧品用

トナー関連材料

フィルム用

特殊機能材特殊機能材特殊機能材特殊機能材
様々な用途に応じた合成
樹脂

用途：
電子回路材料

FPD関連材料

トナー関連材料

加工製品加工製品加工製品加工製品
自社粘着剤を用いた製品

用途：
家電・事務機等
（両面テープ）

携帯電話等

（保護テープ）

LED-TV等

（熱伝導テープ）



事業内容事業内容事業内容事業内容

新規事業新規事業新規事業新規事業

ナノインプリント用フィルムモールド

（用途）

FPD、LED関連材料

太陽光パネル関連材料 等

電子ペーパー用２色粒子

装置装置装置装置システムシステムシステムシステム
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電子ペーパー用２色粒子

（用途）

ポスター、電子看板、標識 等

有機太陽電池使用材料

（用途）

有機増感色素、導電性ポリマー

有機半導体ポリマー

大型翼攪拌装置（Hi-F）

熱媒ボイラー

熱媒体

メンテナンス



新規事業新規事業新規事業新規事業（（（（ナノインプリントナノインプリントナノインプリントナノインプリント用用用用フィルムモールドフィルムモールドフィルムモールドフィルムモールド））））

ナノインプリントナノインプリントナノインプリントナノインプリント：：：： 表面表面表面表面がががが凹凸形状凹凸形状凹凸形状凹凸形状のモールドのモールドのモールドのモールド（（（（成型用成型用成型用成型用のののの型型型型））））をををを押付押付押付押付けけけけ、、、、
樹脂等樹脂等樹脂等樹脂等にににに形状形状形状形状をををを転写転写転写転写するするするする微細加工技術微細加工技術微細加工技術微細加工技術をインプリントというをインプリントというをインプリントというをインプリントという。。。。
表面表面表面表面のののの凹凸形状凹凸形状凹凸形状凹凸形状のサイズがナノレベルのものがナノインプリントのサイズがナノレベルのものがナノインプリントのサイズがナノレベルのものがナノインプリントのサイズがナノレベルのものがナノインプリント

モールドレプリカモールドレプリカモールドレプリカモールドレプリカ：：：： 転写転写転写転写するするするする製品製品製品製品のののの量産時量産時量産時量産時にはモールドがにはモールドがにはモールドがにはモールドが多数必要多数必要多数必要多数必要となるがとなるがとなるがとなるが高価高価高価高価
→モールドモールドモールドモールド原盤原盤原盤原盤をををを安価安価安価安価にににに多数複製多数複製多数複製多数複製（（（（レプリカレプリカレプリカレプリカ））））

モールドカスタマイズモールドカスタマイズモールドカスタマイズモールドカスタマイズ：：：： 大大大大サイズモールドサイズモールドサイズモールドサイズモールド、、、、装置装置装置装置・・・・量産量産量産量産にににに適適適適したモールドのしたモールドのしたモールドのしたモールドの必要性必要性必要性必要性
→タイリングタイリングタイリングタイリング（（（（繋繋繋繋ぎぎぎぎ合合合合せせせせ））））によりによりによりにより用途用途用途用途にににに適適適適したサイズにカスタマイズしたサイズにカスタマイズしたサイズにカスタマイズしたサイズにカスタマイズ
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モールド原盤

シリコン、石英製など

当社事業（モールドソリューション）
モールドレプリカ

モールド原盤を複製した
当社フィルムモールド

モールドカスタマイズ
タイリングによって用途
に適したサイズに加工

NIP加工された製品

例えば、ＮＩＰ加工により

製品の特性が向上



新規事業新規事業新規事業新規事業（（（（ナノインプリントナノインプリントナノインプリントナノインプリント用用用用フィルムモールドフィルムモールドフィルムモールドフィルムモールド））））

基
盤
技
術

応
用
技
術

・様々な表面形状のモールドの複製方法の確立

・量産化技術の確立

・複製モールドを高精度につなぎ合わせて
大判化（タイリング技術の確立）

↓

・大面積への転写が可能
・連続転写が可能（ロールtoロール）

モールド原盤

（マスターモールド）

複製

複製モールド

（レプリカモールド）

タイリング
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応
用
技
術・連続転写が可能（ロールtoロール）

用途の拡大用途の拡大

≪応用技術適用例≫

当社レプリカモールドによる転写成型品

タイリングにより大判化した複製モールド

大判レプリカ
モールドを用い
た、ロールto

ロールでの連続
転写



ごごごご注意注意注意注意

本資料中本資料中本資料中本資料中のののの予想予想予想予想はははは、、、、決算発表日現在決算発表日現在決算発表日現在決算発表日現在においてにおいてにおいてにおいて
入手可能入手可能入手可能入手可能なななな情報及情報及情報及情報及びびびび将来将来将来将来のののの業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええ入手可能入手可能入手可能入手可能なななな情報及情報及情報及情報及びびびび将来将来将来将来のののの業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええ
るるるる不確実不確実不確実不確実なななな要因要因要因要因にににに係係係係るるるる決算発表日現在決算発表日現在決算発表日現在決算発表日現在におけにおけにおけにおけ
るるるる仮定仮定仮定仮定をををを前提前提前提前提としているためとしているためとしているためとしているため、、、、実際実際実際実際のののの業績業績業績業績はははは、、、、
今後今後今後今後のののの種種種種々々々々のののの要因要因要因要因によってによってによってによって異異異異なるなるなるなる結果結果結果結果となるとなるとなるとなる
可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。
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