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予想・見通しに関する注意事項 
 
当資料に記載されている予想・見通しは、種々の前提に

基づくものであり、将来の計画数値、施策の実現を確約

したり、保証したりするものではありません。 

旭化成株式会社 

開催日時：２０１６年１１月１日（火）１５：３０～１６：３０ 
場所  ：大手町サンケイプラザ ４Ｆ 

２０１７年３月期第２四半期決算説明会 

要旨 
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会社側参加者： 

取締役 兼常務執行役員 坂本 

執行役員 兼経理部長 有馬 

石油化学事業本部 企画管理部長 堀江 

高機能ポリマー事業本部 企画管理部長 桑葉 

セパレータ事業本部 企画管理部長 福田 

旭化成エレクトロニクス 企画管理部長 高嶋 

旭化成ホームズ 経営管理部長 冨岡 

旭化成ファーマ 経営統括総部長 出口 

ＩＲ室長 門倉（司会) 

 

P４ 主要決算数値（１） 

坂本 売上高は 8,907 億円で、対前年同期 667

億円の減収、営業利益は 708億円で 137億円、

16.2％の減益となった。各事業で拡販やコスト

ダウンを進めたが、円高の影響、2015 年８月

末に買収した Polypore の連結化の影響、退職

給付費用の増加等が減益の主な要因だ。営業外

損益は、持分法投資損益は改善したが為替差損

が悪化し、経常利益は 14.2％の減益となった。 

一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益

は 529 億円で 12.2％の増益となり、第２四半

期累計で過去最高を記録した。第１四半期の決

算発表時に説明のとおり、政策保有株式の見直

しによる一部株式の売却や、４月の組織改編に

伴って一部の事業会社を吸収合併したことによ

り繰延税金資産の回収可能性を見直したこと等

により増益となった。 

総資産、自己資本、有利子負債残高について

は、それぞれが減少している。短期借入金の返

済により有利子負債残高が減少したことから、

D／Eレシオは 0.39となった。 

P５ 主要決算数値（２） 

2016 年度上期の配当は、2015 年同期と同様

に 10円とした。 

2016 年度上期のナフサ価格は、上期平均で

31,450円／KLとなり、対前年同期で 16,550 円

／KL のナフサ安となった。また、相場平均為

替レートは 105 円／ドルで、対前年同期で 16

円／ドルの円高となった。 

P６ 連結損益計算書 

売上高は、対前年同期で７％の減収となった。

売上総利益は 2,798億円となり、売上高比率は

1.1ポイント改善し 31.4％となった。ケミカル

事業を中心に原燃料価格が下落し、売上原価率

が改善したこと等が主な要因だ。 

販管費は、対前年同期で 34 億円増加し、

2,091 億 円 と な っ た 。 2015 年 ８ 月 末 に

Polypore の買収が完了し、前年同期との比較

では、この買収に伴って取り込んだのれんも含

めた４－８月分の販管費が主な増加の要因とな

っている。結果として営業利益は 708億円とな

り、売上高営業利益率は対前年同期で悪化し

7.9％となった。 

 営業外損益は、21 億円改善した。為替差損

が 25 億円悪化したが、タイの PTT Asahi 

Chemical Company Ltd.（以下、PTTAC）の損益

改善により持分法投資損益が改善した。2015

年度上期はドル建ての借入金をタイバーツに換

算する際の為替影響で損益が悪化したが、2016

年度上期にはそのような要因が無かった。 

 特別損益は８億円の益となり、税前利益は

707億円となった。 

また、第１四半期の決算発表時に説明のとお

り、４月の組織再編に伴って一部の事業会社を

吸収合併したことにより、税効果会計基準に従
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って繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、

法人税等が減少した。法人税等を控除した親会

社株主に帰属する四半期純利益は 529 億円とな

り、対前年同期で 12.2％の増益となった。 

P７ 特別損益 

特別利益は 39 億円となり、対前年同期で 38

億円の益となった。第１四半期に政策保有株式

の見直しによる投資有価証券売却益を計上した。 

特別損失は 31億円となり、対前年同期 26億

円の改善となった。2015 年度にはクリティカ

ルケア事業において訴訟損失引当金繰入額を

29 億円計上していたが、今年度はそのような

損失が無い。 

結果として、特別損益は 63 億円の改善とな

った。 

P８ 連結貸借対照表 

 2016 年９月末と３月末を比較すると、総資

産が 946億円減少した。為替が円高に振れたこ

とにより、為替換算調整勘定が 652億円減少し

たことが主な要因だ。また、負債については、

Polypore 買収に伴って借り入れた借入金のリ

ファイナンスを第１四半期に行ったことにより、

流動負債と固定負債で大きな増減がある。 

P９ 金融収支・有利子負債残高 

2016 年９月末と３月末を比較すると、短期

借入金が 1,734億円減少した一方で、長期借入

金が 930億円増加している。借入金のリファイ

ナンスを行ったことで、流動負債と固定負債の

バランスが変わっている。また、短期借入金の

返済を行ったことで、有利子負債残高合計が

2016年３月末に比較して 467億円減少した。 

P10 連結キャッシュ・フロー計算書、設備投

資額、減価償却費、研究開発費 

2015 年度は Polypore 買収に伴い、投資活動

や財務活動によるキャッシュ・フローに大きな

変動があったたが、2016 年度はそのような要

因が無い。当第２四半期の現金及び現金同等物

の期末残高は 1,323億円となった。 

 設備投資額、減価償却費、研究開発費につい

ては、それぞれ 2015 年度上期と同水準程度で

推移した。 

P11 新セグメント別売上高・営業利益 

セグメント別営業利益では、円高の影響が大

きい「マテリアル」や、薬価改定・償還価格改

定の影響がある「ヘルスケア」が減益となった。 

P12 事業別売上高・営業利益（海外売上高） 

グループ全体の海外売上高比率は、2015 年

度 35.8％から約２ポイント下がり、2016 年度

は 34.1％となった。海外売上高減少の主な要

因としては、円高の影響や、ケミカル事業で石

油化学事業の基盤強化の結果、スチレンモノマ

ー（以下、SM）の販売数量が減少したこと等が

挙げられる。 

P13 事業別売上高・営業利益増減要因(１) 

P14 事業別売上高・営業利益増減要因(２) 

P40 クリティカルケア概況 

繊維事業は、減収・減益となった。（再生セ

ルロース繊維）「ベンベルグ」やカーインテリ

ア向け等に使用される（人工皮革）「ラムー

ス」、エアバッグ向けに使用される（ナイロン

66 繊維）「レオナ」等で販売数量を伸ばした

が、競合に伴う販売価格の下落や、各製品にお

いて円高の影響があった。加えて、原燃料価格

下落に伴う販売価格の下落も見られた。 
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ケミカル事業は、減収・減益となった。 

石油化学事業は、減収・減益となった。アク

リロニトリル（以下、AN）やポリエチレン、ポ

リスチレン等で交易条件が改善したが、石油化

学事業の基盤強化の結果、SM の販売数量が減

少した。2016 年度上期実績では、AN 市況

1,147 ドル／トン、プロピレン市況 772 ドル／

トン、原料スプレッド 375 ドル／トンとなった。 

高機能ポリマー事業は、減収・減益となった。

低燃費タイヤ向け合成ゴムを中心に販売数量が

増加したが、各製品において円高の影響を受け

た。 

高機能マテリアルズ事業・消費財事業は、売

上高は減収、営業利益は増益となった。イオン

交換膜等で円高の影響を受けたが、塗料原料や

添加剤等の機能製品、「サランラップ」等の販

売が順調に推移し、コストダウンにも努めた。 

エレクトロニクス事業は、増収・減益となっ

た。 

セパレータ事業は、増収・減益となった。

（リチウムイオン二次電池用セパレータ）「ハ

イポア」の販売数量が増加し、前年同期より連

結した Polypore の業績を取り込んだが、買収

に伴うのれん償却費等を計上し、円高の影響も

受けた。 

電子部品事業は、減収・減益となった。スマ

ートフォン向けでオーディオデバイス等の販売

数量が増加したが、円高の影響に加え、電子コ

ンパス等の販売数量が減少した。 

住宅事業は、売上高は増収、営業利益は前年

並みとなった。 

建築請負部門は、売上高は前年並み、営業利

益は減益となった。（戸建住宅）「へーベルハ

ウス」や（集合住宅）「へーベルメゾン」の引

渡しが順調に推移ししたが、広告宣伝費等の販

管費が増加した。引渡棟数は、前年同期の

3,967棟から 69棟減少し、3,898 棟となったが、

集合住宅の比率が増加したこと等で単価差でプ

ラスとなっている。 

不動産部門およびリフォーム部門は、リフォ

ーム部門で労務費等の販管費が増加したが、不

動産部門で賃貸管理事業が順調に推移した。 

建材事業は、減収・減益となった。（フェノ

ールフォーム断熱材）「ネオマフォーム」の販

売が堅調に推移したが、ALC 事業や基礎事業で

販売数量が減少した。 

医薬・医療事業は、減収・減益となった。 

 医薬事業は、減収・減益となった。（骨粗鬆

症治療剤）「テリボン」や（血液凝固阻止剤）

「リコモジュリン」等の販売数量が増加したが、

薬価改定や、（排尿障害改善剤）「フリバス」

が後発医薬品の影響を受けた。 

 医療事業は、減収・減益となった。（ウイル

ス除去フィルター）「プラノバ」の販売数量が

増加したが、円高の影響や、国内の透析関連製

品が償還価格改定の影響を受けた。 

クリティカルケア事業については、円高が急

速に進行したことで、円換算後の業績ではなか

なか実態が見えにくいため、ドルベースで業績

について説明する。 

決算説明会資料 40 ページの「クリティカル

ケア概況」中、左上のグラフを見ると、円ベー

スでは財務諸表の円換算において円高に伴う影

響を受けて、売上高は 33 億円の減収となって
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いる。しかし、下表＜参考：クリティカルケア

事業業績推移（US ドルベース）＞では、2015

年度上期売上高は 5億 5,600 万ドルだったが、

2016 年度上期は 6 億 1,200 万ドルとなり、規

模を拡大しつつ引き続き順調な成長を示してい

る。（着用型自動除細動器）「LifeVest」の業

績が引き続き順調に拡大し、その他の除細動器

の販売も堅調に推移している。 

営業利益については、営業活動強化に伴う販

管費が引き続き増加し、円高の影響があるにも

関わらず、円ベースでも増益となった。のれん

等償却後の連結営業利益は引き続き拡大し、68

億円となった。 

P16 当期の業績予想 

今回の業績予想の見直しは、2016 年度上期

を実績に置き換え、下期および通期の見直しを

行っている。今回の通期予想と５月に発表した

当初予想を比較すると、売上高は 800 億円下方

修正したが、営業利益は当初予想のまま据え置

いた。また、特別損益で政策保有株式の売却益

を計上したこと、および税金費用の減少により、

経常利益は 10億円、当期純利益は 70 億円、そ

れぞれ上方修正した。 

今回の予想前提は、ナフサ価格は下期

35,000 円／KL、年間 33,225 円／KL、為替レー

トは下期 100円／ドル、年間 103 円／ドルとし

ている。 

2016 年度の１株当たり年間配当金は 20 円を

予定している。 

P18 事業別営業利益予想 

 事業別の通期予想については、営業利益予想

を中心に説明する。 

繊維事業は、通期で 15 億円の下方修正とし

た。カーシート向け等で「ラムース」の販売が

堅調に推移する見込みだが、円高と競争に伴う

価格下落の影響が大きい。 

ケミカル事業は、30億円上方修正した。 

石油化学事業で、上期にエチレンセンターの

トラブルによる減益要因があったが、AN やポ

リエチレン、ポリスチレン等の市況・スプレッ

ドの改善を取り込んでいる。なお、2016 年度

下期は AN 市況 1,225 ドル／トン、プロピレン

市況 810ドル／トン、原料スプレッド 415ドル

／トンを想定している。 

高機能ポリマー事業では、エンジニアリング

樹脂、合成ゴムともに需要は堅調だが、円高の

影響等を織り込んでいる。 

高機能マテリアルズ事業・消費財事業では、

「サランラップ」を中心に各事業堅調に推移す

ることを見込んでいる。 

エレクトロニクス事業は、ほぼ当初予想どお

りの進捗だ。 

セパレータ事業では、円高の影響を受けたが、

「ハイポア」の販売数量が当初予想を上回るこ

とや Polypore の本社費削減等で吸収できる見

込みだ。 

電子部品事業は、円高の影響が大きいものの、

スマートフォン向け需要が順調に推移しており、

ほぼ当初予想並みに据え置いた。 

住宅事業は、当初予想どおりとした。リフォ

ーム部門が当初予想比ではやや苦戦しているが、

建築請負部門が計画どおりに進捗し、不動産部

門が賃貸管理事業を中心に好調に推移している。 

建材事業は、当初予想どおりとした。主力の
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ALC 事業、断熱材事業が堅調に推移している。 

医薬・医療事業は、両事業ともに当初予想ど

おりの進捗だ。 

医薬事業は、ほぼ当初予想どおりを見込んで

いる。消費税増税が延期となり期末の駆け込み

需要が無くなることから「テリボン」や「リコ

モジュリン」の売上高を見直したが、円高によ

り海外臨床費用等が円ベースで縮小する。 

医療事業も、当初予想どおりとした。各製品

で円高の影響を受けるが、「プラノバ」が順調

に数量を伸ばしている。 

クリティカルケア事業は、10 億円の上方修

正とした。マーケティング要員の採用遅れによ

り売上高は対当初予想で下方修正したが、

「LifeVest」を中心に引き続き順調な拡大を見

込む。 

2016 年度は 2015 年度対比で、円高の影響、

退職給付費用の増加、薬価改定、Polypore 買

収に伴うのれん償却費等増加の４つの減益要因

があることを、５月の決算説明会時に説明した。

４つの内、円高の影響以外はほぼ想定どおりと

なっているが、為替は大きく変化している。５

月の説明会時は、110 円／ドルの前提で対前期

比約 100億円の減益要因と説明したが、実際は

更に円高が進んでいる。今回見直した通期予想

では、下期 100円／ドル、年間 103円／ドルの

為替前提としており、更に約 70 億円の減益要

因が発生したことになる。 

しかしながら、今回見直しの通期予想におい

て、営業利益は当初予想の 1,450 億円に据え置

くことができた。為替の影響を考えると実質的

には増益と言える。円高の逆風がある中、石油

化学事業の基盤強化の効果発現に加え、高機能

ポリマー事業や高機能マテリアルズ事業、クリ

ティカルケア事業等の高付加価値な事業が、製

品機能やマーケティング力の差別性を活かし、

数量を拡大する等強みを発揮している。 

新中計“Cs For Tomorrow 2018”では「収益

性の高い付加価値型事業の集合体」を当社グル

ープの目指す姿として掲げている。将来の成長

に向けての足固めの年として、確かな一歩を踏

み出すことが出来たのではないかと考えている。 

 

[質疑応答] 

モルガン・スタンレーMUFG 証券・渡部氏 エ

レクトロニクス事業だが、第２四半期は円高が

進んだにも関わらず、第１四半期に対して売上

高が伸びている。「ハイポア」が好調という話

もあったが、主要な製品の数量の動向について、

第１四半期から第２四半期にかけてと上期から

下期にかけての考え方を教えていただきたい。 

福田 セパレータ事業は、第１四半期から第２

四半期にかけては各製品とも順調に数量は伸ば

したが、円高の影響を受け円ベースでの売上高

は横ばいになっている。上期から下期はほぼ横

ばいの見込みだ。 

高嶋 電子部品事業は、第１四半期から第２四

半期にかけて数量は順調だが、こちらも円高の

影響を受けており、営業利益は数量ほどには伸

びていない。第２四半期から第３四半期にかけ

ても数量は順調に出ることを予想しているが、

スマートフォン向けの需要を中心に不透明なと

ころがあり、為替レートが円高に振れる見込み

で、その影響は避けられないと考えている。 
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渡部氏 先ほどのセパレータとは、「ハイポ

ア」と（リチウムイオン二次電池用セパレー

タ）「セルガード」の両方を合わせた動きか。 

福田 はい。 

渡部氏 2016 年度上期の Polypore の損益はど

うだったか。昨年の上期に比べて、のれんの償

却等でどれ程悪化したのか。 

坂本 2015 年度上期は、Polypore を８月末に

統合したので９月１ヶ月分だけの Polypore の

業績が連結されている。2016 年度上期は６ヶ

月分算入されており、対前年同期との比較はあ

まり意味がない。 

（鉛蓄電池用セパレータ）「ダラミック」は

数量、売上高ともに順調に推移している。「セ

ルガード」は、世界各方面の主要リチウムイオ

ン二次電池メーカーへの新規採用活動は順調に

進展している。買収後の統合作業も順調に推移

しており、マーケティング、製造、開発等、旭

化成と Polypore の機能を統合した。しかし、

今我々が新規採用に向けて活動している次世代

の電池や自動車は、年単位のプロジェクトであ

り、Polypore を統合したからすぐに工場の稼

働が上がるというわけではない。「セルガー

ド」の稼働率にはまだ余裕はある。これが数字

として目に見える形で上がってくるまでには、

もう少し時間をいただきたい。 

 損益については、買収発表の時に現中計最終

年度の 2018 年度にのれん及び無形固定資産の

償却等も含めて黒字化を目標とすると説明した

が、その目標は変えていない。 

渡部氏 ケミカル事業だが、上期の営業利益の

上振れ要素を伺いたい。米国 AN メーカーがプ

ラントトラブルでフォース・マジュールを宣言

したが、そのトラブルの復旧見通しと、同社の

供給停止により AN の需給バランスや市況にど

のような影響が出ているか。また、持分法投資

損益で PTTAC の損益が改善したとの説明があっ

たが、これは 2015 年度上期の損益悪化要因だ

ったタイバーツの為替換算差損が今年は改善し

ただけなのか、AN や MMA の業績そのものが良

かったからなのか。 

堀江 米国 AN メーカーのフォース・マジュー

ルが７月中旬に出て、その結果として第２四半

期に AN の原料スプレッドが改善した。このプ

ラントトラブルは 2017 年１－３月には復旧す

ると言われており、下期については、AN の市

況・スプレッドが良い状況が第３四半期も続き、

第４四半期からは従来の需給バランスに戻って

いくと想定している。PTTAC も第２四半期から

AN の収益が改善しており、為替差損益の影響

だけではなく、営業利益も改善している。 

SMBC 日興証券・竹内氏 住宅事業だが、下期

の受注環境をどう考えているか。当初予想では

上期、下期に分けた受注予想の開示はなかった

が、今回、下期の受注前提は、当初予想に対し

てどのような見直しをしたのか。 

冨岡 受注は、月別に見るとばらつきが大きく

なるが、四半期単位では第１四半期の受注回復

が少し遅れた。原因は集合住宅で広告宣伝自粛

の影響からの回復に予想以上に時間がかかった。

第２四半期は集合住宅の受注が回復し、ほぼ前

年並みとなった。2016 年度下期は集合住宅の

受注が引き続き回復し、昨年の下期は決して受

注水準が高くなかったこともあり、受注金額で
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10％アップを目指す計画だ。 

竹内氏 今の受注環境が続いていくということ

なのか。展示場の集客等、大きな受注環境の変

化があるのか。 

冨岡 足元では、展示場の集客数は、９月は台

風の影響でかなり厳しかったが、10 月になっ

て回復している。集合住宅は資料請求等による

集客が回復してきており、受注が伸びてくると

見ている。 

竹内氏 クリティカルケア事業だが、第１四半

期から第２四半期にかけて売上高横ばいで営業

利益は伸びている。これは、単純にコストの発

生が遅れているということなのか。ドルベース

では 10％程度の増収で引き続き高い伸びでは

あるがやや鈍化しているようにも見える。やは

り人の採用が律速になっているのか。売上高に

対して営業利益の出方や足元の販売の状況を解

説いただきたい。 

坂本 ドルベースで見ていただくと、正しくご

理解いただけると思っている。ZOLL トータル

で売上高は対前年同期 10％の伸びと、これま

でと同様の傾向が続いている。「LifeVest」が

成長の牽引役だ。いつまでこの高成長が続くか

については、当面続くという見方もある一方で、

ある程度の規模になったのでどこかでこの成長

率が緩やかになってくるのではないかという見

方もある。 

 下期は上期の成長率を前提に計画を作成して

いるが、ここは慎重に受注動向を見なければい

けない。計画はマネージャークラスの人財をも

っと採用し、販売を伸ばしたいと考えているが、

採用実績は当初計画に比較して引き続き未達と

なっている。良い人財の採用と定着は、なかな

か簡単にはいかない。 

その結果販管費は対前年同期では増えている

が、当初計画ほどは増えていない。人財の採用

が当初計画どおり達成できれば、売上高、利益

の伸びる余地はあると現状では見ている。 

竹内氏 上期の売上高がドルベースで対前年同

期 10％増に対して、営業利益が 60％以上伸び

ている。粗利率は基本的に大きく変わらないと

思うが、販売員１人あたりの生産性等が上がっ

ているので、売上高の伸びに対してかなり高い

営業利益の伸びになっているという理解でよい

か。何か粗利率が変わるようなことがあるのか。 

坂本 営業利益が約 60％増というのは、のれ

ん等償却後の営業利益の数字だ。のれん等償却

前の事業利益では、2015 年度上期が１億 100

万ドル、2016 年上期が１億 2,600 万ドルで、

こちらの方が実態をより正しく反映している。

構造的に粗利率が大きく改善した等の大きな要

因はない。 

野村證券・岡嵜氏 医薬・医療事業で、2016

年度通期予想の修正の考え方を確認したい。

「リコモジュリン」や「テリボン」の数量が消

費税増税延期で減少した一方、コストの抑制で

営業利益は増益ということでよいか。また、

2017 年度に向けて、医薬・医療事業でどのよ

うな損益の見通しをお考えなのか。 

出口 2016 年度は、「テリボン」の薬価の市

場拡大再算定の影響、「フリバス」の薬価引下

げと後発品参入による数量減の影響が大きく効

いている。「テリボン」と「リコモジュリン」

は数量は伸ばしており、売上高を伸ばしている



- 9 - 

部分もある。研究開発費が上期から下期にずれ

こんだことと、円高により、ドルベースの米国

開発費用が円換算では減少している。 

岡嵜氏 2017 年度の見通しで、パイプライン

の状況、売上高やコストの動向等はどうか。 

出口 「テリボン」、「リコモジュリン」とも

に数量を伸ばしていきたいと思っている。加え

て、2016 年の秋に発売になる年１回投与型の

ビスフォスフォネート系の骨粗鬆症治療剤であ

る「リクラスト」が 2017 年度は通年寄与する。

これらにより売上高はまた拡大していくと考え

ている。 

岡嵜氏 2016 年度の売上高を少し見直してい

るが、米国の研究開発費の為替換算差等で営業

利益は上方修正という理解でよいか。 

出口 はい。 

岡嵜氏 エレクトロニクス事業で、セパレータ

事業と電子部品事業それぞれでのスマートフォ

ンの動向を伺いたい。先ほどの説明で、第２四

半期から第３四半期にかけては、セパレータは

上期から下期にかけて横ばい、電子部品は、第

３四半期は第２四半期と同水準とのことだが、

マーケットの動向やシェアの動向はどうか。ま

た、最近続けて発生したスマートフォンの電池

発火事故の影響について何かお話しいただける

ことはあるか。 

福田 スマートフォンの動向だが、確かに市場

の成長率が鈍化しているという認識はあるが、

当社のセパレータ事業の販売は極めて堅調だ。 

 発火事故の件について、このようなことが起

こると一般論として電池メーカーは安全性をよ

り重視し、部材メーカーにより厳格な品質を求

めてくる。これは当社が競合他社に比べて強み

として認識している部分であり、決してマイナ

スにはならないと考えている。 

高嶋 電子部品事業も、スマートフォン分野は

市場の成熟化といった話がずいぶん言われてい

るが、中には好調なメーカーもあるので、その

ようなメーカーをしっかりフォローすることで

数量拡大を図っている。全体的な動きとしては、

第２四半期で需要が増加し、第３四半期はそれ

が継続、第４四半期は例年どおり春節の影響等

があって若干減少すると見ている。 

 発火事故の件は、やはり品質についての要求

が高まるのではないかということがあり、その

ような面での顧客要望に十分に応えていきたい。 

岡嵜氏 電子部品事業は、シェアの動向等は特

に変わっていないという理解でよいか。 

高嶋 シェアについて、まず代表的な製品とし

て電子コンパスは 2015 年度第２四半期にシェ

アを落としたが、その後回復してきている。水

晶発振器用 IC は、廉価版のチップセットのシ

ェアが上がってきており、古いソリューション

である水晶発振器用 IC の数量がまた出るよう

になってきている。それから、スマートフォン

のオーディオ関連では、中堅メーカーがオーデ

ィオに差別化のポイントを求めるということが

あり、当社の高性能のオーディオデバイスが出

ている。 

みずほ証券・山田氏 ケミカル事業は、上期か

ら下期にかけて営業減益になる予想だが、その

背景を伺いたい。売上高は、AN の市況が上昇

する予想にも関わらず十分に売上高が伸びてい

ないので、高機能製品が悪化する予想になって
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いると思う。「サランラップ」等の需要期が第

３四半期であることを踏まえて、上期から下期

の動きを教えていただきたい。 

堀江 石油化学事業の上期から下期の動向では

あまり大きな差はない。石油化学事業の基盤強

化によって、為替の影響を比較的受けにくい体

質になってきている。 

桑葉 高機能ポリマー事業は合成ゴムと機能樹

脂で、こちらも上期と下期で差はない予想だが、

機能樹脂の方で若干、下期が弱めになる予想と

している。これは、一部で価格フォーミュラの

関係により、上期にナフサ価格が下がった影響

で下期に価格が下がる一方、原料の動向はナフ

サを中心に上昇する予想であり、下期の営業利

益が縮小する予想だ。全体としては上期から下

期の動きで大きな変動はない。 

門倉 高機能マテリアルズ事業・消費財事業は、

消費財事業が上期から下期にかけて減益になる。

下期の消費財事業の計画は前年同期とほぼ同じ

数字を予想しているが、上期が好調だったこと

から、上期から下期の差となって出てきている。 

坂本 ケミカル事業全体では為替の前提の差が

若干効いている。2016 年上期実績は 105 円／

ドルで、下期は 100円／ドルで予想を策定した。 

山田氏 消費財事業が好調だったのは、一過性

の要因と分析しているのか。 

門倉 そこまで十分に分析しきれていない。熊

本での震災等があった後、「サランラップ」を

様々なところで使用いただいており、需要を押

し上げていたところはあるかもしれない。 

山田氏 医薬・医療事業では、2016 年度上期

は、前年同期と比較して数量増によって営業利

益があまり伸びていないと思う。「テリボン」

や「リコモジュリン」もおそらく販売数量があ

まり伸びていないと思うが、何かの特殊要因が

あるのか。また、「プラノバ」以外の医療機器

の数量動向はどうか。 

出口 「テリボン」は数量ベースで 10％に届

かないくらいの伸びを示している。市場拡大再

算定で薬価が 18.8％下がったが、数量を伸ば

すことで売上を戻すといった動きになっている。

「リコモジュリン」は、2016 年の薬価改定の

影響は受けていないが、数量ベースでは数％の

伸びで、微増となっている。 

山田氏 「テリボン」の 2015 年度上期売上高

は 139 億円で、2016 年度上期の売上高は 120

億円となっている。市場拡大再算定で薬価が下

落した分を考慮しても６％しか数量が伸びてい

ないと思うが、もう少し伸びているイメージか。 

出口 当社ではもう少し伸びていると考えてい

る。 

門倉 医療事業については、血液浄化関連製品、

人工腎臓の需要はほぼ堅調に推移している。医

療事業は輸出比率が高いので、円高の影響を受

けている。一方で、ウイルス除去フィルターの

「プラノバ」は、円高を十分カバーするくらい

数量が伸びている。医療事業全体の営業利益は、

両方のプラスマイナス要因がほぼ見合っている

ような状況だ。 

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券・尾脇氏 

住宅受注について、月次で開示されている受注

の数字を振り返ると、７月が対前年同月で

20％以上のプラスだったが、８月と９月は前年

同月を下回る結果であり、その数字だけを並べ
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ると、モメンタムがあまりよくないように見え

る。 

 先ほどの下期の受注に関してのご回答は、展

示場の来場者数も増えてきており、集合住宅も

資料請求等の集客が回復してきたので問題がな

いということだったが、８月、９月と受注が低

迷したところを心配しなくてよいか。前年同月

比でマイナスとなる傾向が 10 月以降続くと考

えなくてよいのか。 

冨岡 住宅受注の前年同月比は月々でぶれが結

構出てしまう。例えば休日数の関係等も影響す

ることがある。第１四半期と第２四半期を分け

てみると、第１四半期は対前年同期 9.7％のマ

イナスだったが、第２四半期はほぼ前年同期並

みであり、集合住宅の受注金額の差が大きかっ

たと説明した。 

 第２四半期の集合住宅の回復は本物だと見て

いる。2015 年度下期は杭問題により広告宣伝

活動の自粛があったことで受注が減少したので、

決して受注水準は高い数値ではない。2016 年

度下期で対前年同期 10％のプラスは十分可能

であると思っている。 

尾脇氏 エレクトロニクス事業に関して、スマ

ートフォンの需要動向について伺いたい。他社

の決算発表等も聞いていると、スマートフォン

関連部材の需要は第２四半期にピークアウトし

たという話もあれば、第３四半期の需要も第２

四半期並みか、または第３四半期の方が強いと

いう見方もある。中国のスマートフォンメーカ

ーの需要動向も含めてどのように考えておけば

よいか。第２四半期から第３四半期にかけて、

スマートフォンメーカーの動向をどのように見

ているのか。 

福田 当社のセパレータ事業に関しては、第２

四半期から第３四半期にかけてあまり大きく変

化するという感触はない。引き続き、高い水準

で旺盛な需要予測をいただいている。 

高嶋 電子部品事業も、第２四半期から第３四

半期にかけてそれほど違いがあると見ていない。

ただし、スマートフォンメーカーによっては、

新製品の発売のタイミング等でピークがいつに

なるか異なるので、顧客の構成によっては、ス

マートフォン向けの部材を販売している会社ご

とに状況にばらつきが出ると思う。 

シティグループ証券・池田氏 セパレータ事業

で、「ハイポア」の売上高が上振れた背景は何

か。御社は民生用途が多いと思うが、そのあた

りの需要が強かったのか。加えて、「セルガー

ド」の状況もあわせて、車載用途への今後の展

開について伺いたい。「セルガード」は今期苦

戦しているが、本格的な回復は 2017 年になる

のか。それとも 2018 年くらいになるのか、手

応えをお聞きしたい。また最近、韓国のセパレ

ータメーカーも含めて供給メーカーが増えてい

るが、需給面、価格面についてはどうか。 

福田 「ハイポア」の売上高が上振れしたのは、

民生用途、車載用途両方であり、ここにきて需

要が伸びていると実感している。 

 それから「セルガード」を含めた車載用途の

状況だが、足元では 2018 年以降に上市される

モデル向けに活動しており、「ハイポア」「セ

ルガード」ともに大きな伸びを期待している。

年率で３～４割くらい伸びると思っている。 

池田氏 2017 年は需要の端境期で、2018 年に



- 12 - 

３～４割ぐらい伸びるのか。2017 年も同じよ

うな伸びが見込めるのか。 

福田 2016 年から 2017 年にかけての伸び率で

は、売上計画を精査しているところだが、３割

いくかいかないかの伸びになるかと思う。主に

湿式の方で伸びると見ている。乾式は、もう少

し時間がかかると思っている。 

池田氏 需給バランスは改善してきているのか。

まだ、需給は緩いのか。 

福田 需給が緩いという感覚はまったくない。

特に、高品質のセパレータの需要や、安定的に

供給できる力を持ったセパレータメーカーへの

需要は、引き続き旺盛なものがあると認識して

いる。 

池田氏 AN について、トラブルを起こした米

国 ANメーカーのプラント生産能力が約 56万ト

ン／年で、AN 需要の約 10％くらいが停止して

いる状況だが、復旧した後の需給への影響はど

うなのか。中国等の増設が一巡し、2016 年以

降大きな増設がないと思うが、今後の長期的な

需給バランスをどう見ておけばよいか。 

堀江 米国の同業メーカーが再稼働すると、中

国メーカーの稼働も上がっているので、需給と

してはやや供給過剰の状況に戻っていくと見て

いる。中国の新設メーカーの稼働も比較的高水

準であると思うが、一方で需要も 2016 年度は

堅調だ。ABS 樹脂やアクリルアマイド、炭素繊

維等が順調であり、2017 年以降も需要が順調

に伸び、需給の改善が一定程度見込めると考え

ている。 

池田氏 大きな増設は一巡し、2018 年くらい

まで大きな供給増はないのか。 

堀江 増設が一巡した後、今のところ中国勢の

増強等が具体的な日程として出てきていない。

ある程度は出てくる可能性もあると思うが、ま

だ具体的な計画はない。 

［終了］ 


