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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：２０１７年２月７日（火）１５：００～１６：００ 
 

２０１７年３月期第３四半期 

決算説明会（電話会議） 

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) 

 

坂本 今回の第３四半期決算の概要としては、

10－12 月期（以下、第３四半期）は各事業と

もに堅調な需要に支えられ、為替が円安方向に

進行したことから、当社の業績も順調に推移し

た。４－12 月累計（以下、第３四半期累計）

では、主に上期において円高の影響を受けたこ

と等により、売上高、営業利益、経常利益は前

年同期を下回ったが、政策保有株式の売却を進

めたことや税金費用の減少等により、四半期純

利益は過去 高を記録した。 

今回見直した本年度の通期予想（以下、今回

予想）は、2016 年 11 月時点予想（以下、前回

予想）に対し各項目で上方修正し、当期純利益

は過去 高値を更新する見込みである。 

P４ 主要決算数値 

 第３四半期累計で、売上高は１兆 3,568 億円

で対前年同期 915 億円の減収、営業利益は

1,141 億円で同 125 億円、9.9％の減益となっ

た。各事業での拡販やコストダウンを進めたが、

円高の影響や、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、薬価改定の影響等が主な要因となり減益と

なった。経常利益も、持分法投資損益、為替差

損益が改善したが、対前年同期５％の減益とな

った。ただし、第３四半期のみの実績では、営

業利益、経常利益ともに対前年同期で増益とな

った。 

 親会社株主に帰属する四半期純利益は、897

億円で対前年同期 25％の増益となり、第２四

半期累計に引き続き過去 高を記録した。増益

の要因として、第１四半期に加えて第３四半期

でも政策保有株式の見直しによる一部株式の売

却を進めたことや、2016 年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、繰延税金資産の回収可能性を第１四半期に

見直したこと等がある。 

 連結貸借対照表の概況として、四半期純利益

の計上や投資有価証券の時価評価の影響により、

総資産、自己資本が増加した。有利子負債残高

は、第４四半期の資金需要を見ながら調達を行

った結果、12 月末で増加した。D／E レシオは

自己資本の増加により 0.02 ポイント下がり

0.41 となった。 

P５ 連結損益計算書 

 売上高は対前年同期で 6.3％減少したが、売

上総利益は 4,282 億円となり、売上高比率は

1.3 ポイント改善し 31.6％となった。主な要因

として、ケミカル事業を中心に原燃料価格の下

落により売上原価率が改善した。販管費は、退

職給付費用やのれん償却費が増加したこと等か

ら、対前年同期で 27 億円増加し 3,140 億円と

なった。営業利益は 1,141 億円となり、売上高

営業利益率は 8.4％となった。 

 営業外損益は 63 億円改善した。対前年同期

で、持分法投資損益や為替差損益が改善した。
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持分法投資損益では、タイの PTT Asahi 

Chemical Company Limited の損益が改善した。

前年同期は厳しい事業環境にあったが、当期は

アクリロニトリル（以下、AN）やメチルメタク

リレートの市況が順調に推移した。特別損益は

30 億円の益となり、税前利益は 1,214 億円と

なった。 

 2016 年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 897

億円となり、対前年同期で 25％の増益となっ

た。 

P６ 特別損益 

 第３四半期累計の特別利益は 99 億円で、対

前年同期で 97 億円の益となった。第１四半期

および第３四半期に、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、対前年同期で 48 億円改善し、

69 億円となった。2015 年度は、クリティカル

ケア事業関連で訴訟和解金を計上し、Polypore

関連では買収後に一部の経営幹部の退任に伴う

特別退職金等を計上したが、2016 年度はその

ような損失が無い。 

これらの結果、特別損益は対前年同期で 145

億円の改善となった。 

P７ 連結貸借対照表 

2016 年３月末と 12 月末を比較すると、総資

産が 1,289 億円増加した。主な要因としては、

四半期純利益を 897 億円計上したことや、2016

年３月末に比較して株高で推移していることか

ら、有価証券評価差額金が 166 億円増加したこ

と等がある。また、為替が期末日レートでは円

安方向に推移したことにより、為替換算調整勘

定が 83 億円増加した。 

負債では、Polypore 買収に伴う借入金のリ

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。 

P８ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 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

動きがあったが、2016 年度はそのような要因

が無い。当第３四半期の現金及び現金同等物の

期末残高は 1,878 億円となった。 

P10 新セグメント別売上高・営業利益（２）

（９ヶ月累計・４－12 月比較） 

 2016 年度よりマテリアル、住宅、ヘルスケ

アの３つの新セグメントで決算報告を行ってい

る。第３四半期累計では、各セグメントにおい

て対前年同期で減収・減益となった。 

P13 事業別売上高・営業利益増減要因（９ヶ

月累計・４－12 月比較）（１） 

P14 事業別売上高・営業利益増減要因（９ヶ

月累計・４－12 月比較）（２） 

P37 クリティカルケア概況（４－12 月累計） 

繊維事業は、対前年同期で減収・減益となっ

た。（再生セルロース繊維）「ベンベルグ」や

（人工皮革）「ラムース」、（ナイロン 66 繊

維）「レオナ」の販売数量が増加したが、競合

による販売価格の下落や各製品において円高の

影響等があった。 

 ケミカル事業は、減収・増益となった。 

石油化学事業は減収・増益となった。国内石
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油化学事業の基盤強化後、スチレンモノマー

（以下、SM）の販売数量が減少したが、AN の

交易条件が改善した。４－12 月期平均では、

AN 市況 1,215 ドル／トン、プロピレン市況 796

ドル／トン、スプレッド 418 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やエンジニアリング

樹脂の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および消費財事業は

減収・増益となった。イオン交換膜等で円高の

影響を受けたが、電子材料製品や「サランラッ

プ」等の消費財製品の販売が順調に推移した。 

 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。各製

品の販売数量が増加し、2015 年度第２四半期

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。 

電子部品事業も増収・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、円高の影響を受け、販売数量

拡大に伴う外部委託費用が売上に先行して増加

した 

 住宅事業は、減収・減益となった。 

建築請負部門は減収・減益となった。（戸建

住宅）「ヘーベルハウス」や（集合住宅）「ヘ

ーベルメゾン」の引渡棟数が減少し、広告宣伝

費等の販管費が増加した。2015 年 10 月から

2016 年度初めにかけて広告宣伝活動を控えて

いたことから昨年度は受注が減少し、その影響

で第３四半期累計の引渡棟数は前年同期の

5,937 棟から 168 棟減少し、5,769 棟となった。

請負受注金額は、第３四半期累計では対前年同

期で２％の受注減となったが、第３四半期のみ

では 5.5％の受注増となった。第１四半期は広

告宣伝活動自粛の影響が残ったが、５月に広告

宣伝を本格再開した後、第２四半期は前年並み

にまで受注が回復し、その後も回復を継続した。 

 不動産部門およびリフォーム部門は減収・増

益となった。リフォーム部門で労務費等の販管

費が増加したが、不動産部門の賃貸管理事業が

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、

後発医薬品の影響を受けた（排尿障害改善剤）

「フリバス」の販売数量が減少し、薬価改定の

影響を受けた。 

 医療事業も減収・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、円高の影響とともに、国内の透析関

連製品において償還価格改定の影響を受けた。 

 クリティカルケア事業は、財務諸表の円換算

における円高に伴う影響から、円ベースの売上

高は対前年同期で減収となった。しかしながら、

営業利益は円高にもかかわらず増益となった。
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のれん等償却後の連結営業利益は 108 億円とな

り、引き続き拡大している。 

ドルベースでは増収・増益となった。クリテ

ィカルケア事業は、対前年同期で円高が急速に

進行したことから円換算後の業績ではなかなか

実態が見えにくいため、ドルベースでの業績も

参考情報として記載している。決算説明会資料

37 ページの「クリティカルケア概況」で、＜

参考：クリティカルケア事業業績推移（US ド

ルベース）＞を見ると、第３四半期累計の売上

高は９億 3,000 万ドルで、対前年同期で 7,700

万ドルの増収、10％弱の伸びとなっている。の

れん等償却前の事業利益は１億 9,300 万ドルで、

同 20％強の増益となった。営業活動強化に伴

う販管費は引き続き増加したが、（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

移しており、規模が拡大する中でも順調に成長

を続けている。 

P16 当期の業績予想 

 今回予想と前回予想を比較すると、売上高、

営業利益、経常利益、当期純利益の全ての項目

で上方修正となった。営業利益については、為

替が前回予想に対して円安に推移していること

や、AN の交易条件改善、各事業での固定費削

減・見直し等を見込み、対前回予想で 80 億円

上方修正した。 

今回予想の前提としては、ナフサ価格を下期

38,000 円／KL、年間 34,725 円／KL、為替レー

トを下期 110 円／ドル、年間 108 円／ドルとし

ている。 

また、2016 年度の一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 

 今回予想と前回予想を比較すると、繊維事業

と住宅事業を除く全ての事業で上方修正した。 

繊維事業は、円安による増益効果の一方で、

原料価格上昇の影響もあり、前回予想どおりと

した。 

 ケミカル事業は、35 億円上方修正した。石

油化学事業で、AN が競合他社のプラントトラ

ブルによる市況上昇で増益となり、高機能ポリ

マー事業、高機能マテリアルズ事業は、足元の

原料価格上昇はあるものの円安効果により堅調

に推移している。第４四半期では、AN 市況

1,240 ドル／トン、プロピレン市況 925 ドル／

トン、スプレッド 315 ドル／トンの想定だ。 

 エレクトロニクス事業は、30 億円上方修正

した。セパレータ事業は、前回予想並みの営業

利益を見込んでいるが、電子部品事業で上方修

正した。為替効果に加え、スマートフォン向け

のオーディオデバイスや電子コンパス等の需要

が好調に推移することを見込む。 

 住宅事業は、下方修正した。鋼材価格の上昇

や円安の進行による輸入部材等の市況悪化に加

え、働き方改革を進める中、業務委託費等の固

定費の増加を織り込んだ。 

建材事業は、ALC 事業等が堅調に推移するこ

と等から、５億円上方修正した。 

 医薬・医療事業は、20 億円上方修正した。

医薬事業は「テリボン」や「リコモジュリン」

の数量拡大と、下期の固定費見直しにより上方

修正した。医療事業も「プラノバ」が引き続き

売上を伸ばすことを見込み、円安効果と合わせ
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て上方修正した。 

 クリティカルケア事業は、５億円上方修正し

た。「LifeVest」が引き続き堅調に推移する計

画で、為替が円安に推移することを見込み、販

管費の進捗がやや遅いことを織り込んだ。 

 

【質疑応答】 

モルガン・スタンレーMUFG 証券・渡部氏 ケ

ミカルの第２四半期から第３四半期にかけてと、

第３四半期から第４四半期にかけての３つのサ

ブセグメントの営業利益の方向性について伺い

たい。 

堀江 第２四半期から第３四半期にかけては、

AN の競合他社のトラブル等によって AN のスプ

レッドが改善した。また、第２四半期にエチレ

ンセンターのプラントトラブルによる減益要因

があったが、第３四半期にはこの減益要因がな

く、収益が改善している。第３四半期から第４

四半期にかけては、AN の競合他社のトラブル

が近々解消されるのではないかということで、

第４四半期は AN の市況が下振れし、原料との

スプレッドがやや悪化する。また、足元でナフ

サ等の原料価格は上がっており、これらの原料

コストの上昇に対しポリエチレン（以下、PE）

やポリスチレン（以下、PS）の価格転嫁は少し

遅れる。そのため第３四半期から第４四半期は

AN、汎用樹脂の収益が悪化すると見ている。 

桑葉 高機能ポリマー事業の第２四半期から第

３四半期の動きだが、販売数量は堅調に推移し

ている。一方で第３四半期はエンジニアリング

樹脂および合成ゴム工場の定期修理があり、こ

れが第２四半期と比較すると減益要因として働

いている。また、第３四半期は原料価格が上昇

し、製品価格への転嫁が遅れ、期ずれが発生し

た。そのため、第２四半期から第３四半期にか

けてはこれも減益要因となっている。第３四半

期から第４四半期だが、販売数量は計画どおり

に出る見込みだ。原料価格は引き続き上昇して

おり、製品価格への転嫁を進めているところだ

が、それでも若干期ずれが発生する。一方で第

３四半期に比べて定期修理がないことがプラス

要因となり、第４四半期の損益は第３四半期並

みとした。 

門倉 高機能マテリアルズ事業と消費財事業の

第２四半期から第３四半期にかけては増益とな

った。円安の影響により、イオン交換膜等の業

績が改善している。また、消費財事業は「サラ

ンラップ」を中心に販売数量が拡大し、増益に

なった。第３四半期から第４四半期の動きは、

高機能マテリアルズ事業はほぼ第３四半期並み。

消費財事業は、季節性により「サランラップ」

を中心に例年並みの減収・減益と見ている。 

渡部氏 石油化学事業に関して、受払差やブタ

ジエン市況高騰等のプラス影響はどうか。 

堀江 受払差は、原料が上昇しているので、第

４四半期は若干プラスの影響が出てくる。ブタ

ジエン市況に関しては、当社のブタジエンは主

に自家消費しており、一部バランスを取るため

に外販することもあるが、これが大きく収益に

貢献することはない。 

渡部氏 エレクトロニクス事業のセパレータ事

業と電子部品事業の動きを伺いたい。 

福田 セパレータ事業は第２四半期から第３四

半期にかけて、（リチウムイオン２次電池用セ
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パレータ（湿式膜））「ハイポア」の販売数量

が高水準を維持し、（リチウムイオン２次電池

用セパレータ（乾式膜）））「セルガード」、

（鉛蓄電池用セパレータ）「ダラミック」も堅

調に数量を伸ばし、増収・増益となった。第３

四半期から第４四半期にかけては、旧正月の影

響もあり「ハイポア」は民生用途で数量が減少

するが、一方で「セルガード」は堅調に数量を

伸ばし、全体で売上高は横ばいを見込む。営業

利益は償却費をはじめ期末の固定費増があり、

減益を見込んでいる。 

高嶋 電子部品事業の第２四半期から第３四半

期にかけては、スマートフォン向けでオーディ

オデバイスや電子コンパス等の販売が好調で増

収・増益となった。第３四半期から第４四半期

にかけては、引き続きスマートフォン向けの電

子部品が順調に出荷される見通しだが、セパレ

ータ事業同様、期末に向けて費用の増加等があ

り、営業利益は少し悪化する見通しだ。 

大和証券・梅林氏 ケミカル事業の自動車関連

で、第３四半期は合成ゴムもエンジニアリング

樹脂も定期修理があったが、第４四半期は定期

修理が無い中で需要動向や出荷動向をどう見て

いるのか。 

桑葉 需要動向については、合成ゴムもエンジ

ニアリング樹脂も自動車生産の影響が一番大き

い。2016 年の自動車の生産販売台数は全世界

的に好調だった。特に中国は減税の効果が続い

ていたことや、今後も一部で継続されるという

ことで、先行きの需要についてはあまり心配を

していない。合成ゴムおよびエンジニアリング

樹脂の販売数量は堅調に推移すると思っている。

特に低燃費タイヤ向け合成ゴム（S-SBR）は、

低燃費タイヤ向け需要は引き続き高い成長が見

込めると考えている。 

梅林氏 セパレータ事業の動向だが、第４四半

期に向けて「ハイポア」は季節性により減速す

る中で「セルガード」は少し増えていくという

話だったが、この方向感の違いはどういう理由

なのか。 

福田 「ハイポア」も車載用途は順調に数量を

伸ばしているが、民生用途で特に中国市場にお

いて、恐らく旧正月の影響と見ているが、第４

四半期に数量が減少すると予想している。「セ

ルガード」は車載用途が主体なので数量が伸び

ている。 

梅林氏 「セルガード」の車載用途は、地域的

には中国市場がターゲットという話だったが、

そこで伸びているという理解でよいか。 

福田 はい。 

みずほ証券・山田氏 住宅事業だが、2015 年

度第４四半期実績と今回発表された 2016 年度

第４四半期予想を比較すると、売上高がほぼ同

じで営業利益が約 20 億円減少する計画だが、

これは働き方改革による固定費増が要因なのか。

もしそうであれば、これは構造的に 2017 年度

も収益圧迫要因になると見た方がいいのか。そ

れとも一時的な問題で 2017 年度以降は、この

影響は徐々に薄まっていくのか。今回の年間予

想の下方修正額が、2016 年度第４四半期の対

前年同期減益額の 20 億円と同じなので、その

点も含めて説明いただきたい。第３四半期は想

定線上だったかということなのか。 

冨岡 年間予想が前回予想に比べて 20 億円下
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方修正した要因だが、固定費要因と資材費の上

昇がほぼ半々だ。前回予想に比べてコストアッ

プが大きかったことと、計画していたコストダ

ウンが進まなかったことによる。働き方改革を

急速に進めており、まず人員を拡充し体制を整

えるところから始めている。この効果は、働き

方改革を進めながら検証していくので、今後更

に人員を増やし続けるかは未定だ。工夫次第で

2017 年度以降は今の人員で乗り切れるかもし

れない。働き方自体をどう変えていくかが、来

年度以降の課題だと思っている。 

山田氏 この固定費要因には、契約社員等があ

る程度入っていて、2017 年度以降、半期で 20

億円の費用増となるわけではないという理解で

よいか。資材価格の上昇分は、今契約している

部分は資材価格が上昇したベースで契約してい

るはずで、１年くらいかけて徐々に薄まってい

くという理解でよいか。 

冨岡 働き方改革に関しては、今は派遣社員等

が中心で、来年度も固定するというわけではな

い。資材に関しては鋼材価格が大きいが、これ

は第１四半期までは尾を引くと思う。第２四半

期以降は今のところ若干益側に向いていくと聞

いている。 

山田氏 クリティカルケア事業で、今回修正さ

れた部分は基本的に為替の修正だけか。営業人

員の拡充等はどうなっているのか、主要製品の

成長と地理的な拡大の状況について伺いたい。 

門倉 クリティカルケア事業の売上高、粗利益、

営業利益等はドルベースではほぼ前回予想並み

の数字になっており、円換算する時の円安効果

が 今 回 の予 想 に 反映 さ れ てい る 。 特に

「LifeVest」や病院向け除細動器等の数量は計

画どおりの進捗だ。営業人員の拡大は、計画ま

での人数は採り切れていないという状況がまだ

続いている。 

野村證券・岡嵜氏 エレクトロニクス事業の四

半期毎の営業利益の考え方だが、第２四半期が

２億円の赤字で第３四半期が 17 億円の黒字と

なり、かなり大きく伸びていると思う。2015

年度第２四半期は為替が 123 円／ドルで 21 億

円の利益だったことに対し、2016 年度第３四

半期は営業利益が大きく出たという印象がある。

第３四半期の状況を確認したい。先ほど第４四

半期にかけて固定費が増加するという説明もあ

ったが、利益の特殊要因も含めてどうなのか。 

福田 第３四半期は「ハイポア」の販売数量が

依然として高水準を維持したこと、「セルガー

ド」は既存の案件に加えて新規の受注や中国市

場で伸びたこと、「ダラミック」も堅調に数量

を伸ばし、増収・増益となった。 

岡嵜氏 セパレータ事業で、特にコストがどち

らかの四半期に偏ったということはないか。 

福田 概ね計画どおりで、第２四半期、第３四

半期ではそんなに大きな差はない。 

岡嵜氏 第４四半期が少し増えるようなイメー

ジか。 

福田 第４四半期は例年、期末に固定費の増が

あり、多少の費用増加を見込んでいる。 

高嶋 電子部品事業も同様で、第２四半期から

第３四半期にかけて売上が増加しており、これ

に伴って増益となった。費用面ではセパレータ

事業と同様で期末に費用が増加するため、第３

四半期から第４四半期では若干利益が減少する。 
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岡嵜氏 クリティカルケア事業の第３四半期の

みのドル建て売上高は前年同期比７％増で、少

し売上の伸び率が鈍化しているようにも見える。

これはあまり気にする必要はないか。基本的に

は２桁％増が続くと聞いていたので、そのあた

りを説明いただきたい。 

門倉 第３四半期については、特に病院向けの

除細動器で受注残が増えてきており、需要は堅

調だ。「LifeVest」も業績が好調であり、事業

の状況としては全く心配してない。 

岡嵜氏 基本的に ZOLL 全体で、ドル建てで１

割くらいの伸びが、傾向としては期待できると

いう理解でいいか。 

門倉 分母が大きくなってきており、伸び率は

若干小さくなっていくが、基本的に 10％程度

の成長は今後も見込めると思っている。 

SMBC 日興証券・竹内 医薬・医療事業で「テ

リボン」、「リコモジュリン」の販売数量は基

本的に計画線できているのか。今実施している

施策も含めて進捗を伺いたい。 

出口 「テリボン」は薬価の引き下げがあった

が、その分を数量でカバーする計画であり、対

前年同期では数量ベースで、10％増で進捗して

いる。これは従来から取り組んでいる患者に治

療の継続を促すプログラムを継続的に続けてき

た効果や、新規の開業医先での取引が増加して

いることが大きく効いていると思う。 

 「リコモジュリン」は、従来から外部のディ

テールインパクト（プロモーション活動の評価

の指標）で非常に高い評価をいただいており、

数量も前年同期を上回っている。2016 年度か

ら新たに eプロモーション（インターネットを

活用した医薬品の情報提供方法）も開始してお

り、視聴する医師の数が順調に推移している。

これらの効果が現れてきていると思っている。 

竹内氏 「テリボン」について、2017 年度は

数量を伸ばす余地はあるか。「テリボン」と

「リコモジュリン」の 2017 年度の販売数量の

考え方を伺いたい。 

出口 「テリボン」は今続けている施策等によ

り更に広がっていくと考えている。それに加え

て、2017 年７月に承認を見込んでいる「テリ

ボン」の投与期間延長（１年半から２年間に延

長）の効果が、2017 年度には効いてくると考

えており、まだ伸ばせると思っている。 

竹内氏 今回予想の 2016 年度年間の経常利益

は 1,540 億円で当期純利益は 1,060 億円となっ

ている。第３四半期までは特別損益が利益側に

出ていると思うが、年間ではどのような特別損

益の見方をしているのか。 

有馬 営業外損益は若干費用の発生を見込んで

いる。特別損失は、東京本社の移転計画に関連

する損失を第４四半期に引当てする予定だ。 

竹内氏 年間の特別損益は損の方が少し多くな

るイメージか。 

有馬 そうなると思う。 

竹内氏 配当の考え方だが、今回予想の配当性

向は 26％となっている。新中期経営計画の中

では 35％に還元性向を上げていく方向だと思

う。今回予想は 2016 年度年間で 20 円の配当と

いうことだが、まだ見直す余地はあるのか。 

坂本 配当については、30％を目安に安定的な

配当、継続的な増配を目指すというのが基本方

針であった。今回の新中計では、2018 年度に
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総還元性向で 35％を目指している。この方針

は変えていない。今回、年間 20 円の配当とし

ているが、第４四半期に向けて、為替の動向等

の諸条件が不透明なため、第４四半期の決算が

締まった時点で、基本方針に照らし合わせて改

めて検討、判断したいと考えている。 

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券・尾脇氏 

エレクトロニクス事業の第４四半期の計画だが、

セパレータ事業では、民生用途が中心の「ハイ

ポア」が旧正月要因で第４四半期に減少すると

いうことだった。一方で、電子部品事業は、第

３四半期から第４四半期にかけてスマートフォ

ン向けが引き続き順調で数量は増えるが、費用

の増加等により営業利益が少し減るとのことだ

った。世界のスマートフォンの生産動向が第３

四半期から第４四半期にかけて良くなるのか、

悪くなるのかを考える上で、セパレータ事業と

電子部品事業で若干方向感が逆に行っている印

象がある。どのように理解すればよいか。 

福田 その点を社内でもいろいろと議論をして

いるが、はっきりとしたことが分からないのが

実態である。ただし、セパレータ事業に関して

は、第２四半期から第３四半期は、非常に好調

であったので、結果的に大手顧客の一部で需要

の先取りがあったかもしれないと見ている。 

高嶋 電子部品事業の方は通常、第３四半期か

ら第４四半期に向けて旧正月要因で需要の減退

があるが、2016 年度はそれによる需要の落ち

込みが小さい。また、春に向かって新製品の立

ち上げが第４四半期に比較的大きく出てくる見

込みで、例年と違い、販売数量が出る第４四半

期になっている。 

尾脇氏 電子部品の方で春に向かって新製品の

立ち上げがあるというのは、中国のスマートフ

ォンメーカーが積極的なのか。 

高嶋 はい。 

尾脇氏 繊維事業やケミカル事業を中心に原油

価格上昇の影響があると思うが、原油価格が

2017 年度、仮に今の高い状態が続くことや、

これ以上に上がっていくとすると、収益的に相

当悪影響を受けるのか。数量が好調に出て、稼

働率が高ければ、タイムラグはあっても価格転

嫁でき、損益的にはそれほど心配していないと

考えているのか。 

坂本 一般的な考え方ということでご理解いた

だきたい。原料の影響は短期的な影響と中長期

的な影響を分けて考える必要があると思う。原

料が上昇すると当然製品の値上げに動くわけだ

が、短期的には値上げが浸透するまでに時期ず

れが起こることが多い。瞬間的に足元で原料が

高いことは、マイナス要因に効くケースが多い。

逆に足元で原料が安くなると瞬間的にスプレッ

ドが改善し、収益が改善することが短期的には

言える。 

 一方で、中長期的な収益としては、需要の動

向が大きく影響する。需要家が購入している製

品価格の先高感を持つと、先に原料を引き取っ

て生産を増やそうという動きが出てくる。従っ

て、石油化学全般としては、緩やかな原料の先

高感は、中長期的には収益にプラスに働くこと

が比較的多い。逆に緩やかな先安感が続くと、

生産を控えめにすることもあり、中長期的な損

益にマイナスに効くこともある。 

 原料高がどのようなスピードで進むのか、ど
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れぐらいの幅で原料価格が動くのか、また需要

の動向もよく見ないといけないということで、

短期的な影響、中長期的な影響を分けてみる必

要があると思っている。 

尾脇氏 第３四半期の実績は、原料価格変動に

伴う短期的なタイムラグによる損益の影響とし

ては、プラス、マイナスどちらに効いた四半期

だったのか。この第３四半期が平時の実力ベー

スと見ていいか。 

堀江 石油化学事業の第３四半期に関しては、

原料動向の損益に与える影響は大きくなかった

とご理解いただきたい。AN の収益改善は、競

合のトラブルによる需給バランスの影響があっ

たということだ。 

メリルリンチ日本証券・榎本氏 セパレータ事

業について、「ハイポア」や「セルガード」の

数量の伸び率があれば教えてほしい。円安方向

に推移しているにもかかわらずセパレータ事業

の今回の利益予想は、変わっていないとのこと

だが、為替の動向は影響していないのか。 

福田 円安の影響については、のれん償却費等

の為替換算での影響があるため、営業利益予想

は据え置いた。数量の伸び率は、半期の決算が

締まった時点で改めてご案内したい。 

榎本氏 住宅事業の働き方改革は、具体的にど

のようなことをされているのか。外注を増やす

という話もあったが、一方では、残業代が減る

こともあったりすると思う。具体的にどのよう

なことをされていて、費用としては今後どう効

いてくるのか。 

冨岡 状況は様々なので一概には言えない。ま

ずは補助人員を採用し、仕事を覚えさせ、戦力

にすることから着手したところだ。ただし、そ

の人に教えるために時間がかかることもあるの

で、どちらが得になるのかという話もある。こ

のような施策を進めながら、仕事の仕方を変え

ているところだ。損益的には、増員した分は基

本的には損失側に効いてくると見ている。 

榎本氏 この働き方改革は、住宅事業だけのこ

とか。全社ベースでの取り組みか。 

坂本 働き方改革は、政府の方針があるからと

いうわけではなく、これは事業を運営している

会社としては永遠のテーマである。常にビジネ

スの事業環境に応じて 適な働き方を考えてい

る。特に昨今、一人ひとりがいきいきと仕事を

し、プロとしてレベルを上げていくこと等、経

営課題の中で人材の育成が優先課題になってい

る。その中に、方法として働き方改革が入って

いる。 

シティグループ証券・池田氏 ケミカル事業の

第３四半期から第４四半期にかけての減益につ

いてもう一度整理したい。AN の原料とのスプ

レッドが約 100 ドル／トン悪くなると思うがそ

の影響と、消費財の営業利益の落ちが大きいと

いうことだが、これ程落ちるものなのかと思っ

ている。競合の約 50 万トン／年の生産能力を

持った AN プラントのトラブルが解消し、再稼

働すると思うが、このあたりの影響を 2017 年

度に向けてどのように考えておけばよいか。中

国の AN メーカーも稼働を上げていると思うが、

AN を中心にケミカル事業について伺いたい。 

堀江 第３四半期から第４四半期の動きと

2017 年度の AN の方向性だが、まず第４四半期

にかけては、競合他社が戻ってくることによっ
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て若干スプレッドが悪化するが、引き続き

2017 年２月から５月にかけてアジアの AN メー

カーの定期修理がある。そのため市況自身はそ

れほど大きく変動しないと考えているが、当初

見ていたよりも若干プロピレンの価格が高いと

いうことでスプレッドが悪化している。また、

中国 AN メーカーの稼働は上がっているが、定

期修理等もこの春に集中しており、2017 年度

にかけて大幅に需給が悪化するとは見ていない。 

 次に第３四半期から第４四半期への営業利益

の落ち方が少し激しいのではないかということ

だが、PE や PS 等で製品価格の値上げを今進め

ている 中であり、第４四半期は短期的に原燃

料価格の上昇に価格の値上げが追いつかない。

これらが営業利益には損側に効いている。2017

年度に向けては、値上げが浸透し、取り戻すこ

とができれば大きな影響はないと考えている。 

門倉 消費財事業の業績予想については、第４

四半期は例年どおりの営業利益の水準だ。第３

四半期は、「サランラップ」を中心に従来にな

い好業績であったため、例年に比べると第３四

半期と第４四半期の差が大きくなっている。第

４四半期の営業利益自体は例年並みとご理解い

ただきたい。 

池田氏 SM の市況が 近かなり上がっている

が、石油化学の基盤強化により SM の生産能力

がほぼ半分になったので、スポット売りも少な

く、営業利益にはあまり影響しないという理解

でよいか。 

堀江 SM の輸出が減っているので、業績への

大きな影響はないとご理解いただきたい。 

［終了］ 

 

 


