
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業績予想の適切な利用に関する説明 

その他特記事項 

 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社

が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前

提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものでは

ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。 

旭化成株式会社 

開催日時：２０１９年８月２日（金）１５：００～１６：００ 

 

２０２０年３月期第１四半期 

決算説明会（電話会議） 

要旨 
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会社側参加者： 

取締役 兼副社長執行役員 柴田 

経理部長 佐藤 

基盤マテリアル事業本部 企画管理部長 堀江 

パフォーマンスプロダクツ事業本部 

企画管理部長 桑葉 

スペシャルティソリューション事業本部 

企画管理部長 杉山 

スペシャルティソリューション事業本部 

 セパレータ事業統括部長 福田 

旭化成エレクトロニクス 企画管理部長 川田 

旭化成ホームズ 経営管理部長 坂井 

旭化成ファーマ 経営統括総部長 柏木 

ＩＲ室長 濱本 

 

P３ 第１四半期決算発表のポイント 

柴田 2019 年度第１四半期の営業利益は、グ

ループ全体としては中国経済の減速の影響等

により前年同期比で減益となったが、「住宅」

セグメント、「ヘルスケア」セグメントが好調

に推移したことから、過去最高の前年同期に次

ぐ２位を記録した。 

「住宅」、「ヘルスケア」の営業利益は前年同

期比増益で、この２つのセグメント合計で前年

同期比 13％の増益となった。「マテリアル」は、

ナフサクラッカーの臨時修繕および誘導品の

定期修理の影響に加え、製品市況悪化、中国経

済の減速、スマートフォン関連市場鈍化の影響

があったこと等から前年同期比 26％の減益と

なった。グループ全体としては前年同期比

14％の減益となった。 

第１四半期から第２四半期にかけては、「住

宅」、「ヘルスケア」は引き続き順調に推移する

ことを見込む。「マテリアル」は、臨時修繕等

の影響がなくなることに加え、スペシャルティ

ソリューション事業を中心に販売数量の増加

を計画している。 

2019年度上期予想（以下、今回予想）の営

業利益は、５月公表の当初上期計画（以下、

当初予想）から３％減益の 945億円に修正す

るが、上期として過去最高の前年同期に次ぐ

２位を目指す。 

P４ 第１四半期実績の概要 

「マテリアル」の基盤マテリアル事業では、

ナフサクラッカーの臨時修繕および誘導品の

定期修理の影響があったことや、メチルメタク

リレート（以下、MMA）、ポリエチレン、ポリス

チレン等で交易条件が悪化したこと等により、

前年同期比減益となった。 

パフォーマンスプロダクツ事業では、Sage 

Automotive Interiors, Inc.（以下、Sage）連

結による利益貢献があったが、中国の景況悪化

の影響を不織布等の繊維製品で受け、前年同期

比減益となった。 

スペシャルティソリューション事業では、リ

チウムイオン電池（以下、LIB）用セパレータ

で ESS（エネルギー貯蔵システム）向け需要減

少や電子部品を中心にスマートフォン市場減

速の影響を受けたこと、イオン交換膜の中国で

の販売数量減少等により、前年同期比減益とな

った。 

「住宅」では、引渡棟数が増加したことに加

え、物件の大型化等による単価上昇もあったこ

とから、建築請負部門を中心に前年同期比増益

となった。住宅事業は、売上高、営業利益とも

に第１四半期として過去最高を更新した。 

「ヘルスケア」では、医療機関向け除細動器

の販売数量が増加したこと等から前年同期比

増益となった。 

P５ 第２四半期予想の概要 

第１四半期から第２四半期にかけては、「住

宅」、「ヘルスケア」は引き続き順調に推移する

ことを見込む。「マテリアル」は、ナフサクラ

ッカーの臨時修繕等の影響がなくなることに

加え、イオン交換膜、LIB用セパレータ、電子

部品等で販売数量の増加を計画すること等か

ら、営業利益の改善を見込む。 

具体的には、「マテリアル」のパフォーマン

スプロダクツ事業では、合成ゴムにおいて第１

四半期の定期修理の影響がなくなることや、
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「サランラップ」で販売数量増加を計画するこ

と等により、増益を計画する。 

スペシャルティソリューション事業では、イ

オン交換膜で第２四半期に出荷の集中を予想

することや、LIB用セパレータで ESS向け需要

の回復に加え、民生・車載向けともに販売数量

増加を計画すること、電子部品でスマートフォ

ン関連製品の需要回復を織り込むこと等によ

り、増益を計画する。 

「住宅」、「ヘルスケア」では、引き続き順調

な進捗を予想する。 

P８ 主要決算数値 

2019 年度第１四半期の業績は、売上高が

5,021億円、営業利益が 413 億円、親会社株主

に帰属する四半期純利益が 244億円となった。

売上高は第１四半期として過去最高を更新、営

業利益、経常利益は２番目の実績、四半期純利

益は３番目の実績となった。 

P９ 連結損益計算書 

売上高は 5,021 億円で、前年同期比 123 億

円増収となった。Sage連結等の効果があった。 

売上総利益は 1,627 億円で、売上高比率は

32.4％となり、前年同期比で若干低下した。主

な要因はナフサクラッカーの臨時修繕等の影

響だ。 

販管費は 1,214億円で、前年同期比 79億円

増加した。主な要因は、マーケティング強化の

ため人員を増やしたことや、Sage 買収に伴う

のれん償却費の増加等だ。 

以上により営業利益は 413 億円で、前年同期

比 65億円の減益となった。 

営業外損益は 26億円の益で、前年同期比 13

億円悪化した。持分法投資損益の悪化は、主と

してタイの PTT Asahi Chemical Company 

Limited における MMA の業績悪化によるもの

だ。 

特別損益は２億円の損で、前年同期比で 62

億円悪化した。前年同期に政策保有株式の売却

があったため、前年同期比で投資有価証券売却

益が減少した。 

法人税等計上後の親会社株主に帰属する四

半期純利益は 244億円で、営業利益の減益なら

びに投資有価証券売却益の減少等により減益

となった。 

P10 連結貸借対照表 

2019 年６月末と 2019 年３月末を比較する

と、総資産が 517億円減少した。主な要因は、

手元資金の見直しによる現預金の減少、ナフサ

クラッカーの臨時修繕等に伴う営業債権の減

少等だ。 

負債は、ナフサクラッカーの臨時修繕等に伴

う仕入債務の減少等により 154億円減少した。 

純資産は 363億円減少した。主な要因は、先

日実行した 100億円の自己株式取得と、円高に

推移したことに伴う為替換算調整勘定の減少

だ。 

有利子負債は 307 億円増加し、D／E レシオ

は 0.34となった。 

P11 連結キャッシュ・フロー計算書 

営業活動によるキャッシュ・フローは 159億

円のキャッシュ・インとなった。税前利益、減

価償却費によるキャッシュ・インが 654億円あ

ったが、住宅事業等で運転資金が増加した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 164億

円のキャッシュ・アウトとなった。2018 年度

までに決定した積極的な拡大投資により、設備

投資に伴う支払いが増加した。 

フリー・キャッシュ・フローは５億円のキャ

ッシュ・アウトとなった。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 53億

円のキャッシュ・アウトとなった。配当金の支

払いならびに自己株式の取得による資金需要

に応えるため、290億円の資金調達を実行した。 

以上により、現金及び現金同等物の四半期末

残高は 1,705億円となった。 

P14 2019年度上期業績予想 

今回予想の営業利益は、「マテリアル」にお

ける中国経済の減速、自動車関連市場・スマー

トフォン関連市場の鈍化等の影響を踏まえ、当

初予想から３％減益の 945億円に修正した。 
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「住宅」は当初予想どおりの推移を見込む。

住宅事業では、上期として過去最高の売上高、

営業利益を計画する。 

「ヘルスケア」は各事業で順調な推移を見込

み、当初予想を上回る着地を計画する。 

中間配当は１株当たり 18円を予想している。 

セグメント別の業績予想の詳細は、決算説明

会資料 15ページをご参照いただきたい。 

また、事業別の第１四半期実績および業績予

想は、決算説明会資料 16ページ以降の参考資

料に記載している。 

 

【質疑応答】 

モルガン・スタンレーMUFG 証券・渡部氏 基

盤マテリアル事業に関して、第１四半期は前年

同期比で ANの交易条件が改善したにもかかわ

らず減益となった。臨時修繕・定期修理の影響

の他、販売数量の減少や、AN 以外の製品のス

プレッド、動向等について詳しく教えてほしい。 

堀江 AN 以外の製品に関しては、中国経済の

先行き不安から荷動きが全体に鈍っている。エ

チレン市況がナフサ市況に比べ下がっている

他、ベンゼン市況も下がっており、こうしたモ

ノマー市況下落の影響でポリエチレン、ポリス

チレン等の市況が下落し、スプレッドが前年同

期比で悪化している。MMAも市況下落が続いて

いる。 

臨時修繕等による固定費増加、販売数量減少

に加えて、AN 以外の製品のスプレッドが全体

的に縮小し、それらの積み上げにより減益とな

っている。 

渡部氏 AN 市況はここ１ヶ月程かなり下落し

たが、足元では少し戻りが見られる。この辺り

の動きについてどう見ているか。 

堀江 AN 市況の下落に関しては、中国経済の

先行き不安から取引が鈍る中で、実際に契約が

成立していない価格等も含む気配値が各種マ

ーケットレポートに反映され、かなり下がった

ように見えていると考えている。実際は、７月

アジア着の契約として取引された価格は平均

で 1,800ドル／トンを上回っており、市況の下

落が起こるのはこれからという見方もできる。 

そのような状況下、足元では市況が下げ止ま

ったように見えるが、これはある程度底値が見

えてきて、さらに今後各社の定期修理も予定さ

れている中、今まで買い控えていたアクリル繊

維メーカー等が買い始めているためだと考え

ている。９月頃までは市況は比較的安定して推

移することも考えられる。 

渡部氏 クリティカルケア事業について、売上

高の伸びが加速している理由と、第１四半期の

営業利益の前年同期比分析においてコスト差

等で 28億円の減益となっている背景について

伺いたい。コスト差等の減益要因は、年間で言

うとこの４倍程度の額が出てくるのか。 

柴田 クリティカルケア事業は引き続き医療

機関向け除細動器を中心に伸びている。コスト

の増加に関しては、引き続き事業拡大のための

販管費が中心だ。研究開発費も増えている。四

半期ごとにバラつきがあるので、年間でこの４

倍の影響があるとは見ていない。 

渡部氏 クリティカルケア事業は固定費増加

を抑えていたと思うが、販売エリアの拡大等が

見えてきて、また事業拡大のための費用を増や

しているのか。 

柴田 （着用型自動除細動器）「LifeVest」等

に関してはそのような状況もあるし、また、

ZOLL は最近データ事業において複数の M&A を

実施した。拡大のための費用は、使うべきとこ

ろには使っていくつもりだ。 

みずほ証券・山田氏 住宅事業に関して、第１

四半期として過去最高の売上高・営業利益を更

新ということで、当初の想定よりも販売が伸び

ているように見えるが、これは想定線上なのか。

また、上期予想は修正されていないが、第２四

半期の状況について販売面とコスト面の両方

から伺いたい。併せて住宅周辺事業の状況も教

えてほしい。 

坂井 第１四半期、第２四半期とも、売上高と

コストのいずれもほぼ当初想定どおりだ。住宅
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周辺事業に関しては、前年同期比で見ると部門

によって状況が異なるが、当初予想に対しては

第１四半期、第２四半期とも想定どおりだ。 

山田氏 決算説明会資料 25 ページを見ると、

リフォーム部門や、その他住宅周辺事業等で売

上高が増加している。特に、その他住宅周辺事

業等で伸びているが、この背景は何か。 

坂井 これは 2018年度第４四半期から連結し

た Erickson Framing Operations LLCの連結

の影響だ。 

山田氏 「マテリアル」において、Sageの連結

が順調に進捗しているかという点と、LIB用セ

パレータに関して第２四半期以降に ESS 用途

の販売が回復し、それ以外の用途の販売数量も

増加するという見通しの手応えを伺いたい。併

せてイオン交換膜や電子材料製品の足元の状

況を教えてほしい。 

桑葉 Sage の連結は順調に進んでいる。パフ

ォーマンスプロダクツ事業として第１四半期

は前年同期比で増収・減益のため見えづらいが、

増収に寄与しているだけでなく、利益貢献もし

ている。 

山田氏 のれん等償却後で黒字ということか。 

桑葉 そのとおりだ。 

杉山 スペシャルティソリューション事業に

関しては、決算説明会資料 17ページに記載の

とおり、第１四半期の前年同期比減益は、ほと

んどが数量差だ。大きいものは、イオン交換膜、

セパレータ等だ。 

イオン交換膜は期ごとに出荷のバラつきが

大きく、2018 年度は第１四半期に出荷が多か

ったが、今年度は第２四半期に集中すると見て

いるため、数量差が大きく出ている。ただし、

中国の景況感の悪化から苛性ソーダの需要が

少し落ちており、顧客が膜を更新するペースが

若干落ちている部分はある。 

 一方で、長い目で見て苛性ソーダ市場におけ

る顧客の投資意欲の低下はあまりなく、そこに

対する当社の電解槽の出荷は今年も好調で、増

収に寄与している。ただし、増収に対する利益

の貢献はやや限定的である。 

福田 LIB 用セパレータに関しては、韓国の

ESS 火災事故の影響により第１四半期におい

て乾式膜の販売数量が前年同期比で大きく減

少した。ただし、６月 11日に韓国政府による

火災事故の調査結果報告が発表されて以来、受

注・出荷とも回復しつつあり、第２四半期にか

けて ESS向け販売の回復を見込んでいる。 

野村證券・岡嵜氏 決算説明会資料 22ページ

に四半期の営業利益推移があるが、第２四半期

の前年同期比で、パフォーマンスプロダクツ事

業が増益、スペシャルティソリューション事業

が減益になっている。これはどのような製品に

よるものか。 

桑葉 パフォーマンスプロダクツ事業に関し

ては、2018 年度第２四半期の営業利益 107 億

円に対し、2019 年度第２四半期予想は 116 億

円と、増益の見通しだ。これは旧高機能ポリマ

ー事業における増益や、消費財事業の「サラン

ラップ」等で 10月の消費増税前に駆け込み需

要を見込んでいることによる。 

岡嵜氏 合成ゴムやエンジニアリング樹脂は、

第１四半期は厳しい状況だったと思うが、第２

四半期にかけて改善する見通しか。 

桑葉 合成ゴムの販売数量は若干増加すると

見ている。エンジニアリング樹脂も販売数量は

増加する見通しだ。 

杉山 スペシャルティソリューション事業は、

第２四半期は前年同期比で６億円減益の見通

しだ。その内、旧高機能マテリアルズ事業は、

先程説明したとおりイオン交換膜の出荷が第

２四半期に集中する他、他の製品も総じて堅調

であり、増益となる見通しだ。 

福田 セパレータ事業の第２四半期は、LIB用

セパレータの湿式膜は車載向けを中心に前年

同期比で販売数量の増加を見込むものの、乾式

膜の販売数量減少によって減益となる見通し

だ。乾式膜は、ESS向けの需要は回復するもの

の、中国の電気自動車関連政策の影響を受け販

売数量が減少する見込みだ。 
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川田 電子部品事業の第２四半期は、売上高は

前年同期並みを見込むが、製品構成の変化に伴

う操業度悪化を見込んでおり、減益となる見通

しだ。 

岡嵜氏 LIB 用セパレータの乾式膜に関して

は、第２四半期は前年同期比では販売数量が減

少しているが、第１四半期と比べると減少幅が

縮小するというイメージか。 

福田 そのとおりだ。 

岡嵜氏 湿式膜は、第１四半期は当初想定して

いたような形で拡大したと考えてよいか。 

福田 第１四半期は、車載向けの販売数量は増

加したが、民生向けでは期首に一部の顧客によ

る在庫調整の影響があり、一時的に販売数量が

伸び悩んだ。 

岡嵜氏 第２四半期は民生向けの顧客の在庫

調整影響はなくなり、巡航速度に戻ると見てい

るか。 

福田 そのように見ている。 

大和証券・梅林氏 AN に関して、第１四半期

のスプレッドの動きを教えてほしい。また、第

２四半期に向けては、水島の定期修理が終わり、

販売数量が増えると思う。2018 年度の後半か

ら稼働率を下げていると思うが、第２四半期の

稼働率の見通しはどうか。 

堀江 第１四半期の ANのスプレッドは当初想

定よりも上振れし、900ドル／トンを上回った。

中国経済の影響で、特にどの需要がというので

はなく全体的に荷動きは良くないが、その一方

で競合他社のプラントが生産トラブルから復

旧しなかった等の供給面の要因があり、想定以

上に需給が引き締まった。 

稼働については、基本的に需要を見ながら稼

働を調整しているが、５―６月に水島だけでな

く タ イ の PTT Asahi Chemical Company 

Limitedでも定期修理を実施しており、足元で

は在庫が少し足りない状況のため稼働率を上

げている。今後は、中国を始めとするアジアの

経済動向を慎重に見ながら稼働を調整してい

く。 

梅林氏 アクリル繊維向けの需要は高まって

きているとのことだが、ABS樹脂向けはどうか。 

堀江 ABS樹脂に関してはまだら模様だ。中国

の内需はまだ悪くないが、中国に向けて ABS樹

脂を輸出しているメーカーの内、汎用系のメー

カーは直近の状況を慎重に見て稼働を下げて

いる。一方で、高付加価値系や特殊品を製造し

ているメーカーの稼働にはあまり陰りは見え

ていない。全体としては、アジアの ABS樹脂メ

ーカーの稼働率は 80％以上を維持しており、

具体的な需要の減少は見られない。 

SMBC日興証券・竹内氏 医薬品事業に関して、

決算説明会資料 28 ページを見ると、（骨粗鬆

症治療剤）「テリボン」の第１四半期の売上高

が前年同期比で減少しているが、その背景は何

か。後発品の影響などが出ているのか。また、

第２四半期以降どのように挽回するのか教え

てほしい。 

柏木 第１四半期については、今年度は５月に

10 連休があり、昨年度と比較し稼働日が少な

かった影響が挙げられる。また、今年の３月に

「テリボン」と競合する新薬が他社から発売さ

れたことも一因だと見ている。 

竹内氏 その要因は、当初予想にもともと織り

込んでいたのか。第１四半期に想定よりも大き

く影響が出たということか。 

柏木 想定よりも影響が大きく出たというこ

とだ。 

竹内氏 医薬・医療事業は、第１四半期は前年

同期比で４億円の減益となっている。医薬事業

は主力品の販売数量減少により減益となった

が、医療事業は増益になったという理解で正し

いか。 

濱本 医薬事業は増益、医療事業は若干の減益

だ。 

竹内氏 医薬事業が増益となったのはなぜか。 

柏木 医薬事業では 2018年度の第１四半期、

第２四半期において、現在製造販売承認申請中

である「テリボン」のオートインジェクターに

関する開発費が大きく発生していた。2019 年
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度はそれがなくなり、固定費が減少し増益に寄

与した。 

竹内氏 医薬・医療事業において、営業利益の

上期予想を 10億円上方修正しているが、これ

は医薬事業と医療事業のどちらによるものか。

またその要因は何か。 

濱本 上方修正は医療事業だ。 

竹内氏 売上高は据え置きになっているが、利

益率が高い製品の販売が堅調だという理解で

よいか。 

濱本 医療事業においては各製品が順調に推

移している。 

竹内氏 決算説明会資料 14 ページで、経常利

益の上期予想を 40億円下方修正している一方

で、四半期純利益は 30億円上方修正している。

特別損益の見方を含め、どのような要因がある

か教えてほしい。 

佐藤 これは政策保有株式の売却による特別

利益を織り込んだことが要因だ。 

竹内氏 当初予想には織り込んでいなかった

が、追加で実施していくという理解でよいか。 

佐藤 そのとおりだ。 

シティグループ証券・池田氏 スペシャルティ

ソリューション事業について、LIB用セパレー

タの第１四半期の販売数量は、前年同期比で減

少しているか。2018 年度第４四半期はかなり

落ち込んだと思うが、そこからは回復している

のか。また、ESS向け需要の減少や中国の電気

自動車メーカーへの補助金終了等により、需給

状況が変化し販売価格が下がっていないか。 

福田 販売数量については、第４四半期から第

１四半期にかけて増加している。価格について

は、中国の電気自動車関連市場では政策の影響

もあり、自動車、電池、電池部材、それぞれの

メーカーの淘汰が始まりつつあるが、当社とし

ては、製品の品質や性能に一定のプレミアムを

認めてくれる顧客に販売していくという方針

に変わりはない。今後も市場の動向を慎重に見

極めていく。 

池田氏 中国以外、特に欧州における車載用途

の市場の見方について、３ヶ月前と比較して変

化はないか。強まっているという感触はあるか。 

福田 欧州市場に関しては、３ヶ月前よりも多

少強まっている印象を受けている。 

池田氏 2019 年度に湿式膜、乾式膜ともに生

産能力増強を計画しているが、計画に変わりは

ないか。 

福田 湿式膜については、ラインを逐次立ち上

げて、顧客の認証取得や新しい銘柄の試作等を

含め、当初の計画どおり進んでいる。乾式膜に

ついては、プロセスの特性として設備を段階的

に立ち上げることが可能であり、2018 年度に

計画どおり商業運転を開始し、現在は順次立ち

上げているところだ。ESS火災の影響があった

ことから当初の想定よりは需要の立ち上がり

が遅くなったが、需要に合わせて設備の立ち上

げや稼働を調整している。 

池田氏 繊維事業に関して、2018 年度までは

比較的順調に伸びていたと思うが、足元では紙

おむつ向けの不織布や車載向けの人工皮革が

鈍化しているのではないかと思う。この辺りの

見方について教えてほしい。また、Sage に関

しては４～５％程度の売上高成長が続いてい

るのか。加えて、繊維事業全体の状況について

も教えてほしい。 

桑葉 繊維事業全体に関しては、衣料用途の販

売が中国向けを中心に不振であり、Sage 連結

の影響を除くと第１四半期は前年同期比で減

収・減益だ。Sageの事業自体は、第１四半期の

事業利益は前年同期比でほぼ横ばいで、上期は

前年同期比で増収・事業利益増益を計画してい

る。 

池田氏 紙おむつ向けの不織布は結構落ち込

んでいるのではと思うが、手応えはどうか。 

桑葉 需要は若干減速しているが、戦略的に力

を入れて取り組んでいく。 

池田氏 原料価格が下がっていると思うが、繊

維事業の収益への影響はどうだったか。 

桑葉 原料価格の下落による影響は、前年同期

比ではほぼない。 
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UBS証券・宮本氏 基盤マテリアル事業につい

て、決算説明会資料 22ページを見ると、2018

年度第４四半期から 2019年度第１四半期にか

けて増益になっている。これは臨時修繕等の影

響がある一方で、AN 市況の上昇等があったこ

とが要因かと思う。また、第１四半期から第２

四半期にかけては増益の計画で、これは AN市

況が下落する一方で、臨時修繕等の影響がなく

なることが要因かと思う。これらの四半期ごと

の流れについて改めて説明してほしい。併せて、

第２四半期の ANスプレッド前提も伺いたい。 

堀江 ANに関しては、2018年度第４四半期に

おいて需要の先行き不安から顧客の減産が始

まり、スプレッドがかなり縮小した。それに対

し 2019年度第１四半期は、需要が回復しつつ

ある中で定期修理等により供給が絞られ、また

競合他社がプラントトラブルから復旧しなか

った要因もあり、スプレッドが回復した。AN市

況とプロピレン市況のスプレッドは、2018 年

度第４四半期には 519 ドル／トンまで下がっ

たが、2019 年度第１四半期には 943 ドル／ト

ンまで回復した。 

第２四半期については、需要の先行きを慎重

に見極めなければならない状況は続くと考え

ており、需給バランスがタイト化することはな

いだろうという前提で、AN 市況を 1,720 ドル

／トン、プロピレン市況を 920ドル／トン、ス

プレッドを 800ドル／トンと見込んでいる。従

って、第１四半期から第２四半期にかけての増

益は、臨時修繕や定期修理のコストがなくなる

ことが中心だ。 

宮本氏 臨時修繕の影響は、30 億円程度とい

う理解でよいか。また、臨時修繕と AN以外の

要因についても伺いたい。 

堀江 臨時修繕と定期修理を合わせて約 30億

円だ。AN 以外に関しても、第２四半期にかけ

て定期修理による影響がなくなる。特定の製品

の市況や需要の回復を見込むわけではないが、

積み上げにより全体的に状況の改善を見込む。 

宮本氏 MMA は第１四半期から第２四半期に

かけて市況が下がっていくと思うが、この辺り

は織り込んでいるのか。 

堀江 MMA は交易条件の悪化が続くと見てい

るが、それ以外の製品については若干改善する

と見ている。 

宮本氏 決算説明会資料 17ページの営業利益

の前年同期比分析に関して、為替要因を除いた

売値差として、パフォーマンスプロダクツ事業

で 12億円、スペシャルティソリューション事

業で 7 億円が増益要因となっている。どのよ

うな製品で値上げや販売構成の改善があった

のか。先程 LIB用セパレータの中国市場の話が

あったが、当社は販売価格を下げてはいないと

いう理解でよいのか。 

桑葉 パフォーマンスプロダクツ事業に関し

ては、主にエンジニアリング樹脂の値上げによ

るものだ。2018 年度に値上げを行い、その影

響が今年度の上期も継続している。 

杉山 スペシャルティソリューション事業に

おける主な要因は、旧高機能マテリアルズ事業

と電子部品事業だ。旧高機能マテリアルズ事業

では、コスト差等でマイナスが出ていることと

関連するが、塗料原料等において原料価格高騰

を受けて値上げを実施した。また販売構成差で

もプラスが出ている。電子部品事業も販売構成

差によりプラスとなっている。セパレータ事業

については、あまり売値差は出ていない。 

宮本氏 高機能マテリアルズ事業における販

売構成差はどのような製品で出ているのか。 

杉山 特定の製品ではなく、さまざまな製品の

積上げによるものだ。 

［終了］ 

 


