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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４月２５日（月）１５：００～１６：３０ 
場所  ：大手町サンケイプラザ ４Ｆ 

新中期経営計画（2016～2018） 

“Cs for Tomorrow 2018” 

説明会 要旨 
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会社側参加者： 

代表取締役社長兼社長執行役員 小堀 

常務執行役員 坂本 

ＩＲ室長  門倉（司会） 

 

P４ （１）経営指標の推移① 

小堀 前中期経営計画（以下、前中計）では、売

上高２兆円、営業利益 1,600 億円を目標として掲

げていた。２月時点の予想としては、売上高１兆

9,540 億円、営業利益 1,640 億円であり、ほぼ計

画どおりに進捗したと評価している。直近３年間

については、為替や原材料安といった経済環境に

も恵まれ、３年連続で過去最高の営業利益を更新

できそうである。 

P５ （１）経営指標の推移② 

 この５年間で、売上高は約 4,000 億円、営業利

益は約 400 億円伸ばすことができた。営業利益の

増分を売上高の増分で割り返すと約 10％となり、

収益性の高い事業の比率が高まったといえる。営

業利益を見ると、2010 年度はケミカル・繊維の

比率が 50％以上を占めていたが、この５年間で

住宅・建材、ヘルスケアを伸ばし、2015 年度は

バランスのとれた領域構成となった。 

P６ （１）経営指標の推移③（持株会社制移行

後の計数推移） 

 純粋持株会社制に移行した 2003 年度の実績と

直近の 2015 年度予想を比較すると、売上高営業

利益率を 4.9％から 8.4％に、海外売上高比率を

19％から 36％にまで伸ばしている。年間配当は

６円／株から 20 円／株へと、継続して増配を実

施してきた。ROE も 6.4％から 8.1％へと改善さ

れている。D／E レシオは 0.45 を見込み、健全な

財務体質を維持できている。 

P７ （２）施策の実行状況①（基本戦略の枠組

み） 

 前中計において、事業戦略では「成長の追求」

として「グローバルリーディング事業の展開」と

「新しい社会価値の創出」に、制度・仕組みの革

新では「oneAK 経営の推進」に取り組んだ。また、

前半は円高の厳しい環境であったので、途中より

収益構造改善にも取り組んだ。 

P８ （２）施策の実行状況②（主な実行項目） 

 「グローバルリーディング事業の展開」では、

競争力の高い製品群につきアジア地区を中心に生

産能力増強・新設に注力してきた。「新しい社会

価値の創出」では、「環境・エネルギー」、

「住・くらし」、「ヘルスケア」の３領域に注力

し、ZOLL、Polypore の大型買収を実現した。２

社の買収は、新事業への参入や既存事業の強化に

とどまらず、グローバル化の加速という観点から

も大きな成果となった。 

収益構造改善では、国内の石油化学事業の基盤

強化として、水島地区を中心に構造改善を実施し

た。また、収益力向上活動「SL200 プロジェク

ト」は３年半で 500 億円以上の効果があったと評

価している。 

P９ （２）施策の実行状況③（“FT2015”投資

実績） 

 成長戦略に向けて５年間で、既存事業に 5,400

億円、非連続成長に 4,600 億円、合計１兆円の投

資を行った。大きな案件は、ZOLL と Polypore の

買収である。 

P10 杭工事におけるデータ流用等について 

 計数面では順調に推移できた５年間であったが、

2015 年の秋、旭化成建材による杭工事における
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データ流用等が確認された。関係各位に多大なる

ご迷惑とご心配をおかけしたことを心からお詫び

したい。当社グループでは本件を厳粛に受け止め、

社内外での調査を十分に行うとともに、信頼回復

に向けてあらためて法令遵守の徹底をはかり、再

発防止に取り組んでいく。 

P11 信頼の回復に向けて 

 信頼回復に向け、三現主義を実践する。現場に

赴き、自らの目で現物を確認し、現実を知る。そ

の現実に基づいて、事実を見極め、事実に対して

誠実に、事実に即して行動する。この三現主義を

基本に、コンプライアンスの徹底を図り、グルー

プ一丸となって信頼回復に向けた取り組みを行っ

ていく。またこれは、新中期経営計画（以下、新

中計）の根底を成すものでもある。 

P12 コンプライアンス徹底の具体策 

 コンプライアンスについては、トップダウンと

現場からのボトムアップという両面からの徹底を

図っていく。トップダウンは、コンプライアンス

の方針の発信とリスクの俯瞰的な洗い出しとして、

グローバル行動規範の整備、方針の浸透とグルー

プ全体における教育の実践を行う。ボトムアップ

は、現場の視点でそれぞれの事業におけるリスク

の洗い出しと再点検、対策の継続的な実施を行う。 

 また、社内体制としてリスク・コンプライアン

ス室を新設し、グループのリスク情報やコンプラ

イアンスに関わる事案を一元的に集約する。コン

プライアンス責任者をグループの各事業部門に配

置し、組織内のコンプライアンス徹底とリスクの

洗い出しを実施する。 

P14 “Cs for Tomorrow 2018”(CT2018)とは 

 新中計“Cs for Tomorrow 2018”では、将来に

向けて多様な「C」で飛躍の基盤を固めていく。

１ つ 目 の 「 C 」 は 、 グ ル ー プ ス ロ ー ガ ン

「Creating for Tomorrow」であり、「昨日まで

世界になかったもの」をつくり上げていこうとい

う「C」である。 

 次は、結合（Connect）の「C」である。４月に

新しい体制に組織変更を行い、グループを横断し

て人財と事業を結合していく。技術面では技術と

事業の結合があり、外部では共同開発、事業提携、

米国を中心に活動しているコーポレート・ベンチ

ャー・キャピタル（以下、CVC）からの初期開発

段階にある技術や事業の取り込みがある。グロー

バル展開する際には、地域との結合がある。様々

な結合により、新たな成長へのステージに向かい

たい。 

更に、コンプライアンス、コミュニケーション、

チャレンジという３つの「C」を実践していく。

信頼回復と新たな事業の成長拡大に向けて、これ

らの「C」全てが“Cs for Tomorrow 2018”を成

している。 

P15 （１）経営環境の認識と当社が取組む主要

テーマ 

 変化が激しく、先の見通しが困難な時代におい

て、当社は「クリーンな環境エネルギー社会」、

「健康・快適で安心な長寿社会」という２つの社

会的課題に、多角的な事業を通じて貢献していき

たいと考えている。 

P16 当社事業の変遷 

 創業以来 90 年の歴史において、環境変化に向

き合い、新たな事業に果敢に挑戦して成長を遂げ

てきたのが旭化成グループである。事業ポートフ

ォリオを環境変化に合わせて組み替えることで成
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長してきた。創業から多角化の創成期を経て、多

角化の推進を行いながら売上高を伸ばしてきたが、

バブルの崩壊後、売上高・営業利益は伸び悩んだ。

十数年そのような状況が続く中、選択と集中とし

て強い事業を継続して強化していく一方で、利益

を生み出すのが困難な事業の構造改善や一部撤収

を行った。2000 年代後半より再び売上高を伸ば

してきたが、リーマン・ショックを経て、あらた

めて収益構造の改善に取り組みながら、積極的な

事業拡大に向けて新たな挑戦を進めている最中だ。 

P17 （２）“Cs for Tomorrow 2018”の基本的

な考え方 

 新中計は、2016－2018 年度の３ヶ年計画であ

る。環境が読みにくい中で３ヶ年の計画を掲げて

いるが、10 年後の 2025 年度を目指したスタート

の３年間と考えている。2025 年度に向けては、

多角化を追求し、収益性の高い付加価値型事業の

集合体を創っていく。スタートとなるこの３年間

は、多角的な事業・多様な人財の結束で飛躍の基

盤をつくっていく。「成長・収益性の追求」、

「新事業の創出」、「グローバル展開の加速」が、

３つの基本戦略である。 

P18 事業・人財の結束（Connect）に向けた体制

再編 

 事業・人財の結束に向けて、2016 年４月に３

事業領域制・事業持株会社制へ移行した。領域は

マテリアル、住宅、ヘルスケアの３領域に絞り込

んだ。旭化成は純粋持株会社だったが、マテリア

ル領域にある素材系の事業会社を取り込み、事業

持株会社とした。持株会社制を採用した 2003 年

度以降の 13 年間は、「遠心力」を働かせて各事

業会社の自主自立経営を推進してきたが、これか

らの３年間は「求心力」を高めて、グループでの

団結・総合力を強くしていきたい。 

P19 （３）計数計画 

 2025 年度は、売上高３兆円、営業利益 2,800

億円を目指す。新中計の３年間は、10 年後の目

標実現の基盤を固める時期とする。2018 年度目

標は売上高 2.2 兆円、営業利益 1,800 億円とした。 

計画策定の前提条件として、為替レートは 110

円／ドルを想定している。新中計策定当初は、

120 円／ドルを前提に 2018 年度営業利益 1,900

億円を想定していたが、昨今の為替レートから見

直しを行い 1,800 億円とした。当社グループ全体

での為替感応度は、ドルについては１円あたりお

よそ８億～９億円で、円高は減益方向に影響する。 

P20 （４）基本戦略①成長・収益性の追求 

 第一の基本戦略「成長・収益性の追求」は、新

たな経営体制の下、各領域の役割を追求し、グル

ープとして価値を提供し、社会に貢献していく。

マテリアル領域の役割は収益力の向上、住宅領域

は安定継続成長、ヘルスケア領域は高成長を掲げ

ている。各領域の既存事業においては、競争優位

性を再確認・強化してキャッシュ・フローを創出

する。各領域においては、多様性を融合すること

で新しい付加価値を創出する。グループ全体では、

経営資源の結合で新しい事業を創出していく。 

P21 （４）基本戦略②新事業の創出 

 第二の基本戦略「新事業の創出」は、多様性を

活かした当社の技術・事業の組合せで価値を創出

していく。当社の強みは、多彩な技術と、多角的

な事業、マーケットチャネルを持っていることだ。

多様なビジネスモデルとコアになる技術、様々な

知見を持つ人財を結合することで価値を創出する。
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同時に、共同研究や CVC といったオープンイノベ

ーションの手段を通じて、新規性、先取性、独自

性を取り込んでいく。また、M＆A を活用しなが

ら、強みの強化、弱みの補強を行いつつ、事業展

開を図っていく。 

P22 （４）基本戦略②新事業の創出（グループ

総合力の発揮） 

 「新事業の創出」の別の観点としては、３つの

領域の強み・特長をつなぎながら、グループの総

合力を発揮して、当社ならではの新事業の創出を

目指す。マテリアル領域は、新素材の開発力が１

つの強みである。住宅領域は、新事業の創出にお

いてインフラとしての場の提供ができる。ヘルス

ケア領域は、領域特有のマーケット・用途の情報

や知見を活かせる。例えば、マテリアル領域と住

宅領域を結合することで、環境対応建築資材や、

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とい

った再生エネルギー分野への新展開につなげられ

る。マテリアル領域とヘルスケア領域を結合する

ことで、医薬・医療関連の高機能素材の開発や、

殺菌新市場の開拓につなげられる。また、住宅領

域とヘルスケア領域を結合することで、在宅医

療・介護や、シニア関連事業につなげていきたい。 

P23 （４）基本戦略②新事業の創出（研究開発

の進め方） 

 「新事業の創出」においては、持株会社と事業

会社の統合により人財を結集し、融合を生む中長

期的な視点での研究開発体制を作り、３軸の視点

で研究開発を新事業創出につなげる。研究開発が

目的ではなく、新しい事業を生み出すことが目的

であり、「コア技術の育成・獲得」、「マーケッ

トチャネルの活用」、「高付加価値の追求」が、

３軸の視点である。 

 産業のトレンドが常に変化する中、いま一度自

らの強みとなる技術を見極め、研究開発に臨みた

い。ケミカルでは、触媒や膜、ポリマー加工にお

ける強い技術を持っている。繊維では、紡糸や織

物の技術がある。また、素材メーカーでは珍しく

化合物半導体の技術や、LSI のようなデバイスを

作る技術もある。これらの技術を活かした研究開

発を継続し、成果に結び付け、重点分野の絞り込

みを行いながら新事業を創っていきたい。その１

つが環境エネルギー分野である。一例として、水

素製造システムがある。化石燃料から水素を製造

する際には、エネルギーが多く消費され、環境に

優しくない物質も発生する。これに対し、イオン

交換膜による食塩水電解技術を活かし、アルカリ

水電解で水素を作るソリューションが考えられる。

そこでは、膜を単に提供するだけではなく、シス

テム全体も視野に入れてメンテナンスサービスの

提供まで広げていくことを考えたい。また、ガス

分離システムでは、オレフィンやパラフィンのガ

スを分離する新規事業を作り上げていくことも考

えられる。そこでは、化合物半導体のインジウム

アンチモンをベースにしたガスセンサを活用する

ことも考えられるだろう。 

 自動車分野でも、同様のガスセンサ、例えば

CO2 センサ、アルコールセンサといったセンサを

開発し、素子単体だけではなくモジュール化・シ

ステム化していくことで、同分野での新規開拓を

行いたい。また、高機能複合材として、繊維を織

る技術とケミカルのポリマー加工技術を組み合わ

せてハイブリッド成形をすることで、金属の代替

を狙えるような強い素材を開発することが考えら
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れる。電池用材料では、無機セラミックコーティ

ングセパレータ等安全性の高いものや、燃料電池

用の電解質膜等を開発していきたい。 

 ヘルスケア分野では、窒化アルミニウムの単結

晶基板を使用した UVC-LED の新殺菌システムに期

待している。水銀ランプや重水素ランプの代替と

して、水や空気、物質表面等の殺菌用途に高い効

果が期待できる。ヘルスケア用の新素材としては

他にも、繊維の技術を利用した極薄のステントグ

ラフトや、（キュプラ繊維）「ベンベルグ」で培

ったセルロース技術を基に開発した微粒子を用い

た免疫クロマト診断薬の標識材等があり、１つ１

つはそれほど大きくないかもしれないが力を入れ

ていきたい。 

P24 （４）基本戦略③グローバル展開の加速 

 第三の基本戦略「グローバル展開の加速」は前

中計でも進めてきたが、各領域で行う重点施策を

より明確にし、新中計でも強く推進していきたい。 

 日本は、研究開発、新事業の創出のベースとな

るエリアとして、住宅、ヘルスケア、消費財関連

の事業の深掘りを行い、マーケットのシェアを上

げていきつつ、マザー工場としての技術向上を図

る。北米は、先進国で突出して人口の増えている

成長市場であり、自動車・ヘルスケア関連事業の

拡大と、CVC を活用した先端技術の獲得を図りた

い。成熟市場の欧州は、環境関連等の規格・規制

が先行して発信されるマーケットでもある。ヘル

スケア・自動車における新しい規格を取り込みつ

つ、新たに設立した旭化成ヨーロッパを活用し、

マーケティング機能を強化していきたい。前中計

で製造拠点の設立・増強を推進したアジアについ

ては、それらの競争力を一層強めると同時に、新

興国の成長市場における需要拡大を、地産地消で

成果に取り込んでいきたい。また、グローバル展

開においては、新たな通商秩序としての TPP や

FTA をしっかり見据えて、次の投資計画を考えて

いきたい。 

P25 （５）主要な経営指標① 

 2015 年度の営業利益予想 1,640 億円に対し、

新中計の最終年度である 2018 年度の計画は

1,800 億円で、この間の伸びが小さいように見え

るかもしれない。これは為替の前提が 2015 年度

は 120 円／ドル、2018 年度は 110 円／ドルと異

なっており、2018 年度を 120 円／ドルで計算す

ると、この間の伸びは、売上高約 2,500 億円、営

業利益約 250 億円となる。営業利益の増分を売上

高の増分で割り返すと約 10％となり、前中計と

同じようなレベルで高収益事業を強化し、その割

合を高めていきたい。１株当たりの当期純利益は

80 円近くまで高め、還元性向は現行の 30％を

2018 年度には 35％に向上させたい。また、ROE

は現状 8.1％だが、2018 年度にはもう少し向上さ

せたい。この３年間における投資は、総額として

約 7,000 億円を計画している。 

P26 （５）主要な経営指標② 

 マテリアル領域は収益力の向上を掲げており、

2018 年度には売上高営業利益率を 0.5 ポイント

向上させる計画だ。住宅領域は安定継続成長を目

指し、営業利益の絶対額を維持すると同時に、売

上高営業利益率 10％を維持していく。ただし、

消費税増税が再び実施されれば 2018 年度は収益

面では一番厳しい年になることを見込み、絶対額

の伸びは少し抑えている。ヘルスケア領域は高成

長を狙い、売上高の成長率を 2018 年度までの３
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年間は 8.8％／年、2018 年度から 2025 年度にか

けては 7.2％／年と掲げ、且つ売上高営業利益率

13％を維持する計画だ。 

P27 （６）各領域の将来像と実行施策：マテリ

アル 

マテリアル領域の 2025 年度に向けた事業展開

方針は３つある。高機能製品分野を拡大し収益力

向上を目指すこと、バッテリーセパレータ事業で

No.１のポジションを強固にすること、総合力で

素材新市場を開拓することだ。この方針の下、こ

の３年間では、既存事業の強化による収益力の向

上とともに、領域内の横断的な取組みを進め、将

来に向けた施策を実行していく。10 年後に向け

ては、国内市場に焦点を絞った石油化学事業・消

費財事業、安定的に成長している繊維事業で収益

基盤をしっかり固めながら、自動車、電池関連、

ヘルスケア関連の新素材で事業拡大を図り、膜関

連事業も強化していく。 

P28 （６）各領域の将来像と実行施策：住宅 

 住宅領域の事業展開方針は、2025 年度に向け

既存事業のシェア拡大による安定収益確保、新機

軸となる「中層」、「シニア」、「海外」への展

開の推進、他領域との連携による当社ならではの

付加価値創出の３つだ。新中計では主要事業の安

定収益確保と、不動産、リフォーム、高性能断熱

材等の事業を伸ばして、安定成長を図っていく。

2015 年度の売上高見通し 6,370 億円を、2025 年

度には１兆円に伸ばす。その原動力となるのが不

動産、リフォーム、そして新たな事業展開として

海外、シニアと考えている。 

P29 （６）各領域の将来像と実行施策：ヘルス

ケア 

 ヘルスケア領域は、2025 年度に向けて海外売

上高を拡大させ、グループ営業利益の３分の１を

担うレベルにしたい。医薬事業は、（血液凝固阻

止剤）「リコモジュリン」を成長ドライバーとす

るグローバル展開を推進する。医療事業は、ZOLL

を中心にしたグローバル・プラットフォームの更

なる活用・強化を通じた成長を図っていく。新中

計では国内事業の収益強化を進めながら、マテリ

アル、住宅に続く第３の柱にするためのグローバ

ルな事業基盤強化を図る。売上高は、2015 年度

見通し 3,000 億円弱から、2025 年度には 6,000

億円まで倍増させ、特に海外売上高比率を高めて

いく。ヘルスケア領域は、米国を中心にした海外

マーケットの成長可能性が高く、そこでの拡大を

意識しようと考えている。 

P30 マテリアル領域① 

 続いて、新中計における各領域の３年間の施策

を説明する。マテリアル領域は、事業間の融合・

シナジーを追求し、事業ポートフォリオの最適化

を通じて高収益化を図る。マテリアル領域共通施

策としては２点、領域の事業間連携の推進、グロ

ーバルエリア戦略の推進ということだ。 

P31 マテリアル領域② 

 重点事業の柱の１つは環境エネルギー・自動車

関連事業の拡大だ。バッテリーセパレータの収益

拡大を一番の成長エンジンと考えている。鉛蓄電

池用セパレータで新興国の需要を取り込むことに

加え、リチウムイオン二次電池（以下、LIB）用

セパレータで乾式・湿式両方の製品を持っている

サプライヤーとして、新たなグレードを提案し、

顧客の良きパートナーとしてのポジションをより

強固にする。 
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 自動車関連事業の拡大は、化合物半導体をベー

スにした CO2 センサ、アルコールセンサのような

新しい製品を市場投入することで、自動車関連の

主要な顧客とのパートナーシップを結ぶきっかけ

とし、更に軽量化部材、高機能樹脂等の提案を通

じて関係強化を図っていこうと考えている。 

更に、触媒技術を活かした環境対応技術の開発

を推進する。これは他社に技術をライセンスする

ビジネスモデルになるかと思うが、強みを活かし

展開していきたい。 

 重点事業のもう１つの柱はヘルスケア・生活衛

生関連事業の強化だ。医薬品添加剤、繊維や合成

ゴムの技術をベースにした医療機器素材の新しい

製品、食品・農作物の保存・輸送や医療用の傷の

保護に用いるフィルム等、製品の拡充と能力増強

による収益拡大を図る。また、UVC-LED で殺菌分

野の新たな市場を開拓する。 

 既存事業の収益強化として、高付加価値製品の

拡充・グローバル展開を進める。更に、エチレン

センターの共同運営が 2016 年４月から始まって

おり、その円滑な運営と、併せて国内誘導品事業

の最適化を図っていく。 

P32 マテリアル領域③ 

 マテリアル領域内横断で自動車関連の顧客に総

合的なアプローチを行うため、オートモーティブ

事業推進室を 2016 年４月に新設した。マテリア

ル領域には繊維からエレクトロニクスまで多くの

事業があるが、それぞれが独立して顧客に向かう

のではなく、オートモーティブ推進室が束ねて、

総合力を発揮していく。特に欧州を中心に展開し

ていくことで事業の拡大を図っていきたい。 

P33 マテリアル領域④ 

 バッテリーセパレータは、３つのブランドを持

つことを活かし、No.１のポジションを更に強化

していきたい。Polypore 買収完了後半年が経過

したが、当社の計画どおりに統合作業が進んでお

り、今後の拡大の基盤が築けたと考えている。 

P34 住宅領域① 

 住宅領域は、グループの基幹領域として収益基

盤の主軸であり続ける。これからも「人びとの健

康で快適な生活」に貢献し、他領域とも連携し新

たな社会価値の創出を目指していく。 

P35 住宅領域② 

具体的には、社会が求めるニーズを掴み、「製

品・施工・サービス」の総合力で事業を強化する

と共に、バリュー・チェーンを拡げる事業展開を

図る。住宅事業については、リフォーム、不動産

事業の新展開に取り組む。リフォーム事業では、

（戸建て住宅）「へーベルハウス」の事業開始以

来 40 年以上が経過し、居住者の世代も変化する

中、最近発表した「フレーム・ヘーベルハウス」

のように、単なる補修や増改築ではなく、住宅の

中身そのもの、住まい方を提案していく。不動産

事業では、日本で初めてマンションが分譲されて

から 60 年経つ中で、当社の合意形成力を活かし

たマンション建替え事業を更に強化していく。 

 建材事業は、まずコンプライアンス体制の再構

築、基礎事業の基盤再構築に取り組む。併せて断

熱材事業の拡大、ALC（軽量気泡コンクリート）

事業の収益確保を推進する。 

P36 ヘルスケア領域① 

 ヘルスケア領域は、マテリアル、住宅に次ぐ第

３の柱にすべく、グローバル事業の基盤強化を進

める。米国事業インフラの強化や社外リソースの
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積極活用、既存国内事業の収益強化を図って、筋

肉質化を目指そうというのが基本的な戦略だ。 

P37 ヘルスケア領域② 

医薬事業では、グローバル化の推進が重点テー

マだ。米国を中心に進めている「リコモジュリ

ン」の PhaseⅢの臨床試験を加速する。そして上

市に合わせてグローバルな事業インフラを構築す

る。同時に国内外で整形外科領域に焦点を絞った

パイプラインの増強を推進する。 

 医療事業では、既にグローバルに展開している

（ウイルス除去フィルター）「プラノバ」の事業

拡大と同時に、中国で拡大する需要を取り込み透

析事業の拡大を図る。国内においては、生産性向

上、コストダウンを行って収益性を高めていく。 

 クリティカルケア事業は、（血管内体温管理シ

ステム）「サーモガードシステム」の適応拡大を

進め、（着用型自動除細動器）「LifeVest」に次

ぐ 新 た な 成 長 事 業 に し て い く 。 ま た 、

「LifeVest」の市場浸透ならびにエリア拡大を進

める。AED（自動体外式除細動器）は、携帯して

使いやすい新製品「AED 3」を上市することで、

この分野におけるリーダーポジションを獲得する。 

 新規事業として、医療 ICT、再生医療、診断薬

等、将来に向けて既存の診療／制度を大きく変え

ていくようなテーマにも投資していきたい。 

P38 ヘルスケア領域③（Zoll Medical） 

 ZOLL は前中計の成長エンジンだったが、今後

数年間も２桁％の成長を継続していけると見込ん

でいる。ZOLL を買収してから４年間、小粒だが

パイプラインを強化するようないくつかの M&A も

実行した。また、日本国内でも着実に事業の強化

を図っていきたい。 

P39 財務・資本戦略 

 新中計における財務・資本戦略については、将

来の成長を見据えた戦略を実行することで、企業

価値を向上させながら、株主還元を行っていきた

い。３年間の営業キャッシュ・フローの累計は、

約 6,000～7,000 億円と想定している。総投資額

は、３年間で約 7,000 億円の計画だ。株主還元は、

2018 年度に還元性向 35％を目標とする。安定配

当且つ継続的な増配に加えて、自己株取得も機動

的に行うことを考えている。 

 資金調達の考え方は、D／E レシオ 0.5 の維持

を目安に、借入による調達を原則とする。 

P40 収益力強化の取り組み 

前中計では「SL200 プロジェクト」を実行した

が、新中計では、コンプライアンスに加えて収益

力強化においても三現主義を実践し、生産性の向

上とスタッフ部門の高度化・効率化を図り、前中

計と同じ 500 億円以上の効果を出すことを目指し

ていく。 

P41 旭化成グループの CSR 

 最後に、旭化成グループの CSR として、グルー

プ理念の実現を通じた基盤的・積極的 CSR を実行

していく。「世界の人びとの“いのち”と“くら

し”に貢献する」という理念を掲げながら、次世

代育成としての出前授業や、植林活動を通じた環

境との共生、スポーツ振興等による基盤的 CSR に

加えて、新中計の実行を通じた積極的 CSR を展開

し、多様なステークホルダーにとっての企業価値

の向上を目指していく。 
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【質疑応答】 

シティグループ証券・金井氏 資金の使い方につ

いてご説明いただいたが、前中計では、ZOLL と

Polypore という２つの大きな買収があり、事業

ポートフォリオが大きく変わったという成果があ

ったと思う。これからの３年間の総投資額が累計

で 7,000 億円ということで、年間当たりの投資額

はこれまでの５年間を上回る。M＆A をどう戦略

的に絡めていくか、ZOLL や Polypore のような大

きな買収も検討しているのか、あるいは今回はも

う少し補強のような形の M＆A を考えているのか。 

小堀 M＆A は相手もある話なので、必ずしも当

社の思いが実現できるわけではないが、それぞれ

の領域毎に異なった M＆A の視点があると考えて

いる。 

 マテリアル領域については、自ら行っている研

究開発を補強するような開発初期段階の新しい技

術の獲得を中心に考えていくことになるだろう。 

 住宅領域は、これまであまり海外展開を行わな

かったが、具体的な検討を始めている。住宅は歴

史や風土、慣習に密着するものであるため、海外

のパートナーと組むことでの展開になる。こちら

は投融資的な視点での M＆Aになろうかと思う。 

 ヘルスケア領域は、海外で臨床試験を行ってい

る「リコモジュリン」のグローバル展開や、ZOLL

のグローバルなインフラの活用・強化のための M

＆A等を考えている。 

それぞれの領域に応じた M＆A の考え方がある

と思っている。ZOLL や Polypore のような大型 M

＆A もあり得るかもしれないが、もう少し様々な

観点で、それぞれの領域に適合するテーマを選ん

でいきたい。 

金井氏 説明会資料の 26 ページで、マテリアル

領域は 2015 年度予想の営業利益 765 億円に対し

て 2018 年度は 1,000 億円ということで、円高の

中、ある程度伸びていく姿を描いている。マテリ

アル領域の中には従来のケミカル・繊維セグメン

トと、エレクトロニクスセグメントがある。ケミ

カルの中でも石油化学系、高機能ポリマー系、高

付加価値系といったサブセグメントがあるが、ど

こが伸びを牽引していくと見ているのか。 

小堀 先ほどセパレータ事業の No.１のポジショ

ンを強固にしていきたい、自動車関連事業を強化

していきたいという話をした。今後伸びる利益に

おける約 60％が、セパレータ関連事業、自動車

分野におけるエンジニアリング樹脂、S-SBR とい

った高機能製品分野によるものとなる計画だ。 

モルガン・スタンレーMUFG 証券・渡部氏 マテ

リアルについてもう少し詳しく伺いたい。「ハイ

ポア」と Polypore 製品のシナジーは既に具体的

に出ているか。また、アクリロニトリルが歴史的

に見ても非常に厳しいスプレッドになっていると

思うが、今後３年、５年の需給、採算についてど

う考えているか。 

小堀 セパレータについては、Polypore の買収

以降半年間、統合作業を行ってきたが、先方の従

業員からは、旭化成のセパレータ事業と一緒にな

ってよかったという反応を受けている。統合作業

の中身としては、営業体制が一本化できつつあり、

当社グループのセパレータに関して、どこにどう

アクセスすればよいのかが顧客から見える形にな

りつつある。また、Polypore の乾式膜と当社の

塗工技術を結合した試作品を、いくつかの顧客に

提供し始めた。そういう部分でのシナジーが、ま
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ず出始めている。効果が出てくるにはもう少し時

間がかかるだろう。この３年間も引き続きシナジ

ーを追求していく。 

 また、アクリロニトリル事業だが、足元の事業

環境はなかなか厳しい。2014 年度以降、中国で

いくつかのプラントが立ち上がったこと等が要因

だ。しかし、今後はあまり増設の話がなく、一方

で、新興国を中心に需要は年率２～３％は着実に

伸びるだろうと考えている。このままスプレッド

がずっと悪いわけではなく、改善する時期も出て

くるだろう。当社としては、この事業のリーディ

ングカンパニーであることに変わりはなく、触媒

技術を高める、収率を上げるという努力を継続し

ながら、少しでも収益性を上げていきたい。2018

年度には、あくまでも希望的観測だが、市況は現

在よりも大分良くなってくるのではないかと考え

ている。 

渡部氏 ヘルスケアでは、ZOLL と医薬事業でそ

れぞれどういう動きを想定しているか。 

小堀 ZOLL に関しては、この４年間、当社によ

る買収時の想定以上に高い成長性およびグループ

への大きな貢献があった。2020 年頃までは、現

在のような高い成長がまだ見込めるだろう。それ

に向け、いくつかの小型 M＆A を通じた事業の補

強や、適応症の更なる拡大等がありうると考えて

いる。 

 一方で、2025 年に向けて、ZOLL のインフラを

もっと活用していく余地は十分あるだろう。そう

いう意味では、まだまだ大きな成長エンジンの１

つであることに変わりはない。 

 医薬事業に関しては、なかなか予測が難しい部

分がある。「リコモジュリン」が FDA の承認を取

得し、グローバルに展開できるか、それをどう強

化していくか。これらは、この３年にかかってい

るだろう。それを確実に実行することが、2025

年に向けて医薬事業をグローバルに展開できるか

どうかの大きなポイントであり、そこをどう補強

していくかが大きな課題だ。 

渡部氏 株主還元について、2018 年度で還元性

向 35％というのは、今後３年間で 35％に高めて

いくのか。また 35％というのは、IFRS の考えを

一部取り入れのれん償却前の利益に対しての比率

で考えるのか。 

小堀 基本的には、安定的な増配を少しずつ実施

し、2018 年度に 35％を目指す。足元のマーケッ

トの環境、為替等を考えると、全体的に事業環境

は厳しい。５月に 2015 年度の決算を発表する予

定であり、営業利益で最高益を更新する見通しだ

が、2015 年度はある意味非常に環境に恵まれた

年であったと考えている。これを当社の実力と思

い込まず、打つべき施策はもっとあるという前提

で活動していきたい。尚、還元性向はのれん償却

前の利益ではなく、当期純利益をベースに考えて

いる。 

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券・尾脇氏 純

粋持株会社から事業持株会社へ移行することに関

して、遠心力から求心力へ、それによりシナジー

を、というのは何となく分かるものの、外部から

は、具体的に社員の行動がどう変わるかがなかな

か分からない。また、一部の事業だけを持株会社

で持つことについて、単純に見るとバランスが悪

いようにも見える。なぜこういう形を選んだのか

という点と、また、例えば社員の行動、あるいは

評価基準や人事制度が具体的にどう変わるのか、
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もう少し詳しく教えていただきたい。 

小堀 外部の方から見ると、なかなか分かりにく

い部分があるかと思う。まず１つは、研究開発と

いう視点だ。従来は、事業会社で事業の直近の成

長のための開発と中長期の開発を行う一方で、持

株会社でも中長期の開発を行っていた。それを今

回一緒にしたことで、事業会社の人財、中長期的

な目標と、持株会社の人財、中長期の目標が統合

された。現在、素材という観点から、目指す方向

性やテーマ、どういう人財を結集すべきか等につ

いて、あらためて棚卸ししているところだ。 

 先ほどの当社事業の変遷で、1990 年代までは、

新しい事業が多く出ているが、2000 年以降、成

長や事業の多角化の中身は、ZOLL や Polypore の

買収等、どちらかというと外部に頼ったものが多

かった。この約 10 年間の反省は、自社で新しい

事業を創出する、新しい素材をベースに展開する

という部分が少し弱くなっていたのではないかと

いう点だ。持株会社と素材系の事業会社の人財を

集め、テーマをもう一度棚卸しすることで、10

年後に向けた新しい事業の創出を図っていきたい。

そこで現在出ているのは、先ほどの水素製造シス

テムや、ガス分離システム、ヘルスケア向けの素

材等だ。 

また、各研究所の所長等を集め、合宿を行って

いる。各研究所で行っていることを互いに知るこ

とができ、それぞれの知見、情報を集めて、何を

結集すればもっと短期間にできるか、新たな視点

を入れることでもっとユニークな製品ができるの

ではないか等のシナジーが生まれる。このように

研究開発の融合・結合を図っている。 

 スタッフについても同じで、スタッフ機能は、

持株会社に加え、各事業会社でもそれぞれ持って

いた。持株会社が各事業会社のスタッフ機能をサ

ポートしていたが、人財のローテーションが滞る

こともあった。スタッフの高度化・効率化という

観点でも、組織を大きく括ることで、10 年後に

向けた施策を打ちやすくなり、人財交流や異動も

行いやすくなる。 

尾脇氏 建材の杭の件について、何か進捗はある

か。 

小堀 データ流用等のあった 360 件の内、357 件

について安全が確認され、国土交通省に報告され

ている状況だと聞いている。残る３件の内、１件

が横浜市のマンションで、残る２件については、

安全はほぼ確認が取れているようだが、住民の皆

様、管理組合の皆様とのお話が少し続いているよ

うだ。 

 また、3,052 件を対象としてデータ流用等の有

無について調査を行ったが、その調査費用等は、

2015 年度の決算で計上する。2016 年度以降は、

横浜市のマンション以外の費用は発生しないと考

えている。 

みずほ証券・山田氏 2018 年度の計数目標で、

ROE９％、営業利益 1,800 億円、売上高 2.2 兆円

等があるが、この中で最も重視するのはどれか。

また 2018 年度から 2025 年度については、過去

10 年ぐらいの平均と同じような売上高の成長率

が続かないと、３兆円にならない。しかし、過去

７～８年は、円安の進行や、途上国における量的

拡大等があった。それでようやく売上高が約 1.5

倍になった。今回、何を見据えるとこうなるのか。 

小堀 2018 年度に向けては、営業利益を一番重

視している。そして 2025 年度に向けては、売上
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高営業利益率だ。売上高３兆円という規模の中で、

売上高営業利益率をしっかり高めたい。 

 今後３年間の売上高の成長率が年率約４％、そ

してその後の７年間の成長率が約 4.5％となって

いる。直近よりも、その先の伸びを若干高く掲げ

ているが、この実現のためには、グローバル化を

しっかり進めていくことだ。特に、グローバル化

の中でヘルスケア領域においてマーケットの成長

性が高いと考えており、将来的には、そこでの高

い伸びを期待している。先進国のヘルスケア領域

のマーケット成長を取り込んでいくということが、

売上高の成長率が若干高くなる要因だ。 

山田氏 説明会資料 28 ページの住宅の展開に関

して、日本の人口動態の変化の中で、リフォーム

が拡大するのはいいが、建築請負の売上高がなぜ

維持できるのか。また、御社の独特のビジネスモ

デルは日本という風土に合っているからこれだけ

うまくいっているが、海外展開で本当に収益を期

待していいのか。また、どれくらいのタイムスパ

ンを考えているのか。 

小堀 建築請負については、当社は販売エリアを

都市部に集中しており、都市部での着工はまだ期

待できると考えている。中層または集合住宅等で

シェアを高めていくというのが基本的な考え方だ。 

 過去 10 年間を振り返ってみても、日本の住宅

着工件数は右肩下がりだったが、当社の建築請負

事業は受注金額、収益ともに拡大してきた。マー

ケットのトレンドは変わらないが、当社はお客様

のニーズに応えた住まい方を提案し、「へーベル

ハウス」のブランドを高めながら、高成長ではな

いが安定的なシェアアップによって事業の拡大を

図れると考えている。 

 海外については、現在具体的な検討を行ってい

る。先ほどもお話ししたように、住まい方という

のは、その国々の歴史や風土、慣習等に大きく関

わるものだ。ただし当社には、施工期間の短縮や、

お客様のニーズ汲み取り等、様々なノウハウがあ

る。そういうものをうまく使い、海外の住宅会社

と連携をすることで、少しずつ展開していきたい。 

 大手デベロッパーのように、海外で広い土地を

買い開拓していくという形は考えていない。一歩

一歩確実に、またエリアを絞りながら進めていく。

大きく花開くかどうかは、ここ数年間のトライア

ル次第となるだろう。説明会資料 28 ページのグ

ラフでは、2025 年度に海外とシニア向けビジネ

スの売上高として合計約 1,000 億円が入っている。 

山田氏 個人的には、会計基準を変えることによ

って企業価値が変わることはないと考えているが、

IFRS の導入についてどう考えているか。導入す

ると、御社の場合のれん償却が大きいので、見た

目の営業利益は増える。ただし導入によるコスト

分だけ企業価値は減る。導入についての考え方を

伺いたい。 

小堀 前中計で２件の大型 M＆A を実施したこと

で、のれん償却等の金額はかなり大きくなってお

り、IFRS 導入についても検討はしている。一方

で、懸念はリース会計基準に関してだが、これに

ついては IFRS での方針がほぼ固まったと聞いて

いる。当社が導入した場合どうなるかというのを、

ここ１年ぐらいかけてしっかり検討していきたい。 

 ご指摘のとおり、のれん償却等の費用が控除さ

れることで営業利益は伸びるが、IFRS 導入後に

は減損の基準は非常に厳しくなる。昨今、減損で

苦労されている会社もあると聞いている。IFRS
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を導入すると様々な影響があるが、当社は、企業

価値をどう高めていくか、またそれを株主様含め

ステークホルダーの皆様にどうご理解いただける

か、この２つの考え方を軸に、よく検討したい。

2018 年度までは導入はしない計画だが、その次

の中計でどうするのかについて、この３年間でし

っかり考えたい。 

野村證券・岡嵜氏 住宅事業の 2015 年度から

2018 年度に向けての考え方について伺いたい。

足元の受注は、戸建て、集合住宅共に杭工事の影

響で厳しい状況だと思うが、2018 年度にはその

影響は完全に無くなり、従来よりも住宅市場での

シェアが上がっていくことを期待しているのか。 

小堀 昨年 10 月中旬から足元まで広告宣伝活動

を自粛していた。受注速報で開示している前年同

月と比較した増減率で見ると 10％を超えるマイ

ナスとなっているため、集合住宅を中心に少し受

注が厳しいと皆様から認識されていると思う。た

だし受注金額そのものは、過去と比べて極端に悪

いわけではない。2016 年４月から新聞等での広

告も再開した。４月以降の数ヶ月で、また受注が

伸びていくことを期待している。2018 年度には

杭工事の影響は無いと考えている。 

岡嵜氏 マスコミの報道で、受注の回復について

自信があるというようなコメントがあった。何か

手応えは感じているか。 

小堀 広告宣伝活動を再開したばかりであり、今

後２～３ヶ月先の受注実績で示していくしかない

と思っている。 

岡嵜氏 資産に関して、例えば政策保有株式につ

いての考え方や、御社の場合それほど低採算事業

は無いと思うがそのような事業の選別等の考え方

はどうか。それらにより財務活動キャッシュ・フ

ロー等を改善させることについては、新中計に入

っているのか。 

小堀 コーポレートガバナンス・コードが 2015

年から施行され、保有している政策保有株式を毎

年評価し、その保有理由について合理的な説明を

することが求められており、当社もその対応を

粛々と進めている。政策保有株式の売却というの

は、相手先のある話でもあり、すぐに全て売却が

進められるわけではない。新中計の３年間の中で、

進められることはしっかりと取り組んでいきたい。 

 次に事業の見直しに関してだが、買収等で事業

を増やすばかりではなくて、厳しい事業は、採算

性の向上によるキャッシュ・フローの改善や、場

合によっては事業の売却等による業界の再編も進

めていかなければいけないと思っている。当社は

10 年以上前から、事業の選択と集中を進め、い

くつかの事業の撤収、撤退を行ってきた。事業を

足していくだけではなく、撤退等により引き算も

行うことで、キャッシュ・フローの改善は、当然

進めていこうと考えている。 

岡嵜氏 株主還元の目標の 35％は、自社株買い

を含めて 2018 年度に 35％を達成したいというこ

とか。 

小堀 そうだ。 

SMBC 日興証券・竹内氏 総投資額 7,000 億円に

ついてだが、この中で、非連続成長に向けた投資

はどれぐらい含まれているのか。7,000 億円を投

資する割には、この３年間で売上高が 2,500 億円

しか増えない計画となっている。投資とその実現

のタイミングはあると思うが、投資による効果は

新中計の目標にどれぐらい織り込まれているのか。 
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小堀 前中計では、既存事業への投資を年間

1,000 億円強実施してきた。この３ヶ年では、既

存事業の競争優位性を更にしっかり見極め、強化

していきたい。当社事業で、グローバルに展開し

ていける事業、国内でも更に市場を深掘りできる

事業は、生産能力、設備の増強を行っていきたい。

今ある設備を単純に拡大するというだけではなく、

原料から一貫生産するという考え方や、各拠点で

の顧客へのサービスの付加等、様々な視点で、設

備能力増強を考えている。前中計で実施した投資

金額よりも、既存事業にはもう少し投資したいと

考えているところだ。投資枠の残り、7,000 億円

の５割弱で M＆A 等ができればと思っている。た

だしこのあたりは、いつのタイミングで実施でき

るかによるので、具体的な効果等が出てくるのは

2019 年度以降になる可能性が高いと思っている。 

竹内氏 3,500 億円ぐらいの M＆A を含めた非連

続の投資は、売上高や営業利益目標に入っていな

いという理解でよいか。 

小堀 一部、M&A 等を実施した後ののれん償却等

は入ってくると思うが、売上高、営業利益への効

果もう少し先になると思う。 

竹内氏 Polypore についてだが、以前は買収さ

れてから４年でのれんや無形固定資産の償却費等

を上回って営業黒字を達成するとお話しされてい

たと思う。その考え方は変わっていないのか。も

う少し具体的に、車載向けを含めた LIB 用セパレ

ータの採用状況を教えてほしい。買収前に大口顧

客を失っていたということもあったと思うが、こ

のあたりの立て直しはどれ程進んでいるのか。シ

ナジーを除いて Polypore の実力は、どれぐらい

戻ってきているのか。 

小堀 買収後３年で、のれんの償却費等も含めて

営業利益をトントン、もしくは黒字にしたいとい

う考え方だ。ちょうど 2018 年度がその年になる。

Polypore 買収後の事業環境としては、環境対応

車の市場が伸びていると思っている。中国におけ

る EV バス、それからトヨタ自動車㈱がプラグイ

ンハイブリッド車を更に強化するという報道等が

ある。米国の環境規制も厳しくなっており、全体

として、環境対応車需要の盛り上がりというのは、

相変わらず良い方向に動いていると考えている。

当社としては、セパレータ事業を成長エンジンと

して、現在まだ数百億円規模の売上高である電池

関連の事業を、2025 年度には 2,000 億円規模に

したいと考えている。 

竹内氏 その途中経過として、2018 年度のセパ

レータ事業の売上高はどの程度のイメージか。 

小堀 売上高のイメージ感は、まだ開示できる段

階ではない。自動車向けの事業であり、今進めて

いることがいつ貢献してくるかを見極めた上で、

数字を精査しお話しできればと思っている。 

竹内氏 2018 年度の段階では、LIB 用セパレータ

の車載比率は目に見えて上がるのか。更に次の中

計に向けて準備をしていくという段階なのか。 

小堀 LIB 用セパレータの「Celgard」事業は、

まだ設備能力が大分空いている。それをフル稼働

にもっていき、場合によっては、更に設備を追加

していくようなことも考えている。民生用途も安

定的に成長するが、車載用途の伸びは、急激に高

まってくると考えている。 

メリルリンチ日本証券・榎本氏 新中計で特別損

益はどのように織り込まれているのか。特に杭工

事関連で、マンションの補償費等が将来発生する
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リスク等もあると思うが、そこをどう見ているか。 

小堀 特別損益については、前中計では国内石油

化学事業の基盤強化による構造改善費用等の大き

な特別損失を計上したが、新中計では、事業面で

特別大きな損失の計上は無いだろうと考えている。

可能性があるとすれば、横浜市のマンションの杭

工事に関する件かもしれない。本件に関してはや

はり事実をしっかり掴むことが必要である。売主

がマンションの住民の皆様に提案している内容は、

報道はされているが当社には詳しい相談もまだき

ていない。杭の状態を確認し、建替えを全棟行う

のかどうかは分からないが、もし建替えをするな

らば何故そのような形で行うのか、当社の法的な

責任の範囲はどこまでなのかをしっかり協議し、

決めていきたいと思っている。新中計の中には、

杭工事に関する費用等は一切含んでいない。 

榎本氏 杭工事の関連で御社のブランドイメージ

について伺いたい。特に住宅事業のブランドイメ

ージに関してだが、今回の計画を見ると、あまり

ブランドの毀損はなかったという認識でよいか。

例えば今後、広告宣伝活動を再開した後に、受注

が伸びなかった場合等のリスクをどう考えている

のか。現時点の事実の認識と、計画は本当に大丈

夫なのかを伺いたい。 

小堀 コンプライアンス違反のあった建材の基礎

事業については、影響は当然あると思っている。

住宅事業については、この半年間は広告宣伝活動

自粛による受注への影響はあったが、広告宣伝を

再開することで、今後への影響はほとんどないと

考えている。戸建て住宅の受注は、この半年間も

順調に推移した。地震が多い日本において、地震

や火災に強く、丈夫で 60 年点検システムがある

「へーベルハウス」は、引き続きお客様からご支

持を頂いている。一方で、受注に影響が出たのは

集合住宅だ。広告宣伝の自粛によって資料請求等

での集客が減少した部分が大きく影響している。

また、これまでご紹介による受注も多かったが、

この部分の集客も減少していた。 

大和証券・梅林氏 説明会資料 38 ページの ZOLL

についてだが、今後３年間を考えた場合、

「LifeVest」はまだ基本的に米国での成長が中心

か。それとも欧州や日本もそれなりに伸びていく

と考えているのか。 

小堀 やはり米国を中心に成長が続くと考えてい

る。一方で、ドイツでの成長が高くなってきてい

ることや、フランス、日本等での展開が始まって

いる。償還価格との絡みもあるが、事業が立ち上

がった時の成長は非常に速いため、治療効果を専

門医に認識いただくという実績をしっかり積んで

いくことが大切である。急激に伸ばすことを目指

しているわけではなく、患者にどのような効果が

あったのか、それぞれの国で実績を作り上げてい

くことが、結果として高い成長につながってくる。

このようなステップを経て、米国、ドイツでは高

い成長を実現している。日本、フランスは、ここ

１～２年しっかり取り組むことが、３年後、５年

後の大きな成長につながると考えている。 

梅林氏 ドイツは、この３年で業績に貢献しそう

だが、フランス、日本に関してはそれ以降での貢

献になるのか。 

小堀 そう考えている。 

梅林氏 説明会資料の 26 ページの各領域の拡大

イメージだが、そのページに記載している営業利

益を合算すると、これらの３領域以外の「その
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他」や「全社又は消去」に当たる部分が 200 億円

強悪化する計算となる。注記にはあくまでイメー

ジなので、合計と一致しないとあるが、この差異

についてご説明いただきたい。 

小堀 世の中これだけ変動が激しい時代であり、

地政学リスクもあるので、ある領域はしっかりや

れたが、別の領域では不幸にして少し厳しかった

等の状況が出てくると思う。各領域では、ここに

掲げた目標をしっかり掲げ、実行するというのが

基本的な考え方だが、様々な要因が出てくるだろ

うということで、数字を少し控えめに引いてある。 

梅林氏 M＆A や戦略投資の結果として、消去又

は全社の費用が膨らむというわけではないのか。 

小堀 そのような考え方ではない。 

ジェフリーズ証券・東氏 2015 年度以降のマテ

リアル領域の成長は、金額では一番伸びる前提に

なっている。ある程度セパレータ事業の成長を見

ていると思うが、セパレータは 10 年前に比べて

競合会社の数がかなり増えている状況だ。需要が

伸びるのは分かるが、本当にこれ程マテリアル領

域で伸ばせるのか。セパレータ以外の分野で、自

動車関連に注力するとのことだが、もう少し具体

的に注力する分野はどこか。マテリアル領域で大

きく伸びる理由を伺いたい。 

小堀 2015 年度のマテリアル領域の売上高は１

兆円強である。それと比較して、2025 年度は、

１兆 6,500 億円で、10 年間で 6,500 億円ぐらい

伸ばしたいと考えている。その中での重点分野の

１つが自動車関連だ。自動車関連分野は、セパレ

ータ事業を除くと、足元で売上高が約 1,000 億円

である。これを 10 年後に 3,000 億円ぐらいまで

伸ばしたい。S-SBR 等をはじめとした高機能ポリ

マー系の事業が中心となる。 

 それからセパレータ関連とヘルスケア関連の素

材については、現在合わせて 1,000 億円あるかな

いかの売上高の規模だ。これを 2025 年度には、

3,000 億円ぐらいに拡大したい。 

売上高の増加分の 60％ぐらいを、これらの分

野に集中し進めていきたい。それ以外には、膜関

連や塗料原料等も伸ばしていこうと思っている。

ただ膜関連については、2025 年度はまだ伸びて

いる途中の段階かと思っている。 

東氏 この膜関連というのは、イオン交換膜や現

在ある用途も対象だと思うが、水素製造システム

等の方が大きいのか。 

小堀 そのようなものも含めた成長と考えている。 

東氏 還元性向が 2018 年度に 35％ということだ

が、御社のキャッシュ・フローの創出能力や安定

性を考えると、財務レバレッジをもう少し上げ、

還元性向も上げて、ROE をもう少し上を狙ってい

くこともできると思う。特に住宅事業でキャッシ

ュ・フローの安定性が非常に高いことを考慮する

と上を狙っていけると思うが、考え方を教えてい

ただきたい。 

小堀 ご指摘のとおり、まだやれる余地はあるか

もしれない。しかし、為替が 120 円／ドルから

110 円／ドルに動き、日経平均株価も 2015 年 12

月には、大手証券会社が「2016 年の年末は

23,000 円」というお話をされていたが、足元を

見ると必ずしもそのように進んでもいない。自己

資本に関しても、為替換算調整勘定やその他有価

証券評価差額金等は為替や株価の動きで変動する

ため、ROE もコンマ数％すぐ変わってしまう。そ

れぐらいボラティリティの高い時代に入ってきた。
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高く目標を掲げればできないことはないかもしれ

ないが、事業を継続的に拡大し企業価値を高め、

この３年間だけではなく５年、10 年と事業を拡

大していくためには、財務体質をしっかり維持し

ながら安定的に株主還元をしていきたいと考えて

いる。高い目標を掲げて実行できないというより

も、確実に数字を提示し、中長期に渡ってしっか

り株主還元を実施し、ご期待に沿っていくという

方針で進んでいるとご理解いただければと思う。 

［終了］ 


