
平成18年1月24日
各 位

会社名 関東電化工業株式会社

代表者名 代表取締役社長 冨田芳男

（コード番号 4047  東証第 1 部）
問合せ先 人事総務部専任部長 浦本邦彦

（TEL． 03 － 3216－ 4561 ）

会社説明会資料の件

当社では、本日1月24日、アナリスト向け会社説明会を開催いたします。
会社概要、中期経営計画の進捗状況等について説明いたしますが、その資料を添付いたします。

以 上
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会会 社社 説説 明明 会会

関東電化工業株式会社関東電化工業株式会社

平成１平成１88年年11月月22４日４日
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当社よりの説明当社よりの説明

１．１． 会社概要会社概要

2.2. 中期経営計画・業績動向中期経営計画・業績動向

3.3. 研究開発状況研究開発状況
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【【会社概要会社概要】】 沿沿 革革
昭和昭和1313年年 金属マグネシウムの製造を目的として設立金属マグネシウムの製造を目的として設立
昭和昭和2525年年 トリクロールエチレン製造開始トリクロールエチレン製造開始
昭和昭和2727年年 パークロールエチレン製造開始（日本初）パークロールエチレン製造開始（日本初）
昭和昭和3131年年 直接酸化法シクロヘキサノン製造開始（世界初）直接酸化法シクロヘキサノン製造開始（世界初）
昭和昭和4040年年 水島工場操業開始水島工場操業開始
昭和昭和4455年年 フッ酸電解技術確立（日本初）フッ酸電解技術確立（日本初）
昭和昭和4646年年 六フッ化硫黄（ＳＦ６）製造開始六フッ化硫黄（ＳＦ６）製造開始
昭和昭和5353年年 ５－フルオロウラシル製造開始５－フルオロウラシル製造開始
昭和昭和5454年年 磁性合金粉（ＭＡＰ）企業化（世界初）磁性合金粉（ＭＡＰ）企業化（世界初）
昭和昭和5656年年 四フッ化炭素製造（四フッ化炭素製造（CF4)CF4)開始開始
昭和昭和6262年年 三フッ化窒素（三フッ化窒素（NFNF３）製造開始３）製造開始
平成平成 99年年 水島工場でもフッ酸電解開始水島工場でもフッ酸電解開始

六フッ化リン酸リチウム製造開始六フッ化リン酸リチウム製造開始
平成平成1717年年 ＣＣ44ＦＦ66、ＦＥＣ上市、ＦＥＣ上市
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【【会社概要会社概要】】 工工 場場

渋川工場渋川工場
敷地面積：敷地面積：138,000138,000㎡㎡
ISO9001,14001ISO9001,14001取得

水島工場水島工場
敷地面積：敷地面積：185,000185,000㎡㎡
ISO9001,14001ISO9001,14001取得取得 取得
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【【会社概要会社概要】】 研究所研究所

渋川研究所渋川研究所 水島研究所水島研究所

機能材料研究所機能材料研究所

新材料研究所新材料研究所
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【【会社概要会社概要】】主要営業品目主要営業品目

基礎化学品事業基礎化学品事業

無機製品無機製品 有機製品有機製品

苛性ソーダ

塩酸

塩化アルミニウム

苛性ソーダ

塩酸

塩化アルミニウム

トリクロールエチレン

パークロールエチレン

シクロヘキサン

シクロヘキサノン

シクロヘキシルアミン

ジシクロヘキシルアミン

トリクロールエチレン

パークロールエチレン

シクロヘキサン

シクロヘキサノン

シクロヘキシルアミン

ジシクロヘキシルアミン

精密化学品事業精密化学品事業

フッ素系製品フッ素系製品

六フッ化硫黄

四フッ化炭素

六フッ化エタン

三フッ化窒素

六フッ化タングステン

ヘキサフルオロ-１,３-ブタジエン

六フッ化硫黄

四フッ化炭素

六フッ化エタン

三フッ化窒素

六フッ化タングステン

ヘキサフルオロ-１,３-ブタジエン

鉄系製品鉄系製品

複写機用キャリヤー

マグネタイト

複写機用キャリヤー

マグネタイト

六フッ化リン酸リチウム

ＦＥＣ（電池添加剤）

六フッ化リン酸リチウム

ＦＥＣ（電池添加剤）

その他事業（設備工事）その他事業（設備工事）
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【【会社概要会社概要】】 売上高推移（単体）売上高推移（単体）

基礎化学品

フッ素系

鉄系
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【【会社概要会社概要】】

当社の強み当社の強み

昭和昭和4545年年日本初日本初のフッ酸電解技術を確立して以来、のフッ酸電解技術を確立して以来、

ノウハウを蓄積し、現在、フッ酸電解技術・能力は世ノウハウを蓄積し、現在、フッ酸電解技術・能力は世
界トップクラス。界トップクラス。

高純度フッ素ガスと原料の高純度フッ素ガスと原料の直接反応直接反応で製品を作るたで製品を作るた
め、め、不純物の少ない製品の製造が可能不純物の少ない製品の製造が可能。。

フッ素ガスを出発原料にして、多様な製品を独立しフッ素ガスを出発原料にして、多様な製品を独立し
た設備で製造することにより、た設備で製造することにより、需要の変化に素早くフ需要の変化に素早くフ
レキシブルに対応することが可能レキシブルに対応することが可能。。
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【【会社概要：当社の強み会社概要：当社の強み】】

多種多様な多種多様なフッ素系製品群フッ素系製品群
【【半導体・液晶用特殊ガス半導体・液晶用特殊ガス】】

四フッ化炭素四フッ化炭素

トリフルオロメタントリフルオロメタン

六フッ化エタン六フッ化エタン

八フッ化プロパン八フッ化プロパン

八フッ化シクロブタン八フッ化シクロブタン
ヘキサフルオロヘキサフルオロ--1,31,3--ブタジエンブタジエン

六フッ化硫黄

三フッ化窒素（NF3)

三フッ化塩素

六フッ化タングステン六フッ化タングステン

【【その他フッ化物その他フッ化物】】

四フッ化ケイ素

五フッ化ヨウ素

【電池材料】

六フッ化リン酸リチウム六フッ化リン酸リチウム

FECFEC ((フルオロエチレンカーボネート）フルオロエチレンカーボネート）
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当社よりの説明当社よりの説明

１．１． 会社概要会社概要

2.2. 中期経営計画・業績動向中期経営計画・業績動向

3.3. 研究開発状況研究開発状況
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【【中期経営計画中期経営計画】】

当社のめざす企業像（ビジョン）当社のめざす企業像（ビジョン）

フッ酸電解を中心としたフッ素関連を基軸に、企業規模はフッ酸電解を中心としたフッ素関連を基軸に、企業規模は
大きくなくとも、いくつかの製品で世界のトップを走る大きくなくとも、いくつかの製品で世界のトップを走る「キラ「キラ
リと光る特色ある化学会社」リと光る特色ある化学会社」を目指している。を目指している。

中期的には、中期的には、

①①基礎化学品事業部門の収益を改善し、基礎化学品事業部門の収益を改善し、

②②既存のフッ素ガス製品で、ある程度の利益を確保しつつ既存のフッ素ガス製品で、ある程度の利益を確保しつつ

③③新規製品で利益を上積みしていく新規製品で利益を上積みしていく

ということである。ということである。
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第６次中期経営計画（Ｈ第６次中期経営計画（Ｈ1616～～1818年度）年度）

1.1. 高収益事業と新規製品の開発に経営資源を集中させ、成高収益事業と新規製品の開発に経営資源を集中させ、成
長を図りつつ不採算事業の改革・整理を実行する長を図りつつ不採算事業の改革・整理を実行する

2.2. 事業環境の改善と企業文化の確立に注力する事業環境の改善と企業文化の確立に注力する

企業文化の確立企業文化の確立

事業環境の改善事業環境の改善開発型企業の追求開発型企業の追求

高収益企業の実現高収益企業の実現

経常利益経常利益 4545億円億円
新規製品比率新規製品比率1010％％
有利子負債有利子負債150150億円億円
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【【中期経営計画中期経営計画】】

基礎化学品事業基礎化学品事業 （その１）（その１）

これまでの取り組みこれまでの取り組み
①①渋川工場フレーク苛性ソーダ製造中止渋川工場フレーク苛性ソーダ製造中止
（（HH１１66年８月）年８月）

②②渋川工場ソーダ電解事業から撤退（渋川工場ソーダ電解事業から撤退（H17H17年８月）年８月）
③③水島工場減損処理（水島工場減損処理（H17H17年４月）年４月）

連結営業利益の推移（赤字は縮小）連結営業利益の推移（赤字は縮小）
①①平成１６年度通期実績平成１６年度通期実績 約約▲▲1717億円億円
②②平成平成１７１７年度上期実績年度上期実績 約約▲▲ 77億円億円
③③平成平成１７１７年度下期見込年度下期見込 約約▲▲ 33億円億円
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【【中期経営計画中期経営計画】】

基礎化学品事業基礎化学品事業 （その２）（その２）

今後の目標今後の目標

平成平成1818年度に黒字化の目処を立て、年度に黒字化の目処を立て、次期中計次期中計
のできるだけ早い時期のできるだけ早い時期に黒字化する。に黒字化する。

そのための方策そのための方策

①①付加価値の高い製品の製造・販売に注力付加価値の高い製品の製造・販売に注力

（例えば、液体苛性ソーダからフレーク苛性ソーダへ）（例えば、液体苛性ソーダからフレーク苛性ソーダへ）

②②固定費の削減固定費の削減
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【【中期経営計画中期経営計画】】

精密精密化学品事業（鉄系）化学品事業（鉄系）

これまでの取り組みこれまでの取り組み
①① 磁性合金粉（ＭＡＰ）製造中止磁性合金粉（ＭＡＰ）製造中止（（H16.12H16.12））

②② EFEFフェライト設備増強フェライト設備増強 （（H18. 1H18. 1））

これからの取り組みこれからの取り組み
EF (ENVIRONMENTALLYEF (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY) FRIENDLY) キャリヤーの販売に注力キャリヤーの販売に注力

【【キャリヤーの販売数量（キャリヤーの販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】
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【【中期経営計画中期経営計画】】

精密精密化学品事業（フッ素系）化学品事業（フッ素系）

半導体・液晶用特殊ガスの設備増強・拡販半導体・液晶用特殊ガスの設備増強・拡販
①① フッ酸電解能力増強（フッ酸電解能力増強（H17.11H17.11、、H18.6H18.6））
②② 三フッ化窒素三フッ化窒素設備増強設備増強
（Ｈ（Ｈ17.10 17.10 年年10301030ｔ、Ｈｔ、Ｈ18.8 18.8 年年12001200ｔへ）ｔへ）

③③ C4F6C4F6拡大開発設備拡大開発設備（（H17.11 H17.11 能力３倍）能力３倍）

電池材料の設備増強・拡販電池材料の設備増強・拡販
①①六フッ化リン酸リチウム六フッ化リン酸リチウム設備増強（設備増強（H17.3 H17.3 年年550550ｔ）ｔ）
②②FECFEC製造設備（製造設備（H18. 5H18. 5））

その他その他
①①水島研究所マルチプラント建設（水島研究所マルチプラント建設（H17.6H17.6））
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【【主要製品業績動向主要製品業績動向】】

フッ素系ガスフッ素系ガス：三フッ化窒素：三フッ化窒素（（NF3)NF3)
半導体・液晶製造装置のクリーニングガス。半導体・液晶製造装置のクリーニングガス。H17H17年度販売見込：約年度販売見込：約850850ｔ。ｔ。

今後、今後、半導体・液晶の生産量増加に伴い、三フッ化窒素の需要は確実に増半導体・液晶の生産量増加に伴い、三フッ化窒素の需要は確実に増
加する。加する。

需要増に対応するため、需要増に対応するため、H18H18年８月に、製造能力を年８月に、製造能力を1,2001,200ｔに拡大する予定。ｔに拡大する予定。

【【販売数量（販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】
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【【現在のシェア予想現在のシェア予想】】

当社シェアは約当社シェアは約2525％％
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【【業績動向業績動向】】

フッ素系ガスフッ素系ガス：：六フッ化タングステン六フッ化タングステン(WF6)(WF6)

半導体用配線材料半導体用配線材料。。H17H17年度販売見込：約年度販売見込：約150150ｔ。ｔ。

今後、フラッシュメモリー今後、フラッシュメモリーの生産量増加に伴い、需要は確実に増加する。の生産量増加に伴い、需要は確実に増加する。

【【販売数量（販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】 【【現在のシェア予想現在のシェア予想】】

当社シェアは約３分の１当社シェアは約３分の１
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【【業績動向業績動向】】

フッ素系ガスフッ素系ガス：：
ヘキサフルオロヘキサフルオロ--1,31,3--ブタジエンブタジエン（（C4F6)C4F6)

半導体酸化膜微細エッチング用ガス。Ｈガス。Ｈ1717年年1010月に上市。月に上市。

特徴：高アスペクト比エッチングが可能。
短い大気寿命。

300ｍｍウエハー工場立ち上げに伴い、今後需要が拡大する見込み。
今後の需要に対応するため、H17年11月に製造能力を３倍に増強済。

【【販売数量（販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】

当社

当社 Ａ社 その他

【【現在のシェア予想現在のシェア予想】】

当社シェアは約当社シェアは約4040～～5050％％
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【【業績動向業績動向】】

電池材料電池材料：：六フッ化リン酸リチウム六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ（ＬｉＰＦ66））

リチウムイオン二次電池の電解液の材料、リチウムイオン二次電池の電解液の材料、 H17H17年度販売数量：約年度販売数量：約440440ｔ。ｔ。
今後、携帯電話用電池等の増加に伴い、需要は拡大する。今後、携帯電話用電池等の増加に伴い、需要は拡大する。

また、また、リチウムイオン二次電池は、リチウムイオン二次電池は、車載用として注目されている。車載用として注目されている。

【【販売数量（販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】
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【【現在のシェア予想現在のシェア予想】】

当社シェアは約当社シェアは約4545％％
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【【業績動向業績動向】】

電池材料電池材料：：FECFEC（（フルオロエチレンカーボネート）フルオロエチレンカーボネート）

用途：リチウムイオン二次電池の電解液の添加剤。用途：リチウムイオン二次電池の電解液の添加剤。ＨＨ1717年年1010月に上市。月に上市。

性能：性能：リチウムイオン二次電池の長寿命化・低温特性の向上。リチウムイオン二次電池の長寿命化・低温特性の向上。

今後の需要に対応するため、今後の需要に対応するため、H18H18年年55月に製造能力拡大予定。月に製造能力拡大予定。

【【販売数量（販売数量（H17H17以降は予想）以降は予想）】】
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【【中期経営計画・業績動向中期経営計画・業績動向】】

数値目標・実績（単体）数値目標・実績（単体）
(億円)

H16H16年度年度 H17H17年度年度 H18H18年度年度

実績実績
業績見業績見
通し通し うち下期うち下期

（（161161））

（（2121））

303303

（（2020））

310310

2727

2929

2121

2424

計画計画 計画計画 計画計画

売上高売上高 320320 320320

4747

経常利益経常利益 4242 4343 4545

330330

営業利益営業利益 4444 4848
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当社よりの説明当社よりの説明

１．１． 会社概要会社概要

2.2. 中期経営計画・業績動向中期経営計画・業績動向

3.3. 研究開発状況研究開発状況
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【【研究開発状況研究開発状況】】 基本方針基本方針

ニーズを先取りした技術・製品の開発をニーズを先取りした技術・製品の開発を
行う「開発型企業」の追求行う「開発型企業」の追求

①①製造・営業・研究一体となった研究開発体制の製造・営業・研究一体となった研究開発体制の
構築構築
・製造・研究のマネジメントを統合・製造・研究のマネジメントを統合
・部門を越えた人事交流・部門を越えた人事交流
・研究員の拡充（目標・研究員の拡充（目標100100名体制）名体制）

②②新規製品の事業化のスピードアップ新規製品の事業化のスピードアップ
・事業性の適否の早期判定・事業性の適否の早期判定
・経営資源の重点投入・経営資源の重点投入
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【【研究開発状況研究開発状況】】

研究開発体制研究開発体制

半導体用特殊ガス、フッ素樹脂ワニス半導体用特殊ガス、フッ素樹脂ワニス

電池材料、有機ファイン電池材料、有機ファイン

鉄系材料開発、機能材料開発鉄系材料開発、機能材料開発

基礎研究、将来を担う新規製品の開発基礎研究、将来を担う新規製品の開発

研究・開発戦略研究・開発戦略
知的財産管理知的財産管理

市場調査、開拓市場調査、開拓

渋川研究所渋川研究所

水島研究所水島研究所

新製品開発本部新製品開発本部

機能材料研究所機能材料研究所

新材料研究所新材料研究所

研究・知的財産部研究・知的財産部 新製品開発推進部新製品開発推進部
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【【研究開発状況研究開発状況】】

期待する新規製品期待する新規製品

1.1.半導体材料ｶﾞｽ半導体材料ｶﾞｽ ＣＣ44ＦＦ66 （上市済）（上市済）

2.2.電池材料電池材料 ＦＥＣＦＥＣ （上市済）（上市済）

3.3.有機ファイン有機ファイン 液晶材料（上市予定）液晶材料（上市予定）
農薬中間体農薬中間体 ((同上）同上）
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当社の目指す事業方向

情報機器関連情報機器関連 半導体関連半導体関連 電池関連電池関連 液晶関連液晶関連 医農薬関連医農薬関連

次世代事業

新規事業

基盤事業

渋川研究所 水島研究所 新材料研究所

半導体ｶﾞｽ
NF3, CF4, C2F6

SF6, WF6, SiF4

芳香族･脂肪族
ﾌｯ素化合物

液晶材料
（第4世代）

燃料電池材料

新規電解質･添加剤低屈折率材料
FPD用

ｺｰﾄ材料
ｴﾌｸﾘｱ®

新規ｶﾞｽ
C4F6, COF2

電解質
LiPF6

機能材料研究所

高機能性材料

新ｸﾞﾚｰﾄﾞ

複写機用材料
ｷｬﾘﾔｰ･ﾏｸﾞﾈﾀｲﾄ

含ﾌｯ素医薬中間体

有機EL材料

有機半導体

ｲｵﾝ液体
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当社当社の主なの主な自社技術自社技術

HFHF F2F2 直接フッ素化直接フッ素化

SF4SF4

CoF3CoF3

SiF4SiF4

CCOOFF22

応用分野応用分野
フッ素化フッ素化

半導体材料半導体材料
電池材料電池材料
撥水・撥油剤中間体撥水・撥油剤中間体

様々な様々な
フッ素化剤フッ素化剤

選択的フッ素化選択的フッ素化

全フッ素化と全フッ素化と
部分フッ素化部分フッ素化

医薬中間体医薬中間体
農薬中間体農薬中間体
液晶材料液晶材料
有機ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ材料有機ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ材料
フォトクロミック材料フォトクロミック材料
その他機能性材料その他機能性材料
などのなどの高付加価値高付加価値製品製品

他のハロゲン化他のハロゲン化

塩素化、臭素化、塩素化、臭素化、ヨウヨウ素化素化
医農薬医農薬
及び中間体及び中間体
液晶材料液晶材料
洗浄剤洗浄剤
などなど

各種有機合成技術各種有機合成技術

グリニヤール反応、リチオ化、還元反応グリニヤール反応、リチオ化、還元反応

フリーデル・クラフツ反応、シアノ化反応フリーデル・クラフツ反応、シアノ化反応

ディールス・アルダー反応、ジアゾ化反応ディールス・アルダー反応、ジアゾ化反応

低温反応、高圧反応、光反応低温反応、高圧反応、光反応 などなど

HFHF、、KFKF などなど

・・・・・・
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