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（財）財務会計基準機構会員  
2010 年 11 月 17 日 

各 位 
会 社 名  日華化学株式会社 
代表者名  代表取締役社長 江守康昌 
（コード番号 4463 名証第２部） 
問合せ先  経営管理本部副本部長 

                                    宮本和浩 
TEL（0776）24－0213 

 

ＮＩＣＣＡ中期経営計画について 
－ 新生と深化 － 

 
 
日華化学は、２０１０～２０１２年度を計画年度とする中期経営計画を策定いたしまし

た。この計画は創立７５周年である２０１６年までの長期ビジョンの達成に向けたマイル

ストーンとして位置づけています。 

 

２０１２年度までの計画では、引き続き厳しい経営環境のなかでの企業活動を想定して

います。長期化する円高基調、スピードを増すグローバル経済、特に中国を中心としたア

ジアの時代とともに、各国連携のしくみが大きく変化しています。また、国内景気や個人

消費の長期低迷や、国内外の化学メーカー・化粧品メーカーの大型再編に加えて、国際会

計基準の導入など、事業を取り巻く環境は大きな変化の時期を迎えています。 
 

この様な経営環境の中、当社では、「新生と深化」をキーワードに、当中期経営計画の

各施策に取り組んでまいります。 

 

化学品部門は、日華化学グループの力を合わせたグローバル経営をすすめます。中華圏、

アセアン、アメリカ、アジアでのネットワークで、ＮＩＣＣＡの特点をフルに活かし、新

興国をはじめ市場を拡大します。 

 

研究のイノベーションを行います。イノベーションのスタートは開発における役割分担

です。研究活動をグローバルに広げます。主力の繊維分野では、日華化学研発（上海）を

中心とした中華圏に繊維応用研究を集中し、市場に軸足を置いた研究開発を行います。ア

セアンエリアでの市場拡大を想定し、インドネシアでの研究体制を充実させます。繊維を

含む各事業の先端技術開発では、本社の研究を柱とし、韓国のフッ素、台湾の先端繊維や

エレクトロニクス材料等が中心となり、グループ研究をリードします。 

 

生産のイノベーションを行います。鹿島工場の稼動に伴い、国内では鯖江、鹿島の２極

体制とします。海外においては２０１１年度の完成を目指す台湾新工場と浙江日華の工場

を基幹工場にし、グローバルな視点での生産をすすめます。グローバルな原料調達や生産

管理で、長引く円高基調でも利益を生める体質を目指します。 
 
化粧品部門ではマルチブランド化を推進します。業務用化粧品分野で美容師の方々に認

められているデミブランドをさらに強化し、また新たに「イーラル」ブランドの展開をす

すめます。ＯＥＭ生産、多国化・多角化等も積極的に推進し、総合美容メーカーを目指し

ます。 
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このように、当中期経営計画では、経営ビジョン「ＮＩＣＣＡブランドを浸透拡大しア

ジアＮＯ．１になる」に基づいた新たな目標設定と、その実現に向けた取り組みにより、

お客様から信頼され、選ばれる企業を目指してまいります。 
 
 

 
１．中期経営計画（ ２０１０年度～２０１２年度） 
 
日華化学は、７０年に及ぶ歴史の中で蓄積してきた、界面化学・毛髪科学をコアとする技

術開発力、アジアを中心に世界各国に展開した顧客対応ネットワーク、そしてそれぞれの

フィールドでプロフェッショナルに活躍する社員を有しており、まさしくこれらの総合力

こそが「ＮＩＣＣＡ」ブランドであると位置づけています。 
 
今後、以下の施策に取り組みながら、これらの「ＮＩＣＣＡ」総合力をさらに強め、コア

技術である界面化学をさまざまな分野に応用展開しながら、地球環境や人々の暮らしに貢

献し続けることを目指します。 
 
 
（１） グローバルな顧客対応力 

・国内外の顧客・パートナーから信頼を得る営業体制 
・技術サポート力でトータルソリューションを展開 
・グローバル・バリューチェーン（企画・開発・調達・生産・供給）の最適化 
 
（２） 技術革新力 
・地球環境に貢献する企業を目指す環境配慮型経営への取組み 
・オンリーワン、NO.１の独自技術力 
・オープンイノベーション（産官学との協働･提携）の促進による新事業展開 
 
（３） 活気ある社員力 
・経営資源の選択と集中で、ムダのない筋肉質な経営 
・グループ間連携を強化し、全体最適化経営の確立 
・国境・文化を超えた個性ある社員による活気あるグループ風土 
 
 
２． 連結業績目標 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

売上高 29,384 百万円 36,000 百万円 7.0％ 

営業利益 1,417 百万円 1,800 百万円 8.3％ 

経常利益 1,366 百万円 1,750 百万円 8.6％ 

ＲＯＡ 4.3％ 5.0％ +0.7%(対 09 増減率)

 
  【事業別売上高】 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

化学品 22,912 百万円 28,700 百万円 7.8％ 

化粧品 5,949 百万円 7,300 百万円 7.1％ 

その他 522 百万円 0百万円 -- 

計 29,384 百万円 36,000 百万円 7.0％ 



3/6 

【事業別営業利益】 
 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

化学品 1,481 百万円 1,800 百万円 6.7％ 

化粧品 1,188 百万円 1,400 百万円 5.6％ 

その他 -26 百万円 0百万円 -- 

消去及び全社 1,225 百万円 1,400 百万円 4.5％ 

計 29,384 百万円 36,000 百万円 7.0％ 

 
 
３．グループ基本戦略 
 
 
(１) 化学品事業の新生 
グループネットワークの最適活用により、事業領域拡大と強固な事業構造の確立を図りま

す。 
 
 Ａ．コア事業の深化成長 
 「アパレル」「インテリア」「自動車」「製紙」「ハウスホールド」を軸とした事業力 

の強化を図り、それぞれの分野で NO.１製品を生み出します 
 
Ｂ．新事業領域拡大 
コア技術を活かし、新事業・新製品へ積極的に展開します 
・健康（医療、衛生等）、先端技術（電材等）分野への積極参入 
・新市場エリアへの参入（トルコ、インド、バングラ、パキスタン、ブラジル等） 
 

 (２) 化粧品事業拡大 
業務用美容業界への深耕・拡大で、総合美容メーカーへ転換をはかります 
・ビジネスパートナーであるサロン・ノミネート戦略の継続深耕 
・マルチブランド戦略を推進し、第３ブランド・チャネル別ブランドの企画・育成 
・ＯＥＭ事業を柱に、サロンＰＢ商品等、多角化積極推進 
・韓国事業確立・中国本格展開スタートし、多国化展開 

 
 
(３) 中国戦略の更なる強化 
経営資源を積極的に投入し、拡大戦略を実行します 

・中国にテキスタイル技術を集結、アジア展開の中核拠点に 
・中華圏研究体制の充実と、生産体制の再編 

 
 
(４) 経営基盤の強化 
グループ間シナジーを最大限に発揮するグループ経営体制を構築します 

・マルチナショナルカンパニー（共通の理念・ビジョンを共有した社員によって、多

様な個性や文化の違いを乗り越え、自主的に運営されるグループ会社）を目指し

た人材育成 
・グローバル品質保証体制の確立 
・グループバリューチェーン構築によるローコストオペレーションの実現 
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４．長期ビジョン２０１６ 
 
経営ビジョン「ＮＩＣＣＡブランドを浸透拡大し、アジア NO.1 になる」を達成するため

に、 
 
• 国内外グループ会社連携によるシナジー効果を最大限に発揮し、売上高５００億円、

営業利益４０億円を目指します。 
• ＮＩＣＣＡグループの新生により、お客様、株主様、社会、従業員等の全てのステー

クホルダーの価値を高め続けることで、強固な『ＮＩＣＣＡブランド』を作り上げま

す。 
• 地球環境に貢献する企業として、環境対応製品比率をグループで６０％以上を目指し

ます。 
 

 2009 年度実績 2016 年度目標 年平均伸率 

売上高 29,384 百万円 50,000 百万円 7.9％ 

営業利益 1,417 百万円 4,000 百万円 16.0％ 

経常利益 1,366 百万円 4,000 百万円 16.6％ 

ＲＯＡ 4.3％ 10.0％ +5.7%(対 09 増減率)

 
 
 

以上 

この資料には、2010 年 11 月 17 日現在の将来に対する見通し及び計画に基づく

予測が含まれています。  経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、

予測が実際の業績と異なる可能性があります。 
 

お問い合わせ先：日華化学株式会社 広報室 
TEL 0776-25-8551     e-mail:info@nicca.co.jp 
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【参考資料】 
 
５－１．化学品関連事業 
 各種工業用・産業用界面活性剤に関連する事業分野です。 
 当社グループの主力となるアパレル・インテリア分野（繊維加工用薬剤等）の他、製

紙・情報分野（紙パルプ工業用薬剤、情報記録材料等）、機能化学分野（樹脂・その他事

業）、自動車資材分野（自動車内装材用・金属工業用薬剤）、ハウスホールド分野（業務

用洗剤等）がこの事業分野になります。 
 当社最大の強みである「企画開発から製造・販売まで、各拠点ネットワークを活用した

顧客対応力」は、特にこの分野でその成果を発揮でき、今後はグローバルニーズ、グロー

バルスタンダードをクリアした製品開発とコア技術を活かした市場開拓により、シェア拡

大と利益率の向上を目指します。 
また、今般新たに竣工する鹿島工場や現在建設計画を進めている台湾工場により、新技

術製品をはじめとし、多様なニーズへの対応が可能となります。 
 
 
�アパレル・インテリア分野（繊維加工用薬剤等） 
 国内市場成熟化、アジア市場への転換が続いて久しい中、グループネットワークを最大

限に活用した開発・製造・販売体制により、世界の繊維、アパレル、インテリア業界に採

用される製品 及び 技術の提供を目指してまいります。また、最重要エリアと位置づけてい

る中華圏をはじめ、アジア各国へも当事業が中心となり展開してまいります。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率  

売上高 12,255 百万円 14,300 百万円 5.3％ 

 
 
�製紙・情報分野（紙パルプ工業用薬剤、情報記録材料等） 

 紙パルプ業界は、数年来の大手ユーザーの統合や国内市場のシュリンク等で大きく変化

してきています。鹿島工場の稼動により、環境対応製品として展開している脱墨剤、消泡

剤等の積極拡販を進めると共に機能剤への展開を推進していきます。またアジア各国への

市場開拓に積極的に取り組んでいきます。 
情報記録材料分野は、中国生産拠点の戦略的活用により、従来から展開してきた感熱記

録用紙市場に於いて、既存製品の拡販並びに新規製品の積極的開発によって、顕色剤シェ

ア世界 NO.1 を目指します。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

売上高 3,244 百万円 4,200 百万円 9.0％ 

 
 
�機能化学分野（樹脂・その他事業） 
樹脂分野では、環境問題などから各企業とも積極的に水系化に取り組んでおり、人工皮

革、接着剤、塗料分野で積極的に事業展開を行っていきます。今般台湾工場に技術を移転

することで２拠点での生産フォロー体制を整え、安定した製品供給体制を確立してまいり

ます。 
 その他事業では、鹿島工場稼働により各企業との提携・協業が活発化することが期待さ

れており、フレキシブルな生産体制を確立してまいります。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

売上高 1,629 百万円 2,500 百万円 15.3％ 
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�自動車資材分野 
 当分野は、国内自動車メーカーの海外進出に伴い、グローバル体制での企画提案／製品

開発を進めていきます。日系企業のベストパートナーとして、「環境」「健康」｢安全｣

「軽量化」に貢献できる製品開発を目指し、内装加工用薬剤ではトップシェアを維持・拡

大し、金属加工用薬剤においてもグローバルに展開してまいります。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

売上高 2,857 百万円 4,350 百万円 15.0％ 

 
 
�ハウスホールド事業  
 主力であるドライクリーニング用薬剤は、クリーニング需要の低迷から市場規模の縮小

傾向は継続している状況ですが、きめ細かいフォロー体制とテキスタイル分野で培った技

術の応用による高付加価値薬剤、及び環境・安全に配慮した薬剤開発により、シェアの拡

大を図ってまいります。 
ホテル・病院等をフィールドにしたリネンサプライ市場については利用者に提供するリ

ネン品の衛生意識の高まりを受けさらなる清浄化と衛生化を求められています。衛生管理

を中心とした提案により深耕と拡大を図ってまいります。 
また、拡大市場である福祉・介護分野で主に施設向けに感染症予防薬剤及び関連薬剤の

開発にチャレンジしメディカルサポート分野と位置づけて第３の柱構築を目指します。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

売上高 2,595 百万円 3,000 百万円 5.0％ 

 
 
５－２．化粧品関連事業 

当事業分野のメイン市場である美容業界は、２０１０年に戦後初のマイナス成長を見込

んでおり、今後もますます厳しい環境が予想されます。業務用頭髪化粧品・医薬部外品を

「デミコスメティクス」ブランドとして展開する当分野では、従来から主力のヘアカラー

だけではなく、ヘアケア、スタイリング、パーマ剤等にも注力し、総合美容メーカーへの

転換を図ってまいりました。 

またマルチブランド戦略として、製品だけではなくマッサージメソッドを美容室に提供

する「イーラル」ブランドの上市、他社ブランドの OEM 生産等、多角的に美容業界に事

業展開する布石を打ってまいりました。今後ますます多角化を進めると共に、新たに、中

国市場への展開や韓国市場への深耕等、海外市場への展開推進をはかってまいります。 
 

 2009 年度実績 2012 年度目標 年平均伸率 

化粧品 5,949 百万円 7,300 百万円 7.1％ 

 
以上 


