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“For Tomorrow 2015” (2011ー2015） 
の振り返り 
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(１)経営指標の推移① 
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売上高・営業利益ともに、計画通りに進捗 

（億円） 
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2015年度 
中計目標 
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920 1,043 
1,229 

営業利益*2 

*1 2016年2月策定 
*2 「ヘルスケア」および「エレクトロニクス」の営業利益の数値は、ZOLL社およびPolypore社買収にかかるのれん償却費等の控除前の数値であり、本表では

のれん償却費等は分けて記載している。 

*1 

ヘルスケア 

エレクトロニクス 

住宅・建材 

ケミカル・繊維 

ヘルスケア 

エレクトロニクス 

住宅・建材 

ケミカル・繊維 

その他、 
消去又は全社 
のれん 
償却費等 

*1 
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(１)経営指標の推移② 
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2015年度(予想)*2 売上高*1 
バランスのとれた領域構成へ 

営業利益*3 

エレクトロニクス ケミカル・繊維 

53% 
30% 

11% 
6% 

15,559 
億円 

1,229 
億円 

19,540 
億円 

1,640 
億円 

ヘルスケア 

住宅・建材 

エレクトロニクス 

ケミカル・繊維 
ヘルスケア 

住宅・建材 
*1 円グラフの比率は、事業セグメント別売上高／(連結売上高－「その他」売上高)で算出 
*2 2016年2月策定 
*3 円グラフの比率は、事業セグメント別営業利益／(連結営業利益－「その他」および「全社又は消去」の営業利

益)で算出。尚、「ヘルスケア」および「エレクトロニクス」の事業セグメント別営業利益は、ZOLL社および
Polypore社買収にかかるのれん償却費等の控除前の営業利益の数値を用いている。 

 



(１)経営指標の推移③(持株会社制移行後の計数推移) 
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一方で、事業間のシナジーなどグループ内の連携に課題を残した 

(億円)
2003
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度(予想)*1

FT2015
計画

売上高 12,535 15,559 15,732 16,666 18,978 19,864 19,540 20,000

営業利益 609 1,229 1,043 920 1,433 1,579 1,640 1,600

売上高営業利益率 4.9% 7.9% 6.6% 5.5% 7.6% 7.9% 8.4% 8.0%

当期純利益 277 603 558 537 1,013 1,057 900

海外売上高比率 19% 29% 27% 29% 32% 34% 36% 32%

総資産 12,492 14,259 14,106 18,002 19,151 20,145

自己資本 4,505 6,636 7,068 8,121 9,127 10,827

有利子負債 2,783 2,539 1,841 3,814 3,039 2,690

１株当たり当期純利益(EPS)(円) 19.6 43.1 39.9 38.4 72.5 75.4 64.2

年間配当(円／株) 6 11 14 14 17 19 20

配当性向 30.6% 25.5% 35.1% 36.4% 23.5% 25.2% 31.0% 30%

自己資本利益率(ROE)*2 6.4% 9.3% 8.1% 7.1% 11.7% 10.6% 8.1% 10%

投下資本利益率(ROIC)*2 5.0% 7.9% 6.9% 4.8% 7.3% 7.5% 6.4% 7%

D／Eレシオ 0.62 0.38 0.26 0.47 0.33 0.25 0.45

FT2015

2003年の持株会社制移行後、スピード経営、キャッシュ・フロー経営が浸透し、経営指標が改善。
“For Tomorrow 2015”(FT2015)の実行で、収益力・財務体質はさらに強固になった。 

*1 2016年2月策定 
*2 2015年度(予想)の数値は概算の数値 
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														FT2015

				(億円)		2003
年度 ネンド				2010
年度 ネンド				2011
年度 ネンド		2012
年度 ネンド		2013
年度 ネンド		2014
年度 ネンド				2015
年度(予想)*1 ネンド ヨソウ				FT2015
計画 ケイカク

				売上高		12,535				15,559				15,732		16,666		18,978		19,864				19,540				20,000

				営業利益		609				1,229				1,043		920		1,433		1,579				1,640				1,600

				売上高営業利益率		4.9%				7.9%				6.6%		5.5%		7.6%		7.9%				8.4%				8.0%

				当期純利益		277				603				558		537		1,013		1,057				900

				海外売上高比率		19%				29%				27%		29%		32%		34%				36%				32%

				総資産		12,492				14,259				14,106		18,002		19,151		20,145

				自己資本		4,505				6,636				7,068		8,121		9,127		10,827

				有利子負債		2,783				2,539				1,841		3,814		3,039		2,690

				１株当たり当期純利益(EPS)(円) カブ ア トウキ ジュンリエキ		19.6				43.1				39.9		38.4		72.5		75.4				64.2

				年間配当(円／株)		6				11				14		14		17		19				20

				配当性向		30.6%				25.5%				35.1%		36.4%		23.5%		25.2%				31.0%				30%

				自己資本利益率(ROE)*2 ジコ シホン リエキ リツ		6.4%				9.3%				8.1%		7.1%		11.7%		10.6%				8.1%				10%

				投下資本利益率(ROIC)*2 トウカ シホン リエキ リツ		5.0%				7.9%				6.9%		4.8%		7.3%		7.5%				6.4%				7%

				D／Eレシオ		0.62				0.38				0.26		0.47		0.33		0.25				0.45























(２)施策の実行状況①(基本戦略の枠組み) 
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「健康で快適な生活」「環境との共生」の視点
で、昨日まで世界になかったものを提供する 

●oneAK 経営の推進 
(１)グローバル展開推進策 
(２)新事業開発推進策 
(３)理念、価値観、ビジョンの徹底 
(４)人財施策 
(５)経営管理、資源配分 

 
 

●成長の追求 
(１)グローバルリーディング事業の展開 
(２)新しい社会価値の創出 

「健康で快適な生活」「環境との共生」
の視点での事業推進 
①環境・エネルギー関連事業の拡大 
②住・くらし関連事業の拡大 
③ヘルスケア関連事業の拡大 

 

【基本戦略】 
２．制度 ・仕組みの革新 １．事業戦略 

【収益構造改善】 

メガトレンド 
旭化成の 

理念・価値観 



(２)施策の実行状況②(主な実行項目) 
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１．グローバルリーディング事業の展開 
生産能力を拡大し、売上高を増加 

AN(韓国／タイ)、 S-SBR(シンガポール)、「ロイカ」(タイ)、「ベンベルグ」、 
スパンボンド不織布(タイ)、「ハイポア」(韓国／中国)、「DFR」(中国)、「プラノバ」等 

２．新しい社会価値の創出 
①環境・エネルギー 

- バッテリーセパレータ事業の強化(Polypore社の買収) 
- UVC-LEDの事業化推進 
- CO2ケミカル事業の強化(R&D) 
-「ネオマフォーム」(高性能断熱材)の増設・拡販 

②住・くらし 
- 実証棟「HH2015」を中心にグループ横断で新しい社会価値を追求 
- それぞれの家族の形、生活に合わせた商品の提供 
- 老朽化マンションの建替事業推進 

③ヘルスケア 
- ZOLL社買収を核とした救命救急医療分野への本格参入・推進 
-「テリボン」、「リコモジュリン」等新薬発売による事業拡大 

３．収益構造改善 
国内石油化学事業の基盤強化推進 
収益力向上活動「SL200プロジェクト」の全社展開 



(２)施策の実行状況③( “FT2015”投資実績*1) 
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2011年度 

2012年度 

2013年度 

2014年度 

2015年度 

Polypore社買収  
約2,600億円 

ZOLL社買収 
約1,800億円 

・Crystal IS社買収 
・UVC-LED初期生産ライン建設 等 

約200億円 

2011年度 
・S-SBR(シンガポール)増設 
・アセトニトリル(韓国)増設 
・高性能断熱材増設 
・医薬研究棟建設 等 

2012年度 
・「ベンベルグ」増設 
・「ハイポア」海外増強 等 

2013年度 
・「テナック」(中国)完全子会社化 
・PCD(中国)新設 
・「ハイポア」海外増強 等 

2014年度 
・スパンボンド不織布(タイ)増設 
・「ロイカ」(タイ)増設 
・樹脂コンパウンド工場(米国南部)建設 
・「リコモジュリン」原薬工場新棟建設 等 2015年度見込み 

約1,100億円 

非連続成長 
4,600億円 

既存事業 
5,400億円 

１兆円 
(５年間累計) 

を実施 

*1 意思決定ベース 



杭工事におけるデータ流用等について 
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旭化成建材株式会社による杭工事施工物件のデータ
流用等が確認されたことに関して、改めて居住者の
皆様をはじめ、関係者の皆様方に多大なるご迷惑と
ご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び
申し上げます。 
 
当社グループでは、本件を厳粛に受け止め、社内・
社外での調査を十分に行うとともに、社会・お客様
からの信頼回復に向けて、改めて法令遵守の徹底を
図り、グループをあげて再発防止に努めてまいりま
す。 
 



信頼の回復に向けて 
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“三現主義”を基本として 
コンプライアンスへの意識を高め、 

社会・お客様からの信頼回復への取り組みを 
グループ一丸となってやり抜く 

 “三現主義”の実践 

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 

現場 現物 現実 に赴く を確認する を知る 
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 それぞれの事業に潜むリスクの再点検 
 リスクの優先順位付け 
 優先順位に従って対応策を検討・推進 

トップダウン 
コンプライアンス方針の発信と、 

リスクの俯瞰的な洗い出し 

ボトムアップ（現場の視点） 
リスクの点検／対策の継続的な実施 

 グローバル行動規範 
 （Code of Conduct）の整備 
 方針の浸透と教育の実践 

コンプライアンス徹底の具体策 

＜社内体制＞ 
・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 
・リスク・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 



新中期経営計画 
“Cs for Tomorrow 2018”について 

13 
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Creating for Tomorrow 
昨日まで世界になかったものを。 

Compliance 
コンプライアンスの意識向上、三現主義 
 Communication 
相互理解や信頼回復につながる 
コミュニケーション 
 Challenge 
新しいことや変化することへの 
チャレンジ 

●結合(Connect)により、新市場を創出 

将来に向けて、多様な “ C ” で｢飛躍の基盤｣を固める 
“Cs for Tomorrow 2018”(CT2018)とは 

●グループスローガン 

●従業員が信頼回復に向け３Cを実践 
「新たな成長ステージ」 

内部 外部 

技術 地域(エリア) 

・グループ横断 
・人財と事業 

・CVC*1、共同研究 
・M&A 
・事業提携 

・技術と事業の組合せ ・グローバル展開の加速 

Connect 

*1 CVC = Corporate Venture Capital 



人口 
世界人口の増加、

先進国の高齢化 
進行 

(１)経営環境の認識と当社が取組む主要テーマ 
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２つの社会課題に多角的な事業を通じて貢献する 

環境 
持続可能な社会へ
の転換と環境規制

の強化等 

エネルギー 
高まるエネルギー

需要と供給源 
の多様化 

食糧 
伸び続ける 

食糧需要 社会・経済 
グローバル化の 

進展と政治・ 
地政学リスク増大 

経営 
透明性とCSR経営

の重要性拡大 

IT 
IoT等のIT技術の 

進展 

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 

ヘルスケア 
世界のヘルスケア 

市場の拡大 



当社事業の変遷 
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(２)“Cs for Tomorrow 2018”の基本的な考え方 
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収益性の高い付加価値型事業の集合体を創る 
2025年に向けて 

CT2018では 

多角的な事業・多様な人財の結束(Connect)で 
飛躍の基盤をつくる 

成長・収益性の 
追求 新事業の創出 グローバル展開の 

加速 

【基本戦略】 
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旭化成(株)  
(純粋持株会社→事業持株会社) 

統合・融合の推進 

マテリアル領域 住宅領域 ヘルスケア領域 

2016年４月より３事業領域制・事業持株会社制へ 

フ 
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マ 

事業・人財の結束(Connect)に向けた体制再編 



(３)計数計画*1  
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売上高
営業利益

売上高
(億円) 

売上高     2.2兆円 
営業利益  1,800億円 

収益性の高い付加価値型事業の集合体を目指して 
売上高            3兆円 
営業利益  2,800億円 

10年後の目標実現のベース作りとなる３ヶ年に 

営業利益
(億円) 

*1 計画策定の前提条件：為替レート110円／＄､120円／€ 

(年度) 
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(４)基本戦略 ①成長・収益性の追求 
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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、社会に貢献する 

マテリアル領域 
 

 
住宅領域 

 

 
ヘルスケア領域 

 

 

各既存事業：競争優位性の強化でキャッシュ・フロー創出 

各領域：融合による新しい付加価値創出 

グループ：経営資源の結合(Connect)で新事業創出 

収益力向上 安定継続成長 高成長 



Connect 
技術 

多様な人財 

ビジネス 
モデル 

(４)基本戦略 ②新事業の創出 
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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 

共同研究 

CVC 

M&A 

多角的な事業 多彩な技術 
・繊維 
・ケミカル 
・エレクトロニクス 
・住宅 
・建材 
・医薬・医療 
・クリティカルケア 

・素材、デバイス 
・生産技術 
・システム 
・分析、解析 etc 

オープン 
イノベーション 

旭化成 
の 

強み 



(４)基本戦略 ②新事業の創出(グループ総合力の発揮) 

22 

各領域の強みをつなぎ、旭化成ならではの新事業の創出を目指す 

事例 
 環境対応建築資材 
 再生可能エネルギー分野 事例 

 医薬・医療関連高機能分野 
 殺菌新市場の開拓 

事例 
 在宅医療・介護 
 シニア関連事業 

マテリアル 
領域 

ヘルスケア 
領域 

住宅 
領域 

Connect 



23 

高付加価値化の追求 
ビジネスモデル 
ソリューション 

技術Seedsの獲得 
技術の横展開 

事業プラットフォーム強化・フル活用 

コア技術の育成・獲得 

マーケットチャネルの活用 

連
携
融
合 

CVC 

M&A 

体制再編で人財を結集し、融合を生む体制とした。 
３軸の視点で、研究開発を新事業創出に繋げていく。 

(４)基本戦略 ②新事業の創出(研究開発の進め方) 

重点分野(推進するテーマ） 
環境エネルギー分野 

- 水素製造システム 
- ガス分離システム 
- ガスセンサ 

自動車分野 
- ガスセンサ 
- 高機能複合材 
- 電池用材料 

ヘルスケア分野 
- 新殺菌システム(UVC-LED) 
- ヘルスケア用新素材 旭化成の 

強み 



(４)基本戦略 ③グローバル展開の加速 
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●日本 
(継続成長、イノベーションの発信基地) 

・ 研究開発、新事業創出 
・ マザー工場としての技術向上 

●グローバル展開 
・ M&Aによる事業展開と新しいビジネスモデル構築 
・ TPP等、新たな通商秩序への対応 

●アジア 
(生産基地から成長市場へ) 

・ 製造拠点としての競争力向上 
・ 市場としての中国・ASEAN対応 

●北米 
(継続成長、イノベーションの発信基地) 

・ 自動車・ヘルスケア関連事業の拡大 
・ CVCを活用した先端技術の獲得 

●欧州 
(成熟市場、規制・規格の発信基地) 

・自動車・ヘルスケア関連事業における
マーケティング機能の強化 



(５)主要な経営指標① 

25 
＜投資計画＞ 2016－2018年 総投資額  7,000億円 

(億円)
2003
年度

2010
年度

2015
年度

'15→'18
成長率

2018
年度

2025
年度

(予想)*1 (%／年) (計画) (展望)

売上高 12,535 15,559 19,540 4.0% 22,000 30,000

営業利益 609 1,229 1,640 1,800 2,800

売上高営業利益率 4.9% 7.9% 8.4% 8.2% 9.3%

当期純利益 277 603 900 1,100

EBITDA*2 1,253 2,078 2,710 3,000

１株当たり当期純利益(EPS)(円) 19.6 43.1 64.2 78.0

還元性向 30.6% 25.5% 31.0% 35.0%

自己資本利益率(ROE)*3 6.4% 9.3% 8.1% 9.0% 10.0%

投下資本利益率(ROIC)*3 5.0% 7.9% 6.4% 7.0% 8.0%

D／Eレシオ*3 0.62 0.38 0.45 0.50 0.50

為替レート(円／＄) 113 86 120 110 110

*1  2016年2月策定  
*2 営業利益+減価償却費（有形、無形、のれん）で算出 
*3 2015年度(予想)は概算の数値 


Sheet1



				(億円)		2003
年度 ネンド				2010
年度 ネンド				2015
年度 ネンド		'15→'18
成長率 セイチョウリツ		2018
年度 ネンド				2025
年度 ネンド

														(予想)*1		(%／年) ネン		(計画) ケイカク				(展望) テンボウ

				売上高		12,535				15,559				19,540		4.0%		22,000				30,000

				営業利益		609				1,229				1,640				1,800				2,800

				売上高営業利益率		4.9%				7.9%				8.4%				8.2%				9.3%

				当期純利益		277				603				900				1,100

				EBITDA*2		1,253				2,078				2,710				3,000

				１株当たり当期純利益(EPS)(円) カブ ア トウキ ジュンリエキ		19.6				43.1				64.2				78.0

				還元性向 カンゲン セイコウ		30.6%				25.5%				31.0%				35.0%

				自己資本利益率(ROE)*3 ジコ シホン リエキ リツ		6.4%				9.3%				8.1%				9.0%				10.0%

				投下資本利益率(ROIC)*3 トウカ シホン リエキ リツ		5.0%				7.9%				6.4%				7.0%				8.0%

				D／Eレシオ*3		0.62				0.38				0.45				0.50				0.50

				為替レート(円／＄) カワセ エン		113				86				120				110				110



















(５)主要な経営指標②(各領域の拡大成長イメージ）*1 
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2015年度
予想*2

'15→'18
増減／成長率

2018年度
計画

'18→'25
増減／成長率

2025年度
展望

売上(a) 10,170 12,500 16,500

営業利益(b) 765 1,000 1,400

利益率(b/a) 7.5% + 0.5pt 8.0% + 0.5pt 8.5%

売上(a) 6,370 7,000 10,000

営業利益(b) 675 + 25 700 + 300 1,000

利益率(b/a) 10.6% 10.0% 10.0%

売上(a) 2,870 + 8.8%／年 3,700 + 7.2%／年 6,000

営業利益(b) 375 500 800

利益率(b/a) 13.1% 13.5% 13.3%

(億円)

マテリアル

住宅

ヘルスケア

*1 本表の売上高・営業利益は、各領域ごとの計画および展望であり、合算した数値は、P.25の売上高、営業利益と一致しない。 
*2 2016年2月策定   


ＣＦ試算

						6.30%				対前年成長率 タイ ゼンネン セイチョウリツ		101.1%		105.9%		113.9%		104.7%		98.0%		101.4%		112.3%		103.8%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中計成長投資試算表 チュウケイ セイチョウ トウシ シサン ヒョウ																								単位：億円 タンイ オクエン				単位：億円 タンイ オクエン

								2010実 ジツ		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020																										2014-18

				売上高 ウリアゲ ダカ				15,558		15,559		15,732		16,666		18,978		19,864		19,463		19,739		22,161		23,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																								平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.7%



				営業利益 エイギョウ リエキ				1,229		1,229		1,043		920		1,433		1,579		1,633		1,500		1,723		1,900																												平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.2%

				経常利益 ケイジョウ リエキ						1,182		1,076		951		1,429		1,665		1,598		1,482		1,723		1,900		0		0		0																						平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.9%

						ＲＯＳ				7.6%		6.8%		5.7%		7.5%		7.9%		8.4%		7.6%		7.8%		8.3%		7.5%		7.5%

																												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				　 特別損益 トクベツ ソンエキ		　 特別損益　ほか トクベツ ソンエキ		-246		-199		(127)		(128)		210		(113)		(147)		(100)		(100)		(100)		(100)		(100)				(305)		(650)

						実効税率 ジッコウ ゼイリツ												35.64%		33.10%		31.50%		30.00%		30.00%		32.34%		32.34%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		603		603		558		537		1,013		1,057		907		947		1,136		1,260		(65)		(65)				4,072		4,121		(49)		実効税率　当初　44%.　ローリング　13,14年　38%　15年　35％ ジッコウ ゼイリツ トウショ ネン ネン														平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		4.5%

				　　営業CF エイギョウ		　　営業CF エイギョウ		1,481		1,481		1,413		1,260		2,442		1,155		2,093		2,071		2,035		2,404		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				8,362		9,247		(885)

				    投資CF トウシ		    投資CF トウシ		-788		(788)		(895)		(2,785)		(1,038)		(873)		(2,868)		(1,200)		(3,900)		(1,900)		(1,200)		(1,200)				(8,459)		(10,490)		2,031

						配当 ハイトウ				(140)		(154)		(196)		(196)		-252		-279		(303)		(375)		(441)		20		20				(1,077)		(1,236)		159

				フリーキャッシュフロー						553		364		(1,721)		1,208		30		(1,054)		568		(2,240)		63		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(1,174)		(2,479)		1,305



						総資産 ソウシサン				14,259		14,106		18,002		19,151		20,145		23,265		23,312		26,321		27,043		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



						有利子負債 ユウ リシ フサイ		2,539		2,539		1,841		3,814		3,003		2,690		4,616		4,048		6,288		6,224		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						4,784		(168)



						自己資本（純資産ｰ少数株主持分） ジコ シホン ジュンシサン ショウスウ カブヌシ モチブン		6,636		6,636		7,068		8,121		9,127		10,827		10,983		11,627		12,388		13,207		13,161		13,116						9,781		1,202		ｵﾘｼﾞﾅﾙ中計の純資産より利益剰余金が750億減るが、純試算は包括利益等で620億挽回と配当減で当初並 チュウケイ ジュンシサン リエキ ジョウヨキン オク ヘ ジュン シサン ホウカツ リエキ デ バンカイ ハイトウ ヘ トウショ ナミ



						D/E Ratio		0.38		0.38		0.26		0.47		0.33		0.25		0.42		0.35		0.51		0.47		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						0.49

						ＲＯＡ						3.9%		3.3%		5.5%		5.4%		4.2%		4.1%		4.6%		4.7%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ＲＯＩＣ														7.1%		6.5%		6.2%		6.6%

						ＲＯＥ						8.1%		7.1%		11.7%		10.6%		8.3%		8.4%		9.5%		9.8%		-0.5%		-0.5%

						ＥＢＩＴＤＡ												2,538		2,714		2,700		3,023		3,220

						ＥＢＩＴＤＡマージン



				減価償却費・のれん償却費 ゲンカショウキャクヒ ショウキャク ヒ						841		784		868		946		959		921		1,200		1,200		1,200		1,100		1,100

				のれん償却費(今後追加分) ショウキャク ヒ コンゴ ツイカブン																160				100		120		143		143



						既存 キソン				660		851		1,138		924		990		1,000		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200				4,903		→　ｃｆ事業会社の積み上げ計画では5190億円 ジギョウ カイシャ ツ ア ケイカク オクエン

						非連続拡大 ヒレンゾク カクダイ						87		1,898		41				2,821				2,700		700								4,847

				設備投資・投融資 セツビ トウシ トウユウシ								938		3,036		965		990		3,821		1,200		3,900		1,900		1,200		1,200				9,750

						配当性向 ハイトウ セイコウ						28%		36%		19%		24%		31%		32%		33%		35%		30%		30%



						一株配当単価 ヒトカブ ハイトウ タンカ				10		11		14		14		18		20		22		27		32		(1)		(1)		14

						外数　持分法分 ソト スウ モチブン ホウ ブン		売上高 ウリアゲ ダカ								180		210		250		250		250		250		250		250

								利益 リエキ				(12)		(2)		(1)		14		32		58		58		58		58		58



						運転資金増減 ウンテン シキン ゾウゲン						88		158		391		150		(68)		47		410		142		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!









ＣＦ試算 (正直)

						6.30%				対前年成長率 タイ ゼンネン セイチョウリツ		101.1%		105.9%		113.9%		104.7%		98.0%		101.4%		112.3%		103.8%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中計成長投資試算表 チュウケイ セイチョウ トウシ シサン ヒョウ																								単位：億円 タンイ オクエン				単位：億円 タンイ オクエン

								2010実 ジツ		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020																										2014-18

				売上高 ウリアゲ ダカ				15,558		15,559		15,732		16,666		18,978		19,864		19,463		19,739		22,161		23,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																								平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.7%



				営業利益 エイギョウ リエキ				1,229		1,229		1,043		920		1,433		1,579		1,633		1,414		1,723		1,900																												平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.2%

				経常利益 ケイジョウ リエキ						1,182		1,076		951		1,429		1,665		1,615		1,407		1,723		1,900		0		0		0																						平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.6%

						ＲＯＳ				7.6%		6.8%		5.7%		7.5%		7.9%		8.4%		7.2%		7.8%		8.3%		7.5%		7.5%

																												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				　 特別損益 トクベツ ソンエキ		　 特別損益　ほか トクベツ ソンエキ		-246		-199		(127)		(128)		210		(113)		(147)		(60)		(50)		(50)		(100)		(100)				(305)		(650)

						実効税率 ジッコウ ゼイリツ												35.64%		33.10%		30.00%		30.00%		30.00%		32.34%		32.34%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		603		603		558		537		1,013		1,057		977		922		1,200		1,300		(65)		(65)				4,142		4,121		21		実効税率　当初　44%.　ローリング　13,14年　38%　15年　35％ ジッコウ ゼイリツ トウショ ネン ネン														平均成長率 ヘイキン セイチョウリツ		5.3%

				　　営業CF エイギョウ		　　営業CF エイギョウ		1,481		1,481		1,413		1,260		2,442		1,155		2,143		1,816		1,995		2,444		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				8,412		9,247		(835)

				    投資CF トウシ		    投資CF トウシ		-788		(788)		(895)		(2,785)		(1,038)		(873)		(2,868)		(1,200)		(3,900)		(1,900)		(1,200)		(1,200)				(8,459)		(10,490)		2,031

						配当 ハイトウ				(140)		(154)		(196)		(196)		-252		-280		(277)		(396)		(455)		20		20				(1,078)		(1,236)		158

				フリーキャッシュフロー						553		364		(1,721)		1,208		30		(1,005)		340		(2,301)		89		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				(1,125)		(2,479)		1,354



						総資産 ソウシサン				14,259		14,106		18,002		19,151		20,145		23,219		23,496		26,605		27,327		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



						有利子負債 ユウ リシ フサイ		2,539		2,539		1,841		3,814		3,003		2,690		4,616		4,276		6,577		6,488		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						4,784		(168)



						自己資本（純資産ｰ少数株主持分） ジコ シホン ジュンシサン ショウスウ カブヌシ モチブン		6,636		6,636		7,068		8,121		9,127		10,827		11,318		11,963		12,767		13,612		13,567		13,521						9,781		1,537		ｵﾘｼﾞﾅﾙ中計の純資産より利益剰余金が750億減るが、純試算は包括利益等で620億挽回と配当減で当初並 チュウケイ ジュンシサン リエキ ジョウヨキン オク ヘ ジュン シサン ホウカツ リエキ デ バンカイ ハイトウ ヘ トウショ ナミ



						D/E Ratio		0.38		0.38		0.26		0.47		0.33		0.25		0.41		0.36		0.52		0.48		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						0.49

						ＲＯＡ						3.9%		3.3%		5.5%		5.4%		4.5%		3.9%		4.8%		4.8%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ＲＯＩＣ														6.9%		5.9%		6.0%		6.4%

						ＲＯＥ						8.1%		7.1%		11.7%		10.6%		8.8%		7.9%		9.7%		9.9%		-0.5%		-0.5%

						ＥＢＩＴＤＡ												2,538		2,714		2,384		2,923		3,220

						ＥＢＩＴＤＡマージン



				減価償却費・のれん償却費 ゲンカショウキャクヒ ショウキャク ヒ						841		784		868		946		959		1,081		970		1,100		1,200		1,100		1,100

				のれん償却費(今後追加分) ショウキャク ヒ コンゴ ツイカブン																				100		120		143		143



						既存 キソン				660		851		1,138		924		990		1,000		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200				4,903		→　ｃｆ事業会社の積み上げ計画では5190億円 ジギョウ カイシャ ツ ア ケイカク オクエン

						非連続拡大 ヒレンゾク カクダイ						87		1,898		41				2,821				2,700		700								4,847

				設備投資・投融資 セツビ トウシ トウユウシ								938		3,036		965		990		3,821		1,200		3,900		1,900		1,200		1,200				9,750

						配当性向 ハイトウ セイコウ						28%		36%		19%		24%		29%		30%		33%		35%		30%		30%



						一株配当単価 ヒトカブ ハイトウ タンカ				10		11		14		14		18		20		20		28		33		(1)		(1)		14

						外数　持分法分 ソト スウ モチブン ホウ ブン		売上高 ウリアゲ ダカ								180		210		250		250		250		250		250		250

								利益 リエキ				(12)		(2)		(1)		14		32		58		58		58		58		58



						運転資金増減 ウンテン シキン ゾウゲン						88		158		391		150		(68)		47		410		142		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!









2015-18基本指標

		旭化成グループ　主要連結財務データ アサヒカセイ シュヨウ レンケツ ザイム



		(億円) オクエン		2001年 ネン		2002年 ネン		2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン				2010年 ネン				2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン				2015年
見通し ネン ミトオ		2016年 ネン		2017年 ネン		2015→2018
年平均成長率 ネン ヘイキン セイチョウリツ		2018年
計画 ネン ケイカク				2018年
Ｂ ネン				2025年
展望 ネン テンボウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		11,954		11,936		12,535		13,777		14,986		16,238		16,638		15,212		13,922				15,559				15,732		16,666		18,978		19,864				19,540						5.6%		23,000				23,500				30,000

		営業利益 エイギョウ リエキ		457		616		609		1,158		1,087		1,278		1,277		350		576				1,229				1,043		920		1,433		1,579				1,640								1,900				1,800				2,800

		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.8%		5.2%		4.9%		8.4%		7.3%		7.9%		7.7%		2.3%		4.1%				7.9%				6.6%		5.5%		7.6%		7.9%				8.4%								8.3%				7.7%				9.3%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		52		-668 		277		565		597		686		699		47		253				603				558		537		1,013		1,057				900								1,200

		のれん償却前営業利益 ショウキャク マエ エイギョウ リエキ						609																1,237				1,043		920		1,433		1,671				1,770		0		0				2,270				2,220

		EBITDA						1,253																2,078										2,531				2,710								3,200				3,320

		EBITDAマージン						10.0%																13.4%										12.7%				13.9%												14.1%

		総資産 ソウシサン		11,930		12,124		12,492		12,701		13,760		14,599		14,254		13,793		13,689				14,259				14,106		18,002		19,151		20,145				23,000

		自己資本 ジコ シホン		4,968		4,076		4,505		5,117		5,942		6,457		6,662		6,038		6,333				6,636				7,068		8,121		9,127		10,827				11,585

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						36.1%		40.3%		43.2%		44.2%		46.7%		43.8%		46.3%				46.5%				50.1%		45.1%		47.7%		53.7%				50.4%

		有利子負債 ユウ リシ フサイ		3,195		3,237		2,783		2,488		2,358		2,169		2,114		3,156		2,646				2,539				1,841		3,814		3,039		2,690				4,855

		ＤＡ						644																849				0		0		0		952				1,070								1,470				1,520				1,800

		ＥＰＳ(円) エン		3.61		-47.6252944498		20		40		42		49		50		3		18				43				40		38		72		75				64								86

		ＰＥＲ
株価収益率 カブカ シュウエキ リツ		115.0		-6.5		31.1		13.1		19.8		17.5		10.4		104.7		27.8				13.0				12.8		16.3		9.7		15.2				0.0

		ＢＰＳ
1株当り純資産 カブ アタ ジュンシサン		354.2		290.6		321.2		364.8		423.6		460.3		475.0		430.5		451.5				473.1				503.9		579.0		650.7		771.9				826.0		0.0		0.0

		ＰＢＲ
株価純資産倍率 カブカ ジュンシサン バイリツ		1.2		1.1		1.9		1.45		1.98		1.86		1.09		0.82		1.11				1.19				1.01		1.08		1.08		1.49				0.00

		株価(期末) カブカ キマツ		415		309		611		528		839		858		520		355		503				561				511		628		702		1,149

		時価総額 ジカ ソウガク		5,821		4,334		8,570		7,406		11,768		12,034		7,294		4,979		7,055				7,869				7,167		8,808		9,846		16,116				0

		年間配当(\/株) ネンカン ハイトウ カブ		6.0		6.0		6.0		8.0		10.0		12.0		13.0		10.0		10.0				11.0				14.0		14.0		17.0		19.0				20.0

		還元性向 カンゲン セイコウ						30.6%																25.5%										25.1%				31.0%								35.0%				40.0%

		ROE		1.0		-16.4		6.4%		11.7		10.8%		11.1%		10.7%		0.7%		4.1%				9.3%				8.1%		7.1%		11.7%		10.6%				8.0%								10.0%				9.4%				10.0%

		ROA(%)		3.8		5.1		4.9		9.1		4.5%		4.8%		4.8%		0.3%		1.8%				4.3%				3.9%		3.3%		5.5%		5.4%				4.2%								5.0%				4.6%				5.0%

		ROIC		3.3%		5.0%		5.0%		9.0%		7.8%		8.8%		8.6%		2.3%		3.8%				7.9%				6.9%		4.8%		7.3%		7.5%				6.4%								7.0%				5.9%				8.0%

		D/Eレシオ		0.64		0.79		0.62		0.49		0.40		0.34		0.32		0.52		0.42				0.38				0.26		0.47		0.33		0.25				0.42								0.50				0.57				0.50



		従業員数
(期末) ジュウギョウイン スウ キマツ				25,730		25,011		23,820		23,030		23,715		23,854		24,244		25,085				25,016				25,409		28,363		29,127		30,313



		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						644																840.9										860.58				940								1100				1100				1500

		のれん償却費 ショウキャク ヒ																						8.07										91.61				130								370				420				300





★2003-15基本指標

						旭化成グループ　主要連結財務データ アサヒカセイ シュヨウ レンケツ ザイム



						(億円) オクエン		2001年 ネン		2002年 ネン		FY2003		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン				FY2010				FY2011		FY2012		FY2013		FY2014				FY2015
3Q見通し ミトオ		2016年 ネン		2017年 ネン				FT2015
計画 ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ		11,954		11,936		12,535		13,777		14,986		16,238		16,638		15,212		13,922				15,559				15,732		16,666		18,978		19,864				19,540								20,000

						営業利益 エイギョウ リエキ		457		616		609		1,158		1,087		1,278		1,277		350		576				1,229				1,043		920		1,433		1,579				1,640								1,600

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.8%		5.2%		4.9%		8.4%		7.3%		7.9%		7.7%		2.3%		4.1%				7.9%				6.6%		5.5%		7.6%		7.9%				8.4%								8.0%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		52		-668 		277		565		597		686		699		47		253				603				558		537		1,013		1,057				900								-

						海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ						19%																29%				27%		29%		32%		34%				36%								32%

						総資産 ソウシサン		11,930		12,124		12,492		12,701		13,760		14,599		14,254		13,793		13,689				14,259				14,106		18,002		19,151		20,145				23,000								-

						自己資本 ジコ シホン		4,968		4,076		4,505		5,117		5,942		6,457		6,662		6,038		6,333				6,636				7,068		8,121		9,127		10,827				11,585								-

						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						36.1%		40.3%		43.2%		44.2%		46.7%		43.8%		46.3%				46.5%				50.1%		45.1%		47.7%		53.7%				50.4%

						有利子負債 ユウ リシ フサイ		3,195		3,237		2,783		2,488		2,358		2,169		2,114		3,156		2,646				2,539				1,841		3,814		3,039		2,690				4,855								-

						EPS		3.61		-47.6252944498		19.62		40.16		42.46		49.00		50.01		3.39		18.08				43.11				39.89		38.43		72.48		75.36				64.17								-

						ＰＥＲ
株価収益率 カブカ シュウエキ リツ		115.0		-6.5		31.1		13.1		19.8		17.5		10.4		104.7		27.8				13.0				12.8		16.3		9.7		15.2				0.0

						ＢＰＳ
1株当り純資産 カブ アタ ジュンシサン		354.2		290.6		321.2		364.8		423.6		460.3		475.0		430.5		451.5				473.1				503.9		579.0		650.7		771.9				826.0		0.0		0.0

						ＰＢＲ
株価純資産倍率 カブカ ジュンシサン バイリツ		1.2		1.1		1.9		1.45		1.98		1.86		1.09		0.82		1.11				1.19				1.01		1.08		1.08		1.49				0.00

						株価(期末) カブカ キマツ		415		309		611		528		839		858		520		355		503				561				511		628		702		1,149

						時価総額 ジカ ソウガク		5,821		4,334		8,570		7,406		11,768		12,034		7,294		4,979		7,055				7,869				7,167		8,808		9,846		16,116

						年間配当(\/株) ネンカン ハイトウ カブ		6.0		6.0		6.0		8.0		10.0		12.0		13.0		10.0		10.0				11.0				14.0		14.0		17.0		19.0				20.0								-

						配当性向 ハイトウ セイコウ						30.6%																25.5%				35.1%		36.4%		23.5%		25.2%				31.2%								30%

						ROE(%)		1.0		-16.4		6.4%		11.7		10.8%		11.1%		10.7%		0.7%		4.1%				9.3%				8.1%		7.1%		11.7%		10.6%				8.0%								10%

						ROA(%)		3.8		5.1		4.9%		9.1		4.5%		4.8%		4.8%		0.3%		1.8%				4.3%				3.9%		3.3%		5.5%		5.4%				4.2%

						ROIC		3.3%		5.0%		5.0%		9.0%		7.8%		8.8%		8.6%		2.3%		3.8%				7.9%				6.9%		4.8%		7.3%		7.5%				6.4%								7%

						D/Eレシオ		0.64		0.79		0.62		0.49		0.40		0.34		0.32		0.52		0.42				0.38				0.26		0.47		0.33		0.25				0.42								-



						従業員数
(期末) ジュウギョウイン スウ キマツ				25,730		25,011		23,820		23,030		23,715		23,854		24,244		25,085				25,016				25,409		28,363		29,127		30,313



						海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ						2421.68																4492.89				4215.25		4852.11		6087.12		6732.77









16年初予算

										2015見通 ミトオ				2016年初予算 ネン ショ ヨサン				予算
調整 ヨサン チョウセイ				2016中計当初 チュウケイ トウショ				2018中計 チュウケイ				営業利益
当初との
差分 エイギョウ リエキ トウショ サブン		16→18
への
平均成長率 ヘイキン セイチョウ リツ

								事業単位 ジギョウ タンイ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ						売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

								繊維 センイ		1,322		133		1,360		135						1,016		123		1,057		145		12		-11.8%

								石油化学 セキユ カガク		2,917		126		2,820		115						2,997		154		3,176		234		-39		6.1%

								高機能マテ コウキノウ		1,528		235		1,691		235						1,596		230		1,802		260		5		3.2%

								高機能ポリマー コウキノウ		1,789		182		2,000		173						2,115		169		2,499		221		4		11.8%

								消費財 ショウヒザイ		669		94		671		99						887		96		988		116		3		21.3%

								セパレータ		775		11		820		(24)						804		(18)		1,117		114		-6		16.7%

								エレクトロニクス		625		23		634		27						663		44		780		106		-17.2		10.9%

								アドバンス														1,278		16		1,835		23		-16		ERROR:#DIV/0!

								(マテ調整) チョウセイ		484		(50)		384		(27)						(394)		(49)		(644)		(51)		22		ERROR:#NUM!

								マテリアル　計 ケイ		10,109		754		10,380		733		733				10,962		765		12,610		1,168		-32.2		10.2%

								ホームズ		5,838		640		5,729		610		600												610		-100.0%

								建材 ケンザイ		539		56		539		40														40		-100.0%

								住宅　計 ジュウタク ケイ		6,377		696		6,268		650		640				0		0		0		0		650		-100.0%

								ファーマ		764		132		692		56														56		-100.0%

								メディカル		684		112		676		95														95		-100.0%

								Zoll　Medical		1,392		134		1,590		175														175		-100.0%

								ヘルスケア　計 ケイ		2,840		378		2,958		326		326				0		0		0		0		326		-100.0%

						グループその他 タ				130		(180)		170		(200)		(200)

								総合計 ソウ ゴウケイ		19,456		1,648		19,776		1,509		1,500				10,962		765		12,610		1,168		743.8		-20.1%

										2015見通 ミトオ				2016年初予算 ネン ショ ヨサン				予算
調整 ヨサン チョウセイ

								セグメント		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

								ケミカル		6,903		637		7,182		622

								繊維 センイ		1,322		133		1,360		135

								エレクトロニクス		1,400		34		1,454		3

								調整 チョウセイ		484		(50)		384		(27)

								マテリアル　計 ケイ		10,109		754		10,380		733		733

								ホームズ		5,838		640		5,729		590		600

								建材 ケンザイ		539		56		539		40

								住宅　計 ジュウタク ケイ		6,377		696		6,268		630		640

								医薬・医療 イヤク イリョウ		1,448		244		1,368		151

								クリティカルケア		1,392		134		1,590		175

								ヘルスケア　計 ケイ		2,840		378		2,958		326		326

						グループその他 タ				130		(180)		170		(200)		(200)

								総合計 ソウ ゴウケイ		19,456		1,648		19,776		1,489		1,500





領域別計画数値 (2)



				(億円) オク エン				2015年度
予想*2 ネンド ヨソウ		'15→'18
増減／成長率 ゾウゲン セイチョウリツ		2018年度
計画 ネンド ケイカク		'18→'25
増減／成長率 ゾウゲン セイチョウリツ		2025年度
展望 ネンド テンボウ

				マテリアル		売上(a) ウリアゲ		10,170				12,500				16,500

						営業利益(b) エイギョウ リエキ		765				1,000				1,400

						利益率(b/a) リエキ リツ		7.5%		+ 0.5pt		8.0%		+ 0.5pt		8.5%

				住宅 ジュウタク		売上(a) ウリアゲ		6,370				7,000				10,000

						営業利益(b) エイギョウ リエキ		675		+ 25		700		+ 300		1,000

						利益率(b/a) リエキ リツ		10.6%				10.0%				10.0%

				ヘルスケア		売上(a) ウリアゲ		2,870		+ 8.8%／年 ネン		3,700		+ 7.2%／年 ネン		6,000

						営業利益(b) エイギョウ リエキ		375				500				800

						利益率(b/a) リエキ リツ		13.1%				13.5%				13.3%











												23,200				32,500

												2,200				3,200

								2015年見通 ネン ミトオ				2018年計画 ネン ケイカク

						マテリアル		10,170				12,500

						住宅 ジュウタク		6,370				7,000

						ヘルスケア		2,870				3,700



2015年見通	マテリアル	住宅	ヘルスケア	10170	6370	2870	2018年計画	マテリアル	住宅	ヘルスケア	12500	7000	3700	

2018年計画	マテリアル	住宅	ヘルスケア	12500	7000	3700	

事業別実績

						売上高 ウリアゲ ダカ		2010		2015								FY2010		FY2015見通 ミトオ		2018計画 ケイカク																				2015見通 ミトオ		2018計画 ケイカク

						ケミカルズ		7,422		7,090						ケミカル・繊維 センイ		8,510		8,420		12500																		マテリアル		10,170		12,500

						せんい		1,088		1,330						住宅・建材 ジュウタク ケンザイ		4,566		6,370		7109																		住宅 ジュウタク		6,370		7,109

						住宅 ジュウタク		4,092		5,860						エレクトロニクス		1,583		1,750		3481																		ヘルスケア		2,870		3,481

						建材 ケンザイ		474		510						ヘルスケア		1,164		2,870

						エレクトロニクス		1,583		1,750

						医薬・医療 イヤク イリョウ		1,164		1,460

						クリティカルケア		0		1,410

						その他 タ		160		130								FY2010		FY2015見通 ミトオ		2018計画 ケイカク

								15,984		19,540						ケミカル・繊維 センイ		686		695

																住宅・建材 ジュウタク ケンザイ		386		675

						営業利益 エイギョウ リエキ		2010		2015						エレクトロニクス		143		70

						ケミカルズ		644		560						ヘルスケア		70		375

						せんい		42		135																																2015見通 ミトオ		2018計画 ケイカク

						住宅 ジュウタク		365		620																														マテリアル		765		1,000

						建材 ケンザイ		21		55																														住宅 ジュウタク		675		693

						エレクトロニクス		143		70																														ヘルスケア		375		477

						医薬・医療 イヤク イリョウ		70		250

						クリティカルケア		0		125

						その他 タ		-55		-175

								1,229		1,640





FY2010	

ケミカル・繊維	住宅・建材	エレクトロニクス	ヘルスケア	8510	4566	1583	1164	



FY2015見通	

ケミカル・繊維	住宅・建材	エレクトロニクス	ヘルスケア	8420	6370	1750	2870	

FY2010	

ケミカル・繊維	住宅・建材	エレクトロニクス	ヘルスケア	686	386	143	70	

FY2015見通	

ケミカル・繊維	住宅・建材	エレクトロニクス	ヘルスケア	695	675	70	375	



2003-15事業会社別実績

				単位：億円 タンイ オクエン				2003年 ネン		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン

				売上高 ウリアゲ ダカ		ケミカルズ		5,135		6,165		7,123		8,052		8,792		6,893		6,221		7,422		6,801		6,846		7,916		8,243

						せんい		1,015		1,043		898		1,066		1,141		1,164		1,012		1,088		1,108		1,096		1,209		1,303

						ホームズ		3,613		3,758		4,045		4,057		3,862		4,099		3,897		4,092		4,520		4,862		5,344		5,518

						建材 ケンザイ		606		599		565		608		557		609		470		474		461		515		550		520

						エレク		554		617		664		713		672		553		724		820		730		623		637		656

						イーマテ		271		313		364		408		461		743		703		763		731		688		813		848

						ファーマ		1,060		1,039		1,058		1,045		1,112		666		608		612		623		757		880		806

						メディカル												530		524		552		572		578		645		659

						ZOLL																				521		798		1,106

						その他 タ		282		242		268		289		370		273		176		160		186		180		185		205

						合計 ゴウケイ		12,535		13,776		14,985		16,237		16,968		15,530		14,336		15,984		15,732		16,666		18,978		19,864		0		0		0		0		0		0



				営業利益 エイギョウ リエキ		ケミカルズ		218		404		453		566		652		(65)		261		644		445		229		389		542

						せんい		9		32		40		42		72		(15)		(28)		42		31		40		86		105

						ホームズ		216		256		282		275		214		219		253		365		463		543		630		592

						建材 ケンザイ		(21)		11		38		50		28		17		12		21		18		40		55		41

						エレク		119		119		140		161		125		7		22		93		37		13		50		42

						イーマテ		30		46		53		65		97		66		51		50		27		16		93		101

						ファーマ		129		110		111		139		127		44		7		33		54		140		217		168

						メディカル												76		33		37		35		20		86		99

						ZOLL																				(36)		(35)		41

						その他 タ		23		36		33		39		51		56		18		17		30		22		17		9

						全社消去 ゼン シャ ショウキョ		(114)		(58)		(63)		(58)		(90)		(55)		(53)		(72)		(97)		(105)		(153)		(161)

						合計 ゴウケイ		609		956		1,087		1,278		1,277		350		576		1,229		1,043		920		1,433		1,579		0		0		0		0		0		0







ＦＴ2015売上推移

						2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年見通 ネン ミトオ				中計目標2015 チュウケイ モクヒョウ

				ケミカル・繊維 センイ		8,510		7,909		7,942		9,125		9,546		8,420

				住宅・建材 ジュウタク ケンザイ		4,566		4,981		5,377		5,894		6,038		6,370

				エレクトロニクス		1,583		1,461		1,311		1,450		1,504		1,750

				ヘルスケア		1,164		1,195		1,856		2,323		2,571		2,870

						160		186		180		186		205		130				20,000

						15,984		15,732		16,666		18,978		19,864		19,540				20,000



ケミカル・繊維	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	8510	7909	7942	9125	9546	8420	住宅・建材	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	4566	4981	5377	5894	6038	6370	エレクトロニクス	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	1583	1461	1311	1450	1504	1750	ヘルスケア	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	1164	1195	1856	2323	2571	2870	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	160	186	180	186	205	130	20000	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	15984	15732	16666	18978	19864	19540	20000	







領域将来像　マテ

						2015年 ネン		2018年 ネン				2025年 ネン

				売上高 ウリアゲ ダカ		10,170		12,500				16,500

				営業利益 エイギョウ リエキ		765		1,000				1,400



売上高	2015年	2018年	2025年	10170	12500	16500	営業利益	2015年	2018年	2025年	765	1000	1400	



領域将来像　住宅

						2015年 ネン		2018年 ネン				2025年 ネン

				売上高 ウリアゲ ダカ		6,370		7,000				10,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		675		700				1,000



売上高	2015年	2018年	2025年	6370	7000	10000	営業利益	2015年	2018年	2025年	675	700	1000	



領域将来像　HC

						2015年 ネン		2018年 ネン				2025年 ネン

				売上高 ウリアゲ ダカ		2,870		3,700				6,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		375		500				900



売上高	2015年	2018年	2025年	2870	3700	6000	営業利益	2015年	2018年	2025年	375	500	900	



Sheet1





FT2015営業利益推移

						2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年見通 ネン ミトオ				中計目標2015 チュウケイ モクヒョウ

				ケミカル・繊維 センイ		686		476		270		475		646		695				1,780

				住宅・建材 ジュウタク ケンザイ		386		482		582		685		630		675

				エレクトロニクス		143		64		28		142		143		70

				ヘルスケア		70		88		232		397		308		375

				その他・償却等 タ ショウキャク トウ		(55)		(67)		(192)		(266)		(149)		(175)				(180)

						1,229		1,043		920		1,433		1,579		1,640				1,600



ケミカル・繊維	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	686	476	270	475	646	695	1780	住宅・建材	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	386	482	582	685	630	675	エレクトロニクス	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	143	64	28	142	143	70	ヘルスケア	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	70	88	232	397	308	375	その他・償却等	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	-55	-67	-192	-266	-149	-175	-180	

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通	中計目標2015	1229	1043	920	1433	1579	1640	1600	







連結ＣＦ推移 (2)

		連結キャッシュ・フロー比較 レンケツ ヒカク

																												(単位：億円) タンイ オクエン

				FT2015												実績ベース ジッセキ

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		FT2015		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		実績ベース ジッセキ		FT2015 vs 実績 ジッセキ

														累計 ルイケイ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		直近予想 チョッキン ヨソウ		累計 ルイケイ

		営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ		1,326		1,508		1,696		1,859		1,889		8,278		1,413		1,260		2,442		1,376		1,856		8,346		68

		投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ		-996		-1,067		-1,398		-1,111		-862		(5,434)		(895)		(2,785)		(1,038)		(1,005)		(2,919)		(8,642)		(3,208)

		フリー・キャッシュ・フロー		331		441		298		748		1,028		2,846		518		(1,525)		1,404		371		(1,063)		(295)		(3,141)

		配当支払額 ハイトウ シハラ ガク		-154		-189		-205		-250		-250		(1,048)		(182)		(196)		(196)		(265)		(279)		(1,118)		(70)

		配当後フリー・キャッシュ・フロー ハイトウ ゴ		177		252		93		498		778		1,798		336		(1,721)		1,208		106		(1,342)		(1,413)		(3,211)

																投資活動 トウシ カツドウ		ZOLL				ZOLL		PPO

																		(1,746)				(64)		(1,893)





連結ＣＦ推移

		連結キャッシュ・フロー推移 レンケツ スイイ

												(単位：億円) タンイ オクエン

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド

				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予想 ヨソウ

		営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ		1,413		1,260		2,442		1,376		1,856

		投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ		(895)		(2,785)		(1,038)		(1,005)		(2,919)

		フリー・キャッシュ・フロー		518		(1,525)		1,404		371		(1,063)

		親会社による配当の支払額 オヤ カイシャ ハイトウ シハラ ガク		(182)		(196)		(196)		(265)		(279)

		配当後フリー・キャッシュ・フロー ハイトウ ゴ		336		(1,721)		1,208		106		(1,342)





連結ＣＦ

				連結キャッシュフロー予想 レンケツ ヨソウ

																												【 単位：億円 】 タンイ オクエン

												中間予想 チュウカン ヨソウ						直近予想 チョッキン ヨソウ												コメント								増減 ゾウゲン

												上 期 ウエ キ		下 期 シタ キ		年 間 トシ アイダ		上 期 ウエ キ								下 期 シタ キ		年 間 トシ アイダ		中間予想 チュウカン ヨソウ								上 期 ウエ キ		下 期 シタ キ		年 間 トシ アイダ

																		実 績 ジツ イサオ		3Q実績 ジッセキ		3Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		4Q予想 ヨソウ		予 想 ヨ ソウ				上 期 ウエ キ		下 期 シタ キ

										　税前利益 ゼイ マエ リエキ		711		696		1,406		759		372		1,131		314		686		1,445										49		△ 10		39

										　法人税等 ホウジンゼイ トウ		△ 232		△ 317		△ 549		△ 223		△ 338		△ 561		0		△ 338		△ 561		連結納税▲50、それ以外▲88、Polypore▲54、理論値に近づけるため▲40調整 レンケツ ノウゼイ イガイ		連結納税▲120、それ以外▲70、Polypore▲127 レンケツ ノウゼイ イガイ						9		△ 21		△ 12

								　利益留保 リエキ リュウホ				479		379		857		537		34		571		314		348		885										58		△ 31		27

								　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				440		500		940		441		246		687		254		500		941		Polypore＋2		Polypore＋14						1		0		1

										のれん償却 ショウキャク		66		104		169		60		50		110		54		104		164		Polypore＋8		Polypore＋46						△ 5		0		△ 5

								　営業貸付金 エイギョウ カシツケ キン								0				0						0		0										0		0		0

								　運転資金、非資金損益等 ウンテン シキン ヒ シキン ソンエキ トウ				△ 121		△ 232		△ 353		82		△ 192		△ 110		△ 44		△ 236		△ 154		運転資金増減▲91 ウンテン シキン ゾウゲン		運転資金増減▲81、(Polypore)VAT支払▲136
(ﾒﾃﾞｨｶﾙ)恒富引当＋25 ウンテン シキン ゾウゲン シハライ ツネトミ ヒキアテ						203		△ 4		199

						①　営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ						864		750		1,614		1,120		138		1,258		578		716		1,836										257		△ 34		222

								　設備支出 セツビ シシュツ				△ 490		△ 520		△ 1,010		△ 463		△ 233		△ 696		△ 287		△ 520		△ 983				Popypore▲60						27		0		27

								　投融資支出 トウユウシ シシュツ				△ 70		△ 44		△ 114		1		△ 22		△ 21		△ 22		△ 44		△ 43		(持株)Ｈｙｄｒｏ-Photon優先株式▲２、トヨタ株式▲10、MIREXUS BIOTECHNOLOGIES普通株式▲２
(ケミ)ＡＮ　ＰＴＴＡＣ丸紅持分投資・貸付▲13、鈴鹿サンビジネス増資▲１、SPI事業譲受による支出▲２、サウジ入金＋５
(ZOLL)企業買収▲43 カブ シキ ゾウシ ジギョウ ユズリウケ シシュツ ニュウキン キギョウ バイシュウ		(持株)トヨタ株式▲40、ノーアイテム▲６
(ケミ)東洋ゴム株式売却＋２ トウヨウ カブシキ バイキャク						71		0		71

										ポリポア社買収による支出 シャ バイシュウ シシュツ		△ 2,453		0		△ 2,453		△ 1,893		0		△ 1,893		0		0		△ 1,893		買収金額▲2710、期首現金＋257 バイシュウ キン ガク キシュ ゲンキン								560		0		560

						②　投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ						△ 3,013		△ 564		△ 3,577		△ 2,355		△ 255		△ 2,610		△ 309		△ 564		△ 2,919										658		0		658

						③　配当前ＦＣＦ〔①＋②〕 ハイトウ マエ						△ 2,150		186		△ 1,964		△ 1,235		△ 117		△ 1,352		268		152		△ 1,083										915		△ 34		880

						④　親会社配当金支払額 オヤガイシャ ハイトウキン シハライ ガク						△ 140		△ 140		△ 280		△ 140		△ 140		△ 279		0		△ 140		△ 279										0		0		1

						⑤　配当後ＦＣＦ〔③＋④〕 ハイトウ ゴ						△ 2,290		46		△ 2,244		△ 1,375		△ 257		△ 1,631		268		12		△ 1,363										915		△ 34		881

										ポリポア社買収に伴う借入 シャ バイシュウ トモナ カリイレ		2,710		60		2,770		2,785		134		2,919		0		134		2,919										75		74		149

										その他 タ		△ 246		△ 76		△ 322		△ 995		333		△ 662		△ 409		△ 76		△ 1,071										△ 749		0		△ 749

						⑥　財務活動ＣＦ ザイム カツドウ						2,464		△ 16		2,448		1,790		467		2,257		△ 409		58		1,848										△ 674		74		△ 600

										現金及び現金同等物の換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ カンザン サ ガク						0		△ 41		△ 20		△ 61		20		0		△ 41										△ 41		0		△ 41

						⑦　当期手許資金過不足額〔⑤＋⑥〕 トウキ テモト シキン カブソク ガク						174		30		204		375		190		565		△ 120		70		445										201		40		240

						⑧　連結範囲変更による増減額 レンケツ ハンイ ヘンコウ ゾウゲンガク						63		0		63		63		0		63		0		0		63		ケミカルズの15年度以降の新規連結５社
塑料上海など								0		0		0

						⑨　期首手許資金残高 キシュ テモト シキン ザンダカ						1,123		1,360		1,123		1,123		1,561		1,123		1,750		1,561		1,123										0		201		0

						⑩　期末手許資金残高 キマツ テモト シキン ザンダカ						1,360		1,390		1,390		1,561		1,750		1,750		1,630		1,630		1,630		海外借入財務資料との差額▲24
(持株)400、(ZOLL)80、(PSJ)64、(ASEM)62、(ケミ)54、(AKPA)38、(Polypore)247		海外借入財務資料との差額＋69
(持株)400、(ZOLL)86、(ASEM)60、(ケミ)54、(APS)42、(AKPA)38、(PSJ)33、(Polypore)155、調整40 チョウセイ						201		240		240



																		0		△ 0		0		0		△ 0		0



								運転資金、非資金損益等　内訳 ウンテン シキン ヒ シキン ソンエキ トウ ウチワケ				△ 121		△ 232		△ 353		82		△ 192		△ 110		△ 44		△ 236		△ 154

										運転資金増減 ウンテン シキン ゾウゲン		△ 184		△ 274		△ 458		43		△ 220		△ 177		△ 68		△ 288		△ 244

										持分法投資損益 モチブンポウ トウシ ソンエキ		15		△ 12		3		18		0		19		△ 3		△ 2		16

										特別損益 トクベツ ソンエキ		48		54		102		20		27		48		27		54		74

																0				0								0

																0				0								0

																				0
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(６)各領域の将来像と実行施策：マテリアル 
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【CT2018での事業方針】 
既存事業の強化による収益力の向上とともに、領域内の横断的取組みを進め、将来
に向けた施策を実行する 

【2025年度に向けた事業展開方針】 
高機能製品分野を拡大し収益力向上を目指す 
バッテリーセパレータ事業でのNo.1ポジションを強固にする 
総合力で素材新市場を開拓 

売上高 
(億円) 

自動車 
電池関連 

ヘルスケア 

膜関連 
塗料原料 

等 



(６)各領域の将来像と実行施策：住宅 

28 

【CT2018での事業方針】 
主要事業(建築請負(「へーベルハウス」、「へーベルメゾン」)、ALC(軽量気泡 
コンクリート：建材))の安定収益確保と、不動産、リフォーム、高性能断熱材 
事業の伸長で、安定成長を目指す 

【2025年度に向けた事業展開方針】 
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」への展開を推進 
他領域とも連携し、当社ならではの付加価値を創出 

建築請負 

不動産・ 
リフォーム 

建材 
海外・シニア 

0

5,000

10,000

2015年度 2018年度 2025年度 

売上高 
(億円) 



(６)各領域の将来像と実行施策：ヘルスケア 
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【CT2018での事業方針】 
国内事業の収益強化を進めながら、「マテリアル」、「住宅」に次ぐグループの 
第３の柱とするべく、グローバルな事業基盤強化を進める 

【2025年度に向けた事業展開方針】 
海外売上高を拡大させ、グループ営業利益の１／３以上を創出 
医薬事業：「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推進 
医療事業：グローバル・プラットフォームのさらなる活用・強化を通じた成長 

国内 

海外 

0

4,000

8,000

2015年度 2018年度 2025年度 

売上高 
(億円) 



マテリアル領域① 

１. マテリアル領域の事業間連携の推進 
 事業横断的なマーケティング、顧客アプローチの推進 
 事業やR&D間での連携深化によるテーマアップと新規事業創出 
 ITによるグローバルオペレーション体制の構築 

２. グローバルエリア戦略の推進 
 欧米拠点の拡充とネットワーキング(エンジニアリング樹脂、

バッテリーセパレータ、エレクトロニクス等) 
 アジア生産拠点強化(S-SBR、バッテリーセパレータ、樹脂 

コンパウンド、「ロイカ」、不織布、AN、「デュラネート」、
「DFR」、感光材等) 

 Polypore社拠点の活用(米国、欧州、中国、インド) 
30 

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 

領域内共通施策 

各領域の実行施策 



マテリアル領域② 

31 

高付加価値製品の拡充、グローバル展開 
エチレンセンター共同運営(2016年4月～)と国内誘導品事業の最適化 

環境エネルギー・自動車関連事業の拡大 
バッテリーセパレータの収益拡大 
自動車関連事業の拡大 
（各種センサ、オーディオ用LSI、軽量化部材、

電池材料、塗料原料、エレクトロニクス技術
応用 等） 

CO2化学等の環境対応技術推進 
(イソシアネート、ポリカーボネート 等) 

ヘルスケア・生活衛生関連事業の強化 
製品拡充と能力増強による収益拡大 

(医薬品添加剤、医療機器素材・部品、 
生活衛生材料、フィルター、水処理、 
フィルム、医薬品製造関連 等） 

殺菌分野の開拓(UVC-LED) 
 

 

既存事業の収益強化 

重点事業 

各領域の実行施策 



マテリアル領域③(自動車関連） 
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各種モーター用センサ 
省エネタイヤ用合成ゴム 

タイヤコード 

電気自動車用 
リチウムイオン二次電池(LIB)・ 
鉛蓄電池セパレータ 

各種内装材用樹脂 
高機能塗料原料 

カーシート・内装用合成皮革 カーナビ用音声認識システム 
カーオーディオ用LSI 

燃料電池自動車用PEM 

車載電子基板用 ガラスクロス、ドライフィルム 

プラスチック光ファイバ 
偏光フィルム 

領域内横断で自動車関連のお客様に総合的なアプローチを行う 
 新拠点設立やグローバル拠点の有機的連携によるエリア戦略の強化 
 マーケティング機能の連携・強化 
 環境／安全／居住性／意匠性の各ニーズに応じた多様なキーアイテムを総合的に提案 

マーケ 
ティングの 
連携・強化 
による顧客 
満足向上・
新たな価値
の創造 

オートモーティブ事業推進室(新設)による推進 

繊維 

高機能 
ポリマー 

高機能 
マテリアル 

バッテリー 
セパレータ 

エレクトロ 
ニクス 

エンジン周辺部材用樹脂 

各領域の実行施策 

エアバッグ用原糸 

テールランプ用樹脂 

外装用高機能樹脂 



マテリアル領域④(バッテリーセパレータ） 
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LIB用湿式セパレータ 

お客様への対応を強化し、
新興国需要を確実に獲得、
グループの総合力を活用し
た新製品提案 

湿式・乾式両方を持つ強みを活かした製品提案力と、 
グローバルな生産・営業・開発体制を活かし、 
多様な顧客ニーズに対応できる強固なNo.１の地位を確立 

鉛蓄電池用セパレータ 

LIB・鉛蓄電池用セパレータの両方を持つことのシナジーを追求していく 

技術・マーケティングの融合を進め、お客様への価値提供を加速 

 組織統合の段階から、お客様に新たな価値を提案する段階へシフト 
 グループの素材・解析・生産技術をLIB・鉛蓄電池用セパレータそれぞれに活用 
 顧客ニーズに応じた、グローバルでの最適な生産・営業・開発体制 

*ISS＝Idling Stop and Start 

LIB用乾式セパレータ 

・車載用途に強み 
・環境規制強化により 

車載需要が急拡大 

・民生用途での実績と開発力 
・IT関連市場は成長継続 

各領域の実行施策 

・世界No.1の実績 
・新興国中心に市場は安定成長 
・ISS車*普及による市場変化 



住宅領域① 
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＜住宅領域の目指す姿＞ 
 

 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」に貢献し続ける 
 他領域とも連携し、旭化成グループならではの新たな社会価値の

創出を目指す 

少子高齢化社会 文化・生活・住まい方 
の変化 

社会インフラ 
再整備 

国内経済成長 
の限界 

市場環境の変化に対応し社会・時代が求めるニーズに応える 
 

「ニーズの変化に合わせたソフトの提案」「グローバル展開」 
「事業提携／買収」「新ビジネスモデル」「五輪需要」 

各領域の実行施策 



住宅領域② 
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＜住宅事業＞ 
 戸建住宅のシェア拡大・コストダウン 
 「へーベルメゾン」の拡大 
 不動産／リフォーム事業の新展開 
 シニア／中層事業の基盤整備 
 海外事業の取組み 

＜建材事業＞ 
 コンプライアンス体制の再構築 
 基礎事業の基盤再構築 
 断熱材事業の拡大 
 ALC事業の収益確保 

１. 建築請負、ALC事業等の基盤事業の安定成長 
２. 新機軸となる事業の創出 

社会が求めるニーズを掴み、 
「製品・施工・サービス」の総合力で事業をさらに強化 
バリュー・チェーンを拡げる事業展開を図る 

事業戦略 

各領域の実行施策 



ヘルスケア領域① 
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 米国事業インフラの強化 
 ヘルスケア領域の戦略立案・推進機能の一部を米国に設置し、

イノベーションを加速させると共に成長市場に対応する 
 

 社外リソースの積極活用 
 社外の先進的な技術や革新的なビジネスモデルを積極活用し、

既存事業の強化、新規事業の創出を加速する 
 

 既存国内事業の収益強化 
 医薬・医療事業の国内運営体制を最適化し、環境変化に耐えう

る強固な収益基盤を構築する 

国内事業の収益強化を進めながら、「マテリアル」、「住宅」に次ぐ 
グループの第３の柱とするべく、グローバル事業基盤の強化を進める 

各領域の実行施策 



ヘルスケア領域② 
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将来に向け、既存の診療／制度を大きく変えうるテーマに投資 
 

医療ICT／再生医療／診断薬を中心とした領域への投資を継続 

＜医薬事業＞ 
グローバル化の推進 
「リコモジュリン」の 

グローバル臨床試験
(PhaseⅢ)の加速 
米国での「リコモジュリ

ン」上市、およびグローバ
ル事業インフラ構築 
国内外でのパイプライン

増強 

＜クリティカルケア事業＞ 
積極的な事業拡大 
血管内冷却体温管理システム

の急性心筋梗塞領域への展開 
「LifeVest」の更なる市場浸透 
新製品「AED 3」上市による

AED市場でのリーダーポジ
ション獲得 

＜医療事業＞ 
確実な安定成長 
「プラノバ」(ウイルス除

去フィルター)のバイオ医
薬品向け市場における
シェア拡大 
中国で拡大する透析需要

の確実な取り込み 

新規事業 

各領域の実行施策 
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ヘルスケア領域③(ZOLL Medical) 
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・着用型自動除細動器「LifeVest」   
・救急現場向け除細動器 
・医療機関向け除細動器 

・血管内体温管理システム「Thermogard」（適応拡大) 

・米Impact社（ポータブル呼吸器） 
・蘭Philips社／体温管理システム事業 
・米Advanced社（心機能補助のための胸腔内圧制御） 
・イスラエルKyma社（心不全の兆候検知） 

【当社による買収以降の実行項目】 

国 

内 

全 

体 

救命救急措置の質の向上と
周辺事業の拡大を図りなが
ら、世界中の人びとの救命
救急活動に貢献していく 

承
認
取
得 

事
業
買
収 

（参考） 
ゾール基金設立 
蘇生措置の研究や、心停止予

防・救命救急分野の教育を支援
しています。 
多くの臨床研究者がこの重要

な医療課題に取り組むことが、
私たちの願いです。 

各領域の実行施策 

売上高 
(百万US $) 

(年度) 


Sheet1

				2011		2012		2013		2014		2015		2016				2018

		売上高 ウリアゲ ダカ		566		655		795		1,007		1,160		1,325				1,867

		US M$



売上高	2011	2012	2013	2014	2015	2016	566	655	795	1007	1160	1325	

Sheet2







売上高	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	566	655	795	1007	1160	1325	1867	







(７)財務・資本戦略(2016ー2018年のキャッシュ・フローと配分) 
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将来の成長を見据えた戦略を実行し、企業価値を向上させなが
ら、株主還元を実施 
 営業キャッシュ・フロー(３年間累計)：  6,000～7,000億円  
 

 既存事業の競争優位性を強化 
 各領域での新しい付加価値の創出 
 

 総投資額(３年間累計)：  約7,000億円  
 

 既存事業の拡大・維持投資に加え、M&A等による新たな事業投資も
積極的に進める 

 

 株主還元目標：  2018年度 還元性向 35％  
 

 安定配当かつ継続的な増配に加え、自己株取得も機動的に行う 
 

 資金調達の考え方 
 

 D／Eレシオ 0.5 程度の維持を目安に、借入による調達を原則とする 



収益力強化の取組み 
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三現主義による活動推進 
生産性の向上とスタッフ部門の高度化・効率化 
 各事業領域ごとの縦軸の生産性向上 
 グループを横断する横軸(機能軸)の高度化・効率化 

グループの収益力向上を目指す 

SL2018プロジェクト  
(収益向上プロジェクト：SL200PJの継続推進) 



旭化成グループのCSR 
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グループ理念の実現を通じた基盤的・積極的CSRを実行 

グループ理念 
世界の人びとの 

“いのち”と”くらし”
に貢献します 

積極的CSR 
・中期経営計画の実行 
・事業活動 

社会課題の解決が事業そのもの 

基盤的CSR 
・コンプライアンスの

徹底 
・RCの推進 
・社会との共生 
・社員の個の尊重 企業市民としての法令遵守、 

安全・環境保全、社会貢献活動など 

次世代育成 
（出前授業） 

スポーツ振興 
（陸上部、柔道部） 

環境との共生 
（植林活動） 

多様な 
ステークホルダー

にとっての 
企業価値の向上 



  

昨日まで世界になかったものを。 

私たち旭化成グループの使命。 

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、 

より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。 

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、 

次の時代へ大胆に応えていくために。 

私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。  

 

Creating for Tomorrow 
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