
1. 東日本大震災、タイ洪水、円高が業績下押し要因として強く働いたため、前年度を下回る結果となりました。
2. 震災と洪水の影響を受けた生産拠点はすべての復旧作業を完了し、生産を再開しています。
3. 配当は前期比10円増の年100円といたしました。次期配当は、当期と同額の年100円を予定しています。
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トップメッセージ

　自動車業界向けは東日本大
震災による生産台数減少の影響
を受けましたが、その後回復し
堅調に推移しました。エレクトロ
ニクス業界向けはスマートフォ
ンやタブレットＰＣに使われる両
面粘着テープは好調に推移した
一方、液晶パネルに使用される光学用保護フィルムや電子
部品に使用される製造工程用、あるいは出荷用テープは、
需要減速と競争環境の激化により低調に推移しました。
　以上の結果、売上高は2,631億円（前期比6.7％減）、営業
利益は141億円（同48.9％減）となりました。

　メディカル（医療関連材料）
は、国内市場向け経皮吸収型
テープ製剤の需要回復がみら
れたものの、米国市場では依然
として厳しい状況が続きまし
た。このため、米国グループ会社
を３月末に営業譲渡しました。メンブレン（高分子分離膜）
は、国内の一般工業用は堅調に推移しましたが、海外の海水
淡水化プロジェクト案件の延期・規模縮小や、新興国による
在庫調整により、全体としては低調に推移しました。
　以上の結果、売上高は334億円（前期比2.9％減）、営業
損失は24億円となりました。

　オプトロニクスの売上高の
約8割を占める液晶表示用材
料は、液晶テレビの需要が低調
に推移したことに加え、スマー
トフォンやタブレットＰＣの需要
も年度後半に調整色を強めた
ため、光学フィルムや透明導電性フィルムが弱含みの推移
となりました。半導体用材料とプロセス材料は、半導体市
況の影響、また、プリント回路は、タイ国の洪水の影響によ
り、それぞれ低調に推移しました。
　以上の結果、売上高は3,493億円（前期比3.8％減）、営業
利益は419億円（同28.6％減）となりました。

● セグメント別売上高構成比（※） インダストリアルテープ メディカル＆メンブレンオプトロニクス

薄層クリーンフォーム
偏光フィルム 経皮吸収型テープ製剤

取締役社長　柳楽　幸雄

　株主のみなさまにおかれましては、日ごろより当社の活動に多大なるご理解

とご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。

　日東電工グループ（以下、日東電工）では、2011年度を「挑む年」として、新

製品・新ビジネスの創出に取り組んでまいりました。2012年度は、自らの殻を

破り、自らに「克つ年」と位置付けています。当社は、2018年に創業100周年

を迎えますが、環境の変化にしなやかに対応しながら、新たな価値を生み出す

ことで、「成長を続ける100年企業」に向けた礎を築いてまいります。

　今後とも、変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

セグメント概況

　日東電工では、2011年度を新たな成長に向けて「挑む

年」として、新製品や新ビジネスモデルの創出など、新しい

価値の創造を目指して取り組んでまいりました。市場成長

の著しいスマートフォンやタブレットＰＣ向けに液晶表示用

材料の拡販に注力しました。しかし、東日本大震災による

自動車生産台数の減少やタイ洪水によるＨＤＤの生産台数

減少に加え、円高の影響などを受けました。

当期（2011年度）の市場環境と業績につい
て説明ください。Q1

スマートフォンやタブレットPC向け売上を
拡大しましたが、自動車生産台数の減少、
ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）生産台数の
減少や円高の影響を補うには至りませんで
した。

A1

　例をあげれば、グリーンは海水淡水化用の逆浸透膜や

省エネフィルム（透明高断熱フィルム）、クリーンは、ハイブ

リッドカーのエンジン部分の材料など、ファインは経皮

吸収型テープ製剤や分子標的DDS※などです。「グリーン・

クリーン・ファイン」の事業領域に対し、経営資源を幅広く

活用、融合させ、新しい事業の創造・育成に重点的に取り

組むと同時に、必要と判断した場合は、M&Aや業務提携

等も検討してまいります。

「グリーン・クリーン・ファイン」について具体
的に教えてください。Q4

持続的に成長し続ける企業を目指し、将来
の核とするべき新しい事業の領域です。「グ
リーン」は環境関連、「クリーン」は新エネル
ギー関連、「ファイン」はメディカル・ライフサ
イエンス関連の領域です。

A4

　日東電工製品の関連市場における見通しは、インダストリ

アルテープでは、自動車業界向け製品が東日本大震災や

　インダストリアルテープやオプトロニクス製品など基盤

事業を強化・進化させるとともに、「グリーン（環境関連）、

クリーン（新エネルギー関連）、ファイン（メディカル・ライフ

サイエンス関連）」の領域で将来の核となる新しい事業の

創造・育成に重点的に取り組みます。また、新しい事業の

創造・育成については、「グローバルニッチトップ戦略※」

と並行して、成長・変化する世界の各エリアで事業の展開

次期（2012年度）の見通しについては、いか
がですか。Q2

欧州債務問題など景気下押しリスクはあ
りますが、震災や洪水からの回復に加え、
引き続き市場成長が期待できるスマート
フォンやタブレットPCに注力することによ
り、堅調な推移を見込んでいます。

A2

中長期のビジョンはどのように考えておら
れますか。Q3

「事業の成長」「質の向上」「人財の成長」で
グローバルな成長を図るための基盤構築
に取り組んでまいります。具体的な施策に
ついては、2013年度の中期経営計画にて
発表の予定です。

A3

※決算短信のセグメント情報「外部顧客への売上高」
　における構成比です。

※グローバルニッチトップ戦略とは
成長・変化するマーケットを選択し、固有の差別化技術を活かせる
ニッチな分野を対象にして、世界No.1シェアを目指す戦略です。

※エリアニッチトップ戦略とは
成長するエリアや市場のニーズを固有の技術とエリアのリソース
を活かして差別化し、エリアNo.1シェアを目指す戦略です。

※分子標的DDSとは
特定の分子を標的にしたドラッグ・デリバリー・システムの略で、
体内の必要な部位にだけ薬を集中・効率的に届ける技術です。

　以上の結果、売上高は6,076億円（前期比4.8％減）、営業

利益は564億円（同33.7％減）となりました。経常利益は

584億円（同31.4％減）、当期純利益は310億円（同44.3％

減）となりました。

タイ国の洪水影響からの回復により順調に推移するととも

に、エレクトロニクス業界向け製品も堅調に推移する見込

みです。また、オプトロニクスでは、引き続きスマートフォン

やタブレットPC向け情報機能材料の需要増加が見込まれ

ることなどにより、セグメント全体では堅調に推移する見通

しです。

　以上より通期業績予想は、売上高6,600億円(前期比

8.6％増)、営業利益710億円(同25.7％増)、経常利益710

億円(同21.5％増)、当期純利益500億円(同60.9％増)を

見込んでいます。

を図り、そのエリア特有のニーズに対応した製品を提供し

ていく「エリアニッチトップ戦略※」を推進し、更なる成長を

目指してまいります。
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スマートフォンやタブレットＰＣ向け製品が拡大

液晶パネル用光学フィルムやタッチパネル用透明導電性フィル
ム（右下写真）、また両面粘着テープや表面保護フィルムなど、
多くの製品が市場成
長の著しいスマート
フォンやタブレット
PCに採用されていま
す。2012年度も更に
進化した製品を提供
してまいります。

44月～

日東電工 この1年

日東電工が協賛する『大阪国際女子マラソン』開催

日東電工は、「チャレンジする人を応援します」というコンセプト
のもと、2005年より『大阪国際女子マラソン』に協賛し、2012年
で８回目を迎えました。世界のトップを目指し、記録に、好敵手に、
そして自己にチャレンジするヒロインたちを応援しています。
また、会社として協賛するだけでなく、多くの社員やその家族が
ボランティア活動に参加しています。会場周辺の清掃や、併催の
ハーフマラソン出走者へのテーピングや給水、ゴール地点での
タオル掛けなどを行い、全社一丸となってこのマラソンを応援し
ています。

11月
マラソン協賛活動の一環として「井戸掘り募金」を実施

日東電工は、水不足解消のため海水淡水化用逆浸透膜を
世界中に提供していますが、グループ従業員から募金を
集め、水不足と貧困にあえぐ東南アジアの干ばつ地域に
井戸を贈る活動を行ってい
ます。これまでカンボジア・
スリランカなどにおいて４基
が完成し、新しい形で安全
な水を提供することに貢献
しています。

11月
ホームページに個人投資家向けページを開設

コンテンツとして、既存ページのリンクだけ
でなく、個人投資家のみなさまへ向けた社
長からのメッセージや、事業セグメント別の
製品写真、よくお問い合わせのある製品な
どを新たに設けました。
今後とも、当社をご理解いただけるようわか
りやすい情報提供を行ってまいります。

URL:http://www.nitto.co.jp/ir/individual/index.html

44月

企業価値の向上を目指して

業界最薄0.005mmの両面接着テープを開発

市場が拡大するスマート
フォンは、大画面化と高精
細化に加え、薄型化が求
められています。このた
め部品や部材も薄型化が
必要です。そのニーズに
応えるため、業界最薄の
0.005mmの両面接着テープを開発しました。また薄いだ
けでなく、従来品よりも高い耐熱性を実現しています。

66月

大阪大学「テクノアライアンス棟」に協働研究所を設置

大阪大学（吹田キャンパス）内テ
クノアライアンス棟に「日東電工
先端技術協働研究所」を設置しま
した。異分野との協業による基幹
技術の育成や大型テーマの完成
を目指し、産学連携による優秀な
人財の活用の他、インターンシッ
プの実施や留学生との協業を目
指します。

77月

日東電工が世界のトップ100社に選出

世界各国の特許庁などから革新的で
あることが認められ、知的財産権保護
の遵守に努め、かつグローバル市場に
影響を与える可能性のある発明を持
つ企業100社をトムソン・ロイター社
が選出した「トムソン・ロイター2011 
Top100 グローバル・イノベーター・
アワード」において、日東電工が選ば
れました。

1212月

パワーモジュール向け絶縁放熱シートの新工場を建設

世界的に環境問題への関心が高まる中で、エアコン・冷蔵庫など家電製品の消費
電力制御や電気自動車などの駆動モータ制御に欠かせないパワーモジュールの
需要が急増しています。これに対応するため、グループ会社の日東シンコー株式
会社(本社：福井県坂井市)
は、パワーモジュール向け
絶縁放熱シートの新工場
を2012年秋を目途に建設
し、生産能力を４倍に増強
する予定です。

88月

世界初 ！ ヤモリテープを実用化

生物模倣粘着剤（ヤモリテープ）を
世界で初めて固定部材として分析
用途に実用化しました。カーボン
ナノチューブの繊維構造体のため
－150～500℃の温度領域で位置
ずれなく非汚染での分析が可能と
なりました。引き続き2015年を
目途にその他の分野での実用化
を目指してまいります。

22月

成長市場への対応 R＆D・知財戦略 グリーン・クリーン・ファイン製品

タ



　

◆ 株式の状況（2012年3月31日現在） ◆ 株主メモ

〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目5番25号 ハービスOSAKA

証 券 コ ー ド 6988（業種：化学）
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
剰余金の配当受領株主確定日 3月31日(期末配当)、9月30日(中間配当) 
定 時 株 主 総 会 6月
単 元 株 式 数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所、大阪証券取引所
株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連 絡 先 〒541-8502  大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 
電話:0120-094-777(通話料無料)

※株式に関するお手続きについては、当社ホームページをご覧ください。
 http://www.nitto.co.jp/ir/admin/index.html

発行済株式の総数 173,758千株

株 　 主 　 数 65,321名

2011年11月に実施しましたアンケートに、みなさまより多数のご回答をいただき、誠にありがとうございました。
アンケート結果の一部をご報告させていただきます。

　日東電工の事業へ高い関心
をお持ちいただき、ありがた
いことであると同時に身の引
き締まる思いです。従来の事
業については申し上げるまで
もなく、将来の核となる可能
性のある事業、例えば次世代
の環境対応自動車に使用され
る材料や部品、難病に苦しむ
患者さんを救う核酸医薬など、新しい事業の種を多く
まき、育ててまいります。

　株式市場を取り巻く環境が厳しいものであったにも
関わらず、保有方針につきましても「長期保有予定」や
「買い増し予定」に高い回答をいただきました。株主の
みなさまのご支持は、経営を預かる者として、心強い限
りでございます。
　今後、ホームページや株主通信などによる情報発信
において量の拡大と質の向上を目指し、日東電工をよ
り深くご理解いただけるよう努力してまいりますの
で、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

アンケート結果報告

当社株式の購入理由についてお聞かせください。
（複数回答可）

当社株式の保有方針についてお聞かせください。
（1つだけ）

1.8%

4.8%

43.0%27.5%

17.5%

金融商品取引業者
3,086千株

その他の法人
8,417千株

外国法人等
74,797千株

金融機関
47,742千株

個人その他
30,431千株 自己株式

9,283千株

5.3%

所有者別分布状況
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