
事業概要

当期の概況
新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）の影響や半導体の供
給懸念等、日本国内及びインド、アセアンの市場環境は非常に厳
しく、売上は前年から減少しました。中国や欧州については、生
産台数の回復が想定よりも早く推移したことでほぼ前年同様の
売上を確保しています。

今後の見通し
国内、海外共にコロナの影響を受けた需要減から大幅に回復す
ると見込んでおり、インドや中国、日本といった当社のシェアが
高い市場では、大幅な売上増を見込んでいます。加えて、モビリ
ティ分野で創出される新たな塗料需要を取り込むために必要な
研究開発と供給体制の整備を行い、将来の需要拡大を推し進め
ていきます。S W

O T

●高品質製品による付加価値向
上実現

●顧客ラインでの確かなサービ
ス・サポート力

●日系自動車メーカーへの高プ
レゼンス

●新興国における自動車生産台
数拡大

●非日系自動車メーカーへの供給
　拡大

●自動車のモデルチェンジなどに
伴うシェア拡大

●原材料価格高騰の際、価格転嫁  
が遅れ収益改善にラグがある

●グローバル展開において完全
な地産地消になっていない

●地域ごとにコスト競争力が異
なる

●自動車の素材変化による塗布量の
減少やフィルムなど塗料に代わる
代替素材の出現等による数量減

●原材料メーカーの事故、被災などによ
るサプライチェーンの分断

●カーシェアリングなどの主流化に
よる国内自動車販売台数減少

当期の概況
コロナの影響によるロックダウンや市場の減退を受け、グロー
バルで売上は前年から減少いたしました。欧州などの一部地域
では売上増加がありましたが、日本、アフリカ、アジアでは、前年
を下回る売上となりました。

今後の見通し
国内は、市場の縮小均衡が懸念されるものの、引き続き環境配
慮型塗料の拡販に努め、シェアアップの取り組みを推進していき
ます。また、当社グループが保有するオール水性塗料と調色シス
テム及びサービス・サポートを組み合わせることにより、新たな
ビジネス機会の創出も検討していきます。海外は、既存ビジネス
の強化を図るとともに、特に新興国における参入展開を進めて
いきます。S W

O T

●最先端の水性塗料による市場
での高いプレゼンス

●環境関連法令などに対応した
安全性の高い製品群

●圧倒的な色情報の保有に基づ
く、高度かつ効率的な調色力

●自動車保有→利用ニーズ変更に
伴う新たな事業機会の可能性

●新興国での自動車保有台数の
増加による市場拡大

● 軽補修サービスなどの主流化

●米・中などでの市場展開の遅れ
●非日系カーメーカー向けでの低
い認知度

●後発はシェア獲得・拡大が難しい

●車の安全性能向上による自動
車補修ビジネス自体の縮小

●環境規制などの強化による製
品・サービスへの急激な要求変化

●M&Aによるグローバルメーカー
参入で競合構図変化の可能性

当期の概況
国内は、上期においては（自動車部品向け塗料や産業機械用塗
料をはじめとした）幅広い分野でコロナの影響による大幅な需
要低迷を受けましたが、下期に入り需要は回復したものの、売上
は前年から減少しました。
海外は、コロナの影響からの回復が早かった中国は増収となっ
たものの、全体では売上は減少しました。

今後の見通し
前年度のコロナの影響を受けた需要減から大幅に回復すると想
定しており、日本、インド、欧州、アジアの各地域で、売上の拡大
を見込んでいます。工業分野の需要は幅広く、当社が未参入の分
野や地域がまだ数多く存在しています。加えて、ESGを核とした
新たな需要が期待される分野であり、事業展開規模、領域の拡
大を目指した投資を積極的に行っていきます。

S W
O T

●幅広い事業分野への供給実績
に伴う多様かつ確かな技術力

●大手顧客への長期供給実績に
よる強い信頼関係

●需要拡大が期待される事業領
域での固有技術を保有

●新興国などの経済発展による
工業化加速に伴う需要拡大

●日系顧客の海外展開拡大に伴
う販売拡大

●グループ内技術の横展開による
収益向上や事業機会拡大

●サプライヤー起因による原材
料調達リスク

●事業領域・顧客が幅広く、個別
の対応が多くなってしまう

●抜本的な技術革新が起こりに
くい

●特定事業領域における圧倒的
プレゼンスを持つ競合の出現

● 地域ごとでのグローバルプ
レーヤーとの競争環境激化

●画期的な技術革新による新た
な競合の出現

当期の概況
国内は巣ごもり特需による家庭用塗料の需要増、商品ミックス
の改善等により、売上は前年から増加いたしました。海外は欧州
での売上は増加しましたが、インド、アフリカ、アジアについては
年前半のロックダウンによる需要減退の影響を受け、売上は前
年から減少しました。

今後の見通し
海外については、特にアジア地域において2021年度上半期
も、コロナの影響が続くことが見込まれますが、下半期は市場
の需要増に基づき堅調に推移することを予測しています。国
内は巣ごもり需要が無くなる想定ですが、機能性塗料の拡販
やシェアアップを通じて、売上の増加を目指していきます。

S W
O T

● インド、アフリカなど、成長期待  
　の高い新興国地域でのプレゼ
ンス

●多様なグローバル製品ライン
アップ

●多様なビジネスモデルを保有

●新興国を中心とした中間層人
口拡大による需要拡大

● 抗ウイルス製品をはじめとす
る機能性製品への注目度向上

● Eコマースなど販売チャネルの
変化

●

●

●

米・中などへの市場展開の遅れ
日本のインテリア市場における
対壁紙での塗料イメージの低さ
後発はシェア獲得・拡大が難しい

●経済発展に伴う塗料以外の競
合製品・サービスの出現

●原材料価格高騰の際、価格転嫁
が難しい地域がある

●M&Aによるグローバルメーカー
参入で競合構図変化の可能性
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当期の概況
国内は、コロナの影響により工事の先送りや取りやめなどの需
要減退を受け、防食分野の売上は減少しました。船舶分野はコロ
ナの影響による外航船の入渠遅延及び造船市況の低迷により、
売上は減少しました。両分野合計でも売上は前年を下回りまし
た。海外の防食は、アジアでの伸長があり増収で着地しました。

今後の見通し
船舶分野の需要回復の見通しは難しいものの、JOTUN社とのグ
ローバルアライアンスを活かして、新規顧客の獲得を目指しま
す。防食分野につきましては、省工程、省エネ、耐火、環境対応な
どの社会課題の解決につながるニーズを取り込み、拡販へつな
げていく事を目指します。

S W
O T

●省工程、省エネなどを実現する
製品とユーザーへの提案力

●ロングセラー製品（防食、船舶
用燃費低減製品）

●JOTUN社とのグローバルアラ
イアンス

●オイル＆ガス分野などインフラ
老朽化に伴うメンテ需要拡大

●クリーンエネルギー産業の需
要拡大

●環境規制に伴う燃費低減に寄
与する製品需要の拡大

●グローバル規格に適合する製
品ラインアップの遅れ

●次世代船底塗料の開発遅れ
●世界ネットワークとしての一
体的ブランドが未確立

●顧客企業の業績悪化によるメ
ンテ費用圧縮

●亜鉛や亜酸化銅など、相場原料
の価格高騰による収益性圧迫

●グローバルメーカー（施主と
サプライヤー）の規格市場襲来
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TOPICS

　開発方針の策定においては、3つのマテリアリティ 「快適か
つ安心な暮らしへの貢献」「地球環境との共生」 「新たな事業機
会への挑戦」を重視します。「快適かつ安心な暮らしへの貢献」

「地球環境との共生」の観点から、QOL（Quality of life）や脱炭
素という付加価値を製品やサービスを通じて供給していきま
す。 「新たな事業機会への挑戦」としては、注力すべき3分野を
絞り込みました。具体的には、EVや自動運転など発展の著しい
交通モビリティ関連分野、維持/高耐久化が求められる社会イ

ンフラや新設が進むエネルギーインフラ関連分野、高衛生材料
で健康を守ったり、あるいは高意匠デザインで人の暮らしを心
豊かなものにしたりするライフ関連分野であり、これらをター
ゲット市場として事業の拡大と未開拓事業への挑戦を進めま
す。また、先端的なグリーン（環境適合）技術やデジタル（AI、MI）
技術を塗料開発に融合させ、QOLや脱炭素に貢献する製品を創
出していきます。イノベーションを促進するため、大学・研究機
関や異業種企業とのコラボレーションを積極的に行います。

当社は持続的成長のエンジンとしてR&D部門に戦略的集中投資をしていきます。

新たな事業機会
への挑戦

地球環境との共生

モビリティモビリティ

ライフライフ インフラインフラ

マテリアリティ 注力ビジネス分野

重視する価値

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

イノベーション技術 高エネルギー効率 快適 高衛生
低/易メンテナンス 安全

（開発品）高金属調シルバー 従来汎用シルバー

モビリティ分野向け高意匠色彩デザインの例

グリーングリーン デジタルデジタル

脱炭素脱炭素 QOLQOL

該当マテリアリティ

マテリアリティ SDGsとの関連

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

新たな事業機会
への挑戦

地球環境との共生

持続的利益成長

戦略的集中投資 パートナーシップの拡大
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