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　８月１２日（金）
5 ４－６月期決算
　藤森工業・・・情報電子が不振

　藤森工業の２０１６年４－６月期決算は情報電子事業が伸び悩み、台湾連結子会社における固
定費増加なども響き減収減益となった。売上高は前年同期比４．５％減の２２６億５０００万円、
営業利益は同２６．２％減の１６億８０００万円、経常利益は同３３．５％減の１６億１９００
万円、純利益は同３５．４％減の１０億１３００万円だった。通期の業績は売上高１０００億円、
営業利益７８億円、経常利益７５億５０００万円、純利益４６億５０００万円を見込む。

　昭和パックス・・・重包装袋など改善
　昭和パックスの２０１６年４－６月期決算は、営業利益が前年同期比９．８％増の２億１１０
０万円となった。円高の影響もあり売上高が前年を割り込んだ一方で、重包装袋事業、フィルム
製品事業などの事業採算が改善した。経常利益は同１２．６％増の２億５４００万円、純利益は
同９．８％増の１億６４００万円だった。

8 石油元売り３社石化部門４－６月期決算・・・円高がマイナス要因
　石油元売り３社の２０１６年４－６月期決算が出揃った。最大手のＪＸホールデイングスが　
円高野影響を受けて経常減益を余儀なくされた。出光興産とコスモエネルギーＨＤも円高はマイ
ナス要因となったものの、それぞれ定修差、関連会社の収益拡大などで増益を確保した。

【石油元売り大手３社の業績推移】（単位：億円、％）

ＪＸＨＤ
出光興産
コスモ石油

経常利益は在庫影響除く、出光興産のみ営業利益。

　８月１５日（月）
1 世界化学大手業績・・・三菱ケミカルトップ１０入り、ＢＡＳＦが１０年連続１位

　世界の化学産業は、収益面で原油安の恩恵を大きく受けた。米国の化学雑誌「Ｃ＆ＥＮ」が
２０１５年決算をもとにまとめた「グローバルトップ５０」によれば、大手メーカーを中心に
減収ながら営業利益が大きく拡大する傾向となっている。売上世界１位は１０年連続でＢＡＳＦ
、２位はダウ・ケミカル。三菱ケミカルＨＤが９位に入り日本企業として初めてトップ１０入り
した。このほかトップ５０に入った日本企業は東レ、住友化学、三井化学、信越化学工業、旭化
成、ＤＩＣの６社。
　売上高利益率では、ダウ・ケミカルが１３．１％、イネオスが１４．９％、ライオンデルバセ
ルが２３．８％と欧米勢が２ケタの利益率を示しているのに対し、日本企業は１６．３％の信越
化学工業のみ。アジア全体でも利益率が２ケタはリライアンス、ロッテケミカル等４社に止まっ
ている。企業数が多く、欧米に比べ競合が厳しいアジア化学産業にとって大きな課題だ。

2 社説・・・産業界も海洋ごみ問題を認識すべし
　　プラスチックなどの海洋ごみへの関心が世界的に高まっている。今年５月に富山で開かれた
Ｇ７環境大臣会合では、気候変動や生物多様性と並んで海洋ごみ問題が俎上に載るなど、人類の
持続可能性に関する重要なテーマの一つとなってきた。
　我が国でも、内陸部から海洋へ流出するごみは存在する。海洋ごみも国際的な取り組みが求め
られ、各国に対応を促す時代が来ることが予想される。プラスチックを製造したり、原材料とし
て使用する企業にとって、よそ事とは言えない状況が迫りつつあるのだ。これまでも化学製品や
化学物質には多くの環境問題が付きまとってきた。プラスチック海洋ごみについても、科学的デ
ータの裏付けがないままセンセーショナルに取り上げられる事例が目立ち始めている。
「微細化されたマイクロプラスチックやマイクロビーズが海洋生物に対して深刻な影響を与えて
いる」といった報道だ。そうしたケースでは、プラスチックの有用性が無視されるばかりかでは
ない。プラスチックそのものが有害であるかのような印象を、視聴者・読者に与えていると思わ
れてならない。
　ただ社会的に懸念される部分があるのなら、産業界は国やアカデミアと協力して因果関係を
解明し、必要となれば問題解決に有効な対策を打ち出すべきだろう。科学的な視点から風説と
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異なる事実を明らかにして、プラスチックの有用性を広く社会に認知してもらう機会にもなるの
ではないか。

　８月１６日（火）
1 ４－６月ＧＤＰ・・・実質年０．２％増に

　内閣府が１５日発表した２０１６年４－６月期のＧＤＰ速報値は物価変動の影響を除いた実質
で前年期比０．０５％増、年率換算で０．２％増だった。住宅投資や公共投資の伸びで２四半期
連続でプラス成長となったが、伸び率は小幅にとどまった。石原伸晃経済財政担当相は記者会見
で「熊本地震の影響で消費者マインドに足踏みが見られた」と指摘。低迷する設備投資に関して
も「先行きに対して慎重な見方が増えている」と語った。
　物価変動の影響を反映し、生活実態に近い名目ＧＤＰは前期比０．２％増、年率換算０．９％
増となった。
　設備投資は０．４％減で２期連続のマイナス。住宅投資は５．０％増。公共投資は予算計上さ
れた公共事業の早期執行で２．３％増と大きく伸びた。輸出は１．５％減。

2 社説・・・農業資材価格「見える化」が問うもの
　「日本の農業資材が高い」という主張が耳目を集めている。大規模農家で組織する日本農業法
人協会が行った韓国の調査では、日本に比べて肥料は半分、農薬は３分の１の価格だったという。
この結果は、２月に農林水産省がまとめたコメ資産費用に占める肥料・農薬コストの日韓比較と
も重なる。これら資材の製造・流通が非効率なため高コストなのか。メーカーや商社の利ザヤが
過度に大きいためなのか。もし、そうであるならば是正するにしくはない。
　小泉進次郎衆議員が率いる自民党「農林水産業骨太方針策定プロジェクトチーム」でも、農業
資材費の引き下げは重要なテーマになっており、価格の全国調査を行った。地域ごとに相当な格
差があったことは想像に難くない。しかし、その公表を一時見送った。「地域によって輸送費も
違うし技術指導料を含む場合もある。単に価格だけを比較するのは不公平」との意見を受け入れ
ての判断だ。
　日本で農業資材を提供している企業や団体は、本来であれば価格がなぜ現状の水準にあるかに
ついて、農家に説明しなければならない。小泉氏も、プロジェクトチームによる価格調査を「農
業者が１円でも安く資材を購入できる環境を整えるための第一歩」とし、その結果について「何
らかのタイミングで公表したい」と話しており、全農などに公表条件の検討を求めている。
　価格の正当性を示すことは、技術指導などに取り組む農協の存在価値を示すことにもなる。そ
れはメーカーも同様だ。韓国と日本では規制が異なる。また地域独自の銘柄を揃えた肥料メーカ
ーや、新規原体から開発が行える農薬メーカーは、韓国にはない。これらには当然コストが掛か
るが、見合う価値があるのであれば農家が受け入れないはずはない。
　農業資材価格を「見える化」し、地域ごとに価格を公表して農家が自由に選べる仕組みを作る
構想もあるようだ。しかし単に価格だけで選別するのでは、失われるものもある。

3 全農、韓国製肥料を本格輸入・・・国産比３～４割安
　全国農業協同組合連合会（全農）は１５日、韓国からの安価な肥料輸入を本格的に取り扱うと
発表した。２０トン単位で受け渡しができる大口需要家が対象。農業所得増大へ向けた、生産資
材価格引き下げへの取り組みの一つとして実施するもので、国産品に比べ３～４割程度安く提供
できる。
　全農が輸入するには、窒素、リン酸、カリの割合がそれぞれ１５％、１５％、１７％となる
窒素分がアンモニア性の速効性肥料で、水稲や麦、露地野菜等に使用できる。保証成分は日本肥
料取締法に適合している。コンテナ１台分に相当する２０トン単位で農家から注文を取りまとめ
て発注する。秋肥用として第１弾を１０月上旬に輸入・納品する。その結果を踏まえ、春肥用も
取り扱う予定だ。
　水分は国産より高く、一定期間保管すると固結性が高まる可能性があるため、購入後速やかに
使用する必要がある。

6 三菱旭化成エチレン・・・１４日に生産再開
　三菱旭化成エチレンは、設備不具合で停止していた水島工場のエチレンプラントについて今月
１４日に生産を再開した。７月２７日に冷媒系の不具合により停止し、今回、補修工事と検査が
完了した。生産能力は定修年が年約５０万㌧、非定修年が約５７万㌧。

　８月１７日（水）
1 米シェールオイル　９月生産見通し・・・１０カ月連続減に

　米国エネルギー情報局（ＥＩＡ）は１５日に公表した掘削生産性リポートで、９月の同国の
シェールオイル生産量は前月比で日量８万５０００バレル減少し、２０１４年４月以来の低水準
となる４４７万バレルになるとの見通しを示した。原油安が、いぜん生産の重しとなっている。
予想通りなら１０カ月連続の減少となる。



5 ４－６月期決算
　サンエー化研・・・機能材料が好調

　サンエー化研の２０１６年４－６月期決算は、営業利益が前年同期比４８．９％増の４億１５
００万円、経常利益が同３２．８％増の４億５０００万円、純利益が同３億１２００万円だった。
　機能性材料の受注が回復したことに加え、中国・蘇州の合弁会社における経費削減と為替差益
の発生で、持分法投資損益が改善したことにより大幅増益となった。
　売上高は１．７％増の７６億８４００万円。軟包装材料、産業資材の両セグメントが減収とな
った一方で、精密塗工タイプの表面保護フィルムが好調だった機能性材料の売上高が２２．５％
増の２２億５０００万円と大幅増加した。
　通期業績は売上高３１０億円、営業利益９億４０００万円、経常利益９億円、純利益５億７４
００万円。売上高を除き期初予想を上方修正した。

8 エチレン７月生産１１％減
　経産省がまとめた２０１６年７月のエチレン生産量は４９万９４００㌧と前年同月比１０．７
％減となった。直近１年程度の間に、住友化学と旭化成がエチレン設備を恒久停止したことが
生産減の最大の要因。稼働率は９５．３％と前月並みに推移した。為替が円高に振れていること
でポリオレフィンの輸入圧力がじわジわと強まっているものの、誘導品の稼働は高く維持され、
エチレン需要を支えている。
　今年３～６月の輸入比率は１５～１８％台と、１１％前後で推移した昨年に比べて上昇。「設
備停止によって不足ポジションにある企業が生エチレンの輸入を増やしている」（経産省）。
国内エチレンでは足りず海外調達で補っている状況にある。アジアのエチレン市況は１㌧当たり
１１００㌦弱。中国の輸入意欲は衰えておらず、輸出しやすい環境も続いている。

　８月１８日（木）
1 ダイバーシテイ深化・・・ダウ・ケミカル日本　ピーター・ジェニングス社長　
　多様な視点が不可欠に、女性活用、障害者雇用など進展

　ダウ・ケミカルは、競争力向上の条件としてダイバーシテイの推進を掲げ、個人の性別や国籍
等に関係なく能力やスキルに応じて人材開発を行う取り組みを深化させている。
　ジェンダー（社会的性差）フリーの面でみると、同社が選定する将来有望な若手人材「プロミ
シングタレント」において、日本での女性の比率が５年前に比べ２倍以上に増加した。新たな視
点を会社に取り入れる観点から、障害者雇用にも積極的に取り組む。
◆・・・ダイバーシテイを推進する意義を教えて下さい。
「ダウはダイバーシテイとインクルージョンを企業のコアバリューの一つに掲げている。成長を
続けるには市場や顧客の特性を反映した事業活動を行わなければならない。日本は将来的な経済
成長の実現に向けて、女性や外国人などに活躍の場を広げる多様化した社会に向かっている。
多様化した社会でイノベーションを起こすには多様な視点を持つ人材が不可欠であり、ダウが成
功するためには、異なる意見や特性を取り入れていく必要がある」
◆・・・日本では女性活躍の場を広げています。
「ダウは有望な若手人材を「プロミシングタレント」として選定している。このうち日本では女
性の比率が２０１１年に８．３％に過ぎなかったが、現在は２０％を超える。女性が活躍する場
を作るうえで大事なことは、採用から育成、昇進までのキャリアのパイプラインを用意すること」
「日本での総合職の女性比率は２３％以上だが、リーダークラスはまだ比率が小さい。女性がリ
ーダークラスになるために障害になっていること、例えば子育てに伴う勤務時間や男性の育児休
休暇などが焦点になるかもしれないが、これらを取り除くための取り組みを進めていく。能力が
あって均等な機会を与えられれば、性別に関係なくリーダーのレベルまで達するだろう」
◆・・・ジェンダー以外に進んでいるダイバーシテイの取り組みは。
「ダウにはダイバーシテイを進めるための有志のネットワーキング活動があるが、この一つのテ
ーマに「障害者」があり、日本でロールモデルとなる優秀な人材も育っている。障害者を雇用す
る意義は社会的責任だけではない。「他人の靴で１マイル歩かなければ他人の気持ちは分からな
い」と言われるが、障害があるからこそもてる視点や意見がある。それは、これまでと違った変
化を会社にもたらす。ダイバーシテイの観点では国籍も関係なく有望な人材を確保していく」

8 三井化学　橋本修　経営企画部長・・・成長ステージもう一段に　環境変化、臨機応変に対処
　２０２０年近傍の営業利益目標１０００億円を旗印に、自動車や電材も「モビリテイ」、不織
布などの「ヘルスケア」など付加価値型事業を育成する三井化学。１６年度予想は８００億円と
順調に拡大を続ける。一方、１３年度までの業績低迷の間に開いた国内競合との差を縮めるため
に、もう一段収益規模を高めたいところ。２５年以降を見据え、次の経営戦略をどう組み立てる
のか。経営企画部長の橋本修執行役員に聞いた。
◆・・・２５年や３０年を見据えた長期ビジョンの策定を始めています。その方向性は。
「現在の重点領域の「モビリテイ」「ヘルスケア」「フード＆パッケージング」の成長事業に、
石油化学などの「基礎素材」を加えた４領域を軸とする体制から１８０度変わることはないが、
どこに照準を定めるのか議論の真っ最中にある」
「コモデイテイの徹底追及、汎用品とスペシャリテイ製品のハイブリッド型、スペシャリテイ追



求型の３つの方向性が考えられるが、投資規模がかさむ汎用型は身の丈に合わない。社会や需要
の変化を読み、当社にフィットするかたちに事業構造を組み替え、成長ステージをもう一段引き
上げたい」
◆・・・１４年度に打ち出した２０年度近傍の営業利益目標１０００億円は射程圏内です。
「今はまだ総合化学に分類されるのはおこがましい状態だ。業績低迷の間に三菱ケミカルや住友
化学に比べ規模で差が開いた。この差をいかに埋めるかが重要。様々な経営指標を充実させ１０
００億円にいち早く到達し、まずは会社の中身で追いつきたい。そして２５年、３０年に向け
ジャンプアップする機会につなげる。１４年に買収した歯科材料に続く新たなヘルスケア事業も
今後の検討課題になる」
◆・・・中期経営計画は毎年３年先の事業計画を見直すローリング形式に変えました。
「中計目標として乖離してくると、現場はその乖離の説明や分析に終始しかねない。重要なのは
環境の変化に応じて迅速に手を打つことだ。今後の中計目標は初年度がコミットメントであり、
２、３年先の目標数値は経営環境を踏まえて臨機応変に見直す。ホッケーステイック曲線の無理
な計画ではなく、自然な成長戦略を描けると期待している」
◆・・・財務基盤の安定化もローリング形式にした理由でしょうか。
「これまで経営資源を十分に振り向けられなかったシステム基盤への投資を充実し始めている。
経営状況の変化をより早く把握して意思決定する「コックピット経営」を進めるために脆弱だっ
たシステム全ての強化策を向こう３～４年かけて行う。会社全体の血液がよりスムーズに循環す
るようにし、戦略の実行と確度をより高める」
◆・・・ローリング中計と長期ビジョンを並行する狙いは。
「数年先の事業環境も見通しにくいのは確かだが、足元を見ているだけでは方向性が定まらない。
現中計を策定した１４年度は、２０年近傍の成長への「経由地」を示した。ＩｏＴ、米シェール
インダストリー４．０、自動車のシェアリングといった今後予測される環境変化は、事業機会と
脅威が潜む。変化に対しては臨機応変に戦略を見直せばいい。間違っていてもいいから顕在化し
つつある、可能性のある事業テーマに対し当社なりに考え方を整理して、今秋をメドに「次ぎの
経由地」を示し、２５年、３０年を見据える」

　８月１９日（金）
6 印刷インキ６月出荷額　３．２％増

　経産省の生産動態統計（確報値）によると、２０１６年６月の印刷インキ出荷額は前年同月比
３．２％増の２６０億円だった。その他インキが同１５％増の７１億円と大幅に伸長し、オフセ
ット（平版）インキも６７億円と前年同月並みを確保した。樹脂凸版、金属インキ、新聞インキ
等は前年同月割れと振るわなかった。食品や日用品の包装資材向けグラビアインキは７６億円と
ほぼ前年同月並みだった。６月の生産量は同１．９％減の２万９５０６㌧、出荷量は同１．１％
増の３万４９９４㌧だった。

【２０１６年６月の印刷インキ実績】（単位：トン、百万円、％）

経産省生産動態統計より

11 エチレン用輸入ナフサ・・・７月は７２０円安
　経産省がまとめた７月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価はドル建で４カ月連続
の上昇となった一方、円建では４カ月ぶりに下落した。
　ドル建てでは１㌧当たり前月比１０．８㌦高の４２０．４ドル、円建てでは１キロリットル当
たり７２０円安の２万９６３９円となった。為替レートは１ドル＝１０３．１円で、５．４円の
円高だった。

品目 生産量 出荷量 出荷額

平版
8,671 10,525 6,686
95.9 101.5 100.1

樹脂凸版
1,935 1,971 1,511
96.5 97.1 97.7

金属印刷
1,046 1,170 1,011
106.8 101.5 97.2

グラビア
10,885 14,030 7,619
97.2 100.6 99.7

その他
3,384 3,530 7,136
106.8 108.2 115.0

新聞インキ
3,585 3,768 2,021
97.3 97.8 97.6

合計
29,506 34,994 25,985
98.1 101.4 103.2


