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独自の化学技術で環境に配慮した製品づくりを推進し、
｢環境と化学の調和｣を創造し続けます

前代表取締役会長の逝去について

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループの2020年度上期（2020年4月1日～9月30日）の連結業績は、有機EL
材料事業の伸長などにより、前年同期比で増収増益となりました。私たちを取り巻く
環境は時々刻々変化し、さまざまな社会的課題に直面しておりますが、現在の新型
コロナウイルス感染拡大の中においても、当社は安全・安定操業を継続してまいりま
した。当社グループは、経営理念に基づく企業活動が社会的課題の解決につながり、
こうした社会的課題解決のプロセスが企業価値創造のプロセスであると認識し、お客様
の期待に応える高品質な製品とサービスを開発・提供し、環境調和型の生活文化の創造
に貢献してまいります。株主の皆様には引き続き変わらぬご支援とご協力を賜りたく、
心よりお願い申し上げます。
ここに、2020年度上期の業績および今後の見通しをご報告申し上げます。

2020年12月

保土谷化学工業株式会社
代表取締役社長

株主の皆様へ

当社前代表取締役会長の喜多野利和特別顧問は、
2020年7月11日に逝去（70歳）いたしました。 喜多
野前会長は、有機EL事業の拡大、グローバル化の推進、
グループ会社の再編、コーポレートガバナンス体制
の強化など、強力なリーダーシップで進めてまいり
ました。 引き続き、前会長が示した会社のありたき
姿に少しでも近づけていけるように、グループ一丸
となって邁進してまいります。

略歴
1949年10月28日生
1973年  4月 株式会社日本興業銀行 入行
2006年  3月 株式会社みずほ銀行  
 取締役副頭取
2007年  5月 当社入社
2008年  6月 当社代表取締役社長
2016年11月 当社代表取締役会長
2020年  6月 当社特別顧問
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2020年度上期の経営環境は、わが国では新型コロナ
ウイルスの感染拡大と緊急事態宣言の発令に伴う社会・
経済活動の停滞によりきわめて厳しい状況で推移いた
しました。また世界でも新型コロナウイルス感染症の
収束時期が見えない、予断を許さぬ状況が現在もなお
続いております。
こうした困難な事業環境のもと、当社グループは最終
年度を迎えた中期経営計画 “HONKI 2020”の進捗に
積極的に取り組みました。基盤事業のさらなる強化と
成長事業における戦略的投資の実行など、将来を見据え
た戦略・施策の遂行に力を注いでいます。また、新型
コロナウイルス感染症への対策としては、国内外の各
拠点やグループ会社において徹底した感染防止対策を
講じるとともに、在宅勤務の促進や時差出勤など、
新たな就業スタイルの導入と定着に努めました。
こうした取り組みの結果、当上期の連結業績は、売上高
194億20百万円（前年同期比10.7%増）、営業利益27億
92百万円（前年同期比244.0%増）、経常利益29億円

（前年同期比266.2%増）、親会社株主に帰属する四半期
純利益12億52百万円（前年同期比122.6%増）となり
ました。
事業部門別の動向を概観しますと、機能性色素セグメ
ントにつきましては、スマートフォン向けディスプレイ
分野において液晶から有機ELへの転換が加速したこと
や、当社子会社が開発したPCR診断キット用材料が複数
の診断キットメーカーに採用されたことなどを受け、
有機EL材料関連の売上および営業利益が大きく伸長しま
した。機能性色素セグメントのイメージング材料、色素

材料は新型コロナウイルスの影響によりそれぞれ減収と
なり、機能性樹脂、基礎化学品、物流関連の各セグメント
は、自動車メーカーの稼働率低下など、感染拡大に伴う
経済活動の停滞により、いずれも前年同期比で減収と
なっています。一方、アグロサイエンスセグメントは、
家庭園芸向け除草剤が「巣籠り需要」により売上を伸ば
しました。なお、PCR診断キット用材料に関しては、
グローバルに競争が激化したことによる供給の増加等に
より足元では販売量が減少しております。
2020年度上期の中間配当金につきましては、業績動向、
内部留保の充実、安定配当の継続などを総合的に勘案し、
前年同期末と同額の1株当たり25円とさせていただき
ました。

上期の取り組みと連結業績について

2020年度上期連結業績サマリー　　（前年同期比）

売上高 19,420百万円 ＋10.7％

営業利益 2,792百万円 ＋244.0％

経常利益 2,900百万円 ＋266.2％
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 1,252百万円 ＋122.6％

PCR診断キット用材料の採用拡大により
売上・利益とも前年同期比で伸長いたしました
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“HONKI 2020”の振り返りをベースに
新たな中期経営計画の策定を進めています
2015年度に始動した中期経営計画“ HONKI 2020”は、
2020年度が最終年度になります。6年にわたり、事業構造
の改革と経営体制の強化に取り組んだことは、今後当社
グループが一層の発展を期す上で、大きな財産になると
信じています。来期以降の成長シナリオを描くにあたって
は、“HONKI 2020”で実施した施策の振り返りを行い、
中期的に取り組むべき戦略・施策につきまして、現在
新たな中期経営計画として策定中です。この内容が決まり
ましたら、その概要を株主の皆様にご報告いたします。
2020年度下期の経営方針については、新型コロナウイ
ルスの影響や米中貿易摩擦の先行きを注視しつつ、基盤
事業、成長事業の双方で業容拡大を図っていきます。
同時に、有機EL材料事業をはじめとした高付加価値製品の
販売拡大と次代の柱となる新規事業の創出に力を注ぎ、
持続的な成長と株主価値の最大化をめざしていく方針です。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、
ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

豊かで持続可能な社会を実現するため、
ESG経営のさらなる深化に取り組んでいます
当社グループはESG（環境、社会、ガバナンス）の取り
組みを企業経営の最重要課題のひとつに位置づけ、
ESG経営の絶えざる高度化を図っています。

「環境」については、独自の化学技術を駆使して環境に
配慮した製品づくりに取り組み、持続可能な社会の構築
に寄与しています。今後も多様な社会課題に最適な
ソリューションを提案する高付加価値創出型企業とし
て環境調和型の生活文化の創造を追求していきます。

「社会」に関しては、すべてのステークホルダーから
信頼される企業グループの確立をめざしています。特に
株主様への利益還元については、業績動向、将来の事業
展開、不測のリスク等を総合的に考慮しつつ、株主資本
配当率（DOE）を意識した安定的かつ継続的な配当を
実施していきます。

「ガバナンス」については、2019年6月に設置した独立
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を中核
組織のひとつとして、経営体制のさらなる高度化と
取締役会の機能強化に取り組んでいます。

ESGへの取り組みについて 今後の成長戦略と下期の経営方針

2020年度通期連結業績予想

売上高 390億円

営業利益 43億円

経常利益 45億円

親会社株主に帰属する当期純利益 22億円

株主の皆様へ
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イメージング材料、アルミ着色用染料ならびに
繊維向け染料は、いずれも需要低迷により、大幅
な減収となりました。一方で、有機EL材料事業は、
スマートフォン向けディスプレイ分野において、
液晶から有機ELへの切り替えが進んでおり、需要が
増加しました。
また、当社の子会社において、有機EL材料の用途
展開として、PCR診断キット用材料が、複数の診断
キットメーカーの採用で、大幅な増収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は8,337百万
円、営業利益は2,559百万円となりました。

上期の概況

セグメント別売上高比率  売上高  

8,337百万円
（前年同期比56.2%増）

  営業利益  

2,559百万円
（前年同期比814.8%増）

事  業 用  途

有機ＥＬ材料
有機ＥＬディスプレイ・照明の主要材料

（正孔輸送材料・電子輸送材料・発光材料）
PCR診断キット用材料

イメージング
材料

トナーの重要な添加剤である電荷制御剤、
コピー機・プリンターの心臓部品である
有機光導電体ドラム用の材料

色素材料 デジタル家電、文具、繊維向けおよび
カラートリートメント用の染料、食用色素

0

5,337

8,337

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

0
279

2,559

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

機 能 性 色 素

42.9%

セグメント情報
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  売上高  

4,737百万円
（前年同期比18.0％減）

  営業利益（△損失） 

△29百万円
（前年同期比−）

ウレタン原料およびタイヤ用接着剤が、米中
貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響による
繊維、自動車向けの需要減少により大幅な減収
となりました。また、建築材料事業は、工事の
延期や中止等の影響により、材料販売や防水・
止水工事の需要が減少し、大幅な減収となりま
した。さらに、特殊化学品事業は、医薬向け中間
体の需要減少等により、大幅な減収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は4,737百万
円、営業損失は29百万円となりました。

上期の概況

セグメント別売上高比率

事  業 用  途

樹脂材料 ウレタン原料、接着剤、剥離剤

建築材料
ウレタン系防水材料

（ビルの屋上や立体駐車場 ほか）
止水材料

（下水処理場、浄水場、地下ピット ほか）

特殊化学品 医薬品・樹脂関連・電子材料用の
各種中間体

0
2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

5,774
4,737

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

0
276

△29

売上高（百万円） 営業利益（△損失）（百万円）

機 能 性 樹 脂

24.4%
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過酸化水素誘導品は、衣料用漂白剤や家庭用
洗浄剤向けの需要が増加し、増収となりました。
一方で、過酸化水素は、新型コロナウイルスの
影響を受け、紙パルプ向けの需要が減少し、
減収となりました。以上の結果、当セグメント
の売上高は3,352百万円、営業利益は139百万
円となりました。

上期の概況
0
2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

3,590 3,352

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

0
206 139

セグメント別売上高比率

17.3%

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

事  業 用  途

過酸化水素
紙パルプ・繊維などの漂白剤、土壌処理
などの環境浄化剤、養殖魚の寄生虫
駆除剤、家庭用洗剤向け誘導品 ほか

  売上高  

3,352百万円
（前年同期比6.6％減）

  営業利益  

139百万円
（前年同期比32.3%減）

基 礎 化 学 品

セグメント情報
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殺虫剤は、顧客の在庫調整により販売量が減少
しましたが、一方で、ゴルフ場向け除草剤の
需要が好調に推移し、また、家庭園芸向け除草
剤は、新型コロナウイルスの影響による巣籠り
需要により増加し、大幅な増収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は2,049
百万円、営業損失は48百万円となりました。

上期の概況
0
2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

1,797
2,049

0

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

△134
△48

セグメント別売上高比率

10.6%

売上高（百万円） 営業利益（△損失）（百万円）

事  業 用  途

農 薬 非農耕地・ゴルフ場・緑地管理分野などの
除草剤・殺虫剤・酸素供給剤 ほか

  売上高  

2,049百万円
（前年同期比14.0％増）

  営業利益（△損失） 

△48百万円
（前年同期比−）

アグ ロサイエンス
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セグメント別売上高比率

新型コロナウイルスや米中貿易摩擦の影響
を受け、輸出の取り扱い量が減少し、大幅な
減収となりました。以上の結果、当セグメント
の売上高は860百万円、営業利益は155百万
円となりました。

上期の概況
0
2020年3月期
（第2四半期累計）

20２1年3月期
（第2四半期累計）

973 860

2020年3月期
（第2四半期累計）

2021年3月期
（第2四半期累計）

0
210 155

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

事  業 用  途

物流関連 倉庫業、貨物運送取扱業

4.4%

  売上高  

860百万円
（前年同期比11.6％減）

  営業利益  

155百万円
（前年同期比25.9%減）

物 流 関 連

セグメント情報
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保土谷（上海）貿易有限公司
上海駐在事務所

中華人民共和国・上海市

★流通センター（アントワープ・広州・上海・ニュージャージー）

大阪支店
大阪府大阪市

筑波研究所
茨城県つくば市

南陽工場・分工場
山口県周南市

（樹脂材料、建築材料、
 特殊化学品）

台北駐在事務所
台湾・台北市

HODOGAYA CHEMICAL
KOREA CO., LTD. 本社・研究所

HODOGAYA CHEMICAL
(U.S.A.), INC.
アメリカ合衆国・ニューヨーク州

郡山工場
福島県郡山市

（有機EL材料、
 イメージング材料、
 過酸化水素）

本社  東京都中央区

横浜工場
神奈川県横浜市

（色素材料）

ドイツ連邦共和国・デュッセルドルフ市

HODOGAYA CHEMICAL 
EUROPE GmbH

SFC CO., LTD.
REXCEL CO., LTD.
大韓民国・忠淸北道

桂産業㈱
化学品の仕入・販売 100.0%
保土谷建材㈱
土木・建築材料の製造・販売 100.0%
保土谷コントラクトラボ㈱
化学品の分析および研究・開発業務受託 100.0%
保土谷ロジスティックス㈱
倉庫業、貨物運送取扱業 100.0%
保土谷UPL㈱
農薬の製造・販売 60.0%
保土谷アグロテック㈱
農薬の製造・販売 80.0%

HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.), INC.
化学品の仕入・販売 100.0%
SFC CO., LTD.
有機EL材料および精密化学品の製造・販売 54.8%
HODOGAYA CHEMICAL KOREA CO., LTD.
化学品の仕入・販売および開発 86.7%
保土谷（上海）貿易有限公司
化学品およびその原料の仕入・販売 100.0%
HODOGAYA CHEMICAL EUROPE GmbH
化学品およびその原料の仕入・販売 100.0%

連結対象グループ会社 （当社の出資比率）

グローバルネットワーク
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特集1

PCRの仕組みと共に当社子会社のSFCで開発した材料（光る色素と消光剤）を説明します。DNAの1本を
鋳型とし、その端にプライマーというDNAの切れ端を付けます。また、別のところにプローブと呼ばれる
材料を付けます。プローブには光る色素が付いていますが、消光剤があるため光っていません。光る色素
と消光剤にSFCの強みがあります。プライマーはファスナーを閉じるように伸び、プローブを壊しながら
進みます。この時、消光剤と分かれた光る色素が発光し、DNA増幅が確認できます。

プライマー
消光剤

鋳型となるDNA鎖

プローブ
光る
色素

消光剤

光る
色素

PCR診断キット用材料について

コロナウイルス対策　当社の取り組み
当社グループは、職場における感染防止対策の取り組みが、メーカーとしての供給責任を果たすだけでなく、
社会全体の感染拡大防止につながることを認識し、感染リスク低減のための対策を実施しております。

「新しい生活様式」への対応を推進するとともに、コロナ禍においても成長を継続できる組織運営を図るべく
努力してまいります。

●当社グループ従業員感染予防対策の取り組み●

手洗い・咳エチケットの
励行

マスクの着用･検温 消毒液の設置・
共有部の定期的な消毒・
パーテーションの設置

体調不良時の対応等の
啓もう活動

在宅勤務・時差通勤を
推奨

国内外の出張自粛・
顧客面談等はWeb会議

等を活用
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ワークライフバランスについて

特集2

「保土谷化学グループのさらなる成長」と「従業員の働きがいの向上」の両立をめざし、多様なライフスタイル
を大切にしながら、意欲的に働ける環境づくりを進めております。そのための各種制度・施策の導入により、
従業員が生産性の高い働き方を実現し、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を図ることができるよう
取り組んでおります。

●育児・介護
妊娠中から子育て期間中の
短時間勤務や育児休業、子
供が病気になった時の看護
休暇など、育児に関するさ
まざまな制度を導入しております。配偶者の出産に際し
ても、慶弔休暇や育児休業を取得することで対応できます。
介護に関しては、介護休業や介護休暇の制度を導入して
おり、育児・介護等による自己都合退職者を対象とした
再雇用希望者登録制度も導入しております。

●新幹線や特急列車を利用した通勤
長距離通勤者の通勤時
間の緩和と時間の有効
活用や、居住地の選択
肢を広げることなどを
目的とし、通勤に新幹
線や特急列車が利用できる制度です。適用には、通勤
時間や通勤距離等の一定の条件がありますが、ワーク
ライフバランスの拡充策の一環として利用されており
ます。

●リフレッシュ休暇
「リフレッシュ休暇制度」は、年次有給休暇とは別に、
営業日５日間を連続して休暇取得できる制度で、2018年
度より導入しています。週末の土曜日・日曜日を組み入れ
れば、さらに大型での連休となり、心身のリフレッシュ
を目的としております。「リフ
レッシュ休暇」の取得前に、
年次有給休暇の一定日数の
取得を義務づけており、年次
有給休暇とリフレッシュ休暇
のバランスの取れた取得を
推進しております。

●年次有給休暇
年次有給休暇は半日単位での取得も可能になっており、
取得率については60%以上の水準にあり、2018年度、
2019年度ともにグループ従業員全員が5日以上取得
しております。消化することのできなかった年次有
給休暇は、「傷病積立年休」として積み立てられます。

「傷病積立年休」
は、私傷病だけ
でなく、介護、
ボランティア
活動等の目的
での使用が可
能です。0

50

100

2018 2019（年度）

（%）95 94

0

50

100

68

2015 2016 2017 2018 2019（年度）

（%）

66 66 68 68

年次有給休暇取得率リフレッシュ休暇取得率
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発行可能株式総数 20,000,000株

発行済株式の総数 8,413,726株

株 主 数 7,302名

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 755 9.5
東ソー（株） 700 8.8

（株）日本カストデイ銀行（信託口） 465 5.9
（株）みずほ銀行 298 3.8
農林中央金庫 227 2.9
明治安田生命保険（相） 164 2.1

（株）日本カストデイ銀行（信託口5） 152 1.9
（株）東邦銀行 148 1.9
三井住友海上火災保険（株） 141 1.8

（株）山口銀行 130 1.6

取締役社長 兼 社長執行役員 松本　祐人

取 締 役  兼  専 務 執 行 役 員 笠原　　郁

取 締 役  兼  専 務 執 行 役 員 砂田　栄一

取 締 役  （ 監 査 等 委 員 ） 蛭子井　敏

社 外 取 締 役  （ 監 査 等 委 員 ） 加藤　周二

社 外 取 締 役  （ 監 査 等 委 員 ） 山本　伸浩

社 外 取 締 役  （ 監 査 等 委 員 ） 坂井　眞樹

金融機関
42.3％

個人・その他
19.0％

一般法人
19.7％

外国人9.4％

自己株式 5.9％ 証券会社 3.7％

株主数合計
7,302名

社 名 保土谷化学工業株式会社

英 文 社 名 Hodogaya Chemical Co., Ltd.

本社所在地 〒104-0028 
東京都中央区八重洲二丁目4番1号 
住友不動産八重洲ビル

T E L 03-5299-8000（大代表）

F A X 03-5299-8250

設 立 1916（大正5）年12月11日

資 本 金 111億96百万円

従 業 員 769名（連結）、450名（個別）

会社概要 株式の状況

大株主

所有者別株式分布状況

役員

会社概要／株式の状況（2020年9月30日現在）
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事 業 年 度 毎年4月1日〜翌年3月31日
剰余金の配当基準日 3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）
定 時 株 主 総 会 毎年6月中
単 元 株 式 数 100株
株主名簿管理人および 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
特別口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
公 告 方 法 電子公告（https://www.hodogaya.co.jp/） 

ただし、やむを得ない事由によって、電子
公告による公告をすることができない場合
には、日本経済新聞に掲載して行います。

租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当
金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を
通知することとなっております。つきましては、
支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を
同封しておりますので、確定申告の参考書類として
ご使用ください。なお、配当金を株式数比例配分
方式によりお受取りの場合、源泉徴収税額の計算は
証券会社等にて行われますので、支払通知書につき
ましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

証券会社等に口座をお持ちの場合

お取引の証券会社等

みずほ信託銀行 本店および全国各支店※

みずほ銀行 本店および全国各支店

特別口座とは
2009年1月5日に実施され
た株券電子化までに、証券
会社を通じて株券を証券保
管振替機構（ほふり）に預け
ていない場合に、株主様の
権利を保全するために当社
がみずほ信託銀行に開設し
た口座のことです。特別口座
では、単元未満株式の買増・
買取以外の株式売買はでき
ません。証券会社等に口座を
開設し、株式の振替手続きを
行っていただく必要があり
ます。

①郵便物送付先、お問い合わせ先

②各種手続きのお取扱い　　　 
（住所・名称・代表者変更、単元
未満株式の買増・買取請求、配当
金受取り方法の変更等）

③未払配当金のお支払

※ トラストラウンジ除く

上場株式配当等の支払に
関する通知書について

①郵便物送付先、お問い合わせ先 みずほ信託銀行　証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 
フリーダイヤル 0120-288-324

みずほ信託銀行 本店および全国各支店※

みずほ銀行 本店および全国各支店

みずほ信託銀行 本店および全国各支店※

みずほ証券 本店および全国各支店

③未払配当金のお支払

②各種手続きのお取扱い　　　 
（住所・名称・代表者変更、単元
未満株式の買増・買取請求、配当
金受取り方法の変更等）

証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）

株主メモ

株式事務に関するお問い合わせ先



森林管理協議会（Forest Stewardship Council ®）
で認証された適切に管理された森林からの原料を含
む、FSC®認証紙を使用しています。

環境にやさしい植物油
インキを使用して印刷
しています。

見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォント 
を採用しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2020年 2021年

決算発表 株主総会
期末配当金の支払

第2四半期
決算発表

決算基準日

招集通知の発送
第1四半期
決算発表

第3四半期
決算発表

中間配当金の支払
中間期株主通信の発送

  IRカレンダー 20２０年度予定  

保土谷化学ウェブサイトのご案内 ▼トップページ

  ホームページのご案内  

https://www.hodogaya.co.jp/

保土谷化学 検索

◀「統合報告書20２０」も
　 ご覧になれます
※バックナンバーも
　ご覧になれます

最新のIR情報・
CSRの取り組み
について掲載して
おりますので、ぜひ
ご覧ください。


