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連結決算概要連結決算概要連結決算概要連結決算概要

＋＋＋＋9.19.19.19.1%%%%＋＋＋＋0.30.30.30.32.0%2.0%2.0%2.0%3.73.73.73.71.7%1.7%1.7%1.7%3.43.43.43.4当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

▲▲▲▲1.1.1.1.0000%%%%▲▲▲▲0.10.10.10.13.7%3.7%3.7%3.7%6.86.86.86.83.5%3.5%3.5%3.5%6.96.96.96.9経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益

＋＋＋＋2.82.82.82.8%%%%＋＋＋＋0.20.20.20.23.8%3.8%3.8%3.8%6.96.96.96.93.4%3.4%3.4%3.4%6.76.76.76.7営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益

▲▲▲▲5.6%5.6%5.6%5.6%▲▲▲▲2.62.62.62.624.0%24.0%24.0%24.0%43.743.743.743.723.4%23.4%23.4%23.4%46.346.346.346.3販 管 費販 管 費販 管 費販 管 費

▲▲▲▲4.54.54.54.5%%%%▲▲▲▲2.42.42.42.427.8%27.8%27.8%27.8%50.650.650.650.626.8%26.8%26.8%26.8%53.053.053.053.0売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

▲▲▲▲8.08.08.08.0%%%%▲▲▲▲15.915.915.915.9100%100%100%100%181.9181.9181.9181.9100100100100%%%%197.8197.8197.8197.8売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高

増減率増減率増減率増減率金額金額金額金額構成比構成比構成比構成比金額金額金額金額構成比構成比構成比構成比金額金額金額金額

増減増減増減増減H22/3H22/3H22/3H22/3月期　月期　月期　月期　2222ＱＱＱＱH21/3H21/3H21/3H21/3月期　月期　月期　月期　2222ＱＱＱＱ

　　““メディカル部門メディカル部門、、テープ部門および海外販売テープ部門および海外販売ともとも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界同時不況の影響で減少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界同時不況の影響で減少。

　　経費削減・コストダウンを進め、利益は前年並み　　経費削減・コストダウンを進め、利益は前年並み””
（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
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181.9181.9181.9181.9

196.1196.1196.1196.1
197.5197.5197.5197.5 197.8197.8197.8197.8

6.76.76.76.7

6.96.96.96.9

8.08.08.08.0

5.95.95.95.9

6.96.96.96.9
6.86.86.86.8

7.77.77.77.7

5.45.45.45.4

3.43.43.43.4

3.73.73.73.7

4.74.74.74.7

3.43.43.43.4

100100100100

140140140140

180180180180

220220220220

H19/3月期 2QH19/3月期 2QH19/3月期 2QH19/3月期 2Q H20/3月期 2QH20/3月期 2QH20/3月期 2QH20/3月期 2Q H21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2Q H22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2Q

（売上）（売上）（売上）（売上）

2222

4444

6666

8888

10101010

12121212

（利益）（利益）（利益）（利益）

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 経常利益経常利益経常利益経常利益 当期利益当期利益当期利益当期利益

連結業績連結業績連結業績連結業績推移推移推移推移（過去４期推移）（過去４期推移）（過去４期推移）（過去４期推移）

“売上は過去４期の中で最低水準に落ち込む“売上は過去４期の中で最低水準に落ち込むも、も、利益利益はは確保”確保”

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
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営業利益増減要因分析営業利益増減要因分析営業利益増減要因分析営業利益増減要因分析

““販売高減少による利益減、販売高減少による利益減、生産減による原価上昇分を生産減による原価上昇分を

　　利益性改善と利益性改善と原材料価格原材料価格抑制、経費削減で抑制、経費削減で相殺相殺し、し、利益創出利益創出””

-4.3-4.3-4.3-4.3
-3.0-3.0-3.0-3.0

2.62.62.62.6

0.80.80.80.8 0.80.80.80.8

3.23.23.23.2

0.20.20.20.2

-5.0-4.0-3.0-2.0-1.00.01.02.03.04.0

    ---- 販販販販売売売売数数数数量量量量大大大大幅幅幅幅減減減減少少少少
テテテテーーーーププププ部部部部門門門門のののの利利利利益益益益性性性性改改改改善善善善

生生生生産産産産数数数数量量量量減減減減にににによよよよるるるる原原原原価価価価上上上上昇昇昇昇
原原原原材材材材料料料料価価価価格格格格のののの抑抑抑抑制制制制

ココココスススストトトトダダダダウウウウンンンン
販販販販管管管管費費費費削削削削減減減減 HHHH22221111年年年年9999月月月月期期期期

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

販売要素販売要素販売要素販売要素 経費要素経費要素経費要素経費要素原価要素原価要素原価要素原価要素
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バランスシートの状況バランスシートの状況バランスシートの状況バランスシートの状況

金額金額金額金額 構成比構成比構成比構成比 金額金額金額金額 構成比構成比構成比構成比

 流動資産 流動資産 流動資産 流動資産 282282282282 63.8%63.8%63.8%63.8% 261261261261 61.2%61.2%61.2%61.2% △ 22△ 22△ 22△ 22

現金・預金・有価証券現金・預金・有価証券現金・預金・有価証券現金・預金・有価証券 90909090 20.4%20.4%20.4%20.4% 81818181 19.1%19.1%19.1%19.1% △ 9△ 9△ 9△ 9

　　受取手形・売掛金　　受取手形・売掛金　　受取手形・売掛金　　受取手形・売掛金 124124124124 27.9%27.9%27.9%27.9% 115115115115 26.9%26.9%26.9%26.9% △ 9△ 9△ 9△ 9

　　棚卸資産　　棚卸資産　　棚卸資産　　棚卸資産 58585858 13.0%13.0%13.0%13.0% 57575757 13.3%13.3%13.3%13.3% △ 1△ 1△ 1△ 1

その他その他その他その他 11111111 2.4%2.4%2.4%2.4% 8888 1.9%1.9%1.9%1.9% △ 3△ 3△ 3△ 3

 固定資産  固定資産  固定資産  固定資産 160160160160 36.2%36.2%36.2%36.2% 165165165165 38.8%38.8%38.8%38.8% 5555

 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 443443443443 100%100%100%100% 426426426426 100%100%100%100% △ 17△ 17△ 17△ 17

 流動負債  流動負債  流動負債  流動負債 137137137137 32.1%32.1%32.1%32.1% 105105105105 24.7%24.7%24.7%24.7% △ 31△ 31△ 31△ 31

 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 87878787 19.7%19.7%19.7%19.7% 98989898 22.9%22.9%22.9%22.9% 10101010

 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 224224224224 50.6%50.6%50.6%50.6% 203203203203 47.6%47.6%47.6%47.6% △ 21△ 21△ 21△ 21

 純資産合計 純資産合計 純資産合計 純資産合計 219219219219 49.4%49.4%49.4%49.4% 223223223223 52.4%52.4%52.4%52.4% 5555

 負債・純資産合計 負債・純資産合計 負債・純資産合計 負債・純資産合計 443443443443 100%100%100%100% 426426426426 100%100%100%100% △ 17△ 17△ 17△ 17

H21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2Q H22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2Q

増減額増減額増減額増減額

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）““総資産の圧縮もあり財務安定性は増す総資産の圧縮もあり財務安定性は増す””
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キャッシュフローの状況キャッシュフローの状況キャッシュフローの状況キャッシュフローの状況

▲▲▲▲0.90.90.90.9▲▲▲▲5.5.5.5.9999▲▲▲▲5.05.05.05.0財務活動による財務活動による財務活動による財務活動によるC/FC/FC/FC/F

＋＋＋＋1.1.1.1.66666.6.6.6.33334.74.74.74.7簡易フリー簡易フリー簡易フリー簡易フリーC/FC/FC/FC/F

▲▲▲▲0.40.40.40.4▲▲▲▲9.9.9.9.7777▲▲▲▲9.9.9.9.3333投資活動による投資活動による投資活動による投資活動によるC/FC/FC/FC/F

＋＋＋＋2.02.02.02.011116.06.06.06.011114444....0000営業活動による営業活動による営業活動による営業活動によるC/FC/FC/FC/F

増減増減増減増減実績実績実績実績実績実績実績実績

H22/3H22/3H22/3H22/3月月月月期　期　期　期　2222QQQQH21/3H21/3H21/3H21/3月月月月期　期　期　期　2222QQQQ

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

16.0

14.0

15.0

72.872.872.872.8

86.686.686.686.6

75.175.175.175.1

10.010.010.010.0

12.012.012.012.0

14.014.014.014.0

16.016.016.016.0

18.018.018.018.0

20.020.020.020.0

H20/3月期 2QH20/3月期 2QH20/3月期 2QH20/3月期 2Q H21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2Q H22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2Q

営業C/F営業C/F営業C/F営業C/F

（億円）（億円）（億円）（億円）

0.00.00.00.0

20.020.020.020.0

40.040.040.040.0

60.060.060.060.0

80.080.080.080.0

100.0100.0100.0100.0

現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物

（億円）（億円）（億円）（億円）

営業ＣＦ営業ＣＦ営業ＣＦ営業ＣＦ 期末の現金同等物期末の現金同等物期末の現金同等物期末の現金同等物

ポイントポイントポイントポイント

�営業営業営業営業C/FC/FC/FC/F

　・　・　・　・売上債権売上債権売上債権売上債権減少減少減少減少　　　　 　　　　＋＋＋＋1.1.1.1.8888

　・仕入債務　・仕入債務　・仕入債務　・仕入債務減少減少減少減少　　　　 　　　　＋＋＋＋2.2.2.2.5555

　・　・　・　・棚卸資産減少　棚卸資産減少　棚卸資産減少　棚卸資産減少　 　　　　＋＋＋＋0.0.0.0.5555

　・　・　・　・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費増加増加増加増加　　　　＋＋＋＋8.18.18.18.1

　・法人税等支払増　　・法人税等支払増　　・法人税等支払増　　・法人税等支払増　△△△△2.2.2.2.5555

�投資投資投資投資C/FC/FC/FC/F

　・　・　・　・有固有固有固有固取得支出　　取得支出　　取得支出　　取得支出　　 △△△△9.9.9.9.6666

　　　　

�財務財務財務財務C/FC/FC/FC/F

　・　・　・　・長期借入返済長期借入返済長期借入返済長期借入返済 　　△　　△　　△　　△3.03.03.03.0　　　　
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メディカル事業を取り巻く環境

＜一般消費者向分野＞＜一般消費者向分野＞＜一般消費者向分野＞＜一般消費者向分野＞

　　　　　　　　・昨年度後半からの景気減速による個人消費の落ち込み・昨年度後半からの景気減速による個人消費の落ち込み・昨年度後半からの景気減速による個人消費の落ち込み・昨年度後半からの景気減速による個人消費の落ち込み

　　　　 ・薬事法改正に伴うＣＶＳ等他業種の参入・薬事法改正に伴うＣＶＳ等他業種の参入・薬事法改正に伴うＣＶＳ等他業種の参入・薬事法改正に伴うＣＶＳ等他業種の参入

・ドラッグストアグループの再編・ドラッグストアグループの再編・ドラッグストアグループの再編・ドラッグストアグループの再編

　　・ネット通販などユーザー購入手段の多様化　　・ネット通販などユーザー購入手段の多様化　　・ネット通販などユーザー購入手段の多様化　　・ネット通販などユーザー購入手段の多様化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜医療機関向分野＞＜医療機関向分野＞＜医療機関向分野＞＜医療機関向分野＞

　　・新型インフルエンザ流行に伴う関連医療の増加　　・新型インフルエンザ流行に伴う関連医療の増加　　・新型インフルエンザ流行に伴う関連医療の増加　　・新型インフルエンザ流行に伴う関連医療の増加

　　・材料価格改定による医療施設への納入価格の下落　　・材料価格改定による医療施設への納入価格の下落　　・材料価格改定による医療施設への納入価格の下落　　・材料価格改定による医療施設への納入価格の下落

　　・医療機関の共同仕入れによる購買品の絞込み　　・医療機関の共同仕入れによる購買品の絞込み　　・医療機関の共同仕入れによる購買品の絞込み　　・医療機関の共同仕入れによる購買品の絞込み

　　　　　　　　・医薬品流通業界における業務・資本提携の加速・医薬品流通業界における業務・資本提携の加速・医薬品流通業界における業務・資本提携の加速・医薬品流通業界における業務・資本提携の加速
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セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　（メディカル事業）（メディカル事業）（メディカル事業）（メディカル事業）

61.061.061.061.0

13.213.213.213.2 13.113.113.113.1

59.159.159.159.1

0000

30303030

60606060

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

（億円）（億円）（億円）（億円）

H21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2Q H22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2Q

““売上高対前期比売上高対前期比97.097.0％、主力品の販売％、主力品の販売減減でで減減益益0.70.7％％””

　売上　売上　売上　売上 　　　　　　　　　　　　▲▲▲▲1.81.81.81.8億円億円億円億円

営業利益営業利益営業利益営業利益 　　　　▲▲▲▲0.0.0.0.1111億円億円億円億円

・・・・テーピングテーピングテーピングテーピング、ロイヒつぼ膏、ロイヒつぼ膏、ロイヒつぼ膏、ロイヒつぼ膏®等、　　等、　　等、　　等、　　

主力製品の数量主力製品の数量主力製品の数量主力製品の数量減少、価格低下減少、価格低下減少、価格低下減少、価格低下

・医療機関への専門的アプローチが・医療機関への専門的アプローチが・医療機関への専門的アプローチが・医療機関への専門的アプローチが

　功を奏し、止血製品群が好調　功を奏し、止血製品群が好調　功を奏し、止血製品群が好調　功を奏し、止血製品群が好調

・低皮膚刺激性の新規上市品拡大・低皮膚刺激性の新規上市品拡大・低皮膚刺激性の新規上市品拡大・低皮膚刺激性の新規上市品拡大

・新経皮吸収製剤の寄与・新経皮吸収製剤の寄与・新経皮吸収製剤の寄与・新経皮吸収製剤の寄与
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ヘルスケアフィールド①ヘルスケアフィールド①ヘルスケアフィールド①ヘルスケアフィールド①

◆◆◆◆◆◆◆◆一昨年の一昨年の一昨年の一昨年の一昨年の一昨年の一昨年の一昨年の「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ®®」」」」」」」」1010101010101010周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。周年キャンペーンをステップに更に拡大。

　　　　　　　　使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値使用部位別・機能別の付加価値製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。製品投入を行い、数量の押出しに成功。

ケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴ®®®®®®®®の好調継続の好調継続の好調継続の好調継続

テーピングテープ（バトルウィンシリーズ）の拡大テーピングテープ（バトルウィンシリーズ）の拡大テーピングテープ（バトルウィンシリーズ）の拡大テーピングテープ（バトルウィンシリーズ）の拡大

◆◆◆◆◆◆◆◆健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。健康志向（ライトユーザー向け）の新製品を投入。

　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。　従来の競技志向（ハードユーザー向け）との相乗効果。

ライトユーザー向けテーピング製品ライトユーザー向けテーピング製品ライトユーザー向けテーピング製品ライトユーザー向けテーピング製品「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ「ケアリーヴ®®」」」」」」」」シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入シリーズ続々投入
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ヘルスケアフィールド②ヘルスケアフィールド②ヘルスケアフィールド②ヘルスケアフィールド②

◆「◆「◆「◆「◆「◆「◆「◆「ひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンひびわれ保護バンTMTMTMTMTMTMTMTM」」」」」」」」をはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品のをはじめとするフットケア製品の

機能別機能別機能別機能別機能別機能別機能別機能別ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。ラインアップ拡充。

フットケア製品群の優位性維持・向上フットケア製品群の優位性維持・向上フットケア製品群の優位性維持・向上フットケア製品群の優位性維持・向上

ＯＴＣ向け浸透製剤ＯＴＣ向け浸透製剤ＯＴＣ向け浸透製剤ＯＴＣ向け浸透製剤（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）の拡充の拡充の拡充の拡充

◆◆◆◆◆◆◆◆「「「「「「「「ロイヒロイヒロイヒロイヒロイヒロイヒロイヒロイヒフェルビ温フェルビ温フェルビ温フェルビ温フェルビ温フェルビ温フェルビ温フェルビ温
®®
」、」、」、」、」、」、」、」、 「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏「ロイヒつぼ膏®®®®®®®®」」」」」」」」大判大判大判大判大判大判大判大判をををををををを新上市新上市新上市新上市新上市新上市新上市新上市

　　　　　　　　　　　　　　　　 温感タイプ温感タイプ温感タイプ温感タイプ温感タイプ温感タイプ温感タイプ温感タイプ「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充「ロイヒ」ブランドの拡充。。。。。。。。

フットケア製品群のラインアップ拡充フットケア製品群のラインアップ拡充フットケア製品群のラインアップ拡充フットケア製品群のラインアップ拡充OTC向け浸透製剤群の拡大向け浸透製剤群の拡大向け浸透製剤群の拡大向け浸透製剤群の拡大



14

www.nichiban.co.jp

アウトドアスポーツでのケガは、軽症では済まない場合が多い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウトドアスポーツでのケガは、軽症では済まない場合が多い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウトドアスポーツでのケガは、軽症では済まない場合が多い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウトドアスポーツでのケガは、軽症では済まない場合が多い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　急な天候の変化や雨に遭う機会の多いハイキング・スキーにも撥水効果を発揮します。　急な天候の変化や雨に遭う機会の多いハイキング・スキーにも撥水効果を発揮します。　急な天候の変化や雨に遭う機会の多いハイキング・スキーにも撥水効果を発揮します。　急な天候の変化や雨に遭う機会の多いハイキング・スキーにも撥水効果を発揮します。

バトルウィンバトルウィンバトルウィンバトルウィン®セラポアセラポアセラポアセラポア®テープ撥水タイプ　新上市テープ撥水タイプ　新上市テープ撥水タイプ　新上市テープ撥水タイプ　新上市

セラポアの巻き方セラポアの巻き方セラポアの巻き方セラポアの巻き方（肩の巻き方）1本目はヒジの上から首の方に向かって真っすぐ。2本目は、1本目のテープの後ろ部分から胸側に。3本目は前部から肩の後方に向かって背中側に。
セラポアの巻き方セラポアの巻き方セラポアの巻き方セラポアの巻き方（膝の巻き方）テープをヒザ下のスネの外側からスタートし、内側の靱帯の上を通し、ふとももの外側の方へ。2本目は、ヒザ下のスネの内側から、ヒザのお皿の外側を通して大腿骨のあたりまで巻く。
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医療材フィールド医療材フィールド医療材フィールド医療材フィールド

◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに◆　「低刺激、感染防止、安全性」をキーワードに

　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。　　　新体制による医療現場のニーズを的確にキャッチ。

　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター　　　学術要員によるエビデンス確立とともに、開発センター

　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。　　　との連携によりスピーディな製品開発。

医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応医療機関のニーズへの対応

止血製品群の拡充止血製品群の拡充止血製品群の拡充止血製品群の拡充　穿刺の　穿刺の　穿刺の　穿刺のBEFOREBEFOREBEFOREBEFORE～～～～ININININ～～～～AFTERAFTERAFTERAFTER止血製品群の拡充止血製品群の拡充止血製品群の拡充止血製品群の拡充　穿刺の　穿刺の　穿刺の　穿刺のBEFOREBEFOREBEFOREBEFORE～～～～ININININ～～～～AFTERAFTERAFTERAFTER

◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、◆　採血・透析・点滴などの穿刺シーンにおける、穿刺前、

　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。　　　穿刺、抜去後の製品シリーズを提案。

　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。　　　止血シリーズの新製品を続々投入。
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テープ事業を取り巻く環境テープ事業を取り巻く環境テープ事業を取り巻く環境テープ事業を取り巻く環境

＜消費材分野＞＜消費材分野＞＜消費材分野＞＜消費材分野＞

　　　　　　　　・・・・急速な急速な急速な急速な景気景気景気景気悪化悪化悪化悪化によるによるによるによる官公庁・企業需要官公庁・企業需要官公庁・企業需要官公庁・企業需要のののの減退減退減退減退

　　　　　　　　 ・デフレ進行による低価格化・デフレ進行による低価格化・デフレ進行による低価格化・デフレ進行による低価格化、ＰＢ品の拡大、ＰＢ品の拡大、ＰＢ品の拡大、ＰＢ品の拡大

　　　　　　　　 ・卸の倒産・廃業など流通再編が加速・卸の倒産・廃業など流通再編が加速・卸の倒産・廃業など流通再編が加速・卸の倒産・廃業など流通再編が加速

＜産業用材分野＞＜産業用材分野＞＜産業用材分野＞＜産業用材分野＞

　　　　　　　　・・・・自動車・自動車・自動車・自動車・住宅住宅住宅住宅関連企業の業績悪化による需要激減関連企業の業績悪化による需要激減関連企業の業績悪化による需要激減関連企業の業績悪化による需要激減

　　・冷夏による農産物収穫量の減少　　・冷夏による農産物収穫量の減少　　・冷夏による農産物収穫量の減少　　・冷夏による農産物収穫量の減少

　　・環境対応・安全・安心のニーズの高まり　　・環境対応・安全・安心のニーズの高まり　　・環境対応・安全・安心のニーズの高まり　　・環境対応・安全・安心のニーズの高まり
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137.5137.5137.5137.5

7.97.97.97.9 8.28.28.28.2

123.4123.4123.4123.4

0000

40404040

80808080

120120120120

160160160160

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

（億円）（億円）（億円）（億円）

H21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2QH21/3月期 2Q H22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2QH22/3月期 2Q

セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　セグメント別連結決算概要　（テープ事業）（テープ事業）（テープ事業）（テープ事業）

““収益性は改善するも収益性は改善するも、景気悪化の影響で、景気悪化の影響で数量は数量は減少”減少”

　売上　　　　売上　　　　売上　　　　売上　　　 △△△△14.114.114.114.1億円億円億円億円　　　　

営業利益営業利益営業利益営業利益 　　　　＋＋＋＋0.30.30.30.3億円億円億円億円

・収益性向上の反面、数量は・収益性向上の反面、数量は・収益性向上の反面、数量は・収益性向上の反面、数量は大幅大幅大幅大幅

　　　　に減少に減少に減少に減少

・自動車産業を中心とした　　　　　・自動車産業を中心とした　　　　　・自動車産業を中心とした　　　　　・自動車産業を中心とした　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　景気減速感　　　　　　　　　　　　　　景気減速感　　　　　　　　　　　　　　景気減速感　　　　　　　　　　　　　　景気減速感

・・・・ 「セロテープ「セロテープ「セロテープ「セロテープ®」発売６０周年の　」発売６０周年の　」発売６０周年の　」発売６０周年の　

告知による環境配慮の認知度向上告知による環境配慮の認知度向上告知による環境配慮の認知度向上告知による環境配慮の認知度向上
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オフィスホームフィールド①オフィスホームフィールド①オフィスホームフィールド①オフィスホームフィールド①

環境配慮を始めとする新機能製品の提案環境配慮を始めとする新機能製品の提案環境配慮を始めとする新機能製品の提案環境配慮を始めとする新機能製品の提案

◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「◆貼ったままでも紙を再生できる「ecoecoecoecoecoecoecoecoのりのりのりのりのりのりのりのりＴＭＴＭＴＭＴＭＴＭＴＭＴＭＴＭ」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。」製品群の拡充。

◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。◆新機能　直線切りテープカッターの上市。

ISOTISOTISOTISOTなど展示会での提案活動を充実。など展示会での提案活動を充実。など展示会での提案活動を充実。など展示会での提案活動を充実。
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◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。◆知育製品の拡充。

◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。◆女性をターゲットにした製品開発強化。

◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック◆ナイスタック®®キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。キャンペーンによる需要の掘り起こし。

オフィスホームフィールド②オフィスホームフィールド②オフィスホームフィールド②オフィスホームフィールド②

パーソナル向け製品の拡充と需要喚起活動パーソナル向け製品の拡充と需要喚起活動パーソナル向け製品の拡充と需要喚起活動パーソナル向け製品の拡充と需要喚起活動
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工業品フィールド①工業品フィールド①工業品フィールド①工業品フィールド①

◆◆◆◆◆◆◆◆国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。国産製品である優位性、「安心・安全・便利」で積極展開。

　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される　　日本人にとって特にこだわりのある『食』の分野において使用される

テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、テープについては、国産だから「安心・安全」、ニチバンだから「便利」、

というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。というキーワードで展開。

しっかり包装、らくらく開封　　　　　　しっかり包装、らくらく開封　　　　　　しっかり包装、らくらく開封　　　　　　しっかり包装、らくらく開封　　　　　　

　　ユニバーサルデザイン　　　　　　　　　ユニバーサルデザイン　　　　　　　　　ユニバーサルデザイン　　　　　　　　　ユニバーサルデザイン　　　　　　　

　　　　「イージーオープン」シリーズ　　　　「イージーオープン」シリーズ　　　　「イージーオープン」シリーズ　　　　「イージーオープン」シリーズ

食品カテゴリーへの取組み食品カテゴリーへの取組み食品カテゴリーへの取組み食品カテゴリーへの取組み

食品衛生法による規格試験に適合した　　食品衛生法による規格試験に適合した　　食品衛生法による規格試験に適合した　　食品衛生法による規格試験に適合した　　

　　　結束テープ「たばねら　　　結束テープ「たばねら　　　結束テープ「たばねら　　　結束テープ「たばねら®®」」」」」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ

　新たに　透明タイプ新登場！　新たに　透明タイプ新登場！　新たに　透明タイプ新登場！　新たに　透明タイプ新登場！
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工業品フィールド②工業品フィールド②工業品フィールド②工業品フィールド②

◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング◆自動車マスキング

　　　　　　　　 自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　自動車補修市場の「塗装技術の変化」と「流通変化｣を先取り。　

◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング◆シーリング・建築マスキング

　　　　　　　　 ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。ユーザーニーズを捉えた機能改善品の押し出し。

マスキングテープカテゴリーへの取組みマスキングテープカテゴリーへの取組みマスキングテープカテゴリーへの取組みマスキングテープカテゴリーへの取組み

自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用自動車補修用

シーリング用シーリング用シーリング用シーリング用シーリング用シーリング用シーリング用シーリング用
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本年度本年度本年度本年度（平成（平成（平成（平成22222222年年年年3333月期）月期）月期）月期）の見通しの見通しの見通しの見通し



23

www.nichiban.co.jp

連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想

　　　　6666円円円円6666円円円円配 当配 当配 当配 当

＋＋＋＋12.212.212.212.2%%%%＋＋＋＋0.90.90.90.92.2%2.2%2.2%2.2%8.58.58.58.52.2.2.2.0000%%%%7777....6666当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益当 期 純 利 益

＋＋＋＋10.210.210.210.2%%%%＋＋＋＋1.41.41.41.44.0%4.0%4.0%4.0%15.515.515.515.53333....6666%%%%11114444.1.1.1.1経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益

＋＋＋＋14.914.914.914.9%%%%＋＋＋＋2.02.02.02.04.0%4.0%4.0%4.0%15.515.515.515.53.3.3.3.5555%%%%13.513.513.513.5営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益

▲▲▲▲1.11.11.11.1%%%%▲▲▲▲4.24.24.24.2100100100100%%%%383.0383.0383.0383.0100%100%100%100%387.2387.2387.2387.2売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高

増減率増減率増減率増減率金額金額金額金額構成比構成比構成比構成比金額金額金額金額構成比構成比構成比構成比金額金額金額金額

増減増減増減増減H22/3H22/3H22/3H22/3月期予想月期予想月期予想月期予想((((修正修正修正修正))))H21/3H21/3H21/3H21/3月期月期月期月期

““景気低迷継続が予想される中において、「景気低迷継続が予想される中において、「主力製品の販促主力製品の販促」」

　「新製品の上市と育成」　「新製品の上市と育成」をを進め進め、、売上売上回復に経営資源を集中回復に経営資源を集中““

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
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387.2387.2387.2387.2396.4396.4396.4396.4
394.3394.3394.3394.3

383.0383.0383.0383.0

13.513.513.513.5

15.515.515.515.5

19.419.419.419.4

14.414.414.414.4
14.114.114.114.1

15.515.515.515.5

10.510.510.510.5

8.48.48.48.4

7.67.67.67.6

8.58.58.58.5

13.713.713.713.7

18.318.318.318.3

250250250250
300300300300
350350350350
400400400400

H19/3月期H19/3月期H19/3月期H19/3月期 H20/3月期H20/3月期H20/3月期H20/3月期 H21/3月期H21/3月期H21/3月期H21/3月期 H22/3月期（修正後）H22/3月期（修正後）H22/3月期（修正後）H22/3月期（修正後）

（売上）（売上）（売上）（売上）

000022224444
6666888810101010
121212121414141416161616
181818182020202022222222
24242424

（利益）（利益）（利益）（利益）

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 経常利益経常利益経常利益経常利益 当期利益当期利益当期利益当期利益

連結業績連結業績連結業績連結業績推移予想推移予想推移予想推移予想（過去４期推移）（過去４期推移）（過去４期推移）（過去４期推移）

“主力製品の販促活動中心に、売上“主力製品の販促活動中心に、売上回復に注力回復に注力”” （単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
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今後の方向性今後の方向性今後の方向性今後の方向性
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『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践

　　　　　　　　・大型新製品の開発・大型新製品の開発・大型新製品の開発・大型新製品の開発に注力に注力に注力に注力

　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大

　　　　　　　　・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手

収益性収益性収益性収益性重視重視重視重視しししし基盤基盤基盤基盤を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施

　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用のののの徹底徹底徹底徹底

　　　　　　　　・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み

　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ

品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景にブランドブランドブランドブランドの維持・の維持・の維持・の維持・向上向上向上向上

　　　　　　　　・・・・さらさらさらさらなる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化

　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進

　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル

『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践『事業フィールド』戦略の着実な実践

　　　　　　　　・大型新製品の開発・大型新製品の開発・大型新製品の開発・大型新製品の開発に注力に注力に注力に注力

　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大　　・新上市品の継続的フォローにて市場定着・拡大

　　　　　　　　・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手・海外新市場開拓の本格着手

収益性収益性収益性収益性重視重視重視重視しししし基盤基盤基盤基盤を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施を固める施策の継続実施

　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用　　・経営資源の効率活用のののの徹底徹底徹底徹底

　　　　　　　　・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み・収益性向上への継続的取組み

　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ　　・内部統制システムの確実な運用とスパイラルアップ

品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景に品質安定・環境貢献を背景にブランドブランドブランドブランドの維持・の維持・の維持・の維持・向上向上向上向上

　　　　　　　　・・・・さらさらさらさらなる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化なる品質安定に向けた体制強化

　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進　　・環境技術開発の積極推進

　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル　　・重点化した既存品の計画的リニューアル

厳しさを増す経営環境に向けた厳しさを増す経営環境に向けた厳しさを増す経営環境に向けた厳しさを増す経営環境に向けた さらさらさらさらなる「選択と集中」なる「選択と集中」なる「選択と集中」なる「選択と集中」
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『事業フィールド』戦略とは『事業フィールド』戦略とは『事業フィールド』戦略とは『事業フィールド』戦略とは

『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。

　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。

『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最

大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。

　　　　　　　　 （　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）

『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。『事業フィールド』は顧客の特性を考慮した戦略策定区分。

　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。　　　　※顧客の特性とは、価格指向性・技術指向性などの顧客の選択基準。

『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最『事業フィールド』戦略とは常に顧客を基軸とし、自社の経営資源を最

大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。大限に活かし、環境変化に柔軟に対応する戦略。

　　　　　　　　 （　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）（　⇔　自社製品群から見た市場戦略　）

新規事業化課題新規事業化課題新規事業化課題新規事業化課題
新規事業化課題新規事業化課題新規事業化課題新規事業化課題

既存事業既存事業既存事業既存事業
既存事業既存事業既存事業既存事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術指向性技術指向性技術指向性技術指向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術指向性技術指向性技術指向性技術指向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　市場指向性　市場指向性　市場指向性　市場指向性
　市場指向性　市場指向性　市場指向性　市場指向性 価格指向性価格指向性価格指向性価格指向性

価格指向性価格指向性価格指向性価格指向性

医療材医療材医療材医療材ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

オフィスオフィスオフィスオフィス

ホームホームホームホーム

工業品工業品工業品工業品

　　　　　セロテープ　　　　　セロテープ　　　　　セロテープ　　　　　セロテープ®　　　食品（包装・農産・捕虫）　　　食品（包装・農産・捕虫）　　　食品（包装・農産・捕虫）　　　食品（包装・農産・捕虫）

　　　ＨＭ（　　　ＨＭ（　　　ＨＭ（　　　ＨＭ（ホットメルト製品ホットメルト製品ホットメルト製品ホットメルト製品）　　ＭＴ（）　　ＭＴ（）　　ＭＴ（）　　ＭＴ（マスキングマスキングマスキングマスキング））））

ＡＭＦＡＭＦＡＭＦＡＭＦ

新車部材新車部材新車部材新車部材

ＴＤＳＴＤＳＴＤＳＴＤＳ

経皮吸収製剤経皮吸収製剤経皮吸収製剤経皮吸収製剤

海外海外海外海外

※ TDS TDS TDS TDS ：：：： TransTransTransTrans----Dermal DrugDermal DrugDermal DrugDermal Drug----Delivery SystemDelivery SystemDelivery SystemDelivery System

　　　　　　　　AMF AMF AMF AMF ：：：： Automotive Materials FieldAutomotive Materials FieldAutomotive Materials FieldAutomotive Materials Field
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一昨年はケアリーヴ一昨年はケアリーヴ一昨年はケアリーヴ一昨年はケアリーヴ®発売１０周年、発売１０周年、発売１０周年、発売１０周年、

　　　　　　　昨年はセロテープ　　　　　　　昨年はセロテープ　　　　　　　昨年はセロテープ　　　　　　　昨年はセロテープ®発売６０周年発売６０周年発売６０周年発売６０周年、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして今年度はロイヒつぼ膏そして今年度はロイヒつぼ膏そして今年度はロイヒつぼ膏そして今年度はロイヒつぼ膏®発売２０周年。発売２０周年。発売２０周年。発売２０周年。

主要な製品ブランドの価値向上に加え、主要な製品ブランドの価値向上に加え、主要な製品ブランドの価値向上に加え、主要な製品ブランドの価値向上に加え、

　　　　　品質安定・環境貢献を背景に、　　　　　品質安定・環境貢献を背景に、　　　　　品質安定・環境貢献を背景に、　　　　　品質安定・環境貢献を背景に、

　　　　　　　　　　「安心・安全のニチバン」をアピール。　　　　　　　　　　「安心・安全のニチバン」をアピール。　　　　　　　　　　「安心・安全のニチバン」をアピール。　　　　　　　　　　「安心・安全のニチバン」をアピール。

ブランドの維持・向上ブランドの維持・向上ブランドの維持・向上ブランドの維持・向上

　　ケアリーヴケアリーヴケアリーヴケアリーヴ®

　　発売１０周年　　発売１０周年　　発売１０周年　　発売１０周年

　　セロテープセロテープセロテープセロテープ®

　　発売６０周年　　発売６０周年　　発売６０周年　　発売６０周年

　ロイヒつぼ膏ロイヒつぼ膏ロイヒつぼ膏ロイヒつぼ膏®

　発売２０周年　発売２０周年　発売２０周年　発売２０周年
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実績が信頼の証。実績が信頼の証。実績が信頼の証。実績が信頼の証。

「ロイヒ」は温感タイプの「ロイヒ」は温感タイプの「ロイヒ」は温感タイプの「ロイヒ」は温感タイプの

鎮痛消炎剤ブランドに成長しました。鎮痛消炎剤ブランドに成長しました。鎮痛消炎剤ブランドに成長しました。鎮痛消炎剤ブランドに成長しました。

１９８９年の発売以来、「ロイヒつぼ膏」は多くの１９８９年の発売以来、「ロイヒつぼ膏」は多くの１９８９年の発売以来、「ロイヒつぼ膏」は多くの１９８９年の発売以来、「ロイヒつぼ膏」は多くの

お客さまに愛され実績を積重ねて参りました。お客さまに愛され実績を積重ねて参りました。お客さまに愛され実績を積重ねて参りました。お客さまに愛され実績を積重ねて参りました。

発売２０周年を迎える現在でも拡大を続け、　　発売２０周年を迎える現在でも拡大を続け、　　発売２０周年を迎える現在でも拡大を続け、　　発売２０周年を迎える現在でも拡大を続け、　　

鎮痛消炎剤カテゴリー市場売上実績でも　　　　鎮痛消炎剤カテゴリー市場売上実績でも　　　　鎮痛消炎剤カテゴリー市場売上実績でも　　　　鎮痛消炎剤カテゴリー市場売上実績でも　　　　

ベスト１０（当社調べ）に入る製品にまで　　　　　ベスト１０（当社調べ）に入る製品にまで　　　　　ベスト１０（当社調べ）に入る製品にまで　　　　　ベスト１０（当社調べ）に入る製品にまで　　　　　

成長しております。成長しております。成長しております。成長しております。
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海外フィールドの戦略海外フィールドの戦略海外フィールドの戦略海外フィールドの戦略

アジア市場への新たな取組みアジア市場への新たな取組みアジア市場への新たな取組みアジア市場への新たな取組み

◆◆◆◆◆◆◆◆ 建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入建築塗装市場への新規参入

◆◆◆◆◆◆◆◆ 日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大日系企業向け文具製品の販路拡大

◆◆◆◆◆◆◆◆ 医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開医療材市場への製品展開

北米市場への新たな取組み北米市場への新たな取組み北米市場への新たな取組み北米市場への新たな取組み

◆◆◆◆◆◆◆◆ ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入ヘルスケア市場への製品投入

◆◆◆◆◆◆◆◆ オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入オフィスホーム市場への製品投入
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２つの新規事業化領域について２つの新規事業化領域について２つの新規事業化領域について２つの新規事業化領域について

◆◆◆◆◆◆◆◆経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、経皮吸収製剤化のコア技術を活かし、

　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、　今までのニトログリセリン貼付剤に続き、

　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン　フェルナビオン®テープテープテープテープテープテープテープテープ3535353535353535（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）（鎮痛消炎剤）

　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。　の製剤化、生産。

◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力◆経皮吸収製剤新製品の開発に注力

◆◆◆◆◆◆◆◆粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、粘・接着のコア技術を応用し、

　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、　新車保護シート・耐チッピング部材等、

　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。　新車部材関連商材を拡大。

◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。◆海外自動車産業へのアプローチ拡大。

ＴＤＳ（経皮吸収製剤）フィールドＴＤＳ（経皮吸収製剤）フィールドＴＤＳ（経皮吸収製剤）フィールドＴＤＳ（経皮吸収製剤）フィールド

ＡＭＦ（新車部材）フィールドＡＭＦ（新車部材）フィールドＡＭＦ（新車部材）フィールドＡＭＦ（新車部材）フィールド
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　大鵬薬品工業㈱とのシナジー強化　大鵬薬品工業㈱とのシナジー強化　大鵬薬品工業㈱とのシナジー強化　大鵬薬品工業㈱とのシナジー強化

ニチバンが持つ「粘着技術」および「経皮吸収製剤技術」と、　　

大鵬薬品様の「新薬開発ノウハウ」を連携。　　　　　　　　　　　　

従来のシナジーをさらに大きく発展。

　　

　　鎮痛消炎

　　　　貼付剤

　　　

　　イージプラスタ　　イージプラスタ　　イージプラスタ　　イージプラスタ®

ハイドロゲル

　　創傷被覆・

　　　　　保護材

　　　　　ビューゲル　　　　　ビューゲル　　　　　ビューゲル　　　　　ビューゲル®

　　　　経皮鎮痛消炎製剤　　　

　　　フェルナビオン　　　フェルナビオン　　　フェルナビオン　　　フェルナビオン®

　　　　　　　　　　テープ３５　　　　　　　　　　テープ３５　　　　　　　　　　テープ３５　　　　　　　　　　テープ３５

　　　　　　　　　　　　OTCOTCOTCOTC薬品市場への薬品市場への薬品市場への薬品市場への

　　　製品展開　　　製品展開　　　製品展開　　　製品展開

　　　　　　　　　　　　新ＴＤＳ製剤の新ＴＤＳ製剤の新ＴＤＳ製剤の新ＴＤＳ製剤の

共同開発共同開発共同開発共同開発
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新技術による新たな市場開発新技術による新たな市場開発新技術による新たな市場開発新技術による新たな市場開発

超極薄素材（総厚１０超極薄素材（総厚１０超極薄素材（総厚１０超極薄素材（総厚１０μ）μ）μ）μ）のののの

医療用・産業用への展開医療用・産業用への展開医療用・産業用への展開医療用・産業用への展開

素材技術の応用素材技術の応用素材技術の応用素材技術の応用

環境対応型の生産設備環境対応型の生産設備環境対応型の生産設備環境対応型の生産設備環境配慮型粘着剤の環境配慮型粘着剤の環境配慮型粘着剤の環境配慮型粘着剤の

　　　　　製品ラインアップ　　　　　製品ラインアップ　　　　　製品ラインアップ　　　　　製品ラインアップ

素材素材素材素材
素材素材素材素材

製造技術製造技術製造技術製造技術
製造技術製造技術製造技術製造技術

粘着剤
粘着剤

VOC規制への完全対応規制への完全対応規制への完全対応規制への完全対応

粘着の分野を原点とした新たなコア技術・環境技術の開発と新市場開拓粘着の分野を原点とした新たなコア技術・環境技術の開発と新市場開拓粘着の分野を原点とした新たなコア技術・環境技術の開発と新市場開拓粘着の分野を原点とした新たなコア技術・環境技術の開発と新市場開拓



34

www.nichiban.co.jp

　社会貢献活動　社会貢献活動　社会貢献活動　社会貢献活動

　

ニチバンの各工場では地域社会の一員として交流活動などに積極

的に参加し、コミュニケーションを図っています。

　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会

　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動

　

ニチバンの各工場では地域社会の一員として交流活動などに積極

的に参加し、コミュニケーションを図っています。

　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会　・環境への取り組みを多くの方に知ってもらうための工場見学会

　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動　・工場周辺の清掃活動、防災訓練、ＡＥＤの設置と応急手当普及活動

　地域に根ざしたコミュニケーション

自衛消防隊による防災訓練自衛消防隊による防災訓練自衛消防隊による防災訓練自衛消防隊による防災訓練 AED講習会講習会講習会講習会

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの方々の方々の方々の方々の工場見学工場見学工場見学工場見学



www.nichiban.co.jpニチバンニチバンニチバンニチバン株式会社株式会社株式会社株式会社

ニチバンについてニチバンについてニチバンについてニチバンについて
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会社概要会社概要会社概要会社概要

創　　立　創　　立　創　　立　創　　立　 1918191819181918年年年年1111月月月月

事業概要事業概要事業概要事業概要 メディカル事業、テープ事業メディカル事業、テープ事業メディカル事業、テープ事業メディカル事業、テープ事業

売上高売上高売上高売上高 38,71838,71838,71838,718百万円（連結）百万円（連結）百万円（連結）百万円（連結）　　　　　　　　

資本金　資本金　資本金　資本金　 5,4515,4515,4515,451百万円百万円百万円百万円

営業拠点営業拠点営業拠点営業拠点 東京（本社）、大阪、名古屋、札幌、仙台、中四国、福岡、他東京（本社）、大阪、名古屋、札幌、仙台、中四国、福岡、他東京（本社）、大阪、名古屋、札幌、仙台、中四国、福岡、他東京（本社）、大阪、名古屋、札幌、仙台、中四国、福岡、他

従業員数　従業員数　従業員数　従業員数　 1,1611,1611,1611,161名名名名((((連結連結連結連結))))

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※2009200920092009年年年年9999月月月月30303030日現在日現在日現在日現在

子会社・関連会社　ニチバンプリント株式会社子会社・関連会社　ニチバンプリント株式会社子会社・関連会社　ニチバンプリント株式会社子会社・関連会社　ニチバンプリント株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニチバンテクノ株式会社ニチバンテクノ株式会社ニチバンテクノ株式会社ニチバンテクノ株式会社

ニチバンメディカル株式会社ニチバンメディカル株式会社ニチバンメディカル株式会社ニチバンメディカル株式会社

株式会社飯洋株式会社飯洋株式会社飯洋株式会社飯洋化工化工化工化工

UNION THAIUNION THAIUNION THAIUNION THAI----NICHIBAN CO.,LTD.NICHIBAN CO.,LTD.NICHIBAN CO.,LTD.NICHIBAN CO.,LTD.
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沿革沿革沿革沿革

1919191918181818．．．．1111．．．． 東京都南品川に歌橋製薬所として創立東京都南品川に歌橋製薬所として創立東京都南品川に歌橋製薬所として創立東京都南品川に歌橋製薬所として創立

1919191934343434．．．．12121212．．．． 株式会社歌橋製薬所設立株式会社歌橋製薬所設立株式会社歌橋製薬所設立株式会社歌橋製薬所設立

1919191947474747．．．．9999．．．． 登録商標登録商標登録商標登録商標 『セロテープ『セロテープ『セロテープ『セロテープ® 』等の製造開始』等の製造開始』等の製造開始』等の製造開始

1919191948484848．．．．6666．．．． 商号を日絆薬品工業株式会社と改称商号を日絆薬品工業株式会社と改称商号を日絆薬品工業株式会社と改称商号を日絆薬品工業株式会社と改称

1919191961616161．．．．1111．．．． 社名をニチバン株式会社と改称社名をニチバン株式会社と改称社名をニチバン株式会社と改称社名をニチバン株式会社と改称

1919191968686868．．．．4444．．．． 東京・大阪株式市場第一部に上場東京・大阪株式市場第一部に上場東京・大阪株式市場第一部に上場東京・大阪株式市場第一部に上場

1971971971976666．．．．5555．．．． 大鵬薬品工業株式会社が資本参加大鵬薬品工業株式会社が資本参加大鵬薬品工業株式会社が資本参加大鵬薬品工業株式会社が資本参加

1919191993939393．．．．3333．．．． 決算期を決算期を決算期を決算期を11111111月から月から月から月から3333月に変更月に変更月に変更月に変更

1919191994949494．．．．10101010．．．． 本社本社本社本社を東京都文京区関口に移転を東京都文京区関口に移転を東京都文京区関口に移転を東京都文京区関口に移転

2004200420042004．．．．9999．．．． ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ14001140011400114001全社統合認証（営業支店除く）全社統合認証（営業支店除く）全社統合認証（営業支店除く）全社統合認証（営業支店除く） 取得取得取得取得

2002002002005555．．．．7777．．．． ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ9001900190019001ニチバングループ認証ニチバングループ認証ニチバングループ認証ニチバングループ認証 取得取得取得取得

2007200720072007．．．．9999．．．． ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ14001140011400114001子会社認証取得（グループ全体で運用）子会社認証取得（グループ全体で運用）子会社認証取得（グループ全体で運用）子会社認証取得（グループ全体で運用）
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■ヘルスケアフィールド■ヘルスケアフィールド■ヘルスケアフィールド■ヘルスケアフィールド

　　　　　　　　““““一般、スポーツ分野へ一般、スポーツ分野へ一般、スポーツ分野へ一般、スポーツ分野へ””””

　　　　薬局・薬店向製品：薬局・薬店向製品：薬局・薬店向製品：薬局・薬店向製品：

　　絆創膏類、救急絆創膏、　　絆創膏類、救急絆創膏、　　絆創膏類、救急絆創膏、　　絆創膏類、救急絆創膏、

　　　　 　一般用医薬品　他　一般用医薬品　他　一般用医薬品　他　一般用医薬品　他

　スポーツ向製品：　スポーツ向製品：　スポーツ向製品：　スポーツ向製品：

　　テーピングテープ　　テーピングテープ　　テーピングテープ　　テーピングテープ 他他他他

　　スポーツメディカル品　　スポーツメディカル品　　スポーツメディカル品　　スポーツメディカル品

■医療材フィールド■医療材フィールド■医療材フィールド■医療材フィールド

　　　　““““医療現場のニーズに応え医療現場のニーズに応え医療現場のニーズに応え医療現場のニーズに応え

　　　患者のＱＯＬ向上に貢献　　　患者のＱＯＬ向上に貢献　　　患者のＱＯＬ向上に貢献　　　患者のＱＯＬ向上に貢献 ““““

医療機関向製品医療機関向製品医療機関向製品医療機関向製品 ：：：：

医療補助用ﾃｰﾌﾟ、止血関連品医療補助用ﾃｰﾌﾟ、止血関連品医療補助用ﾃｰﾌﾟ、止血関連品医療補助用ﾃｰﾌﾟ、止血関連品

医療用医薬品　他医療用医薬品　他医療用医薬品　他医療用医薬品　他

■オフィスホームフィールド■オフィスホームフィールド■オフィスホームフィールド■オフィスホームフィールド

　　　　　　　　““““情報化社会と地球環境にフィット情報化社会と地球環境にフィット情報化社会と地球環境にフィット情報化社会と地球環境にフィット

　　　　する多彩な製品群を提供　　　　する多彩な製品群を提供　　　　する多彩な製品群を提供　　　　する多彩な製品群を提供””””

　　　　　Ｏｆｆｉｃｅ　　　　　Ｏｆｆｉｃｅ　　　　　Ｏｆｆｉｃｅ　　　　　Ｏｆｆｉｃｅ Ｕｓｅ　：Ｕｓｅ　：Ｕｓｅ　：Ｕｓｅ　：

　　　　セロテープ　　　　セロテープ　　　　セロテープ　　　　セロテープ® 、製本テープ、粘着メモ、製本テープ、粘着メモ、製本テープ、粘着メモ、製本テープ、粘着メモ

　　　　　　Ｈｏｍｅ　　　　　　Ｈｏｍｅ　　　　　　Ｈｏｍｅ　　　　　　Ｈｏｍｅ Ｕｓｅ　：セロテープＵｓｅ　：セロテープＵｓｅ　：セロテープＵｓｅ　：セロテープ® 、、、、

　　　　　　両面テープ、粘着ラベル　他　　　　　　両面テープ、粘着ラベル　他　　　　　　両面テープ、粘着ラベル　他　　　　　　両面テープ、粘着ラベル　他

　　　　■工業品フィールド　　　　■工業品フィールド　　　　■工業品フィールド　　　　■工業品フィールド

　　　　 　　　　　　　　““““産業のあらゆるシーンで省力化・産業のあらゆるシーンで省力化・産業のあらゆるシーンで省力化・産業のあらゆるシーンで省力化・

　　　　　　　　　　　　　合理化に貢献　　　　　　　　　　　　　合理化に貢献　　　　　　　　　　　　　合理化に貢献　　　　　　　　　　　　　合理化に貢献””””

　　　　ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｕｐｐｏｒｔ　：Ｓｕｐｐｏｒｔ　：Ｓｕｐｐｏｒｔ　：Ｓｕｐｐｏｒｔ　：

マスキング材、電気絶縁材、サイン材、接合材マスキング材、電気絶縁材、サイン材、接合材マスキング材、電気絶縁材、サイン材、接合材マスキング材、電気絶縁材、サイン材、接合材

　　　　 ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ　：　包装材、農産材Ｓｕｐｐｏｒｔ　：　包装材、農産材Ｓｕｐｐｏｒｔ　：　包装材、農産材Ｓｕｐｐｏｒｔ　：　包装材、農産材

平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期

売上構成売上構成売上構成売上構成

120120120120

(31.3%)(31.3%)(31.3%)(31.3%)

事業概要事業概要事業概要事業概要

““価値ある製品と確かな品質を軸に　市場のニーズに答える国産企業価値ある製品と確かな品質を軸に　市場のニーズに答える国産企業””

（（（（億円億円億円億円））））

テープ事業テープ事業テープ事業テープ事業

263263263263

(68.7%)(68.7%)(68.7%)(68.7%)

メディカル事業メディカル事業メディカル事業メディカル事業
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広範囲な流通チャネル

（一般薬局・薬店、医療機関、スポーツ、文具、ＧＭＳ、コンビニ、農産、パッケージ・・・）

企業特徴（ニチバンの強み）企業特徴（ニチバンの強み）企業特徴（ニチバンの強み）企業特徴（ニチバンの強み）

粘着技術粘着技術

長い歴史で培った高い技術力(高品質･高機能･低コスト)

製品開発力製品開発力

独自の粘着技術をもとに　数多くの差別化製品を開発

ブランドブランド

高いシェア　ロイヤリティを保持するブランド

お客様

お客様情報の把握とお客様情報の把握とお客様情報の把握とお客様情報の把握と

早期製品化早期製品化早期製品化早期製品化
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株主還元について株主還元について株主還元について株主還元について

①①①①配当政策について配当政策について配当政策について配当政策について

　　　　　株主の皆様への利益還元を経営上の最も重要な課題のひとつと認識し、　株主の皆様への利益還元を経営上の最も重要な課題のひとつと認識し、　株主の皆様への利益還元を経営上の最も重要な課題のひとつと認識し、　株主の皆様への利益還元を経営上の最も重要な課題のひとつと認識し、

　　　（　　　（　　　（　　　（1111）資金需要に向けた内部留保、（）資金需要に向けた内部留保、（）資金需要に向けた内部留保、（）資金需要に向けた内部留保、（2222）安定した配当　を基本とします。）安定した配当　を基本とします。）安定した配当　を基本とします。）安定した配当　を基本とします。

　　今後は株主の皆様への利益還元を一層充実させるべく、業績連動の考え方　　今後は株主の皆様への利益還元を一層充実させるべく、業績連動の考え方　　今後は株主の皆様への利益還元を一層充実させるべく、業績連動の考え方　　今後は株主の皆様への利益還元を一層充実させるべく、業績連動の考え方

　　（当面は連結ベースの配当　　（当面は連結ベースの配当　　（当面は連結ベースの配当　　（当面は連結ベースの配当性性性性向向向向２２２２５５５５％％％％をををを目処目処目処目処）を）を）を）を導入導入導入導入ししししてててておおおおりりりります。ます。ます。ます。

②株主優待の継続②株主優待の継続②株主優待の継続②株主優待の継続

　　　　　　　　当社製品に対する一層の当社製品に対する一層の当社製品に対する一層の当社製品に対する一層のご理解ご理解ご理解ご理解ととととご愛顧ご愛顧ご愛顧ご愛顧ををををいいいいたたたただきだきだきだき、当社株式への、当社株式への、当社株式への、当社株式への投投投投資資資資

　　　　　　　　魅力魅力魅力魅力を高を高を高を高めめめめ、中、中、中、中長長長長期期期期的的的的に当社株式を保に当社株式を保に当社株式を保に当社株式を保有有有有ししししていていていていたたたただだだだける株主様（ニチバンける株主様（ニチバンける株主様（ニチバンける株主様（ニチバン

　　フ　　フ　　フ　　ファァァァン）のン）のン）のン）の増加促進増加促進増加促進増加促進をををを目的目的目的目的としとしとしとしてててて、、、、下記下記下記下記の株主の株主の株主の株主優待制度優待制度優待制度優待制度をををを継続継続継続継続しししして参りて参りて参りて参ります。ます。ます。ます。

　　対　　対　　対　　対象者：象者：象者：象者：　　　　毎毎毎毎年年年年９９９９月月月月末時末時末時末時点の点の点の点の単単単単元株主様元株主様元株主様元株主様

　　　　　　　　贈呈贈呈贈呈贈呈内内内内容：容：容：容：新製品を中新製品を中新製品を中新製品を中心心心心とした製品とした製品とした製品とした製品詰め合わ詰め合わ詰め合わ詰め合わせ（せ（せ（せ（3,0003,0003,0003,000円円円円程度程度程度程度））））

　　　　　　　　贈呈時贈呈時贈呈時贈呈時期期期期：毎：毎：毎：毎年１１月年１１月年１１月年１１月ごろごろごろごろ
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－お問合せ先－－お問合せ先－－お問合せ先－－お問合せ先－

執行役執行役執行役執行役員　員　員　員　役役役役員員員員室室室室　　　　室長室長室長室長　　　　　　　　ＩＲ担ＩＲ担ＩＲ担ＩＲ担当当当当

芹澤芹澤芹澤芹澤　　　　和弘和弘和弘和弘　　　　　　　　

ＴＴＴＴＥＬＥＬＥＬＥＬ:::: 03030303----5978597859785978----5601560156015601　　　　　　　　　　　　

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ:::: 03030303----5978597859785978----5610561056105610　　　　

EEEE----mail:mail:mail:mail: 　　　　kkkk----serizawaserizawaserizawaserizawa @nichiban@nichiban@nichiban@nichiban....cocococo....jpjpjpjp    

この資料には、当社の現在の計画や業績見通し等が含まれております。

それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当

社が計画・予測したものであります。実際の業績等は、今後の様々な条

件・要素によりこの計画等とは異なる場合があり、この資料はその実現を

確約したり、保証するものではございません。
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