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時代の変化に合わせて成長し、
CSRを推進していきます。
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編集方針
当社は2005年度から「環境報告書」を、2010年度から「社
会・環境報告書」を発行してきました。2013年度からは会
社案内の機能を追加して「コーポレートレポート」と改称し
ました。
本レポートはステークホルダーの皆様に、当社グループの
事業内容とともに、社会性及び環境管理活動に対する考え
方と取り組みをわかりやすくお伝えできるように作成して
います。

◦ 報告対象範囲
当社及び当社国内グループを対象としています。
環境性報告は当社及び当社国内グループの生産・
サービス拠点 14 ケ所の実績を掲載しています。

◦ 報告対象期間
2017年4月1日〜 2018年3月31日
※ただし、一部事柄については、本対象期間外の活動も
含みます。

◦ 参考ガイドライン
環境省「環境報告書ガイドライン 2012年度版」 
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彩りと機能性を持った“素材”を
通じての

活躍の場はさまざまな分野に拡
大しています。

文具・書籍分野

◦ 印鑑や筆記用具のインキ用顔料

◦ 雑誌や広告、カレンダー用印刷インキ

◦ システム手帳のカバー用着色剤やコーティング剤

例えば、ここに使われています

多くのシステム手帳カバーはプラス

チックでできており、特殊な機能や風

合いを出すために当社コーティング

剤が採用されています。

産業資材分野

◦ 建築塗料用顔料

◦ 化粧合板や床材用印刷インキやコーティング剤

◦ テントや建設資材用着色剤

例えば、ここに使われています

化粧合板に使われるフィルムは色や

長期耐久性だけでなく、顔料の大き

さを均一にコントロールした着色剤が

必要で、ここに当社技術が活かされ

ています。

化粧品・
トイレタリー分野

◦ ファンデーション用材料

◦ スキンケア用品やローション用材料

◦ プラスチック容器用着色剤

例えば、ここに使われています

デザイン性に富んだボトルやフィルム

に使われる着色剤・印刷インキには

高い色再現性と機能性を付与する当

社技術が活かされています。

自動車関連分野

◦ シートなどの内装部材用着色剤やコーティング剤

◦ 塗料用顔料や外装部材用着色剤

◦ ワイヤハーネスなど電気系統部材用着色剤

例えば、ここに使われています

たくさんのプラスチックが使われてい

るこの分野にも、当社製品が採用さ

れています。軽量化からプラスチック

への代替が進むなかで、機能性付与

の研究・開発を進めています。

パッケージ分野

◦ 紙・フィルム用印刷インキ

◦ レトルトパウチ用印刷インキや接着剤

◦ 飲料ボトルのキャップや容器用着色剤

例えば、ここに使われています

食品用途の印刷インキでは印刷イン

キ工業連合会の自主基準のみならず、

お客様のニーズに合わせた安全性の

高い製品を開発・提供しています。

アパレル・
ファッション分野

◦ ウエアラブル製品用樹脂

◦ 化・合成繊維用着色剤

◦ Ｔシャツなどへのプリント材料

例えば、ここに使われています

寒いなかでも強靭性と柔軟性を保つ

ことができる当社ウレタン樹脂は高い

評価を受けています。

情報・電子関連分野

◦ 液晶カラーフィルター用顔料

◦ インクジェットプリンターインキ用顔料

◦ 家電や情報端末の筐体用着色剤

例えば、ここに使われています

スマートフォンやタブレットの液晶画

面保護フィルムに当社のハードコート

剤が採用されています。

私たちはこのビジネスモデルで
価値を創造し、提供しています

。

私たちが提供する価値

 「彩り」と「アイディアをカタチにする」

化学メーカーです。
大日精化工業は私たちの身のまわりにある「彩り」の素となる顔料と、これを使いやすく加工した

プラスチック用着色剤やインキなど、さまざまな色材加工製品の開発・生産・販売を行っています。

さらに、お客様の要望に合わせた樹脂製品や機能性付与材料でも高い評価をいただいています。

生活空間から産業資材まで、彩りと機能を持った“素材”を通じて、

お客様と社会に貢献していきます。

大日精化工業の製品は

皆様の身近な生活に役立ってい
ます。

さまざまな製品の“素材”をつくる当社の名前が一般の方々に直接触れ

ることはありませんが、当社が生み出す製品は皆様の生活を彩るだけで

なく、生活をより便利にする素材としても使われています。

当社製品の適用例をご紹介いたします。

有機無機合成・顔料処理技術

分散・加工技術
樹脂合成技術

コア技術

ファンクションテクノロジー

コア技術を組み合わせ、素材が持つ特性や

機能を活かした製品開発

色彩管理
システム

顔料・
顔料分散体

印刷インキ・

コーティング剤

プラスチック用
着色剤

繊維用着色剤機能性付与材料
天然物由来

高分子

ウレタン樹脂・
接着剤 お客様からの相談

お客様
との

共同開発

最終製品

お
客
様
で
の
も
の
づ
く
り

■ 既存市場での課題

■ 新分野や新市場参入
での課題

■ 機能付与での課題

■ 幅広いポートフォリ
オとそこから生まれ
た多様な製品

■ 過去の知見を活かし
た技術力、ニーズ対
応力

■ 技術・製造・営業の
一体対応

消費者

● 信頼度（過去の実績）

● 安定感・安心感

● ニッチ分野への対応力

社会貢献

当社へ

バルク製品での対応

当社コア
技術による
新規開発や
カスタマイズ

採用

当社
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時代の変化に合わせて成長し、
CSRを推進していきます。

グローバル化と人材育成について
　この数年、訪日する海外からの観光客が増えており、「モノ消費」だけでな
く、「コト消費」も注目されています。帰国する際のお土産は日本製日用品の
人気が高く、帰国後あるいはこのお土産をもらった人が、その後も使い続
けることが多くなっていると聞きます。
　少子化高齢化、人口減少といわれていますが、国内消費のみとみられてい
た分野でもグローバル化が起こっており、国境という概念は今後、さらに少
なくなっていくのかもしれません。当社も経営方針としてグローバル化を掲
げて、海外拠点の整備・増強を進めるとともに、外国籍の方を社員として迎
えるなど、グローバル人材の育成、ダイバーシティを推進していきます。

成長し続けることができる企業を目指して
　最近、企業の「年齢」を考えるときがあります。当社は今年、創業87年を
迎えます。企業の寿命は人間のそれと違って、人間の内臓や細胞に当たる、
社員や設備を常に更新し生命を維持していきます。従って、企業には寿命
というものは、存在しないと考えます。
　当社は壮年期にあると考えますが、人間においては精神的にも肉体的にも
完成し、最も充実した時期だと思います。企業においても幾多の危機を経て、
安定した経営基盤を構築し、最も社会貢献ができる時期だと考えます。しか
し、壮年期はチャレンジ精神を失ったり、あるいはコーポレート・ガバナン
ス体制を改善する努力を怠り、機能しなくなることも起こりえます。
　当社は健康でバランスのとれた壮年期企業たるべく、ダイバーシティを
推進して柔軟な思考力や行動力を保つこと、地道な努力を重ねて技術革新
を進め、新市場参入や新分野創出にチャレンジすること、コーポレート・
ガバナンス体制の強化・充実を進めること、これらをバランス良く推し進
めることにより、当社は100歳になっても200歳になっても、大いに社会
に貢献する健康な壮年期企業であり続けることを目指していきます。

コーポレート・レポートを通じて
　企業が利潤追求することは当然ですが、現代ではそれだけではなく、

「CSR＝企業の社会的責任」を果たすことが求められています。本書は非財
務情報といわれる「人材育成」「労働衛生」「環境」などへの当社の考え方とそ
の活動をまとめています。ステークホルダーの皆さまには、当社が「信頼で
きる企業」であり、中長期に付き合うことができる企業であることをお伝し
たいと思っています。
　ぜひご一読いただき、忌憚のないご意見ご感想をいただきますよう、
お願いいたします。

2018年8月

代表取締役社長

トップメッセージ

企業理念
● 人に興味を持とう

● 新しいことに興味を持とう

● 未来に興味を持とう

私たちはカラーエージをになう大日精化の社員として
〈必逹〉の社是のもとに誇りを持って仕事をすすめよう

１、仕事は必ず目標を立てこれを必逹しよう
１、正しい製品知識を身につけ製品普及のチャンスを積極的に求めよう
１、仕事を通じ製品を通じて会社の信用を更に高めよう
１、社会人として常に教養を高め反省を深める機会を持とう
１、仕事を通じて社会に貢献し大日精化を最高の企業体としよう

社是

一方、当社には 1968年に制定した、社是「必達」が存在します。
上記の企業理念と共に、歴史ある社是「必達」を誇りを持って遵守しています。

2016年1月改定

行動指針
● 人間は面白い。

その面白い人間が作っているのが企業であり、また顧客です。
全ての経済原則、経営理論は、人の行動原理に基本があります。
人に興味を持とう。

● 新しいことはワクワクする。
技術革新や商品開発は顧客や市場を開拓すると同時に、人間も活性化します。
新しいことに興味を持とう。

● 未来を考えることは楽しい。
未来は子供たちのものです。
未来を考えれば、人も企業も自分だけでは生きて行けないことが分かります。
顧客の発展が無ければ、当社は富んでも長続きしません。
更に、社会に生かされなければ、人も企業も存続し得ません。
未来に興味を持とう。
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