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本資料取扱本資料取扱本資料取扱本資料取扱 のののの ごごごご注意注意注意注意

本説明会のプレゼンテーションおよび配布資料に掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予

測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断した予測であり、潜在的なリスクや不確実性

が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大きく異なる結果

となる可能性があります。

本説明会の配布資料に掲載する情報は、無断での引用や転載、複製は禁じられております。
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決算概要決算概要決算概要決算概要 （（（（2013年年年年 3月期月期月期月期 ））））

■■■■ 販売販売販売販売

製品製品製品製品>>>> 価格競争を背景に、不採算取引から撤退したトレー容器が減収となった一方、

軽量化・新デザイン容器等を始めとする弁当・惣菜容器がカバー

出荷枚数 ：前年同期比１０１．９％に伸長

トレー容器 ：再生材料を使用した「エフピコ エコＡＰＥＴシリーズ」を拡販

弁当・惣菜容器 ：耐寒・耐熱 発泡容器のマルチＦＰ、

軽量化製品の寿司・刺身容器が好調

商品商品商品商品>>>> 包装資材の取扱量が拡大、ピッキングセンター投資の効果が顕在化し始める

■■■■ 販売販売販売販売

製品製品製品製品>>>> 価格競争を背景に、不採算取引から撤退したトレー容器が減収となった一方、

軽量化・新デザイン容器等を始めとする弁当・惣菜容器がカバー

出荷枚数 ：前年同期比１０１．９％に伸長

トレー容器 ：再生材料を使用した「エフピコ エコＡＰＥＴシリーズ」を拡販

弁当・惣菜容器 ：耐寒・耐熱 発泡容器のマルチＦＰ、

軽量化製品の寿司・刺身容器が好調

商品商品商品商品>>>> 包装資材の取扱量が拡大、ピッキングセンター投資の効果が顕在化し始める

◇◇◇◇ 生産生産生産生産

生産性および品質の向上とともに、生産拠点の最適化を進める

関東八千代工場においてＰＥＴ２軸延伸製品の生産を開始

◇◇◇◇ 物流物流物流物流

需要に即した供給体制の構築、物流品質およびサービスレベルの向上、

流通コストの削減を推進、物流ネットワークの拡充と整備を継続

◇◇◇◇ 環境環境環境環境

回収量を拡大し地上資源の循環および障がい者の雇用を推進、

再生原料メーカーとして原材料価格高騰へ対応

◇◇◇◇ 生産生産生産生産

生産性および品質の向上とともに、生産拠点の最適化を進める

関東八千代工場においてＰＥＴ２軸延伸製品の生産を開始

◇◇◇◇ 物流物流物流物流

需要に即した供給体制の構築、物流品質およびサービスレベルの向上、

流通コストの削減を推進、物流ネットワークの拡充と整備を継続

◇◇◇◇ 環境環境環境環境

回収量を拡大し地上資源の循環および障がい者の雇用を推進、

再生原料メーカーとして原材料価格高騰へ対応

実績
構成比

実績
構成比 増減　 前年比

数量　 計画
構成比 達成率

トレー 28,681 18 .4 27,579 17 .4 △1,102 96 .2 % 96.5% 29,660 18 .0 93 .0%

弁当・惣菜 76,842 49 .4 80,660 51 .0 ＋3,817 105 .0% 105.4% 81,400 49 .3 99 .1%

小計 105,524 67 .8 108,239 68 .4 ＋2,715 102 .6% 101.9% 111,060 67 .3 97 .5%

その他製品 7,566 4 .9 6,845 4 .3 △720 90 .5 % 7,740 4 .7 88 .4%

113,090
72.6

115,085
72.8

＋1,995
101.8%

118,800 
72.0 96.9%

包装資材 33,627 21 .6 34,145 21 .6 ＋518 101 .5% 37,000 22 .4 92 .3%

その他商品 8,963 5 .8 8,960 5 .7 △3 100 .0% 9,200 5 .6 97 .4%

42,591 27.4 43,106 27.2 ＋515 101.2% 46,200 28.0 93.3%

155,681
100.0

158,192
100.0

＋2,510
101.6%

165,000 
100.0 95.9%

14,847
9.5

14,564
9.2

△282
98.1%

15,890 
9.6 91.7%

14,951
9.6

15,122
9.6

＋171
101.1%

16,100 
9.8 93.9%

8,093
5.2

8,846
5.6

＋752
109.3%

9,420 
5.7 93.9%

第４四半期累計 実績 第４四半期累計 計画

'12/3月期 '13/3月期 '13/3月期

営　業　利　益

経　常　利　益

当 期 純 利 益

単位：百万円

製品売上高

商品売上高

売　上　高

4444



FP Corporation ・・・・

原材料価格 → 第第第第3四半期末四半期末四半期末四半期末よりよりよりより急騰急騰急騰急騰

クロネス本格稼働 一時的コスト

→ 初期初期初期初期リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ 評価高評価高評価高評価高

経常利益経常利益経常利益経常利益 増減要因増減要因増減要因増減要因 （（（（2013年年年年3月期月期月期月期））））

上 期 ７５．２８億 下 期 ７５．９億

＋１．５億 物流改善

－９．５億 戦略投資による経費増加

－５．８億 経費増加 等

2012年 3月期 １４９．５億

＋＋＋＋１１１１．．．．００００

2013年 3月期 １５１．２億

－－－－３３３３．．．．００００

上 期 ６９．１７億

＋＋＋＋９９９９．．．．００００

＋＋＋＋６６６６．．．．５５５５

＋＋＋＋１１１１．．．．００００

＋＋＋＋００００．．．．５５５５

－－－－５５５５ ．．．．５５５５

－－－－３３３３ ．．．．４４４４

下 期 ８０．３億

－－－－１２１２１２１２．．．．５５５５

＋＋＋＋１２１２１２１２．．．．００００

＋＋＋＋１１１１．．．．５５５５

＋＋＋＋００００．．．．５５５５

－－－－４４４４ ．．．．００００

－－－－２２２２．．．．４４４４

前期比 ＋６．１億 １０８．８％ 前期比 ー４．４億 ９４．５％

前期比 ＋１．７億 １０１．１％

＋＋＋＋００００

－－－－１５１５１５１５．．．．５５５５億億億億 原料原料原料原料値上値上値上値上りりりり

－－－－１５１５１５１５．．．．３３３３億億億億 経費経費経費経費 増増増増

＋＋＋＋６６６６．．．．５５５５億億億億 製品製品製品製品値上値上値上値上げげげげ 効果効果効果効果（（（（前期実施前期実施前期実施前期実施））））

‘12年3月期第2四半期より 製品値上げ

＋２．５億 生産改善

＋１．０億 グループ会社 利益改善

＋２１．０億 販売増・ＭＩＸ改善

上期

実績

下期

実績

販売実績

売上高 1,582億 101.6%

※ 電力料上昇折込

（新製品効果）

計画差異

△△△△４４４４．．．．００００

△△△△１１１１．．．．００００

△△△△７７７７．．．．００００

★★★★ 汎用製品汎用製品汎用製品汎用製品をををを中心中心中心中心にににに

不採算取引不採算取引不採算取引不採算取引 からからからから 撤退撤退撤退撤退

★★★★ 販売数量計画未達販売数量計画未達販売数量計画未達販売数量計画未達

戦略投資

・ 関東八千代工場 ‘12/7 竣工

アイ・ロジック関東ピッキング拡充 ‘12/4
PSP製品 生産開始 ‘12/5
OPET（PET二軸延伸製品）上市 ‘12/11

・ クロネス２号機 ‘12/7
・ 九州、関西に物流拠点拡充用地取得

・ ダイヤフーズ設備更新

単位：億円

△△△△２２２２．．．．００００

△△△△２２２２．．．．５５５５

＋＋＋＋００００．．．．５５５５

△△△△１１１１．．．．５５５５

＋＋＋＋２６２６２６２６．．．．００００億億億億 利益改善利益改善利益改善利益改善

△△△△９９９９．．．．８８８８

★★★★ 年末年末年末年末 物流物流物流物流トラブルトラブルトラブルトラブル 対応対応対応対応

★★★★ ＯＰＥＴ（ＯＰＥＴ（ＯＰＥＴ（ＯＰＥＴ（二軸延伸二軸延伸二軸延伸二軸延伸ＰＥＴ）ＰＥＴ）ＰＥＴ）ＰＥＴ） 立上立上立上立上のののの遅遅遅遅れれれれ

★★★★ ダイヤフーズダイヤフーズダイヤフーズダイヤフーズ 設備更新設備更新設備更新設備更新

上期上期上期上期

下期下期下期下期

＋＋＋＋１１１１．．．．００００

＋＋＋＋００００．．．．２２２２

＋＋＋＋１１１１．．．．２２２２
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貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表 （（（（2013年年年年 3月期月期月期月期 ））））

◇ 資産 関東八千代工場、ピッキングセンター拡充（関西、九州）等の戦略投資により増加、将来の収益獲得に向け布石

◇ 負債 戦略投資の原資として長期借入金が増加、日銀新貸出制度の利用等により資金調達コストの圧縮を図る

◇ 純資産 経営体質の充実強化、および、事業拡大に向けての機動的な対応への備えとして内部留保の充実へ

◇ 資産 関東八千代工場、ピッキングセンター拡充（関西、九州）等の戦略投資により増加、将来の収益獲得に向け布石

◇ 負債 戦略投資の原資として長期借入金が増加、日銀新貸出制度の利用等により資金調達コストの圧縮を図る

◇ 純資産 経営体質の充実強化、および、事業拡大に向けての機動的な対応への備えとして内部留保の充実へ

前連結会計年度

'12/3月期

'12/3/31 '13/3/31
増減 前年比

受取手形及び売掛金 △877 

商品及び製品 ＋1,935 

原材料及び貯蔵品 ＋623 

固定資産 93,654 98,416 
＋4,761 105.1% 有形固定資産 ＋4,849 

165,964 172,260 
＋6,295 103.8%

買掛金 △514 

短期借入金 △1,638 

未払金 △2,186 

未払法人税等 △1,339 

長期借入金 ＋4,125 

リース債務 ＋1,527 

95,762 95,578 
△184 99.8%

70,202 76,682 
＋6,479 109.2% 利益余剰金 ＋6,277 

165,964 172,260 
＋6,295 103.8%

'13/3月期 

主な増減内訳

流動資産 72,310  73,843  
＋1,533 102.1%

当第４四半期連結会計期間

固定負債 25,210 31,078 
＋5,867 123.3%

資産合計

91.4%

単位：百万円

流動負債

純資産合計

△6,051 

負債純資産合計

負債合計

70,551 64,499 
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設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費 （（（（2013年年年年 3月期月期月期月期））））

※設備投資には、リース調達を含む投資額を表示しております。

9,090

12,585 12,423

15,087

20,682

22,782

24,681
24,870

8,461

9,316

9,728 9,746

'10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期

償却前経常利益

（経常利益 ＋ 減価償却費）

減価償却費

投資総額

7777

主な設備投資 単位：百万円 投資総額 当期実績

◆ 関東八千代工場（関東新工場）　2012年7月 竣工 10,070 6,627

低層階：PSPおよび2軸延伸PET製品の生産工場、上層階：物流施設

◆ ＰＥＴリサイクル工場設備 993

（PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ2号機　2012年7月 稼動 690 ）

◆ 物流施設の整備

九州物流拠点　　 2013年7月 稼働予定 1,890 313

関西物流拠点　　 2013年10月 稼働予定 4,600 1,361

◆ 金型 1,425

◆ ＩＴ投資 420

'12/3月期

実績 実績 増減　 前年比 計画 達成率

有形固定資産 12,093 14,783 ＋2,690
122 .3%

14,100
104 .9%

うち土地 (403) (1,178) （＋775)
(292 .2% )

(1,100)
( 107 .2%)

無形固定資産 329 303 △26
92 .0%

400 
75 .8%

12,423 15,087 ＋2,664
121.4%

14,500
104.1%

土地を除く設備投資
(12,019) (13,908) （＋1,888)

(115 .7% )

(13,400)
( 103 .8%)

10,157 10,107 △49
99.5%

10,700
94.5%

うち減価償却費 (9,728 ) (9,746) （＋17) (100.2%) (10,350) (94.2%)

1,051 1,062 ＋11
101.1%

1,090
97.5%

第４四半期累計 計画

'13/3月期 '13/3月期

第４四半期累計 実績

設　備　投　資

設　備　費　用

研 究 開 発 費

単位：百万円
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キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー （（（（2013年年年年 3月期月期月期月期 ））））

利益を背景に営業CFは堅調に推移、関東八千代工場（関東新工場）を始めとする戦略投資を実施するものの

フリーキャッシュフローはプラス

利益を背景に営業CFは堅調に推移、関東八千代工場（関東新工場）を始めとする戦略投資を実施するものの

フリーキャッシュフローはプラス

'12/3月期

実績 実績 主な内訳

税金等調整前当期純利益 14,794

減価償却費 9,746

仕入債務の減少 △ 477

売上債権の減少 790

たな卸資産の増加 △ 2,581

法人税等の支払 △ 7,137

投資活動による C/F △ 9,508 △ 13,076 
有形固定資産の取得 △ 12,829

フリーキャッシュフロー 6,732 2,730 

借入金等の純増加額 2,575

リース債務の返済 △ 2,576

配当金の支払額 △ 2,571

現金及び現金同等物の増減額 636 150 

現金及び現金同等物の期末残高 13,909 14,060 

財務活動による C/F △ 6,095 △ 2,579 

単位：百万円

第４四半期累計 実績

'13/3月期

営業活動による C/F 16,240 15,806 
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計計計計 画画画画

2014年年年年 3月期月期月期月期
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決算決算決算決算 計画概要計画概要計画概要計画概要 （（（（2014年年年年 3月期月期月期月期 ））））

■■■■ 販売販売販売販売

製品製品製品製品>>>> 原材料価格の上昇に対しては、原価に基づき製品価格の是正

出荷枚数 ：前期比１０４.８％伸長

トレー容器 ：再生材料を使用した「エコトレー」・「エコＡＰＥＴ」を拡販

弁当・惣菜容器 ：耐寒・耐熱 発泡容器のマルチＦＰ、

軽量化製品の寿司・刺身容器の販売増を見込む

ＯＰＳ透明蓋はＰＥＴ２軸延伸透明蓋へ切り替え

商品商品商品商品>>>> グループの物流ネットワークを最大限に生かし、包装資材の取扱量を拡大

■■■■ 販売販売販売販売

製品製品製品製品>>>> 原材料価格の上昇に対しては、原価に基づき製品価格の是正

出荷枚数 ：前期比１０４.８％伸長

トレー容器 ：再生材料を使用した「エコトレー」・「エコＡＰＥＴ」を拡販

弁当・惣菜容器 ：耐寒・耐熱 発泡容器のマルチＦＰ、

軽量化製品の寿司・刺身容器の販売増を見込む

ＯＰＳ透明蓋はＰＥＴ２軸延伸透明蓋へ切り替え

商品商品商品商品>>>> グループの物流ネットワークを最大限に生かし、包装資材の取扱量を拡大

◇◇◇◇ 生産生産生産生産

生産性および品質の向上とともに、生産拠点の最適化を進める

関東八千代工場においてＰＥＴ２軸延伸製品の生産を本格化

◇◇◇◇ 物流物流物流物流

九州、関西の新拠点を稼動、衛生的で高品質な物流サービスを

全国レベルで提供、引き続き物流ネットワークの整備を推進

◇◇◇◇ 環境環境環境環境

回収量を拡大し地上資源の循環および障がい者の雇用を推進、

再生原料メーカーとして原材料価格高騰へ対応

◇◇◇◇ 生産生産生産生産

生産性および品質の向上とともに、生産拠点の最適化を進める

関東八千代工場においてＰＥＴ２軸延伸製品の生産を本格化

◇◇◇◇ 物流物流物流物流

九州、関西の新拠点を稼動、衛生的で高品質な物流サービスを

全国レベルで提供、引き続き物流ネットワークの整備を推進

◇◇◇◇ 環境環境環境環境

回収量を拡大し地上資源の循環および障がい者の雇用を推進、

再生原料メーカーとして原材料価格高騰へ対応

実績
構成比

計画
構成比 増減　 前年比

計画
構成比 増減　 前年比

トレー 27,579 17 .4 28,710 16 .8 ＋1,130 104 .1 % 14,260 16 .9 ＋465 103 .4 %

弁当・惣菜 80,660 51 .0 90,250 52 .9 ＋9,589 111 .9 % 44,480 52 .6 ＋4,370 110 .9 %

小計 108,239 68 .4 118,960 69 .8 ＋10,720 109 .9 % 58,740 69 .4 ＋4,836 109 .0 %

その他製品 6,845 4 .3 6,980 4 .1 ＋134 102 .0 % 3,380 4 .0 ＋53 101 .6 %

115,085
72.8

125,940 
73.9

＋10,854
109.4%

62,120 
73.4

＋4,889
108.5%

包装資材 34,145 21 .6 35,590 20 .9 ＋1,444 104 .2 % 18,070 21 .4 ＋615 103 .5 %

その他商品 8,960 5 .7 8,970 5 .3 ＋9 100 .1 % 4,410 5 .2 ＋6 100 .2 %

43,106 27.2 44,560 26.1 ＋1,453 103.4% 22,480 26.6 ＋622 102.8%

158,192
100.0

170,500 
100.0

＋12,307
107.8%

84,600 
100.0

＋5,512
107.0%

14,564
9.2

15,520 
9.1

＋955
106.6%

6,010 
7.1

△1,403
81.1%

15,122
9.6

15,600 
9.1

＋477
103.2%

6,120 
7.2

△1,408
81.3%

8,846
5.6

9,120 
5.3

＋273
103.1%

3,550 
4.2

△843
80.8%

通期 計画

'14/3月期

上期 計画

'14/3月期

単位：百万円

通期 実績

経　常　利　益

四半期（当期）純利益

製品売上高

商品売上高

売　上　高

営　業　利　益

'13/3月期
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経常利益経常利益経常利益経常利益 増減計画増減計画増減計画増減計画 （（（（2014年年年年3月期月期月期月期））））

上 期 ６１億 下 期 ９５億

＋３億 物流改善

－１５億 経費増加（戦略投資 等）

2013年 3月期 １５１．２億

＋＋＋＋１１１１

201４年 3月期 １５６億

－－－－１８１８１８１８

上 期 ７５．３億

＋＋＋＋１１１１

＋＋＋＋８８８８

＋＋＋＋１１１１

＋＋＋＋００００

－－－－９９９９

下 期 ７５．９億

－－－－２３２３２３２３（－（－（－（－２８２８２８２８））））

＋＋＋＋５５５５

＋＋＋＋３３３３

＋＋＋＋４４４４

－－－－６６６６

前期比 －１４億 ８１％ 前期比 ＋１９億 １２５％

前期比 ＋５億 １０３％

－－－－４１４１４１４１億億億億 原料原料原料原料値上値上値上値上りりりり

－－－－１５１５１５１５億億億億 経費経費経費経費 増増増増

＋＋＋＋３６３６３６３６億億億億 製品価格是正製品価格是正製品価格是正製品価格是正

＋４億 生産改善

＋４億 グループ会社 利益改善

＋６億 販売増・ＭＩＸ改善

上期

計画

下期

計画

※ 電力料上昇、人員増強

（新製品効果）

原材料価格 前期第前期第前期第前期第3四半期末四半期末四半期末四半期末よりよりよりより急騰急騰急騰急騰

戦略投資戦略投資戦略投資戦略投資

・ 九州物流拠点 7月稼働

・ 関西物流拠点 10月稼働

・ 福山クロスドックセンター 着工

・ 福山 開発棟 着工

・ ＯＰＥＴ押出２号機 導入

・ 八王子に物流拠点展開

単位：億円

＋＋＋＋２２２２

＋＋＋＋２５２５２５２５億億億億 利益改善利益改善利益改善利益改善

＋＋＋＋２８２８２８２８

原価原価原価原価にににに 基基基基づきづきづきづき 製品価格是正製品価格是正製品価格是正製品価格是正

※ 運送単価上昇、人員増強

上期上期上期上期

下期下期下期下期

徹底徹底徹底徹底したしたしたした 新製品提案新製品提案新製品提案新製品提案

＋＋＋＋２２２２

＋＋＋＋６６６６

＋８億 新素材効果

MFP、MSD、エコ、OPET、透明PP 新素材新素材新素材新素材へのへのへのへの 移行移行移行移行

鶏卵鶏卵鶏卵鶏卵パックパックパックパック業界業界業界業界 へのへのへのへの 取組取組取組取組みみみみ

・・・・ クロネスクロネスクロネスクロネス効果効果効果効果

・・・・ エコトレーエコトレーエコトレーエコトレー、、、、エコエコエコエコＡＰＥＴＡＰＥＴＡＰＥＴＡＰＥＴ拡販拡販拡販拡販

物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク整備整備整備整備

販売計画

売上高 1,705億 107.8%

11111111
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設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費 計画計画計画計画（（（（2014年年年年 3月期月期月期月期 ））））

※設備投資には、リース調達を含む投資額を表示しております。

' 13/3月期

実績 計画 増減　 前年比 計画 増減　 前年比

有形固定資産 14,783 20,015 +5,231
135 .4%

13,090 +2,546
124 .2%

うち土地 ( 1,178 ) ( 4,440 ) （＋3,261)
(376 .6% )

( 4,290 ) （＋3,113)
(364 .7% )

無形固定資産 303 355 ＋51
117 .0%

155 △4
96 .9%

15,087 20,370 ＋5,282 135.0% 13,245 ＋2,541 123.7%

土地を除く設備投資
( 13,908 ) ( 15,930 )

（＋2,021) (114.5%)
( 8,955 )

（△571) (94.0%)

10,107 10,330 ＋222 102.2% 4,910 ＋33 100.7%

うち減価償却費 ( 9,746 ) ( 9,960 ) （＋213) (102.2%) ( 4,720 ) （＋30) (100.6%)

1,062 1,090 ＋27 102.5% 540 ＋10 102.0%

上期 計画

'14/3月期

設　備　投　資

設　備　費　用

研 究 開 発 費

単位：百万円

通期 実績

'14/3月期

通期 計画

12121212

12,585 12,423

15,087

20,370

22,782

24,870

25,560

24,681

9,728 9,746
9,960

9,316

'11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期計画

償却前経常利益

（経常利益 ＋ 減価償却費）

減価償却費

投資総額

主な設備投資 単位：百万円 投資総額 当期計画

◆ 透明容器設備の増設 1,160

◆ 関東第一工場リニューアル 900

◆ 物流施設の整備

九州物流拠点　　 2013年7月 稼働予定 1,890 1,570

関西物流拠点　　 2013年10月 稼働予定 4,600 3,235

八王子物流拠点　2014年10月 稼働予定 9,490 4,770

福山物流拠点　　 2014年11月 稼働予定 4,400 1,750

◆ 金型 1,810

◆ ＩＴ投資 520
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中中中中・・・・長期目標長期目標長期目標長期目標 へへへへ 向向向向けてけてけてけて

代表取締役会長代表取締役会長代表取締役会長代表取締役会長

小松 安弘
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連結決算連結決算連結決算連結決算 のののの ポイントポイントポイントポイント とととと 今後今後今後今後 のののの 見通見通見通見通しししし

81.2

‘07/3

64.5

‘08/3

92.9

‘09/3

122.2

‘10/3

134.7

‘11/3 

149.5

‘12/3 

経常利益計画

１５６１５６１５６１５６億億億億 103.2%

‘14/3 

設備投資計画

２０４２０４２０４２０４億億億億

販売計画

売上高1,705億 107.8%

≫世界初 の 素材・機能

◇ ＭＦＰ（マルチＦＰ）販売増 → ＭＳＤ（マルチソリッド） 拡販

◇ ＰＥＴ二軸延伸 透明製品 拡販

◇ 新 ＰＰ 透明製品 拡販

◇ 鶏卵パック製品 販売拡大

≫持続的 な 新製品投入

◇ 「エフピコフェア２０１３」効果

≫戦略投資

☆‘13.7 九州物流拠点 稼働予定

☆‘13.10 関西物流拠点 稼働予定

☆ 八王子 物流拠点用地 取得 ‘14.10稼働予定

☆ 福山クロスドック 着工 ‘14.11 稼働予定

☆ 研究棟 建設

≫地上資源循環への 取組み

◇ 「エフピコ エコＡＰＥＴシリーズ」 拡販

◇ 「エコトレー」 拡販

◇ クロネス効果

≫汎用製品 価格競争への 対応

≫原材料価格 急騰 への 対応

≫徹底 した 社内改善

目標目標目標目標とするとするとするとする中期経営指標中期経営指標中期経営指標中期経営指標

１株当たり純利益 ４５０４５０４５０４５０円円円円

151.2
101.1%

‘13/3 

≫好調 な 新製品販売

≫戦略投資

☆‘12.7 関東八千代工場 竣工

‘12.4 関東ピッキングＣ

‘12.5 ＰＳＰ製品 生産

‘12.11ＰＥＴ二軸延伸製品 上市

☆ 関西、九州に物流拠点用地取得

☆ ダイヤフーズ設備更新

≫地上資源循環 への 取組み

☆‘12.7 クロネス２号機 稼動

◇‘12.5 「エフピコ エコＡＰETシリーズ」 上市

≫汎用製品 価格競争

≫原材料価格 急騰

経常利益経常利益経常利益経常利益 推移推移推移推移 単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円
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原材料原材料原材料原材料 動向動向動向動向

- 15-

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 . Q3

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期

GPPS

PET

ﾅﾌｻ

＄／Ton

‘08年末より 急落急落急落急落 ‘09年中旬より 再度値上再度値上再度値上再度値上りりりり

製品価格へ 還元還元還元還元
☆ 社内改善社内改善社内改善社内改善

☆ 軽量化軽量化軽量化軽量化・・・・素材切替素材切替素材切替素材切替

☆ 販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大

☆ 新製品化新製品化新製品化新製品化

★ 新製品新製品新製品新製品・・・・新素材製品新素材製品新素材製品新素材製品へへへへ のののの シフトシフトシフトシフト

★ 製品価格製品価格製品価格製品価格 へへへへ のののの 転嫁転嫁転嫁転嫁

★ 地上資源地上資源地上資源地上資源ＰＳＰＳＰＳＰＳ・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴのののの 循環循環循環循環（リサイクル）

‘11年初旬より 急騰

☆☆☆☆ 製品転嫁製品転嫁製品転嫁製品転嫁

‘12年3月期 第２四半期より実施

‘1２年末より 急騰急騰急騰急騰

☆☆☆☆ 製品価格是正製品価格是正製品価格是正製品価格是正
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MFPMFPMFPMFP・・・・MSDMSDMSDMSD 販売推移

MSDMSDMSDMSD

MFPMFPMFPMFP

エコエコエコエコAPETAPETAPETAPET 販売推移

５５５５つのつのつのつの新新新新シートシートシートシート＋＋＋＋αでででで シェアシェアシェアシェア拡大拡大拡大拡大

ＰＳＰ（ＰＳＰ（ＰＳＰ（ＰＳＰ（発泡発泡発泡発泡））））

ＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳ

発泡発泡発泡発泡ＰＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ

ＨＩＰＳＨＩＰＳＨＩＰＳＨＩＰＳ

ＰＰＦＰＰＦＰＰＦＰＰＦ

①①①① ＭＦＰＭＦＰＭＦＰＭＦＰ（（（（マルチマルチマルチマルチＦＰ）ＦＰ）ＦＰ）ＦＰ）

広広広広いいいい温度帯温度帯温度帯温度帯ををををカバーカバーカバーカバー －－－－40℃ 40℃ 40℃ 40℃ ～～～～ ＋＋＋＋110℃110℃110℃110℃

断熱性断熱性断熱性断熱性

★★★★ MFPMFPMFPMFP端材端材端材端材のののの 循環循環循環循環

→ → → → ①‘①‘①‘①‘ ＭＳＤ（ＭＳＤ（ＭＳＤ（ＭＳＤ（マルチソリッドマルチソリッドマルチソリッドマルチソリッド））））

②②②② 新新新新ＰＰＰＰＰＰＰＰ透明透明透明透明 耐熱透明耐熱透明耐熱透明耐熱透明

耐熱耐熱耐熱耐熱：＋：＋：＋：＋１２０１２０１２０１２０℃ ℃ ℃ ℃ 

透明度透明度透明度透明度アップアップアップアップ：：：：ＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳ並並並並みみみみをををを実現実現実現実現

④④④④ ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ一軸延伸一軸延伸一軸延伸一軸延伸 透明透明透明透明

耐熱耐熱耐熱耐熱アップアップアップアップ：＋：＋：＋：＋７０７０７０７０℃ ℃ ℃ ℃ 

シートシートシートシート厚厚厚厚みみみみ㎜：㎜：㎜：㎜：００００．．．．２３２３２３２３～～～～００００．．．．２１２１２１２１

※※※※従来従来従来従来００００．．．．３２３２３２３２～～～～００００．．．．３０３０３０３０

③③③③ ＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴ（ＰＥＴ（ＰＥＴ（ＰＥＴ（ＰＥＴ二軸延伸二軸延伸二軸延伸二軸延伸）））） 透明透明透明透明

耐熱耐熱耐熱耐熱アップアップアップアップ：：：：＋＋＋＋８０８０８０８０℃℃℃℃

シートシートシートシート厚厚厚厚みみみみ㎜：㎜：㎜：㎜：００００．．．．２０２０２０２０～～～～００００．．．．１８１８１８１８

④④④④’ ’ ’ ’ 「「「「エコエコエコエコＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」

⑤⑤⑤⑤ 新発泡新発泡新発泡新発泡ＰＰＰＰＰＰＰＰ （（（（新新新新ＨＳ）ＨＳ）ＨＳ）ＨＳ）

1.81.81.81.8倍発泡倍発泡倍発泡倍発泡 → → → → 3.53.53.53.5倍発泡倍発泡倍発泡倍発泡

図：素材別 シェア （重量ﾍﾞｰｽ）

①①①①

③③③③

ＰＰＰＰＰＰＰＰ

☆☆☆☆ 新新新新マーケットマーケットマーケットマーケット

・ 農産品向け 容器・軟包装（フィルム）

・ 食品加工メーカー向け 容器

①①①①

③③③③、、、、④④④④

②②②②、、、、⑤⑤⑤⑤

透明透明透明透明ＰＰＰＰＰＰＰＰ

②②②②

前期前期前期前期 2,000超超超超 品種品種品種品種 のののの 新製品新製品新製品新製品 をををを 投入投入投入投入

製製製製 品品品品 ５５５５千億円千億円千億円千億円マーケットマーケットマーケットマーケットでのでのでのでのシェアシェアシェアシェア拡大拡大拡大拡大

①①①①‘‘‘‘

エフピコフェアエフピコフェアエフピコフェアエフピコフェア２０１３２０１３２０１３２０１３ 開催開催開催開催

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年３３３３月月月月５５５５日日日日～～～～７７７７日日日日 於於於於 東京国際東京国際東京国際東京国際フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

来場者来場者来場者来場者13,00013,00013,00013,000
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生生生生 産産産産

福山福山福山福山工場工場工場工場

関東関東関東関東工場工場工場工場

亀岡亀岡亀岡亀岡工場工場工場工場

神辺神辺神辺神辺工場工場工場工場

笠岡笠岡笠岡笠岡工場工場工場工場 山形山形山形山形工場工場工場工場

下館下館下館下館工場工場工場工場

つくばつくばつくばつくば工場工場工場工場 筑西筑西筑西筑西工場工場工場工場

ダックスダックスダックスダックス四国四国四国四国

ダックスダックスダックスダックス

南郷南郷南郷南郷工場工場工場工場

鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島工場工場工場工場

富山富山富山富山工場工場工場工場

消費地消費地消費地消費地 近郊近郊近郊近郊 でのでのでのでの 生産生産生産生産 供給供給供給供給 体制体制体制体制消費地消費地消費地消費地 近郊近郊近郊近郊 でのでのでのでの 生産生産生産生産 供給供給供給供給 体制体制体制体制

北海道北海道北海道北海道工場工場工場工場

九州九州九州九州工場工場工場工場

トータルトータルトータルトータル でででで 競争力競争力競争力競争力 のあるのあるのあるのある 製品作製品作製品作製品作りりりり、、、、

販売増加販売増加販売増加販売増加へのへのへのへの備備備備ええええ

関東八千代関東八千代関東八千代関東八千代工場工場工場工場

中部中部中部中部工場工場工場工場

関東第関東第関東第関東第１１１１工場工場工場工場ﾘﾆｭー ｱﾙ6月稼働予定

東北東北東北東北工場工場工場工場

東北工場東北工場東北工場東北工場ﾘﾆｭー ｱﾙ予定

‘12年年年年15月月月月 ＰＳＰＰＳＰＰＳＰＰＳＰ生産開始生産開始生産開始生産開始

‘12年年年年11月月月月 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ二軸延伸製品二軸延伸製品二軸延伸製品二軸延伸製品上市上市上市上市
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FP Corporation ・・・・

★★★★配送配送配送配送ｾﾝﾀーｾﾝﾀーｾﾝﾀーｾﾝﾀー 8拠点拠点拠点拠点：：：： 13万万万万65百坪百坪百坪百坪

★★★★ﾋﾋﾋﾋﾟ゚゚゚ｯｷﾝｸｯｷﾝｸｯｷﾝｸｯｷﾝｸﾞ゙゙゙ｾﾝﾀーｾﾝﾀーｾﾝﾀーｾﾝﾀー 12拠点拠点拠点拠点：：：： 4万万万万22百坪百坪百坪百坪

九州新九州新九州新九州新配送配送配送配送ＣＣＣＣ ・・・・ＰＣＰＣＰＣＰＣ

‘13年年年年7月月月月 稼動予定稼動予定稼動予定稼動予定（（（（神埼市神埼市神埼市神埼市））））

物物物物 流流流流 ２２２２兆円兆円兆円兆円マーケットマーケットマーケットマーケットへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦

九州九州九州九州ＰＣＰＣＰＣＰＣ

広島広島広島広島ＰＣＰＣＰＣＰＣ

福山福山福山福山ＰＣＰＣＰＣＰＣ

新潟新潟新潟新潟ＰＣＰＣＰＣＰＣ

西関東西関東西関東西関東ＰＣＰＣＰＣＰＣ東京東京東京東京ＰＣＰＣＰＣＰＣ

関東関東関東関東ＰＣＰＣＰＣＰＣ

東北東北東北東北ＰＣＰＣＰＣＰＣ

北海道北海道北海道北海道ＰＣＰＣＰＣＰＣ

九州九州九州九州配送配送配送配送CCCC

福山福山福山福山配送配送配送配送CCCC

中部中部中部中部配送配送配送配送CCCC

関東関東関東関東ハブハブハブハブＣＣＣＣ

北海道北海道北海道北海道配送配送配送配送CCCC

東北東北東北東北配送配送配送配送CCCC

中部中部中部中部ＰＣＰＣＰＣＰＣ

関西新関西新関西新関西新配送配送配送配送ＣＣＣＣ・・・・ＰＣＰＣＰＣＰＣ

‘13年年年年10月月月月 稼動予定稼動予定稼動予定稼動予定（（（（神戸市神戸市神戸市神戸市））））

計計計計 17万万万万 87百坪百坪百坪百坪 東京東京東京東京ドームドームドームドーム12個分超個分超個分超個分超 のののの 規模規模規模規模

‘14‘14‘14‘14年度年度年度年度にはにはにはには

全国全国全国全国 をををを フルカバーフルカバーフルカバーフルカバー するするするする 物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク整備整備整備整備

東海東海東海東海配送配送配送配送ＣＣＣＣ

‘13年年年年3月月月月 再稼働再稼働再稼働再稼働 （（（（沼津市沼津市沼津市沼津市））））

関西関西関西関西ＰＣＰＣＰＣＰＣ

‘14年年年年11月月月月 福山福山福山福山クロスドッククロスドッククロスドッククロスドックC稼働予定

‘14年年年年10月月月月 八王子八王子八王子八王子配送配送配送配送ＣＣＣＣ 稼働予定

‘12/4‘12/4‘12/4‘12/4：：：：関東関東関東関東PCPCPCPC 拡充拡充拡充拡充

‘11/5‘11/5‘11/5‘11/5：：：：中部物流拠点中部物流拠点中部物流拠点中部物流拠点 拡充拡充拡充拡充

‘10/5‘10/5‘10/5‘10/5：：：：福山福山福山福山PCPCPCPC 拡充拡充拡充拡充

運送単価運送単価運送単価運送単価 急騰急騰急騰急騰
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地上資源地上資源地上資源地上資源のののの 循環循環循環循環

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

金沢金沢金沢金沢選別選別選別選別

九州九州九州九州選別選別選別選別 中部中部中部中部選別選別選別選別 中部中部中部中部ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ

北海道北海道北海道北海道選別選別選別選別

西宮西宮西宮西宮選別選別選別選別

東海東海東海東海選別選別選別選別

関東関東関東関東選別選別選別選別 関東関東関東関東ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ

福山福山福山福山選別選別選別選別福山福山福山福山ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴﾒｶﾆｶﾙﾒｶﾆｶﾙﾒｶﾆｶﾙﾒｶﾆｶﾙ ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ

環境環境環境環境 とととと 障障障障がいがいがいがい者雇用者雇用者雇用者雇用がががが 一体化一体化一体化一体化 したしたしたした 事業事業事業事業環境環境環境環境 とととと 障障障障がいがいがいがい者雇用者雇用者雇用者雇用がががが 一体化一体化一体化一体化 したしたしたした 事業事業事業事業

「「「「トレートレートレートレー toトレートレートレートレー」」」」＋＋＋＋ 「「「「ボトルボトルボトルボトル toトレートレートレートレー」」」」

回収量回収量回収量回収量 のののの 拡大拡大拡大拡大 とととと 回収率回収率回収率回収率アップアップアップアップ回収量回収量回収量回収量 のののの 拡大拡大拡大拡大 とととと 回収率回収率回収率回収率アップアップアップアップ

‘13年年年年 3月期月期月期月期

8,400拠点拠点拠点拠点から を回収回収回収回収 171億円億円億円億円 の を販売販売販売販売

クロネスクロネスクロネスクロネス １１１１＋＋＋＋２２２２号機稼動号機稼動号機稼動号機稼動でででで

２２２２万万万万２２２２千千千千 ㌧㌧㌧㌧/年年年年 のののの再生能力再生能力再生能力再生能力

生産生産生産生産コストコストコストコスト １００１００１００１００～～～～１１０１１０１１０１１０円円円円/㎏㎏㎏㎏

「「「「エコエコエコエコＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」ＡＰＥＴ」 上市上市上市上市 （（（（’12/5’12/5’12/5’12/5））））

山形山形山形山形選別選別選別選別

障がい者雇用数：６８４６８４６８４６８４ （雇用実人数４０３名）

・ 特例子会社

・ 就労継続支援Ａ型事業所

（’13年3月末）

雇用率 １６.１％

（’13年3月末）

エコトレーエコトレーエコトレーエコトレー

エコエコエコエコAPET
使用済みトレー 8,237㌧㌧㌧㌧

PETボトル 3,081㌧㌧㌧㌧
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☆☆☆☆ 物物物物 流流流流

・・・・ 九州物流拠点九州物流拠点九州物流拠点九州物流拠点拡充 ‘13年年年年 7月月月月稼働予定

・・・・ 関西物流拠点関西物流拠点関西物流拠点関西物流拠点拡充 ‘13年年年年10月月月月稼働予定

・・・・ 八王子物流拠点八王子物流拠点八王子物流拠点八王子物流拠点新設 ‘14年年年年10月月月月稼働予定

・・・・ 福山福山福山福山クロスドックセンタークロスドックセンタークロスドックセンタークロスドックセンター ‘14年年年年11月月月月稼働予定

☆☆☆☆ 生生生生 産産産産

・・・・ 関東第一工場関東第一工場関東第一工場関東第一工場 リニューアル ‘‘‘‘13年年年年 6月月月月稼働予定

・・・・ 生産生産生産生産設備設備設備設備

ＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴ押出押出押出押出ししししラインラインラインライン 2号機号機号機号機 導入

（PET二軸延伸シート押出）

ＭＦＰＭＦＰＭＦＰＭＦＰ・・・・ＭＳＤＭＳＤＭＳＤＭＳＤ生産生産生産生産ラインラインラインライン 増強

透明透明透明透明ＰＰＰＰＰＰＰＰ生産生産生産生産ラインラインラインライン 増強

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ生産生産生産生産ラインラインラインライン 増強

☆☆☆☆ 開開開開 発発発発

・・・・ 『『『『研究棟研究棟研究棟研究棟』』』』 建設

設設設設 備備備備 投投投投 資資資資

関西新ピッキングｾﾝﾀｰ

新配送ｾﾝﾀｰ

延床面積 11,800坪

九州新配送ｾﾝﾀｰ

延床面積 5,800坪

‘14年3月期 設備投資計画 総額 ２０４２０４２０４２０４億億億億

用地取得予定額 ４１４１４１４１億億億億

関東第一工場

福山ｸﾛｽﾄﾞｯｸｾﾝﾀｰ

延床面積 7,000坪

延床面積 17,500坪
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中中中中 期期期期 目目目目 標標標標

中期目標中期目標中期目標中期目標

商商商商 品品品品

1,0001,0001,0001,000 億億億億

経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率 6666%%%%

製製製製 品品品品

2,0002,0002,0002,000 億億億億

経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率 12121212%%%%

５５５５千億円千億円千億円千億円マーケットマーケットマーケットマーケット でのでのでのでの シェアシェアシェアシェア拡大拡大拡大拡大

２２２２兆円兆円兆円兆円マーケットマーケットマーケットマーケット へのへのへのへの 挑戦挑戦挑戦挑戦

商品商品商品商品 売上売上売上売上

製品製品製品製品 売上売上売上売上

426億

1,131 億

☆☆☆☆ 世界世界世界世界初初初初 のののの シートシートシートシート・・・・素材素材素材素材

☆☆☆☆ 新新新新マーケットマーケットマーケットマーケット 創造創造創造創造

☆☆☆☆ M M M M & & & & AAAA

☆☆☆☆ 持続的持続的持続的持続的 なななな 新製品投入新製品投入新製品投入新製品投入

◇◇◇◇ グローバルマーケットグローバルマーケットグローバルマーケットグローバルマーケット

☆☆☆☆ ＢＢＢＢtotototoＢＢＢＢ 取組取組取組取組 加速加速加速加速

☆☆☆☆ 問屋問屋問屋問屋サポートサポートサポートサポート（（（（インフラインフラインフラインフラ活用活用活用活用））））

共同仕入共同仕入共同仕入共同仕入、、、、共同配送共同配送共同配送共同配送

経常利益経常利益経常利益経常利益 149149149149 .5.5.5.5 億

売上高売上高売上高売上高 1,5571,5571,5571,557億

3,0003,0003,0003,000 億億億億

300300300300 億億億億

☆☆☆☆ 戦戦戦戦 略略略略 投投投投 資資資資
97.3 億

償却前 経常利益 246.8 億

50505050期

減価償却

124 億設備投資

446446446446億

156156156156 億

1,7051,7051,7051,705億

99.6 億

256億

52525252期 計画計画計画計画

204 億

151151151151 .2.2.2.2 億

1,5821,5821,5821,582億

97.5 億

248.7 億

51515151期

151 億

431億

1,151 億
1,2591,2591,2591,259億

21212121
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マーケットマーケットマーケットマーケット へのへのへのへの 取取取取りりりり組組組組みみみみ

消消消消 耗耗耗耗 品品品品 ・・・・ 包包包包 装装装装 資資資資 材材材材 / / / / 機機機機 器器器器簡簡簡簡 易易易易 包包包包 装装装装 容容容容 器器器器

物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク ＆＆＆＆ ＳＣＭＳＣＭＳＣＭＳＣＭ

得意分野得意分野得意分野得意分野での

優位性優位性優位性優位性 確立確立確立確立

新規分野新規分野新規分野新規分野の攻略攻略攻略攻略 問問問問 屋屋屋屋 サポートサポートサポートサポート

製製製製 品品品品 市場規模：５５５５千千千千億円製製製製 品品品品 市場規模：５５５５千千千千億円
商 品 市場規模：２２２２兆円超商 品 市場規模：２２２２兆円超

包装資材包装資材包装資材包装資材・・・・消耗品消耗品消耗品消耗品 メーカーメーカーメーカーメーカー

食

品ト

レ

ー

食

品ト

レ

ー

惣

菜

・

弁

当

容

器

惣

菜

・

弁

当

容

器

袋袋

フ

ィ

ル

ム

フ

ィ

ル

ム

アウトパックアウトパックアウトパックアウトパックインストアインストアインストアインストア

加

工

食

品

加

工

食

品

農

産

農

産

鮮

魚

鮮

魚

精

肉

精

肉

青

果

青

果

惣

菜

惣

菜

畜

産

畜

産

水

産

水

産

鶏

卵

パ

ッ

ク

鶏

卵

パ

ッ

ク

農

産

容

器

資

材

農

産

容

器

資

材

バ

リ

ア

ブ

ル

容

器

バ

リ

ア

ブ

ル

容

器

紙

容

器

紙

容

器

エフピコエフピコエフピコエフピコ グループグループグループグループ

環境経営環境経営環境経営環境経営物流力物流力物流力物流力 インフラインフラインフラインフラ調達力調達力調達力調達力 社会責任社会責任社会責任社会責任製品製品製品製品////素材素材素材素材 力力力力 提案力提案力提案力提案力

事業提携事業提携事業提携事業提携・・・・MMMM＆＆＆＆AAAA

世界初世界初世界初世界初 のののの 素材素材素材素材・・・・機能機能機能機能

エフピコエフピコエフピコエフピコ商事商事商事商事

22222222

小売小売小売小売・・・・中食中食中食中食・・・・外食外食外食外食

事務用品事務用品

コピー用紙

情報用紙

専用用紙

食品容器食品容器

紙トレー

フルーツ

ケース

物流

梱包

物流

梱包

保冷資材

結束資材

運搬機器

緩衝材

厨房

バックヤード

厨房

バックヤード

包装フィルム

吸水紙

ラップ

ホイール

調理道具

衛生用品衛生用品

ゴミ袋

マスク・手袋

作業着・帽子

エプロン

シューズ

ホール

フロント

ホール

フロント

ポリ袋

レジ袋

割り箸

おしぼり

販促シール

清掃用品清掃用品

薬剤・洗剤

掃除用具

雑巾

店舗用品店舗用品

什器

備品

＝＝＝＝ごごごご参考参考参考参考＝＝＝＝
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企業規模拡大企業規模拡大企業規模拡大企業規模拡大 にににに 向向向向けてけてけてけて

代表取締役社長

佐藤 守正

23232323
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ＰＳＰ（ＰＳＰ（ＰＳＰ（ＰＳＰ（発泡発泡発泡発泡））））

ＯＰＳ（ＯＰＳ（ＯＰＳ（ＯＰＳ（透明透明透明透明））））

ＰＥＴ（ＰＥＴ（ＰＥＴ（ＰＥＴ（透明透明透明透明））））

ＨＩＰＳＨＩＰＳＨＩＰＳＨＩＰＳ

※※※※ 中央円中央円中央円中央円グラフグラフグラフグラフ；；；；素材別素材別素材別素材別 シェアシェアシェアシェア （（（（重量重量重量重量ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ））））

ＰＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ：：：：ポリエチレンテレフタレートポリエチレンテレフタレートポリエチレンテレフタレートポリエチレンテレフタレート

ＰＰＰＰＰＰＰＰ：：：：ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン ＰＳＰＳＰＳＰＳ：：：：ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

ＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳ：：：：延伸延伸延伸延伸ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

ＰＳＰＰＳＰＰＳＰＰＳＰ：：：：発泡発泡発泡発泡ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

☆☆☆☆ 成型性成型性成型性成型性がががが良良良良いいいい

☆☆☆☆ 原材料比率原材料比率原材料比率原材料比率がががが低低低低いいいい

☆☆☆☆ 軽量化軽量化軽量化軽量化がががが可能可能可能可能

☆☆☆☆ 断熱性断熱性断熱性断熱性がががが高高高高いいいい

★★★★ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性がががが低低低低いいいい：＋：＋：＋：＋７０７０７０７０℃℃℃℃

★★★★ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに劣劣劣劣るるるる

☆☆☆☆ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性があるがあるがあるがある：＋：＋：＋：＋１１０１１０１１０１１０℃℃℃℃

☆☆☆☆ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに優優優優れるれるれるれる

★★★★ 発泡発泡発泡発泡がががが難難難難くくくく、、、、軽量化軽量化軽量化軽量化しにくいしにくいしにくいしにくい

★★★★ コシコシコシコシ強度強度強度強度がががが低低低低いいいい

★★★★ 耐寒性耐寒性耐寒性耐寒性にににに劣劣劣劣るるるる

★★★★ 透明性透明性透明性透明性がががが出難出難出難出難いいいい

☆☆☆☆ 最後発最後発最後発最後発 樹脂樹脂樹脂樹脂

☆☆☆☆ 透明性透明性透明性透明性がががが高高高高いいいい

☆☆☆☆ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに優優優優れるれるれるれる

★★★★ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性がががが低低低低いいいい：＋：＋：＋：＋６０６０６０６０℃℃℃℃

★★★★ 比重比重比重比重がががが大大大大きいきいきいきい

☆☆☆☆ 透明性透明性透明性透明性があるがあるがあるがある

☆☆☆☆ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性：：：：＋＋＋＋８０８０８０８０℃ ℃ ℃ ℃ 

★★★★ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに劣劣劣劣るるるる

★★★★ 軽量化軽量化軽量化軽量化にににに限界限界限界限界

☆☆☆☆ 透明性透明性透明性透明性がががが高高高高いいいい

☆☆☆☆ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに優優優優れるれるれるれる

☆☆☆☆ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性ががががＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳとととと同等同等同等同等：＋：＋：＋：＋８０８０８０８０℃℃℃℃

☆☆☆☆ 延伸延伸延伸延伸によりによりによりにより軽量化軽量化軽量化軽量化がががが可能可能可能可能

★★★★ 成型成型成型成型がががが難難難難しいしいしいしい

☆☆☆☆ 成型性成型性成型性成型性がががが良良良良いいいい

☆☆☆☆ 原材料比率原材料比率原材料比率原材料比率がががが低低低低いいいい

☆☆☆☆ 断熱性断熱性断熱性断熱性がががが高高高高いいいい

☆☆☆☆ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに優優優優れるれるれるれる

☆☆☆☆ 幅広幅広幅広幅広いいいい温度帯温度帯温度帯温度帯ををををカバーカバーカバーカバー

－－－－４０４０４０４０℃℃℃℃～～～～ ＋＋＋＋１１０１１０１１０１１０℃ ℃ ℃ ℃ 

☆☆☆☆ コシコシコシコシ強度強度強度強度があるがあるがあるがある

☆☆☆☆ 更更更更なるなるなるなる軽量化軽量化軽量化軽量化がががが可能可能可能可能

☆☆☆☆ 耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性があるがあるがあるがある：＋：＋：＋：＋１２０１２０１２０１２０℃℃℃℃

☆☆☆☆ 耐油性耐油性耐油性耐油性にににに優優優優れるれるれるれる

☆☆☆☆ 透明性透明性透明性透明性ががががＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳとととと同等同等同等同等

新新新新ＰＰＰＰＰＰＰＰ透明透明透明透明

世界初世界初世界初世界初 のののの 素材素材素材素材・・・・シートシートシートシート シートシートシートシート加工加工加工加工メーカーメーカーメーカーメーカーからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却

ＭＳＤＭＳＤＭＳＤＭＳＤ：：：：マルチソリッドマルチソリッドマルチソリッドマルチソリッド

：：：：発泡発泡発泡発泡ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

：：：：非発泡非発泡非発泡非発泡ポリスチレンポリスチレンポリスチレンポリスチレン

マルチマルチマルチマルチＦＰＦＰＦＰＦＰ端材端材端材端材のののの循環循環循環循環

PPPPPPPP系系系系

耐熱耐熱耐熱耐熱容器本体容器本体容器本体容器本体 販売状況

MFPMFPMFPMFP ++++ MSDMSDMSDMSD

24242424

ＭＦＰＭＦＰＭＦＰＭＦＰ：：：：マルチマルチマルチマルチＦＰＦＰＦＰＦＰ

ＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴＯＰＥＴ：ＰＥＴ：ＰＥＴ：ＰＥＴ：ＰＥＴ二軸延伸二軸延伸二軸延伸二軸延伸
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マーケットマーケットマーケットマーケット のののの 状況状況状況状況

オーバーストアオーバーストアオーバーストアオーバーストアによるによるによるによる競争激化競争激化競争激化競争激化

他他他他業種業種業種業種（（（（ドラッグストアドラッグストアドラッグストアドラッグストア・・・・ホームセンターホームセンターホームセンターホームセンター））））からのからのからのからの参入参入参入参入

ナショナルチェーンナショナルチェーンナショナルチェーンナショナルチェーンのののの地方進出地方進出地方進出地方進出

CVSCVSCVSCVSのののの旺盛旺盛旺盛旺盛なななな出店出店出店出店

インストアインストアインストアインストアからからからからアウトパックアウトパックアウトパックアウトパックへへへへ

更更更更なるなるなるなる合理化要請合理化要請合理化要請合理化要請

地方地方地方地方スーパースーパースーパースーパーのののの優劣優劣優劣優劣がががが更更更更にににに進行進行進行進行

地方問屋地方問屋地方問屋地方問屋のののの経営悪化経営悪化経営悪化経営悪化

物流合理化物流合理化物流合理化物流合理化 CCCCランクランクランクランク品在庫削減品在庫削減品在庫削減品在庫削減

商品調達力商品調達力商品調達力商品調達力

プライベートブランドプライベートブランドプライベートブランドプライベートブランドのののの拡大拡大拡大拡大

地方地方地方地方SMSMSMSMのののの淘汰淘汰淘汰淘汰

ロングライフロングライフロングライフロングライフ商品商品商品商品

新製品開発新製品開発新製品開発新製品開発

新技術新技術新技術新技術

25252525
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物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備 －－－－１１１１

九州DC・PC 2013年7⽉ 稼動

■■■■ 現現現現 ＤＣＤＣＤＣＤＣ借庫借庫借庫借庫

ＤＣＤＣＤＣＤＣ 保管能力 ６０６０６０６０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

■■■■ 新新新新センターセンターセンターセンター ３３３３階建階建階建階建ててててＤＣＤＣＤＣＤＣ

ＤＣＤＣＤＣＤＣ

床面積 ５５５５，，，，００００００００００００ 坪坪坪坪

保管能力 １１０１１０１１０１１０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

■■■■ 現現現現 センターセンターセンターセンター ＤＣＤＣＤＣＤＣ新新新新センターセンターセンターセンター稼働後稼働後稼働後稼働後 ＰＣＰＣＰＣＰＣ をををを 拡張拡張拡張拡張

ＤＣＤＣＤＣＤＣ

床面積
５５５５，，，，４００４００４００４００ 坪坪坪坪

保管能力
１１０１１０１１０１１０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

ＰＣＰＣＰＣＰＣ 床面積 ３３３３，，，，００００００００００００ 坪坪坪坪

物流物流物流物流 拠点拠点拠点拠点

生産生産生産生産 拠点拠点拠点拠点

■■■■ 現現現現 センターセンターセンターセンター

ＤＣＤＣＤＣＤＣ

床面積
６６６６，，，，８００８００８００８００ 坪坪坪坪

保管能力 １３０１３０１３０１３０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

ＰＣＰＣＰＣＰＣ 床面積 １１１１，，，，６００６００６００６００ 坪坪坪坪

返却返却返却返却

26262626
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物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備 －－－－２２２２

関⻄DC・PC 2013年10⽉ 稼動

■■■■ 現現現現 ＤＣＤＣＤＣＤＣ借庫借庫借庫借庫

ＤＣＤＣＤＣＤＣ 保管能力
３０３０３０３０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

■■■■ 新新新新センターセンターセンターセンター ５５５５階建階建階建階建てててて ＤＣＤＣＤＣＤＣ・・・・ＰＣＰＣＰＣＰＣ

ＤＣＤＣＤＣＤＣ

床面積 ３３３３，，，，２００２００２００２００ 坪坪坪坪

保管能力 ７０７０７０７０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

ＰＣＰＣＰＣＰＣ 床面積 ７７７７，，，，８００８００８００８００ 坪坪坪坪

■■■■ 現現現現 センターセンターセンターセンター 新新新新センターセンターセンターセンター稼働後稼働後稼働後稼働後 ＤＣＤＣＤＣＤＣ へへへへ 変更変更変更変更

ＤＣＤＣＤＣＤＣ

床面積 ３３３３，，，，８００８００８００８００ 坪坪坪坪

保管能力
５０５０５０５０，，，，００００００００００００ ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

■■■■ 現現現現 センターセンターセンターセンター

ＰＣＰＣＰＣＰＣ 床面積 ３３３３，，，，８００８００８００８００ 坪坪坪坪

返却返却返却返却

27272727

物流物流物流物流 拠点拠点拠点拠点

生産生産生産生産 拠点拠点拠点拠点
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物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備 －－－－３３３３－－－－１１１１

1111 2222 3333

4444

5555

◆ ①〜⑤の5ヶ所で積み込み実施
◆ 82％の⾞両は積み込みに

3時間程度要している
（平均 2時間50分）

福⼭配送センター での 積み込み

福山福山福山福山ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

28282828
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福⼭クロスドックセンター 201４年１１⽉ 稼動開始

福山福山福山福山ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

福山福山福山福山クロスドックセンタークロスドックセンタークロスドックセンタークロスドックセンター

2014年7⽉
◇ 倉庫稼動（2,3F 10万ケース）

2014年11⽉
◇ クロスドックセンター稼動（1F）

物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備 －－－－３３３３－－－－２２２２

コンベアーコンベアーコンベアーコンベアー接続接続接続接続

29292929
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物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備 －－－－４４４４

・・・・ 関東関東関東関東エリアエリアエリアエリア のののの 全体最適化

・・・・ 配送品質配送品質配送品質配送品質 のののの 向上向上向上向上

・・・・ 東西東西東西東西よりよりよりより関東全域関東全域関東全域関東全域をををを カバーカバーカバーカバー

・・・・ リスクリスクリスクリスク分散分散分散分散

・・・・ トータルコストトータルコストトータルコストトータルコスト削減削減削減削減

30303030

圏央道

⼋王⼦⼋王⼦ｾﾝﾀｰ
計画地

関東関東ﾊﾌﾞｾﾝﾀｰ
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物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク 整備整備整備整備

中部中部中部中部配送Ｃ

14.5千坪

北海道北海道北海道北海道配送Ｃ

4.3千坪

北海道北海道北海道北海道ＰＣ

0.7千坪

中部中部中部中部ＰＣ

3.7千坪

高品質高品質高品質高品質でででで 効率的効率的効率的効率的 なななな 物流物流物流物流サービスサービスサービスサービスにににによりよりよりより

全国全国全国全国 をををを フルカバーフルカバーフルカバーフルカバー

九州九州九州九州配送Ｃ

7.5千坪 → 11.0千坪

九州九州九州九州ＰＣ

1.6千坪→3.0千坪

関西関西関西関西配送Ｃ

→ 7.5千坪

関西関西関西関西ＰＣ

4.0千坪 → 8.2千坪

‘10/5‘10/5‘10/5‘10/5：：：：福山福山福山福山PCPCPCPC 拡充

‘11/5‘11/5‘11/5‘11/5：：：：中部物流拠点中部物流拠点中部物流拠点中部物流拠点 拡充‘13/7‘13/7‘13/7‘13/7：：：：九州物流拠点九州物流拠点九州物流拠点九州物流拠点 拡充予定 ‘12/4‘12/4‘12/4‘12/4：：：：関東関東関東関東PCPCPCPC 拡充

福山福山福山福山配送Ｃ

32.5千坪 → 39.5坪

福山福山福山福山ＰＣ

広島広島広島広島ＰＣ

8.2千坪

関東関東関東関東ハブＣ

36.6千坪

関東関東関東関東ＰＣ

西関東西関東西関東西関東ＰＣ

東京東京東京東京ＰＣ

新潟新潟新潟新潟ＰＣ

15.8千坪

配送配送配送配送CCCC：：：： 10101010万万万万75757575百坪百坪百坪百坪 →→→→ 11111111万万万万80808080百坪百坪百坪百坪 →→→→13131313万万万万65656565百坪百坪百坪百坪

ﾋﾋﾋﾋﾟ゚゚゚ｯｷﾝｸｯｷﾝｸｯｷﾝｸｯｷﾝｸﾞ゙゙゙CCCC：：：： 3333万万万万45454545百坪百坪百坪百坪 →→→→ 4444万万万万00000000百坪百坪百坪百坪 →→→→ 4444万万万万22222222百坪百坪百坪百坪

‘13年10月

‘13/10‘13/10‘13/10‘13/10：：：：関西物流拠点関西物流拠点関西物流拠点関西物流拠点 拡充予定

東北東北東北東北配送Ｃ

11.6千坪

東北東北東北東北ＰＣ

0.5千坪

‘13年 3月 ‘14年11月

‘14/11‘14/11‘14/11‘14/11：：：：福山福山福山福山クロスドッククロスドッククロスドッククロスドック 稼働予定

八王子八王子八王子八王子配送Ｃ

11.0千坪

’14/10’14/10’14/10’14/10：：：：八王子八王子八王子八王子 配送配送配送配送CCCC 稼働予定

八王子八王子八王子八王子ＰＣ

4.8千坪

31313131
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マーケットマーケットマーケットマーケット へのへのへのへの 取取取取りりりり組組組組みみみみ

消消消消 耗耗耗耗 品品品品 ・・・・ 包包包包 装装装装 資資資資 材材材材 / / / / 機機機機 器器器器簡簡簡簡 易易易易 包包包包 装装装装 容容容容 器器器器

物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク ＆＆＆＆ ＳＣＭＳＣＭＳＣＭＳＣＭ

得意分野得意分野得意分野得意分野での

優位性優位性優位性優位性 確立確立確立確立

新規分野新規分野新規分野新規分野の攻略攻略攻略攻略 問問問問 屋屋屋屋 サポートサポートサポートサポート

製製製製 品品品品 市場規模：５５５５千千千千億円製製製製 品品品品 市場規模：５５５５千千千千億円
商 品 市場規模：２２２２兆円超商 品 市場規模：２２２２兆円超

包装資材包装資材包装資材包装資材・・・・消耗品消耗品消耗品消耗品 メーカーメーカーメーカーメーカー

食

品ト

レ

ー

食

品ト

レ

ー

惣

菜

・

弁

当

容

器

惣

菜

・

弁

当

容

器

袋袋

フ

ィ

ル

ム

フ

ィ

ル

ム

アウトパックアウトパックアウトパックアウトパックインストアインストアインストアインストア

加

工

食

品

加

工

食

品

農

産

農

産

鮮

魚

鮮

魚

精

肉

精

肉

青

果

青

果

惣

菜

惣

菜

畜

産

畜

産

水

産

水

産

鶏

卵

パ

ッ

ク

鶏

卵

パ

ッ

ク

農

産

容

器

資

材

農

産

容

器

資

材

バ

リ

ア

ブ

ル

容

器

バ

リ

ア

ブ

ル

容

器

紙

容

器

紙

容

器

エフピコエフピコエフピコエフピコ グループグループグループグループ

環境経営環境経営環境経営環境経営物流力物流力物流力物流力 インフラインフラインフラインフラ調達力調達力調達力調達力 社会責任社会責任社会責任社会責任製品製品製品製品////素材素材素材素材 力力力力 提案力提案力提案力提案力

事業提携事業提携事業提携事業提携・・・・MMMM＆＆＆＆AAAA

世界初世界初世界初世界初 のののの 素材素材素材素材・・・・機能機能機能機能

エフピコエフピコエフピコエフピコ商事商事商事商事

32323232

小売小売小売小売・・・・中食中食中食中食・・・・外食外食外食外食

事務用品事務用品

コピー用紙

情報用紙

専用用紙

食品容器食品容器

紙トレー

フルーツ

ケース

物流

梱包

物流

梱包

保冷資材

結束資材

運搬機器

緩衝材

厨房

バックヤード

厨房

バックヤード

包装フィルム

吸水紙

ラップ

ホイール

調理道具

衛生用品衛生用品

ゴミ袋

マスク・手袋

作業着・帽子

エプロン

シューズ

ホール

フロント

ホール

フロント

ポリ袋

レジ袋

割り箸

おしぼり

販促シール

清掃用品清掃用品

薬剤・洗剤

掃除用具

雑巾

店舗用品店舗用品

什器

備品
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添付資料添付資料添付資料添付資料

33333333
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施設見学施設見学施設見学施設見学 のののの ごごごご案内案内案内案内

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル 容器選別容器選別容器選別容器選別

ＰＳＰＳＰＳＰＳリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル
中部施設見学中部施設見学中部施設見学中部施設見学

中部中部中部中部ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

中部第中部第中部第中部第２２２２配送配送配送配送センターセンターセンターセンター

☆☆☆☆ 選別選別選別選別センターセンターセンターセンター ・発泡ＰＳ容器 色選別

・透明容器 素材選別

☆☆☆☆ リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場 ・ＰＳ容器リサイクル

・ＰＥＴ容器リサイクル、ＰＥＴボトルリサイクル

☆☆☆☆ 配送配送配送配送センターセンターセンターセンター・・・・ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

☆☆☆☆ 生産工場生産工場生産工場生産工場 ・ＰＳＰ（発泡ＰＳ）製品生産

最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭 のののの生産生産生産生産 ～～～～ 物流物流物流物流 ～～～～ リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル をををを ごごごご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。

・ ご都合の良い日時で見学いただけます

・ 見学時間：約３時間

・ 受付：経営企画室 児玉 03-5325-7756

関東施設見学関東施設見学関東施設見学関東施設見学

・ 最寄駅：ＪＲ東海 岐阜羽島駅

PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

・ 最寄駅：ＪＲ東日本 古河駅

☆☆☆☆ 選別選別選別選別センターセンターセンターセンター ・発泡ＰＳ容器 色選別

・透明容器 素材選別

☆☆☆☆ リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場 ・ＰＳ容器リサイクル

☆☆☆☆ 配送配送配送配送センターセンターセンターセンター・・・・ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

☆☆☆☆ 関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場 ・ＰＳＰ（発泡ＰＳ）製品生産

・ＰＥＴ二軸延伸シート生産

・ＰＥＴ二軸延伸容器生産

関東関東関東関東ピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンターピッキングセンター

関東関東関東関東ハブセンターハブセンターハブセンターハブセンター

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場

関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場

34343434
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経常利益経常利益経常利益経常利益 増減要因増減要因増減要因増減要因 推移推移推移推移

単位：億円

35353535

上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期

前期 経常利益前期 経常利益前期 経常利益前期 経常利益 63.163.163.163.1 28.628.628.628.6 33 .633 .633 .633 .6 36 .336 .336 .336 .3 6 6.56 6.56 6.56 6.5 8 1.28 1.28 1.28 1.2 32.032.032.032.0 32.532.532.532.5 64.564.564.564.5 39.239.239.239.2 53.753.753.753.7 92 .992 .992 .992 .9 60 .160 .160 .160 .1 6 2.16 2.16 2.16 2.1 122.2122.2122.2122.2 68.368.368.368.3 66.466.466.466.4 134 .7134 .7134 .7134 .7 6 9.26 9.26 9.26 9.2 80.380.380.380.3 149.5149.5149.5149.5 75 .375 .375 .375 .3 75 .975 .975 .975 .9 1 51.21 51.21 51.21 51.2

-6.0 -13.8 -36.5 -10.0 -13.0 -39.5 -14.0 -23.0 -37.0 -25.0 -25.0

+44.0 +34.0 +78.0

-6.0 -13.0 -19.0 -11.0 -12.0 -23.0 -19.0 -18.0 -37.0 -3.0 -12.5 -15.5 -18.0 -23.0 -41.0

製品値上げ -25.0 +7.7 +29.2 +4.0 +9.0 +14.0 +24.0 +38.0 +25.0 +25.0 +10.0 +22.0 +32.0 +6.5 - +6.5

-24.0 -20.0 -44.0 +8.0 +28.0 +36.0

-10.0 -9.0 -19.0

販売増・Mix改善 +45.0 +17.5 +5.8 +3.0 +4.5 +2.5 +7.0 +3.0 +3.0 +6.0 +11.0 +10.5 +21.5 +7.0 +8.0 +15.0 +9.0 +12.0 +21.0 +1.0 +5.0 +6.0

素材切替・軽量化 +2.0 +8.0 +8.6 +11.8 +6.0 +18.5 +24.5 +14.0 +6.0 +20.0 +2.0 +6.0 +8.0

生産改善 +2.4 -0.6 -2.0 +6.0 +8.7 +3.0 +0.5 +2.0 +2.5 +4.5 +5.0 +9.5 +6.0 +6.0 +12.0 +5.5 +3.5 +9.0 +1.0 +1.5 +2.5 +1.0 +3.0 +4.0

物流改善 +0.3 -14.0 +12.2 +5.5 +8.0 +5.7 +1.8 +3.2 +5.0 +4.5 +5.0 +9.5 +4.0 +4.0 +8.0 +2.0 +2.0 +4.0 +1.0 +0.5 +1.5 +1.0 +2.0 +3.0

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社

   利益改善

+2.5 +2.5 +5.0 +2.0 +3.5 +5.5 +3.0 +2.0 +5.0 +0.5 +0.5 +1.0 - +4.0 +4.0

美術品売却益 +1.0 -1.0 +4.0 +4.0 -4.0 -4.0

経費増加 -6.2 -19.3 -3.2 +4.2 -7.4 -9.7 -9.6 -6.0 -15.6 -7.6 -5.1 -12.7 -4.0 -7.5 -11.5 -7.6 -5.6 -13.2 -8.9 -6.4 -15.3 -9.0 -6.0 -15.0

当期 経常利益当期 経常利益当期 経常利益当期 経常利益 28.628.628.628.6 33.633.633.633.6 36 .336 .336 .336 .3 66 .566 .566 .566 .5 8 1.28 1.28 1.28 1.2 6 4.56 4.56 4.56 4.5 39.239.239.239.2 53.753.753.753.7 92.992.992.992.9 60.160.160.160.1 62.162.162.162.1 122 .3122 .3122 .3122 .3 68 .368 .368 .368 .3 6 6.46 6.46 6.46 6.4 134.7134.7134.7134.7 69.269.269.269.2 80.380.380.380.3 149 .5149 .5149 .5149 .5 7 5.37 5.37 5.37 5.3 75.975.975.975.9 151.2151.2151.2151.2 61616161 95959595 15 615 615 615 6

新素材効果

47期　'09/3 48期　'10/3 49期　'11/3 50期 '12/3

第1次　製品値下げ

第2次　製品値下げ

製品価格是正

52期 見通し 　'14/3

原料値上り影響 原料値下り

原料再値上り

41期 42期 43期 44期 45期 46期

51期 '13/3
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>>’09年3月期より設備投資には、ﾘｰｽ調達を含む投資額を表示しております。

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円
設備投資設備投資設備投資設備投資 研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費 推移推移推移推移

36363636
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透明容器 素材選別 ライン

・ 発泡ＰＳ容器

・ ＯＰＳ透明容器

・ ＰＥＴ透明容器

白白白白 と カラーカラーカラーカラー に 手選別手選別手選別手選別

選別選別選別選別センターセンターセンターセンター 9拠点拠点拠点拠点

透明容器 整列 近赤外線素材識別 素材選別

発泡ＰＳ容器 色選別 ライン

障がい者の 就労

・発泡PS容器 色選別作業

・透明容器 整列作業

近赤外線近赤外線近赤外線近赤外線 で 素材素材素材素材 選別選別選別選別

リサイクル工場へ減容

選別

透明容器素材：OPS、PET、PP、PVC、ｸﾘｽﾀｰ、他

回収

<選別センター９拠点能力（常勤）>
ＰＳＰ：26ﾗｲﾝ、10,600㌧/年
透明容器：13ﾗｲﾝ、1,600㌧/年
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FP Corporation ・・・・

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場 3拠点拠点拠点拠点

ＰＳ容器 リサイクル ライン

ＰＥＴメカニカル リサイクル ライン

ＰＥＴﾌﾚｰｸ

温水＋アルカリ洗浄

選別センター

減容/移送

ＰＳﾍﾟﾚｯﾄ

・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ透明容器透明容器透明容器透明容器

ＰＥＴﾎﾞﾄﾙ選別ﾗｲﾝＰＥＴﾎﾞﾄﾙ選別ﾗｲﾝ

ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ透明容器透明容器透明容器透明容器でもでもでもでも リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業のののの 確立確立確立確立へへへへＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ透明容器透明容器透明容器透明容器でもでもでもでも リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業のののの 確立確立確立確立へへへへ

１次洗浄

たんぱく質除去

すすぎ２回 脱水

・・・・発泡発泡発泡発泡ＰＳＰＳＰＳＰＳ容器容器容器容器

・・・・ＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳ透明容器透明容器透明容器透明容器

２次洗浄

油分除去

超洗浄装置超洗浄装置 揮発成分除去装置揮発成分除去装置

溶融/押出

171億円の販売

‘12‘12‘12‘12年年年年5555月月月月

「「「「エコエコエコエコＡＰＥＴＡＰＥＴＡＰＥＴＡＰＥＴ 」」」」上市上市上市上市

・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工場工場工場工場

<リサイクル工場３拠点能力>
ＰＳ：5,000㌧/年（常勤）

ＰＥＴ：20,000㌧/年

(’13年3月期)
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【【【【 関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場関東八千代工場 】】】】

↑ 既設棟既設棟既設棟既設棟とととと ソーターソーターソーターソーター接続接続接続接続↑ 既設棟既設棟既設棟既設棟とととと ソーターソーターソーターソーター接続接続接続接続

物流設備物流設備物流設備物流設備物流設備物流設備物流設備物流設備 生産設備生産設備生産設備生産設備生産設備生産設備生産設備生産設備

3層層層層 延延延延14,500坪坪坪坪
１１１１階階階階：：：：生産施設生産施設生産施設生産施設 6,300坪坪坪坪

２２２２階階階階：：：：ピッキングピッキングピッキングピッキング 3,500坪坪坪坪

３３３３階階階階：：：：倉庫施設倉庫施設倉庫施設倉庫施設 4,500坪坪坪坪

建物建物建物建物 １７５１７５１７５１７５ｍｍｍｍ××××１０５１０５１０５１０５ｍｍｍｍ××××２６２６２６２６ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（高高高高ささささ））））

平成平成平成平成 24年年年年 7月月月月 竣工竣工竣工竣工
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【【【【 関東拠点関東拠点関東拠点関東拠点 施設配置施設配置施設配置施設配置 】】】】
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