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広報部 この印刷物で使用している用紙は、
森を元気にするために間伐した木材の
有効活用に役立っています。

60th
Anniversary

インフォメーション	 （平成29年3月31日現在）

英文社名 JSR Corporation（証券番号 4185）

設立 昭和32年12月10日

資本金 23,320百万円

従業員数 6,790名（連結）　

主要製品 ［石油化学系事業］
エラストマー事業 ●合成ゴム スチレン・ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、エチレン・プロピレンゴム等の

合成ゴムおよび精練加工品
●熱可塑性エラストマー 熱可塑性エラストマーおよび加工品
●エマルジョン 紙加工用ラテックス、一般産業用ラテックス、アクリルエマルジョン、

原料ラテックスの精製加工品等
●機能化学材料 高機能コーティング材料、高機能分散剤、工業用粒子、潜熱蓄熱材料、

遮熱塗料用材料、電池用材料等
●その他 ブタジエンモノマー等の化成品

合成樹脂事業 ABS樹脂、AES樹脂、AS樹脂、ASA樹脂等の合成樹脂
［多角化事業］
ファイン事業 ●半導体材料 リソグラフィ材料（フォトレジスト、多層材料）、CMP材料、実装材料等

●ディスプレイ材料 カラー液晶ディスプレイ用材料、反射防止膜材料、機能性コーティング材料等
●光学材料 耐熱透明樹脂および機能性フィルム、高機能紫外線硬化樹脂、

光造形・光成形等
ライフサイエンス事業 ライフサイエンス（診断・研究試薬および同材料、バイオプロセス材料、

バイオプロセス開発・製造受託）
その他 リチウムイオンキャパシタ等

市場名 東証1部

単元株数 100株
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当社は、1960年に合成ゴムの国産化を始めて以来、順調に業容を拡大し、現在では、合成ゴム、合成樹脂などの「石油化学系事
業」ならびに半導体材料事業、ディスプレイ材料事業、光学材料事業、ライフサイエンス事業などの「多角化事業」をグローバルに展
開しています。
2017年4月より、新中期経営計画「ＪＳＲ２０ｉ９」を開始しました。「ＪＳＲ２０ｉ９」では、「未来に向けた競争力の強化」をミッションとし
て目標達成に向けて取り組んでまいります。
今回の「こんなところにもJSR	PART9」では、今年創立６０周年を迎えるにあたり、当社設立から現在までの歴史と将来の発展
に向けた取り組みをご紹介いたします。

企業理念

マテリアルを通じて価値を創造し、
人間社会（人・社会・環境）に貢献します。

私たちJSRグループの企業理念は、
会社の存在意義を明確にしたものです。
マテリアルが生み出す新たな可能性を追求し、
それにより価値を創造することで
社会に貢献することを目指してまいります。
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事業概要

石油化学系事業 多角化事業
合成ゴム・エマルジョンを中心としたエ
ラストマー事業と、ABS樹脂を取り扱う
合成樹脂事業とで構成されています。

半導体材料事業やディスプレイ材料事業などからなるファイン事業とライフサ
イエンス事業・その他で構成されています。

エラストマー事業
タイヤや自動車部品などに使用される合
成ゴムに加えて、合成ゴムと合成樹脂の
特徴を併せ持つ熱可塑性エラストマーお
よび印刷用紙の表面加工用ラテックスに
代表されるエマルジョンを事業展開して
います。

合成樹脂事業
自動車部品、家庭電化製品、建材など幅
広い用途に使用されるABS樹脂を中心と
して事業展開しています。

ファイン事業：	半導体材料事業
最先端半導体の様々な製造工程に使わ
れて微細化・集積化を支えるリソグラフィ
材料（フォトレジスト、多層材料）やCMP

（化学的機械的平坦化）材料などを提供
しています。

ファイン事業：	光学材料事業
スマートフォン等のカメラセンサーに使用
される光学部品、光硬化技術を応用した
高機能紫外線硬化樹脂や三次元造形シ
ステムを開発・販売しています。

ライフサイエンス事業・その他
ライフサイエンス事業
バイオ医薬など最先端の医療ニーズをと
らえたバイオプロセス材料や診断薬材料
などを提供しています。

ファイン事業：	ディスプレイ材料事業
スマートフォンやタブレットPC、液晶テレ
ビなどで使用されるカラー液晶パネルを
構成する多数の素材で世界トップクラス
です。高画質用の先端製品や中小型パネ
ル用の高機能製品を得意としています。
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1968
千葉工場稼働開始

1957
日本合成ゴム（株）設立

1979
フォトレジスト市場へ参入

1988
ディスプレイ材料市場へ参入

1989
筑波研究所設立

2005
JSR Micro Taiwan
Co., Ltd.（台湾）設立

1997
JSR株式会社へ
社名変更

2003
JSR Micro Korea
Co., Ltd.（韓国）設立

2010
JSR (Shanghai) Co., Ltd.（中国）設立

2011
JSR BST Elastomer Co., Ltd.（タイ）設立

2012
JSRライフサイエンス（株）設立
J&W Beijing Biotech Co., Ltd.（中国）設立

2014
JSR MOL Synthetic Rubber Ltd.（ハンガリー）設立 

1993
JSR Micro, Inc.（米国）と
JSR Micro N.V.（ベルギー）を
連結子会社化　

1971
鹿島工場稼働開始

1960
四日市工場稼働開始

連結業績単独業績

売上高

JSR Micro, Inc.

JSR Micro N.V.

2015
KBI Biopharma, Inc.(米国）、
（株）医学生物学研究所を連結子会社化

JSR Micro (Changshu) Co., Ltd.（中国）設立
JSR・慶應義塾大学 医学化学
イノベーションセンターの共同運営合意

EUV Resist Manufacturing & Qualification 
Center N.V.（ベルギー）設立  

（株）医学生物学
研究所

20162015201020052000199519901985198019751970196519601957

連結業績単独業績

（百万円）

（年度）
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J S R  6 0 年 の 歴 史
1957年に創立し、1960年に合成ゴムの生産・販売開始。その後オイルショックを経て石油化学系事業に加え、1979年に半導
体用フォトレジスト市場に参入、1988年にはディスプレイ材料市場に参入し、業容を拡大しました。1990年代は、半導体材料事
業の世界3極体制（日本、ベルギー、米国）を確立し、2000年代には、液晶テレビやパソコンなどの急速な普及に伴い、半導体材
料事業やディスプレイ材料事業といったファイン事業が飛躍的に拡大しました。2011年以降、各事業のグローバル化を推進す
るとともに、事業構造改革も行い、ライフサイエンス事業を石油化学系事業、ファイン事業に次ぐ新しい事業の柱として位置付
け、成長分野に積極的な投資を行っています。



ELASTOMIX MEXICO
S.A. de C.V.（メキシコ）
・原料ゴムの精練加工および
 同加工品の販売
・2017年設立
・2018年稼働予定

KBI Biopharma, Inc.（米国）
・バイオ医薬品開発に係る分析、
 プロセス開発、および製造の受託
・2015年度連結子会社化

海外売上高比率

2010年度

45%

2016年度

55%

半導体材料事業

エラストマー事業

ディスプレイ材料事業

エラストマー事業
エラストマー事業

ライフサイエンス事業

海外従業員数

2010年度

1,024名
2016年度

2,460名

J&W Beijing Biotech Co., Ltd.（中国）
・診断薬中間体の製造・販売
・2012年設立

JSR Micro (Changshu) 
Co., Ltd.（中国）
・ディスプレイ材料の製造
・2015年設立
・2017年度稼働予定

JSR BST Elastomer
Co., Ltd.（タイ）
・溶液重合SBR（SSBR）の
 製造および販売
・2011年設立
・第1期設備2014年稼働
・第2期設備2016年10月稼働

ライフサイエンス事業

PT. ELASTOMIX INDONESIA（インドネシア）
・原料ゴムの精練加工および同加工品の販売
・2013年設立
・2014年稼働

EUV Resist Manufacturing & 
Qualification Center N.V.（ベルギー）
・EUV（極端紫外線）フォトレジストの製造
・2015年設立
・2017年稼働

エラストマー事業

JSR MOL Synthetic Rubber Ltd.（ハンガリー）
・溶液重合SBR（SSBR）の製造および販売
・2014年設立
・2018年稼働予定
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グ ローバル 化 の 進 展
石油化学系事業（エラストマー事業）・多角化事業（半導体材料事業・ディスプレイ材料事業・ライフサイエンス事業）とも
積極的な海外展開を推進しています。ここでは、2011年以降に設立、もしくはM&Aを通してJSRグループに加わった海
外の製造拠点をご紹介します。
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事 業 構 成 の 見 直し
ライフサイエンス事業を石油化学系事業、ファイン事業に次ぐ新たな事業の柱としました。石油化学系事業の合成樹脂事
業では、グループ会社であるテクノポリマー（株）と、宇部興産（株）と三菱ケミカル（株）（旧三菱レイヨン（株））がそれぞれ
50%出資するUMG ABS（株）とのABS樹脂事業の統合を行います。

ライフサイエンス事業
250億円水準の売上となり、新たな事業の柱へ。
事業分野はバイオ医薬品の製造工程に関わるバイオプロセス分野および体外診断薬・研究試薬分野です。

合成樹脂事業
ABS樹脂事業統合
国内主要メーカーの事業統合により、国内での安定供給と海外ハイエンド市場への販売を拡大（2017年10月新会社設立予定）。

製 品 紹 介
バイオプロセス分野 体外診断薬・研究試薬分野

製 品 紹 介

事業分野
バイオプロセス分野

体外診断薬・研究試薬分野
材料 バイオ医薬品（開発・製造受託)

事業主体会社

事業内容

抗体医薬の精製工程で用いられる
材料を開発・製造しています。
[Amsphere®（アムスフェア）A3 等]

製薬企業などに対して、バイオ医
薬品の初期の薬の開発から治験、
商業生産まで一貫した製造技術開
発や製造のサービスを提供してい
ます。

医薬品や治療が、その人に効くか
どうかを事前に判断したり、薬の副
作用が出る人を予め判断する診断
薬や研究試薬の開発・製造・販売を
行っています。

Amsphere®

(アムスフェア)A3
JSR独自のポリマー粒子に
独自設計のプロテインAを
組み合わせた担体です。高
い動的結合容量、耐アルカ
リ性、高流速への対応、優
れた精製能力などの特長を
備えています。

HUSHLLOY®（ハッシュロイ）
ハイブリッドカーや電気自動車の普及により、車内の不快なキシミ音対策のニーズが増えています。このキシミ音は、プラスチック部品
同士の摩擦が原因ですが、HUSHLLOY®はこのキシミ音を永続的に低減し、車内の快適性を提供する画期的なプラスチックです。

IMMUTEX®

(イムテックス)
ポリマー粒子製造技術を
生かしたポリスチレン系ラ
テックス粒子です。ラテック
ス比濁法などの凝集反応
担体として、免疫検査や研
究用途に幅広く使用され
ています。

Magnosphere® 
(マグノスフェア)
特定の生体由来物
質を分離して得るた
めの診断薬などに
用いる高機能磁性
粒子です。

カップホルダー
エアコン吹き出し口

メーターバイザー

HUSHLLOY®

ABS樹脂とは
複数ポリマーの特徴を組み合わせた
ユニークな特徴を持っています。
性能  
•超対衝撃性
•高流動性
•高剛性

成形しやすく、物性のバランスが良い
ことに加え、着色に適しており、光沢
があることから、自動車部品、工業用
品、家庭用品、電機器具やゲーム機
器などに幅広く使用されています。

米国
ベルギー

インドネシア

タイ

広州

上海
香港

東京

名古屋

四日市

大阪大竹

宇部
● テクノポリマー拠点
● UMG ABS拠点

生産能力 40万トン/年へ（テクノポリマー： 25万トン+UMG ABS：15万トン）

MBL
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未 来に向 けた競 争 力 強 化
溶液重合SBR（SSBR）、半導体材料事業、ライフサイエンス事業を成長ドライバーとして収益の拡大を推進します。
また、働き方改革を通じた労働生産性向上に取り組み、競争力の強化を図ってまいります。

SSBR（エラストマー事業）
環境意識の高まりから低燃費タイヤ用合成ゴムSSBRの需要が着実に伸びる見通しです。生産拠点は、日本、タイに加え、2018年稼働
予定でハンガリーに新工場を建設中で、グローバルな供給体制を構築します。

半導体材料事業
スマートフォンやデータセンターなど新しい需要の増加に伴い、半導体材料の需要も成長してまいります。当社は顧客である半導体メーカー
に密着した材料開発により、最先端のリソグラフィ材料のほか、ＣＭＰ材料、実装材料、洗浄剤など周辺材料のビジネスも広げてまいります。

働き方改革
労働生産性の向上による競争力強化を図るため、時間外労働削減・従業員の健康づくり・多様性・ICT活用などによる「働き方改革」を進
めてまいります。

ライフサイエンス事業
バイオプロセス分野では、KBI Biopharma, Inc.(KBI)のバイオ医薬品の開発・
製造受託事業の拡大と抗体医薬精製用担体Amsphere®A3の販売拡大に注力
します。また、体外診断薬・研究試薬分野では、（株）医学生物学研究所(MBL）と
J&W Beijing Biotech Co., Ltd.を通して海外での販売を拡大してまいります。
更に、慶應義塾大学医学部・病院との共同研究を通して革新的な材料や製品の
開発に取り組みます。

16万トン/年

日本： 6万トン
タイ： 10万トン

22万トン/年

+ハンガリー： 6万トン

日本： 6万トン
タイ： 10万トン

2016年度 2018年度

ＳＳＢＲ生産能力拡大

2016年度 2020年度

リソグラフィ材料・周辺材料の販売拡大

2016年度 2020年度

ライフサイエンス事業 売上見通し

250億円

500億円

バイオプロセス分野

バイオ医薬品開発・
製造委託

KBI において、販売拡大のため、生産能力の
増強を行います。

バイオプロセス材料
プロテインA担体のAmsphere®A3の販売拡
大のため、生産能力を2019年末までに、現在
の6倍に拡大します。　　

体外診断薬・研究試薬分野 MBL を中心に新興国市場に事業を展開して
いきます。 JSR・慶應義塾大学 医学化学イノベーションセンター

完成予想図(2017年10月開所予定）梱包前のSSBR

SSBR使用部位： トレッド（接地面） 

断面図

タイヤの構造

周辺材料 周辺材料の拡大

リソグラフィ
材料

売上
600億円

最先端
リソグラフィ
材料の拡大 リソグラフィ材料

微細な回路の溝を掘るために必要な
感光性材料

ＣＭＰ材料
半導体チップ作成の一工程である
CMP工程で使用されます。CMPスラ
リーは研磨剤として使用され、CMP
パッドはCMPスラリーと一緒に使われ
る円盤のシートです。

優良な健康経営を実践している上場企業と
して、経済産業省と日本健康会議から「健
康経営優良法人2017 ～ホワイト500～」 
に認定されました。

女性活躍推進に優れた上場企業とし
て、経済産業省と東京証券取引所によ
り2年連続で「なでしこ銘柄」に選定され
ました。

CMPパッド

CMPスラリー

従業員の
健康増進

健康づくり

業務の
付加価値向上

業務に費やす
時間の削減

働き方改革

時間あたり
労働生産性の向上

⬇
競争力の強化


