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1　はじめに

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこと
とお慶び申し上げます。

昨年末に中国で発見された新型コロナウイルス感染症
は、あっという間に世界中に広がり、多方面に影響が広
がっています。まずは、世界各国が協力して、新型コロナ
ウイルスの感染拡大を収束させ、ワクチンと治療法を確
立することに努めなければなりません。ワクチン開発と
治療法が確立するまでは、感染拡大防止と経済活動のバ
ランスをとっていかなければなりません。難しい状況が
続くと思いますが、当社グループも力を結集し乗り越え
たいと思います。

2　2019年度の概況

2020年3月期における世界経済は、米中貿易摩擦に加
え、新型コロナウイルス感染症が世界的に急拡大するこ
とによる深刻な影響が懸念され、先行き不透明な状況と
なりました。地域別では、米国は、良好な雇用・個人消費
などにより堅調に推移しておりましたが、製造業におい
ては、米中貿易摩擦や大手自動車メーカーのストライキ
による自動車生産の下押しなどもあり、生産や輸出は弱
い動きとなりました。欧州では、雇用環境の改善が継続
しておりましたが、製造業の低迷などにより減速傾向と
なりました。アジアでは、米中貿易摩擦の影響などもあ
り経済成長は鈍化しました。日本経済は、雇用環境改善
による個人消費の持ち直しの継続などにより緩やかに回
復しておりましたが、外需減速に加え、年度後半には新
型コロナウイルス感染症の急拡大がグローバルサプライ
チェーンにも影響し、不透明感の強い厳しい状況となり
ました。
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当社グループの経営成績は、売上高は、自動車市場な
どの市況悪化の影響のほか、一部分野の需要低迷などに
より前期を下回りました。営業利益は、運送費の上昇に
対する製品価格改定があったものの、需要低迷の影響や
新規需要へ向けた生産体制構築に伴う固定費増加などに
より前期を下回りました。特別損失は、主に米国子会社
の電子線架橋発泡ポリエチレンシート事業の計画等の見
直しにより、関連する固定資産の一部について減損処理
を実施したことによるものです。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、113,375
百万円（前期比2.4％減）となりました。営業利益は5,083
百万円（同7.2％減）、経常利益は5,210百万円（同10.7％
減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,638百万円

（同15.6％減）となりました。

3　中期経営計画の最終年度

2020年度は現中期経営計画「Deeper & Higher 2020」
の最終年度です。外部環境の影響を受けにくい体質へ転
換を進めていますが、道半ばです。成長戦略の推進、差異
化戦略の推進、経営基盤の強化の基本方針に則り、現段
階で出来た項目出来ていない項目を明確にし、出来てい
ない項目に関しては、要因を解析し、対策を進めてまい
ります。

4　2020年度見通し

新型コロナウイルス感染症の影響で外出禁止、都市封
鎖、工場稼働停止などの対応が世界的に広がり経済活動
が制限されている中、2021年3月期の世界経済の先行き
は不透明な状況です。中国においては、1月下旬から感染
拡大が始まり、ようやく4月初めに武漢市の封鎖が解除

されました。また、中国の自動車販売台数は、2月度を底
に回復傾向を示しておりますが、需要回復がどの程度ま
で進むかは不透明な状況です。他地域においても、同様
に少なくとも2〜3ヶ月間は、大幅な景気減速を想定して
おります。このような想定において、第1、第2四半期は、
感染症の影響による市場環境の悪化を背景として需要低
迷が続くと予測しております。その影響の期間は現時点
では不透明でありますが、第3、第4四半期については、
各地域の景気刺激策の効果も現れ、回復軌道に乗ること
を前提としております。日本経済についても、第1四半期
が感染拡大のピークとされ、訪日外国人の減少や外出自
粛等の経済活動の制限により大幅な景気落ち込みが想定
されております。第2四半期は回復傾向を示し、第3、第4
四半期は正常化を前提としております。

これらの前提条件のもと、売上高は105,000百万円
（前期比7.4％減）、営業利益は3,000百万円（同41.0％
減）、経常利益は3,200百万円（同38.6％減）、親会社株主
に帰属する当期純利益は2,200百万円（同39.5％減）と
予想しています。

5　株主・投資家の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くかは
不透明です。第2波、第3波を警戒しなければなりません。
今は感染拡大防止と経済活動の両立を図らなければなり
ません。非常に厳しい状況ですが、全社一丸となってこ
の難局に取り組んでまいります。株主の皆様におかれま
しては、今後とも格別のご指導とご支援をたまわります
ようお願い申し上げます。

2020年6月
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Feature
特　集　脱プラスチックへの対応インタビュー

利用の活動を開始しました。現在、成型メーカーを主体とし
た回収・処理拠点が全国に136ヶ所あり、2018年度実績でリ
サイクル率90.8%を達成しています。これまでは、発泡スチ
ロール業界単独での取り組みでしたが、今後は国の『プラス
チック資源循環戦略』に沿って、日本プラスチック工業連盟
へ加盟している他のプラスチック業界とも連携しながら、正
確な情報発信・理解促進、環境負荷低減、資源消費抑制等に取
り組んでいくこととしています。

JSPの事業部として時代の変化に対して
どう対応されますか？

基本は前述のJEPSAの活動と共に、発泡スチロールの資源
循環及び有効利用率向上に取り組んでいきますが、一企業と
しても環境負荷低減、資源消費抑制等に更に取り組む必要が
あると考えています。EPSの製造・物流段階でのエネルギー
削減はもちろんですが、製品面での原料開発・市場提案を進
める必要性を感じています。発泡スチロールはもともと、断
熱性、緩衝性、軽量性、省資源性、耐久性、リサイクル性、加工
性に優れた特性を持っていますが、それらの性能を更に高め
る原料開発（高発泡、低発泡剤、省エネ成形性等）を継続して
いきます。また、回収PSによるリサイクルEPSは様々な理由
で製造・販売を中止しましたが、今後の流れを注視して対応
を判断したいと思っています。更には原油由来以外の材料で
の発泡性樹脂の開発も考えておく必要があります。

今後に注力する分野や技術、抱負を可能な範囲で
教えて下さい。

国内のEPSの需要は約半分が水産、農業分野の保冷・輸送
箱で、減少傾向にはあるものの将来的にも必要とされる市場
であり、前述の原料開発・改良を行いながら販売シェア維持・
拡販を図っていきます。また、収益性を高めるために機能性・
高付価値原料の開発・拡販を行い、他部門との連携を取りな
がら工業分野、建材分野、物流分野等を中心に末端商品での
用途・需要の拡大を図っていきたいと考えています。

プラスチック製品に対する世の中の変化を
どのように感じていますか？

プラスチックは有用で、我々の生活には無くてはならない
物であることは言うまでもありません。プラスチック業界に
携わる立場としては大変厳しい流れですが、今後の環境問題、
温暖化問題を考えた場合、真摯に受け止め様々な課題に対応
していかなければならないと思っています。現時点では、様々
な報道の影響もあって使用削減、代替品への切替え等が先行
している感がありますが、有益性、必要性、環境負荷度合い等
をもう少し冷静に議論し、使用の判断をすべきであろうと感
じています。プラスチック問題もその他の環境問題、温暖化
問題と同様に全世界的に取り組むべき課題であり、場合に
よっては厳しい管理も必要かと思います。日本であれば、国
の『プラスチック資源循環戦略』等の取り組みが始まってい
ます。先ずは、各企業レベル、個人レベルで、ポイ捨て等の環
境に対するモラルの向上も含め、地道な活動を始めることが
重要と思っています。

工業会（JEPSA）ではどのような活動をしていますか？
EPS業界としては、嵩張る、白くて目立つ等の理由から使

用済み発泡スチロールの処分が問題となったため、1970年
代から家電梱包材の回収や卸売市場への減容処理装置設置の
一部助成を行い、回収・再利用に取り組み始めました。1991
年に発泡スチロール再資源化協会（現発泡スチロール協会：
JEPSA）を発足し、発泡スチロール成型メーカー及び原料
メーカーから徴収する会費をもとに、組織的に回収・処理・再

第二事業本部
EPS事業部長

扇　晋哉

上席執行役員

発泡プラスチックは環境負荷低減に大きく貢献できる製品ですが、昨今の “脱プラスチック” という 議論は世界中で広がっています。今回は2名の事業部長にこのような変化について話を聞きました。
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第一事業本部
生活資材事業部長

飯島  浩一
プラスチック製品に対する世の中の変化を
どのように感じていますか？

様々な用途に、利便性を感じてもらいながら使用されてい
るプラスチックは、常に身近な存在であり、我々の生活に密
着しています。それぞれの素材の特徴を活かし様々な商品が
作られています。そんな便利なプラスチックだからこそ拡大
してきた訳ですが、新しいものが作られるスピードと後処理
のルール作りとのバランスが合わずに問題になっている様に
感じています。そしてこのプラスチックが、現在問題になっ
ている温暖化問題と海洋ごみ問題に巻き込まれ、脱プラと言
う言葉になっている様に思います。これからは、リサイクル
を常に考えた商品づくりが必須項目であり、そして、国レベ
ルで循環型社会のルールを作り、そしてそのルール作りに
我々も積極的に参加すべきと考えます。

工業会（JASFA）ではどのような活動をしていますか？
PSP（ポリスチレンペーパー）の工業会である発泡スチレ

ンシート工業会（JASFA）は、経済産業省の指導のもと、ト
レー回収・再資源化事業を主たる目的として平成3年に設立
されました。調査研究・環境対策の推進・普及・啓発にかかる
広報が主な活動となります。官公庁や小学校へも出向き、正
確な情報の発信を我々も参加し行っています。最近では海洋
ごみ問題を意識した「ポイ捨てはやめよう！」のポスターを
作成し、啓発活動をしています。先ずはモラルの向上を目的
に始めています。ポイ捨てをやめリサイクルにも繋げたい狙
いもあります。「PSPは容積の約90%以上が空気」がキャッチ

コピーにもなっている発泡技術で、貴重な天然資源の消費が
少ないPSP食品容器が作られています。例えば、同じサイズ
の容器を紙で作り、1枚あたりの製品として比較すると、PSP
トレーの方が製品重量は軽く、発熱量、CO2排出量も半分以
下にもなります。この様な利点を、各プラスチック業界とも
連携し、広くPRしていきます。

JSPの事業部として時代の変化に対してどう対応されますか？
まずPSPは、セルフ販売方式で急成長したスーパーマー

ケットやコンビニの食品流通の中で、食品向けワンウェイ容
器の素材として共に成長してきました。これは、軽くて強く、
断熱性・クッション性、緩衝性にも優れ、省資源という特長を
持ち、しかもコストパフォーマンスが非常に高いPSPだから
こそワンウェイ容器の素材として選ばれました。反面、容易
に廃棄されやすい物にもなってしまったと思います。今後、
2025年問題も目前に控え、食品流通業界において増加傾向
の宅配や従来のセルフ販売（今後は無人店舗化）にPSP容器
は無くてはならない物と考えています。ルールを守りリサイ
クルできれば非常に良い素材であることをもっとPRしてい
きたいと思います。

また、ポップ材として開発されたMBD（ミラボード）の一部
には、再生プラスチック原料を50％以上使用し、エコマーク
認定を受けた製品が有り、すでに販売活動を行っております。

今後に注力する分野や技術、抱負を可能な範囲で教えて下さい。
最近、食品ロス問題の対策として、冷凍食品が注目される

ようになりました。食品ロスとなる原因の一つに期限切れが
あります。その問題を解消する方法に冷凍食品が挙げられて
います。消費期限が長い事で食品廃棄物を減らせる考えです。
ニーズが増える事を考え、冷凍から電子レンジ対応できる素
材の開発に入っています。また今後、冷凍食品をより短時間
で温める電子レンジの開発も進むことから、容器に対し、よ
り高耐熱化が求められます。我々の発泡技術で断熱性を活か
した素材づくりを進めています。

常にリサイクルしやすい素材と容器の開発を進めていきます。

執行役員

発泡プラスチックは環境負荷低減に大きく貢献できる製品ですが、昨今の “脱プラスチック” という 議論は世界中で広がっています。今回は2名の事業部長にこのような変化について話を聞きました。
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Consolidated Financial Highlights
連結財務ハイライト
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（単位：百万円） 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3

売 上 高 114,904 109,048 114,284 116,133 113,375
営 業 利 益 9,278 9,612 9,105 5,479 5,083
経 常 利 益 9,101 10,033 9,217 5,835 5,210
親会社株主に帰属する当期純利益 5,914 7,301 6,853 4,309 3,638
純 資 産 72,497 76,778 84,105 84,141 84,646
総 資 産 115,136 113,151 125,270 129,229 128,445

（単位：％）

売 上 高 営 業 利 益 率 8.1 8.8 8.0 4.7 4.5
売 上 高 経 常 利 益 率 7.9 9.2 8.1 5.0 4.6
売 上 高 当 期 純 利 益 率 5.1 6.7 6.0 3.7 3.2

（単位：円）

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 198.40 244.94 229.91 144.57 122.07
1 株 当 た り 純 資 産 2,277.32 2,433.10 2,667.72 2,691.76 2,729.87

（単位：百万円）

設 備 投 資 6,341 6,236 8,153 10,896 12,200
減 価 償 却 費 4,903 4,952 5,072 5,601 6,427
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連結セグメント情報
Consolidated Segment Information

押出事業
35.1% ビーズ事業

59.8%

その他
5.1%

ビーズ事業

「ピーブロック」は北米での大手自動
車メーカーのストライキの影響で低調
に推移しましたが、その他の地域での
採用拡大、用途拡大で、前年度並みの
販売となりました。「スチロダイア」は、
水産・農業分野向けの減少により売上
は減少しました。

その他

国内では、自動車部品輸送関連等の販
売が減少したことから売上は減少しま
した。中国では、各種部品関連の需要
獲得により売上は増加しました。

建築土木資材製品は、住宅着工件数減
少による需要への影響はありましたが、
割付断裁品や土木資材が好調で、売上
は増加しました。生活資材、産業資材は
販売減少により売上は減少しました。

スチロダイア
（魚箱・野菜箱）

ポリスチレンペーパー
（食品容器）

事業別売上高構成比

ミラフォーム
（断熱材）

ミラフォームラムダ（断熱材） ピーブロック
（緩衝材）

ピーブロック
（自動車部材）

押出事業
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スーパーブロー
（ユニットバス天井材）
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Summary of Consolidated Financial Statements
要約連結財務諸表

要約連結貸借対照表� （単位：百万円）

（資産の部）
当　期

2020年3月31日現在
前　期

2019年3月31日現在
前期比
増減額

流動資産 60,575 66,830 △ 6,254

　現金及び預金 13,466 14,842 △ 1,376

　受取手形及び売掛金 27,484 30,630 △ 3,146

　有価証券 14 23 △ 9

　商品及び製品 7,163 7,611 △ 448

　仕掛品 984 1,198 △ 214

　原材料及び貯蔵品 5,212 5,611 △ 398

　その他 6,302 6,984 △ 681

　貸倒引当金 △ 52 △ 72 20

固定資産 67,869 62,399 5,469

　有形固定資産 62,222 56,284 5,937

　　建物及び構築物 19,318 19,785 △ 467

　　機械装置及び運搬具 19,264 16,810 2,454

　　土地 14,714 14,639 74

　　その他 8,925 5,049 3,875

　無形固定資産 1,370 1,729 △ 358

　投資その他の資産 4,277 4,385 △ 108

　　投資有価証券 1,460 1,431 29

　　その他 3,327 3,357 △ 30

　　貸倒引当金 △ 512 △ 404 △ 107

資産合計 128,445 129,229 △ 784
注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（負債の部）
当　期

2020年3月31日現在
前　期

2019年3月31日現在
前期比
増減額

流動負債 31,611 34,344 △ 2,732

　支払手形及び買掛金 8,772 11,183 △ 2,410

　短期借入金 8,494 7,497 996

　1年内返済予定の長期借入金 3,681 3,921 △ 240

　その他 10,662 11,741 △ 1,078

固定負債 12,186 10,744 1,442

　長期借入金 8,642 7,969 672

　退職給付に係る負債 574 568 5

　その他 2,970 2,205 765

負債合計 43,798 45,088 △ 1,289

（純資産の部）

株主資本 83,665 81,553 2,112

　資本金 10,128 10,128 －

　資本剰余金 13,405 13,441 △ 35

　利益剰余金 61,518 59,370 2,148

　自己株式 △ 1,387 △ 1,386 △ 0

その他の包括利益累計額 △ 2,290 △ 1,313 △ 976

非支配株主持分 3,270 3,901 △ 631

純資産合計 84,646 84,141 504

負債純資産合計 128,445 129,229 △ 784

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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要約連結損益計算書� （単位：百万円） 要約連結キャッシュ・フローの状況�（単位：百万円）

当　期
2019年４月１日から
2020年３月31日まで

前　期
2018年４月１日から
2019年３月31日まで

前期比
増減額

売上高 113,375 116,133 △ 2,757

売上原価 83,208 85,286 △ 2,078

　売上総利益 30,167 30,846 △ 679

販売費及び一般管理費 25,083 25,366 △ 283

　営業利益 5,083 5,479 △ 396

営業外収益 568 695 △ 127

営業外費用 441 340 101

　経常利益 5,210 5,835 △ 625

特別利益 45 440 △ 394

特別損失 444 228 216

　税金等調整前
　当期純利益 4,811 6,047 △ 1,235

法人税等 1,556 1,872 △ 315

　当期純利益 3,255 4,174 △ 919

非支配株主に帰属する
当期純損失（△） △ 383 △ 134 △ 248

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 3,638 4,309 △ 670

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

当　期
2019年４月１日から
2020年３月31日まで

前　期
2018年４月１日から
2019年３月31日まで

前期比
増減額

営業活動による
キャッシュ･フロー 11,484 7,391 4,092

投資活動による
キャッシュ･フロー △ 12,406 △ 10,368 △ 2,037

財務活動による
キャッシュ･フロー △ 358 1,708 △ 2,067

現金及び現金同等物の
期末残高 7,584 9,082 △ 1,498

注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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JSP Calendar
JSPカレンダー

2020

7月下旬 2021年3月期 第1四半期決算 発表予定

「2020年3月期 第3四半期決算短信」発表
1月31日に東京証券取引所にて2020年3月期 第3四半期決算短信を報告し、対外発表致しました。

今後の
予　定

新会社案内動画を公開
2011年以来9年ぶりに会社紹介動画を全面リニューアル致しました。
ホームページから閲覧できますのでこちらからご視聴下さい。
https://www.co-jsp.co.jp/company/theater/index.html

※ 毎年3月に開催しておりました、「QCサークル活動全国大会」は今年
は新型コロナウイルス感染拡大防止で中止致しました。

「2020年3月期 決算短信」発表
4月30日に東京証券取引所にて 2020年3月期決算短信を報告し、対外発表致しました。

※ 毎年5月に開催しておりました、「アナリスト・ファンドマネージャー向けの決算説明会」は今年は新型
コロナウイルス感染拡大防止で中止致しました。

定時株主総会開催
6月26日、定時株主総会を開催致しました。当定時株主総会において取締役の選任・決定を致しました。
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定時株主総会後の役員一覧 （2020年6月26日現在）

役職名 氏　名 担　当

執行役員 内藤　真人 新事業開発本部事業開発部
長

執行役員 黒田　崇之 第一事業本部建築土木資材
事業部長

執行役員 石原　義久 総合技術本部長、
物流資材本部長

執行役員 高橋　真吾 JSP International SARL社長

執行役員 佐々木一敏
第二事業本部高機能材事業
部長兼機能材部長、特販一
部担当、特販二部担当

執行役員 門司　一夫 第一事業本部産業資材事業
部長

執行役員 飯島　浩一 第一事業本部生活資材事業
部長

執行役員 竹村　洋介 総務人事本部総務部長

執行役員 小森　　康 経理財務本部長兼経理部長

監査役（常勤） 斉藤　吉成

監査役
（常勤・社外） 澤田　芳明

監査役（非常勤） 金澤　剛史

監査役
（非常勤・社外） 田辺　克彦

役職名 氏　名 担　当

代表取締役社長 酒井　幸男

取締役
専務執行役員 佐藤　康弘 経理財務本部管掌、

情報システム部担当

取締役
専務執行役員 及川　泰男 第二事業本部長、

海外事業本部管掌

取締役
専務執行役員 若林　功一 第一事業本部長

取締役
常務執行役員 所　　寿男 新事業開発本部長兼事業戦

略室長

取締役
執行役員 小川　　誠 総務人事本部長

取締役
執行役員 内田　浩介 経営企画部担当、

内部監査部担当

取締役（非常勤） 大滝　良二

取締役（社外） 彌永一二三

取締役（社外） 篠塚　久志

上席執行役員 山田　真司 海外事業本部長

上席執行役員 扇　　晋哉 第二事業本部EPS事業部長

上席執行役員 矢挽　忠雄 研究開発本部長兼四日市研
究所長

※ 株主の皆様に送付させて頂いた冊子では、佐藤康弘の担当を情報システム部のみ管掌から担当に変更、及川泰男の担当に海外事業本部管掌及び矢挽忠雄
の担当に四日市研究所長の記載が抜けておりました。ここにお詫び修正致します。
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Topics
 トピックス

緊 急
発 売

新型コロナウイルス感染対策飛沫防止パーテーション

透明タイプ 大型サイン・
ディスプレイ軽量タイプ

JSP デスクウォール
新型コロナウイルスの感染拡大防止の製品として急遽2種類の対面
パーテーションの販売を開始しました！
足を差し込むだけの簡単設置で、拭き取りも出来て清潔な状態を
保てます。目的やご予算に応じた2種類をご用意しています。

・視界を妨げない対面型
・アクリル系（MS）樹脂製
・UVインクジェット印刷も可能です。

POINT
・DIYも可能な軽量型
・発泡ポリスチレンボード製
・除菌スプレー対応も可能です。

POINT

＜お問い合わせ先＞ 機能性シート部　　TEL：03-6212-6343
ディスプレイ資材　TEL：03-6212-6337
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新製品
情   報

意匠性
発　泡
シート

建　材 什器・ディスプレイ

泡を活かした
ステージやディスプレイステラフロート　有

ステラフロート
大型サイン・
ディスプレイ

アクリエース®DS
　　  ステラフロート

こんなデザインに最適です。
●星空や水中を表現。　●水玉模様の可愛らしいデザイン。
●レトロガラス・琉球ガラス代替のアンティークデザイン。
●とにかく目立たせたい！など。

こんな用途にご活用いただけます。
● サイン・ディスプレイ・什器・
　建材・照明など。

レトロガラス
のようなアン
ティーク感あ
る表面ひずみ

発泡体のパイオニア
株式会社JSPが開発した、
気泡をデザインに使った
全く新しい意匠材です。
透明板の中に泡を
閉じ込めました。

ステラフロート　無
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Shareholder Benefit/Dividend Record
株主優待制度／配当実績

■対象株主様

　 　毎年3月31日現在の株主名簿および実質株主名
簿に記載または登録された1単元（100株）以上を
保有されている株主様

■優待の内容

　 　一律3,000円相当の、社会貢献寄附金付オリジ
ナルクオカード（株主様は3,000円全額ご使用い
ただけます）

■贈呈の時期

　 　毎年の株主総会終了後に発送予定

■社会貢献寄附金「緑の募金」について

　 　1995年に制定された「緑の募金による森林整
備等の推進に関する法律」に基づき、（公社）国土
緑化推進機構及び各都道府県緑化推進委員会が
行っている募金です。集められた寄附金は、森林
整備・緑化推進事業・森林に関わる人づくりなど
に活用されています。

■株主還元方針

　 　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策
として位置付けております。利益の配分につきま
しては、安定した配当を重視するとともに、各事
業年度の連結業績と将来の事業展開に必要な内部
留保の充実などを勘案しながら、総合的に決定す
る方針としております。

　 　内部留保資金につきましては、財務体質の強化
とともに、今後の新製品、新技術への研究開発投
資や新規事業展開のための設備投資に充当してま
いります。

　 　なお、当社は、会社法第459条第1項に基づく剰
余金の配当を取締役会決議により行うことができ
る旨定款に定めており、中間配当及び期末配当の
年2回の取締役会決議による配当を基本的な方針
としております。

■当期配当金

　 　2020年3月期の1株当たりの配当金は50円、支
払い済みの中間配当金を差し引いた期末配当金は
1株当たり25円とさせていただきます。

■配当実績

〈デザイン見本〉
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Corporate Data
会社情報（2020年3月31日現在）

商 　 　 　 号 株式会社JSP
所 　 在 　 地 本社　東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
事 業 内 容 発泡プラスチック、
 その他合成樹脂製品の製造販売および輸出、
 土木・建築工事の設計・請負および管理
設 　 　 　 立 1962年（昭和37年）1月
資 　 本 　 金 10,128百万円
決 　 算 　 期 3月
従 業 員 数 782名（出向者除く）
 連結3,074名（国内：1,379名、海外：1,695名）
事 業 所 他 5営業所、1出張所、11工場、2研究所
主要関係会社 国内9社、海外28社

発行可能株式総数 46,000,000株
発行済株式の総数 31,413,473株
株 　 主 　 総 　 数 28,998名

株　主　名 株数（千株）

三菱瓦斯化学株式会社 16,020
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,019
JSP取引先持株会 1,136
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ 380578 711
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 677
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 374
ジェーピー モルガン チェース バンク 385166 306
JSP従業員持株会 291
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 257
日本生命保険相互会社 241

当社は自己株式1,604千株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

会 社 概 要

株 式 の 状 況

大　株　主

事 　 業 　 年 　 度 4月1日〜翌年3月31日
期末配当金受領株主
確　　　定　　　日 3月31日

中間配当金受領株主
確　　　定　　　日 9月30日

定 時 株 主 総 会 毎年6月
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 　 連 　 絡 　 先 三菱UFJ信託銀行株式会社
 証券代行部
 東京都府中市日鋼町1-1
 ℡ 0120-232-711（通話料無料）
 （郵送先）〒137-8081
 新東京郵便局私書箱29号
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所
公　告　の　方　法 電子公告により行う
 公告掲載URL
 https://www.co-jsp.co.jp/ir/index.html
  （ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他

のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において
発行する日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
1． 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきま

しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっ
ております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管
理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信
託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三
菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にて
もお取次ぎいたします。

3． 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株 主 メ モ

金融機関
0.10%

個人・その他
98.06%

個人・その他
19.16%

金融商品
取引業者・
その他法人
57.98%

金融機関
10.90%

金融商品
取引業者・
その他法人

1.25%

外国人 0.59%

外国人
11.99%

● 株主数別分布状況 ● ● 株式数別分布状況 ●

金融機関
0.10%

個人・その他
98.06%

個人・その他
19.16%

金融商品
取引業者・
その他法人
57.98%

金融機関
10.90%

金融商品
取引業者・
その他法人

1.25%

外国人 0.59%

外国人
11.99%

● 株主数別分布状況 ● ● 株式数別分布状況 ●



本　社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル） 03-6212-6300

営業所
札幌 〒060-0003　札幌市中央区北3条西1-1（サンメモリアビル） 011-231-2681
仙台 〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-4-1（読売仙台一番町ビル） 022-262-3271
名古屋 〒460-0003　名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル） 052-962-3225
大阪 〒541-0053　大阪市中央区本町1-6-16（いちご堺筋本町ビル） 06-6264-7900
福岡 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-12-17（五幸ビル） 092-411-6854

出張所
広島 〒732-0052　広島市東区光町1-12-20（もみじ広島光町ビル） 082-568-0566

工　場
北海道 〒067-0051　北海道江別市工栄町23-4 011-384-1621
鹿沼第一 〒322-8511　栃木県鹿沼市さつき町17 0289-76-2211
鹿沼第二 〒322-0014　栃木県鹿沼市さつき町5 0289-76-3271
鹿沼第三 〒322-0014　栃木県鹿沼市さつき町10-2 0289-76-5905
鹿沼ミラフォーム 〒322-0014　栃木県鹿沼市さつき町13-1 （FAX）0289-76-3227
事務管理センター 〒322-8511　栃木県鹿沼市さつき町17 0289-76-2211
鹿沼物流センター 〒322-0014　栃木県鹿沼市さつき町13-1 0289-76-2121
再資源センター 〒322-0026　栃木県鹿沼市茂呂638 0289-76-6606
鹿島 〒314-0103　茨城県神栖市東深芝16-3 0299-93-4111
四日市第一 〒510-0881　三重県四日市市大字六呂見653-2 059-345-1220
四日市第二 〒510-0955　三重県四日市市北小松町1600 059-328-2563
関西 〒679-4304　兵庫県たつの市新宮町下笹515 0791-77-0213
北九州 〒800-0229　福岡県北九州市小倉南区曽根北町2937-7 093-474-7211
九州 〒861-0111　熊本県熊本市北区植木町宮原553 096-274-7101

研究所
鹿沼 〒322-0014　栃木県鹿沼市さつき町10-3 0289-76-1600
四日市 〒510-0881　三重県四日市市大字六呂見653-2 059-345-1245

海　外
北　米 アジア
JSP International, LLC.（アメリカ） JSP Foam Products, PTE. Ltd.（シンガポール）
JSP International de Mexico, S.A. de C.V.（メキシコ） Taiwan JSP Chemical Co., Ltd.（台湾）
南　米 KOSPA Corporation（韓国）
JSP Brasil Indústria De Plásticos Ltda.（ブラジル） JSP Advanced Materials (Wuxi) Co., Ltd.（中国）
欧　州 JSP Plastics (Shanghai) Co., Ltd.（中国）
JSP International SARL（フランス） Kunshan JSP Seihoku Packaging Material Co., Ltd.（中国）
JSP International s.r.o.（チェコ） JSP Plastics (Dongguan) Co., Ltd.（中国）
JSP International o.o.o.（ロシア） JSP Plastics (Wuhan) Co., Ltd.（中国）

JSP Foam India Pvt. Ltd.（インド）
JSP Foam Products (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

本社･事業所一覧
☎

発行　
東京都千代田区丸の内三丁目4番2号新日石ビル
広報IR室　TEL.03-6212-6306　FAX.03-6212-6302
ホームページ　www.co-jsp.co.jp

Network

古紙配合率70％再生紙を使用しています


