
私たちが大切にしてきたもの 事業計画 価値創造の取り組み 持続的な成長に向けて 会社情報

「自分の生活が好きな色彩によって包まれたいと思うのが私たちの念願」だと創業者	高橋義博は考えました。
お客様のもっと自由に彩りたいというその願いを叶えるために研究開発を進めてきました。

1950年頃の東京製造事業所正門付近■ 技術開発・生産体制が整備され、国内市場へ浸透

　第二次世界大戦後、再スタートを切った当社は「合成樹脂着
色剤」「顔料捺染着色剤」「化・合繊原液着色剤」の研究開発を
戦後計画の３本柱としました。
　1953 年までに 3 本柱として掲げた技術開発が確立し、
1968 年に磐田工場（現東海製造事業所）が完成しました。こ
こから本格的に国内市場へ浸透していきました。

■「国産化」の技術を海外市場へ展開
　1980 年代から、日本企業の海外進出が積極化するなか、そ
のニーズに応えるため、展開エリアを拡大していきました。
　現在では世界 12 の国・地域に 18 営業・生産拠点を持ち、
世界中のお客様の開発ニーズに応える体制を構築しています。

■ 顔料の国産化を目指し創業

　創業者	高橋義博は戦前、顔料の多くを輸入に頼っていたこと
を憂い、1931 年に顔料の国産化を目指し彩華顔料合資会社を
創業しました。顔料はそのままでは使いにくく、顔料を普及さ
せるためには使いやすい形にしなければならないと考え、研究
開発を始めました。
　1944 年に同業２社を吸収合併し大日精化工業に改称、現在
のベースができました。

創業90周年を迎え、技術とESGを重視した
経営により持続的成長を目指します。

2003
大日精化（上海）化工
有限公司を設立

2005
大日精化貿易（深圳）
有限公司を設立

2006
大日カラーベトナム
CO.,LTD. を設立

2008
大日カラーインディア・
プライベートLTD. を設立

00's
1950
ビニルシートインキを
開発上市、グラビアインキ
事業に参入

1953
合成繊維原液着色剤、
織布用捺染着色剤事業に参入

1955
オレフィン樹脂用着色剤上市

50's
1994
上海三井複合塑料有限公司
を設立

1995
PT. ハイテック インキ 
インドネシアを設立

東莞大日化工厰有限公司
を設立

1997
大日精化（香港）化工廠
有限公司を設立

90's
1944
同業2社を吸収合併し、
大日精化工業株式会社に改称

オフセットインキ事業に参入

1948
塩化ビニル用着色剤を
開発上市、プラスチック用
着色剤事業に参入

当時の本社ビル

40's
1931
彩華顔料合資会社
として創業

1938
紺青・黄鉛・染付顔料・
アゾ系顔料の本格生産開始

1939
彩華色素工業株式会社
に改称

創業者	高橋義博

30's
1967
ウレタン樹脂事業に参入

1969
東京証券取引所市場
第一部に上場

第1期工事竣工時の
東海製造事業所

60's
1972
大日精化（香港）有限公司
を設立

1974
台精化学工業股份有限公司
を設立

1975
プラスチック用CCM技術
を発表

1976
紫外線硬化型コーティング剤
事業に参入

三宝精密化学工業株式会社
を設立

1977
エスタ・ファインカラーCORP. 
を設立

70's
1984
ダイカラーイタリーS.R.L. 
を設立

1985
天然物由来高分子事業
に参入

1988
ハイテック・カラーINC.を設立

1989
プラロイMTD B.V. を設立

大日カラー・タイランドLTD. 
を設立

80's
2021
坂東製造事業所稼働開始

20's
2013
DMカラーメヒカーナ
S.A. de C.V. を設立

2016
亞祿股份有限公司を
子会社化

10's
創業90年「価値創造」の軌跡

オープンイノベーション拠点と
需要動向に対応した生産拠点の整備

当社グループでは、環境の変化に的確に対応し、持続的な社会の実現に貢献する製品・サービスを提供する
技術オリエンテッドのソリューションカンパニーを目指し、拠点整備を進めています。
※本レポートP-05の「経営方針・経営指標」をご参照ください。

　「協創」をコンセプトに、人と人が協力することで新しい
アイディアが生まれ、豊かな未来を創造することを目指し、
お客様との協働による製品開発を行うオープンイノベーション
の拠点として、佐倉製造事
業所にテクノロジー・イノ
ベーション・センター（TIC）
の整備を進めています。

佐倉テクノロジー・イノベーション・センターの整備 坂東製造事業所の稼働

ESGを重視した経営による
企業価値向上に向けた改革の推進技術主導による競争優位性確保

　食品パッケージ用グラビアインキや産業資材分野での紫外
線・電子線硬化型コーティング剤など、ESG貢献製品等の需
要増に対応し、これら事業の主要生産拠点となってきた川口
製造事業所の機能を移転し、
生産効率の高い新設備、省
人化設備の導入、適切な設
備配置を行い、技術や生産
面での効率向上を図ります。

TOPICS  
2020-2021

佐倉TIC外観（建設中） 坂東製造事業所開所式（テープカット）
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私たちが提供する価値
当社グループは、化学業界において川中に位置しており、お客様を通じて新たな製品を開発し、供給する役割を果たしています。
取り扱い製品は色材、機能材、合成樹脂、天然物由来高分子など多岐にわたっており、自動車・電気機器・建材などの部品から
日常生活に関連する繊維・パッケージ・情報関連素材まで広範囲な製品に活用されています。さまざまな分野での企業活動を通じて、
お客様や社会の課題解決に貢献することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を目指していきます。

価値創造プロセス 事業計画 価値創造の取り組み 持続的な成長に向けて 会社情報

　当社グループは、「お客様のニーズ」を
的確に捉え、創業以来磨き続けた「3つ
のコア技術」を生かしてアイディアをカタ
チにするとともに、国内外に展開する「生
産現場力」により高品質な製品を安定的
に供給する、「三位一体の経営サイクル」
を強みとしています。
　営業部門と技術部門の連携、また、技
術部門と生産部門の連携により、お客様
にソリューションを提供するとともに、もの
づくりを通した社会・環境への貢献を通し
て、サステナブル社会の実現と持続的な
成長を目指しています。

　当社グループは、B	to	Bメーカーとして、
さまざまな業界に最適な製品を提供して
います。
　色彩と素材を中心とした化学メーカー
であることから、最終製品に当社のブラ
ンドは記載されることはありませんが、
社会インフラから身近な日用品まで多種
多様な製品に採用され、その機能性や彩
りを支えています。

私たちの強み 販売先業界
「彩り」と「アイディアをカタチにする」化学メーカー B to B メーカーとして多様な業界に最適な製品を提供

お取引先

■ 顔料及び顔料の2次加工製品 Color & Functional Products

輸送機器

輸送機器

包装

建材・設備

建材・設備 衣料品･服飾品

広告･出版

産業資材

産業資材 情報・電子

包装 情報・電子

■ 合成樹脂及び特殊コーティング剤 Polymer & Coating Materials

■ パッケージ用及び広告出版用インキ Graphic & Printing Materials3つのコア技術
顔料･樹脂を中心とした

「顔料合成」「分散加工」
「樹脂合成」技術を深化・
融合し、新たな価値を創造

ニーズ
アイディアを

カタチに

ソリューション

顧客ニーズ
への対応力

幅広い商品展開
新製品開発
高付加価値素材の提案

生産現場力

高品質な製品の安定供給
国内15、海外16の生産拠点
によるグローバル展開

大日精化の製品を用いて、多様な最終製品に加工

顔料を祖業に、創業以来90年にわたり磨いた技術で、
社会や環境のニーズに即した付加価値の高い素材を生み出す会社

ものづくりを通した社会・環境への貢献

包装 
23%

輸送機器 
19%

情報・電子 
17%

産業資材 
14%

建材・設備 
10%

その他 
17%

■ 2021年計画
 (国内・海外合計）
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製品を通したESG貢献

大日精化のESG貢献製品
当社グループでは、脱炭素社会に貢献する二酸化炭素を原料とした樹脂、生分解性微粒子、バイオマス由来製品、水性製品等、環境
に調和する製品の開発や、お客様の効率改善に貢献し結果的にエネルギー使用量、廃棄物を削減する製品の開発、紛争鉱物の不使
用など、当社グループのみならず、サプライチェーン全体でESGに貢献します。

　二酸化炭素を原材料に使用し、主鎖に水酸基を持つことを特
徴とする新規ウレタン樹脂で、当社が日本で初めて工業化に成
功しました。従来のポリウレタン樹脂に比べ、酸素バリア性や金
属密着性が高く、低エネルギーで架橋が容易に行え、硬化後の
物性にも優れており、グラビアインキやガスバリア性コーティン
グ剤に応用することにより、優れた機能性と二酸化炭素排出量
の抑制を両立しています。

　化粧品分野における環境対応型素材の高まりを
受けて開発した、セルロースを原料とした天然素材
系の微粒子パウダーです。天然素材でありながら、
真球状で平滑な表面を実現し、ファンデーションな
どに使用した場合、無機粒子にはない滑らかでしっ
とりとした触感を付与することができます。高い生
分解性をもち、マイクロプラスチックの抑制にも寄
与します。

CO₂を原材料に用いたヒドロキシポリウレタン樹脂 

【HPUシリーズ】

ESG貢献製品の例2ESG貢献製品の例1

事業計画 価値創造の取り組み 持続的な成長に向けて 会社情報

経過日数（日）
ECHA規制案（Group1）土壌：28日後の生分解度が60％以上
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KCX-5000

第17回
グリーン・サステイナブル
ケミストリー奨励賞 受賞

天然素材系の化粧品用パウダー【KCXシリーズ】

CO₂排出量削減に貢献する製品
●	二次電池向け各種材料
●	太陽電池向け各種材料
●	紫外線硬化型、電子線硬化型コーティング剤
●	インクジェットインキ用顔料、着色剤
●	建物用遮熱塗料、遮熱コート剤
●	自動車向け軽量・高強度樹脂製品
●	低温型トナー用顔料、着色剤

排出されたCO₂を削減できる製品
●	CO₂ を原料とするポリウレタン樹脂

海・川・湖など水環境の
保護に貢献する製品
●	繊維用原液着色剤
●	繊維用顔料捺染剤
●	生分解性微粒子

環境や人に対する有害な
物質を削減した製品
●	水系ポリウレタン樹脂
●	水性フレキソインキ
●	ノントルエンインキ
●	バイオマス由来の各種インキ
●	水性塗料用着色剤

持続可能な農業の促進に貢献する製品
●	雑草抑制向けシート用着色剤
●	農業用種子着色剤

フードロスの削減に貢献する製品
●	包装フィルム用ガスバリア性接着剤

安全で快適な街づくり、
強靭な社会インフラの
形成に貢献する製品
●	高速大容量通信線向け被覆材用着色剤
●	建物の構造強化用繊維向け着色剤
●	蓄光性プラスチック用着色剤

化石資源の枯渇防止と
資源循環に貢献する製品
⃝	バイオマス由来のポリウレタン樹脂
●	バイオマス由来の各種インキ
●	天然高分子（キチン、キトサン）製品
●	軟包装材向け脱墨インキ

地球温暖化
防止

資源循環の
促進

社会インフラ
強化

農業の促進
フードロスの

削減

環境負荷の
低減

水環境の
保護
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