
DNPの製品・サービス

出版関連事業
● 出版メディア関連　
 1  雑誌・書籍　 2  ハイブリッド型総合書店「honto」
● 出版流通関連　
 3  MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店

情報イノベーション事業
● マーケティング関連　
 4  チラシ、カタログ　 5  LINEチラシ
● BPO（Business Process Outsourcing）　
 6  BPO
● 情報セキュリティ関連　
 7  太陽エネルギー利用屋外液晶デジタルサイネージ／
 　 タッチパネル式多言語サイネージ（UD仕様）「アクティビジョンTM」 
 8  VR（仮想現実）　 9  ビジネスフォーム　 10  ICカード
 11  本人認証サービス　 12  透明ホログラムリボン

イメージングコミュニケーション事業
 13  昇華型熱転写記録材および溶融型熱転写記録材　
 14  昇華型フォトプリンター　 15  写真関連サービス・ソリューション

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

情報コミュニケーション部門

包装関連事業
 16  ｢DNP植物由来包材 バイオマテック」 　
 17  ｢DNPモノマテリアル包材」　
 18  DNP透明蒸着フィルム「IB-FILM 」　
 19  DNPスーパーハイバリア紙包材　
 20  DNP機能性フィルム複合型PETボトル「COMPLEX BOTTLE 」　
 21  PETボトル　 22  PETボトル用無菌充填システム

生活空間関連事業
 23  フローリング用オレフィンシート　
 24  抗菌・抗ウイルス製品　 25  建物用外装材
 26  曲面樹脂グレージング　 27  車両用内装材（北陸新幹線）

産業用高機能材関連事業
 28  リチウムイオン電池用バッテリーパウチ
 29  太陽電池用部材
 30  採光フィルム（左：フィルムあり、室内が明るく）
 31  DNP多機能断熱ボックス

20 211816 17 19 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

生活・産業部門

ディスプレイ関連製品事業
 32  ディスプレイ用光学フィルム　
 33  有機ELディスプレイ関連製品　 34  液晶カラーフィルター
 35  車載ディスプレイ用視野角制御フィルム
     （右：フィルムあり、映り込みなし）
 36  電子シェード　 37  静電容量式タッチパネル用電極フィルム　
 38  透明スクリーン　 39  曲面大型有機ELデジタルサイネージ

電子デバイス事業
 40  フォトマスク（左：半導体用、右：ディスプレイ用など大型） 
 41  ナノインプリント用マスターテンプレート
 42  ハードディスクドライブ用サスペンション
 43  小型半導体パッケージ用リードフレーム
 44  DOE（光学回折素子）　
 45  ベイパーチャンバー　
 46  NFC（近距離無線通信）モジュール
 47  MEMS（微小電気機械システム）製品

34

40

3632 3733 35 38 39

4541 42 43 44 46 47

エレクトロニクス部門

仁和寺「金堂」内陣のVR
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外出自粛やイベント・キャンペーンの
中止などにより減収減益

財務ハイライトと事業戦略

1 成長領域を中心とした価値の創出

● 生活者の知を支え出版文化の発展に貢献

　電子書籍と紙の本を購入できるECサイトや、丸善・ジュ

ンク堂書店などを連動させたハイブリッド型総合書店

「honto」の事業を強化していきます。また、図書館の受託

運営や電子図書館サービスの提供など、多彩なチャネルを

通して生活者の「知」を支えていきます。

●  ハイブリッドマーケティングによる
 顧客体験価値(CX：Customer Experience）の最大化

　リアルとデジタル等をシームレスにつないで、国内外の

企業のマーケティング手法を進化させていきます。各種

マーケティング施策の立案から、それらを円滑に運用する

システムの提供などまで、ハイブリッドマーケティングを幅広

く支援することで、企業と生活者のコミュニケーションを活

性化し、顧客体験価値（CX）の最大化を図ります。

●  企業の業務課題をBPOで効率的に解決

　人手不足や働き方改革、有事の際のBCP（事業継続計画）

対応など、企業が抱えるさまざまな業務課題に対して、高度な

セキュリティ環境、業務設計や情報管理のノウハウ、AI（人工

知能）やRPA※などの最新技術を使って効率的に解決します。

●  キャッシュレス社会を支える多彩な決済手段を提供

　 I Cカードやスマートフォン、2次元コードなど、生活者の

ニーズに合わせて多様化するキャッシュレス決済において、

カードの製造やアプリの開発に加え、セキュアな決済基盤

やマルチな決済に対応した端末を提供するなど、キャッ

シュレス社会の拡大に貢献していきます。

●  DXを推進し写真撮影に関連する
 新しいサービスの展開を加速
　日本全国の約7,000台をネットワーク化した証明写真機

「Ki‐Re‐i」を活用し、公的証明書や各種資格証などの電

子申請業務を支援するとともに、さらなる用途の拡大を推

進していきます。また、M&Aで強化した技術等を活かし、

テーマパークやイベント等で写真の体験価値を高める各種

サービスを国内外で生活者に提供していきます。

2 各国・地域への最適な価値の提供

　 ICカード関連では、業務・資本提携先のベトナムとインド

ネシアの大手カードメーカーと協業し、東南アジア地域を中

心に金融向けやIDカード等の事業を強化していきます。

　写真プリント関連では、海外の製造・販売・サービスの

体制をさらに強化し、新興国を中心に市場の開拓を継続し

ていくほか、撮影・画像加工・認証の最新技術をグローバ

ルに展開していきます。

3 あらゆる構造改革による価値の最大化

　書店のデータを利用したマーケティングを強化し、保有

する出版バリューチェーンを活用して、タイムリーに本を提

供する製造・流通改革を進めていきます。また、出版印刷

や商業印刷など、縮小する紙媒体の市場に合わせて生産

体制を最適化していきます。BPO関連では、AIやRPAの採

用によって生産性や品質の向上に努めるとともに、デジタ

ルワークフローを導入し、国内外の拠点を効率的に活用す

ることで、人や場所にとらわれない最適な体制で企業活動

等をサポートします。

［売上高について］

　マイナンバーカード等の IDカードやBPO関連事業が増加

したほか、電子書籍販売や図書館関連サービスも増加しま

した。一方で、出版印刷や商業印刷などの紙媒体やイメー

ジングコミュニケーション事業が減少し、全体では前期に対

して6.6％、512億65百万円の減収となりました。

［営業利益について］

　コストダウンや受注条件の改善にも取り組みましたが、

収益性の高いイメージングコミュニケーション事業の減収の

影響などにより、前期比で36.9％、112億31百万円の減益

となりました。営業利益率は前期の3.9％から1.2ポイント

下落し、2.7％となりました。

新型コロナウイルス感染症による当事業部門への影響

（単位：十億円）

■ 売上高  ■ 営業利益
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営業利益率

  762.3

    24.8

3.3 %

  773.0

    30.4

3.9 %

  721.8

    19.1

2.7 %

2020.32019.3-6.6%

売上高

営業利益

-36.9%

情報コミュニケーション部門

※ RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）：AIを活用したロボット（ソフトウェア）による業務自動化

2020年度の財務ハイライト 中期目標の達成に向けた事業戦略・主要施策

外出自粛 事業環境キーワード 経済対策 イベント・
キャンペーン 非対面情報コミュニケーション部門

イメージング
コミュニケーション事業

情報イノベーション事業

順調

出版関連事業

苦戦

パンフレット・カタログ等の紙媒体

写真撮影・プリント関連サービス

雑誌・書籍等の印刷受注
「honto」事業の電子書籍販売

デジタルマーケティング
業務のアウトソーシング化（BPO）

基本方針
•顧客体験価値（CX）の拡大に向けたDXの推進
•紙メディア製造拠点の縮小　など

強み
•印刷・製造から流通・販売までの出版バリューチェーンの保有
•高度なセキュリティ環境および管理体制
•リアルとデジタル等を掛け合わせたハイブリッドな事業展開　など

リスク・機会
•新しい働き方や生活様式の構築、経済活動の急速な変化
•知的財産の流出や侵害、個人情報の漏えい、サイバー攻撃の増大
•雇用情勢の急激な変化にともなう人材確保の悪化　など

売上高・営業利益目標
（単位：十億円）

中期経営計画について
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生活・産業部門

財務ハイライトと事業戦略

1 成長領域を中心とした価値の創出

● 「オールDNP」で「脱炭素社会」「循環型社会」
 ｢自然共生社会」の実現をめざす

　「DNP植物由来包材 バイオマテック」「モノマテリアル包材」

などの「DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」の

製品・サービスの拡充や仕組みづくりを進めることにより、

「資源の循環」「CO2の削減」「自然環境の保全」という３つ

の価値を提供します。また、再生可能エネルギーの需要が

広がるなか、発電効率や耐久性に優れた太陽電池用の

バックシートや封止材など、環境負荷の低減につながる製

品・サービスを開発・提供していきます。

●  高付加価値製品の提供

　住宅や商業施設等にとどまらず、自動車や鉄道車両等も、

快適性が求められる生活空間と捉え、DNP独自のEBコー

ティング技術などを活かした高付加価値製品のシェア拡大

に努めていきます。また、新型コロナウイルス等の感染防

止に向けて需要拡大が見込まれる抗菌・抗ウイルス製品

（住宅・非住宅向け建材製品、リフォーム商材等）のライン

アップをさらに拡充していきます。

●  次世代のモビリティ社会の実現に向けた
 製品・サービスの開発

　電気自動車用にさらに需要が高まるリチウムイオン電池

用バッテリーパウチを中心として、意匠性や機能性に優れ

た内装用の加飾フィルム・パネル、車体の軽量化につなが

る曲面樹脂グレージングなどの新商材、非接触で充電でき

るワイヤレス給電用シート型コイル、MaaS（モビリティ・ア

ズ・ア・サービス）など、付加価値の高い製品・サービスを

提供していきます。

2 各国・地域への最適な価値の提供

　包装関連は、東南アジアにおけるシェア拡大をめざし

て、製造拠点があるインドネシアとベトナムのほか、タイや

ミャンマーなどの周辺国へ拡販を行うとともに、グローバル

企業向けのシェア拡大を進めていきます。

　生活空間関連は、意匠性に優れた金属パネルや自動車

用内外装材について、グローバルな販売網を活かして欧

米や新興国でのシェア拡大を図ります。

　産業用高機能材関連は、リチウムイオン電池用バッテ

リーパウチや太陽電池用部材、産業用バリアフィルムについ

て、グローバル市場でのシェア拡大を加速させていきます。

3 あらゆる構造改革による価値の最大化

　包装関連は、低付加価値製品の見直しと拠点の再編の

一環として、2021年度中に関西地区の複数の設備を田辺

工場（京都府）に集約する予定です。また、産業用高機能

材関連は、鶴瀬工場（埼玉県）にリチウムイオン電池用バッ

テリーパウチの製造ラインを新設し、2021年3月に稼働を

開始し、2022年度にさらに1ライン増設する予定です。

　今後も「価値」の視点に立って事業ポートフォリオを見直

し、生産性の改善、収益性の向上などを推進します。
新型コロナウイルス感染症による当事業部門への影響

外出自粛 事業環境キーワード 住宅着工 自動車業界 テレワーク生活・産業部門

生活空間関連事業

包装関連事業

順調

産業用高機能材関連事業

苦戦

飲料・お土産・飲食店向け
業務用包材

住宅・自動車向け内外装材

モバイル端末・車載向け
リチウムイオン電池用バッテリーパウチ

医療・衛生用品向け包材

［売上高について］

　リチウムイオン電池用バッテリーパウチが電気自動車向けのほか、

ノートPC、タブレット端末やスマートフォン向けで増加しました。一

方、コロナ禍での外出自粛などお土産や飲食店向けの業務用包材、

住宅・自動車向け用内外装材、太陽電池用部材が減少しました。

全体では、前期から6.0％、233億51百万円の減収となりました。

［営業利益について］

　リチウムイオン電池用バッテリーパウチの伸びや

原材料価格の下落などもあり、前期比で25.3％、

28億21百万円の増益となりました。営業利益率

は前期の2.8％から1.0ポイント上昇し、3.8％とな

りました。

事業の選択と集中に努め、減収ながらも増益を実現

（単位：十億円）

■ 売上高  ■ 営業利益
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  397.1

      8.3
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+25.3%

2020年度の財務ハイライト
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基本方針
•コンバーティング技術を活かした新製品開発・販売の強化
•低付加価値製品の見直しを強力に推進　など

強み
•コーティング、ラミネートなど独自のコンバーティング技術の保有
•環境配慮製品、バリアフィルムなどの高付加価値製品の開発技術
•世界トップシェアのリチウムイオン電池用バッテリーパウチ　など

リスク・機会
•脱炭素社会への移行、気候変動への対応、生物多様性の保全
•フードロスへの対応、安全・安心な食の確保
•抗菌・抗ウイルス製品等による各種感染症への対応　など

売上高・営業利益目標
（単位：十億円）

中期経営計画について

21
30
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368 400 440

中期目標の達成に向けた事業戦略・主要施策
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エレクトロニクス部門

1 成長領域を中心とした価値の創出

● 5G対応通信端末等の付加価値を高める
 新製品の開発・提供

 　DNPは、高精度な半導体部材の製造などで培ってきた

表面処理技術「エッチング」を用いて、5G対応機器の過熱

を抑えつつ薄型化を実現する放熱部品「ベイパーチャン

バー」で、従来品より約3割薄い0.25mm厚の製品を開発

しました。また、透明なフィルム上に目に見えないほど細い

金属配線を形成し、ディスプレイのほか、室内の壁・窓・

天井、車体のガラス等に貼付して電波を受信する「透明ア

ンテナフィルム」なども開発。こうした新製品の開発・提供

に努め、5G・6Gの通信環境に向けて、情報端末の小型化

や高機能化などの価値を創出していきます。

●  有機ELディスプレイ向け各種製品の開発を強化

 　スマートフォンやタブレット端末向けなどの中小型有機EL

ディスプレイの需要拡大を見据え、DNPが世界市場でトップ

シェアを獲得している有機ELディスプレイ製造用メタルマスク

の生産能力を増強していきます。また、ディスプレイのフォル

ダブル（折りたたみ） 化やローラブル（巻き取り）化などのニー

ズに対応した製品の開発に注力していきます。一例として、

スマートフォンやタブレット端末、パソコン等の有機ELディスプ

レイを斜めから見た際に、画面が青みがかって見える現象

「ブルーシフト」を改善する「ブルーシフト改善フィルム」を開

発し、これを主にパネルメーカー等に提供していきます。

●  次世代フォトリソグラフィ関連技術の高度化と実用化

 　高度な情報社会に欠かせない高性能な半導体の製造技術

であるEUV（極端紫外線）リソグラフィ向けに、先端半導体用EUV

マスクを提供していきます。DNPは、フォトマスク専業メーカーと

して世界で初めてマルチ電子ビームマスク描画装置を導入し、

次世代半導体用フォトマスクの生産性を向上させただけでな

く、独自の製造プロセスを構築し、フォトマスク専業メーカーとし

て初めて5nm※プロセスノードEUVマスクを開発しました。今後、

国内外の半導体メーカーのほか、研究機関や装置メーカーに先

端EUVマスクを提供していきます。また、2050年までの脱炭素

社会の実現に向け、半導体産業においてさらなる省エネルギー

化が求められるなか、DNPは、半導体製造時の消費電力を劇

的に減らす脱炭素技術である半導体NIL（ナノインプリントリソグ

ラフィ）用テンプレートの開発に注力しています。世界唯一の半

導体NIL用テンプレートメーカーとして、次世代半導体向け微細

製品の供給を通じて、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

2 各国・地域への最適な価値の提供

　米フォトロニクス社との合弁で設立した半導体用フォトマス

クの台湾と中国の拠点を活用し、強みを有した製品を展開し

ていきます。技術面での連携なども進めており、今後、より微

細なフォトマスクを東アジアや欧米などの市場に展開してい

きます。また、世界的な通商問題やカントリーリスクなどを常

に注視し、各国・地域の社会的な課題や人々のニーズを把

握し、それぞれ求められる価値の提供に努めていきます。

3 あらゆる構造改革による価値の最大化

　市場成長性や収益性の視点から事業ポートフォリオの

転換をさらに推進します。市場の変化で競争力が低下して

いる液晶カラーフィルターなどの製品から、有機ELディスプ

レイ関連の高付加価値製品などへシフトしていくほか、IoT

や5Gなどデジタル社会を支える製品へのシフトをさらに進

めて、収益力を高めていきます。特に海外でのビジネスに

ついては、為替や原材料価格の変動などに一層柔軟に対

応し、業績への影響を最小限に抑えていきます。

［売上高について］

　テレワークなどで自宅で過ごす時間が増えるなか、タブレット端末やモ

ニター、テレビ向けの光学フィルムが好調に推移しました。また、スマート

フォンなどの有機ELディスプレイ製造用のメタルマスクが安定的に推移し

たほか、電子デバイス事業の各種製品も堅調であり、その結果、前期に

対して5.6％、104億18百万円の増収となりました。

［営業利益について］

　売上高の増加や事業構造改革の成果によ

り、前期比で7 .5％、25億55百万円の増益。

営業利益率は前期の18.3％から0.3ポイント

上昇し、18.6％となりました。

新型コロナウイルス感染症による当事業部門への影響

自動車業界事業環境キーワード 国際通商関係 5G・IoT テレワークエレクトロニクス部門

電子デバイス事業

ディスプレイ
関連製品事業

順調苦戦

車載用途の各種製品
プロジェクター用スクリーン

フォトマスク
半導体パッケージ

タブレット端末・モニター・
テレビ向け光学フィルム

財務ハイライトと事業戦略

情報端末の需要拡大などにより、安定的に業績を拡大

2020年度の財務ハイライト 中期目標の達成に向けた事業戦略・主要施策

（単位：十億円）

■ 売上高  ■ 営業利益
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2024年度
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基本方針
•リアルとデジタルの高度な融合に資するキーコンポーネンツ開発・提供
•競争力が低下した事業の再構築　など

強み
•コーティング技術を強みとする世界トップシェアの光学フィルム
•エッチング技術や特許を活かした世界トップシェアのメタルマスク
•最先端のフォトリソグラフィ技術等によるフォトマスク　など

リスク・機会
•新しい働き方や生活様式の構築への取り組み
•技術革新の迅速化・多様化への対応、開発競争の激化
•国内外の景気・消費動向・為替等の変化　など

売上高・営業利益目標
（単位：十億円）

中期経営計画について

37 38

200197

36

195

※ nm:ナノメートル（10-9メートル）
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トップメッセージ
価値創造プロセス 中期経営計画 価値創出の取り組み

2021年3月期の
実績

サステナビリティへの
取り組み

データ編
DNPの価値創造について
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