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社会への貢献を目指す
化学品専門商社

当社は明治44年の創業以来、化学品専門商社として関西を基点に

国内に多くの営業拠点や物流センターを設け多岐にわたる原材料、製品、製造装置などを取り扱い、

柔軟で安定的な供給体制を確立し、社会に貢献してまいりました。

今後も取引先様にとって有益となる

商品、知識、技術力、サービス、スピードの融合と一層の向上を目指してまいります。

誠心誠意、情熱をもって、
社会のニーズにお応えします
当社は明治44年（1911年）の創業以来、数多くの荒波にさらされながら
その度により強く、よりしなやかに生まれ変わり、化学品専門商社とし
幅広い分野で商品をご提供して参りました。

特に電池、電子、樹脂、ゴムの分野で洞察力と着眼力を極限まで磨き上げ、
お取引先様と共に世の中の発展に欠かせない
材料の開発に日々邁進しております。

更に21世紀に入りグローバル化によるボーダーレス競争が激しさを増す中、
当社は海外拠点の拡充にも積極的に取り組んでおり、
お取引先様により価値の高い有益な情報を提供できるような
体制を整備しております。

また当社は情報提供だけでなく多様性に富んだ人材を揃え、
お取引先様の製品がより一層輝くための提案と技術フォローを行い、
ソリューションプロバイダーとしての役割も常に心がけております。

今後も引き続き真心を込め誠心誠意情熱をもって
社会のニーズに応えていきたいと考えております。

お困りであれば是非何なりとお申し付けください。

代表取締役社長

売上高推移 売上高商品構成

わたしたちは、安全で適切な品質の商品を確実に提供し、顧客の満足度向上と地球環境の保護と改善に取り
組んでいます。環境汚染の防止、省エネルギーを含めた資源の有効活用に配慮した事業活動を行います。

環境及び品質への取り組み

決算情報

小池産業株式会社
KOIKE SANGYO, INC.

1911年4月（明治44年４月）

1948年4月23日
（昭和23年4月23日）

103百万円（資本準備金を含む）

代表取締役社長 小池 優季史
取締役 上岡 亨
　　　 西田 𠮷博
　　　 小池 明
監査役 村木 慎吾

129名

会 社 名

創 業

設 立

資 本 金

役 員

従業員数

会社概要

大分銀行／三井住友銀行／山口銀行／商工中金／りそな銀行／伊予銀行　他
主要取引金融機関

京都エレックス（株）／クラレトレーディング（株）／信越化学工業（株）／
デンカ（株）／東亞合成（株）／東京応化工業（株）／日本バイリーン（株）／
日本リファイン（株）／（株）プライムポリマー／三井化学（株）／三井物産（株）／
三菱商事ケミカル（株）／利昌工業（株）／ロード・ジャパン・インク

主要仕入先

(単位:百万円)

電池機材

機能材

合成樹脂

電子材料

化学品 他

22%

16%

12%

19%

31%

2022年度

2018年度

2019年度

36,253

35,244

2020年度 30,601

2021年度 33,418

37,662

（株）OSPトレーディング／五洋紙工（株）／堺ディスプレイプロダクト（株）／
シャープ（株）／住友理工（株）／タイガースポリマー（株）／ダイワボウレーヨン
（株）／東海興業（株）／凸版印刷（株）／パナソニック（株）／プライムアース
EVエナジー（株）／マクセル（株）／三井化学（株）／三菱電機（株）／（株）
村田製作所／ローム（株） （五十音順）

（五十音順）

主要得意先

22%

16%

12%

31%

19%
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電子材料分野

合成樹脂分野

機能材分野

電池機材分野化学品分野

フォトレジスト及び付属薬品、各種エッチング液
などの高純度薬品や有機EL材料、パッケージ
材料をはじめ各種フィルターやクリーンルーム
用品を取り扱っております。

半導体、FPD、太陽電池向けの高機能な製造
装置を広く取り揃えています。また、ROLL to 
ROLLなどのフィルム関連の装置も手がけて
おります。

半導体・ディスプレイ・電子部品向け材料 各種製造装置 実装関連材料

FPC材料をはじめとし各種めっき液、ソルダー
レジスト、封止材、接着剤など取り扱っています。
また、装置関連ではラミネーター装置、半田
印刷機、現像装置も取り扱っております。

長年に渡り、アルカリ乾電池やリチウム一次電池
および酸化銀電池、空気亜鉛電池などの各種
一次電池に使用される各種材料を幅広く取り
扱っております。

近年、様々な製品の動力源として利用され、
益々重要度が増しているリチウムイオン電池や
ニッケル水素電池などの二次電池に使用される
材料を取り扱っております。

一次電池用材料 二次電池用材料 太陽電池用材料

導電材、封止材などを提供しています。また、
高効率化に向けた材料（拡散剤、マスク材）など
低コストを意識した材料を顧客のニーズに応え
て開発いたします。

各種取り扱いがあり、使用用途、条件によって
提案が可能です。ポリマーでの販売からコンパ
ウンドでの提供までお客様の要望に応じて対
応いたします。

多彩な性能を持ち広範囲に使用されるシリ
コーンや、各特性が優れるフッ素製品、加硫接着
剤として自動車用途を中心に使用されている
ケムロックを取り扱っております。

高機能製品合成ゴム 断熱･耐熱材･建材

米HITCO社のレフラシール(シリカ繊維)を軸と
してRCF、AES(BSF)、アルミナ繊維などの無機
断熱材やセメント・特殊混和材、パーライトを
取り扱っております。

汎用樹脂からエンプラまで取り扱っており、雑
貨･家庭用品･建材･家電･自動車などの幅広い
分野に向け販売しております。

超高分子量PEや、ポリメチルペンテン・COC
（環状オレフィンコポリマー）・熱可塑性エラスト
マーなどの高機能製品を取り扱っております。

合成樹脂 高機能樹脂 樹脂製品

各種フィルムやシート･樹脂板などの製品を
販売しております。また成形品や加工品も取り
扱っております。

有機・無機工業薬品から一般試薬まで取り
扱っております。工業用薬品につきましては、
石油缶からローリー供給まで対応いたします。

各種糖アルコール、酵素から機能性植物オイル
まで幅広い材料を化粧品・医薬品・食品業界へ
販売しております。

有機・無機工業用薬品 化粧品・医薬品・食品関連材料 塗料関連

工業用ベンジルアルコールをはじめとし、各種
塗料添加剤、シランカップリング剤など、取り
扱っております。 

化学品専門商社として
幅広い分野で商品をご提供

電子材料・化学品・合成樹脂・機能材・電池機材など、多数の原料を取り扱っております。

より価値の高い有益な情報を提供できるように体制を整備し、

取引先様の製品がより一層輝くためのご提案と技術フォローを行っております。

ここでは、各分野の取り扱い製品を更に詳しくご紹介いたします。

合成ゴム
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現在地において小池詳一が
小池商店を創業
工業薬品、医薬品の販売を開始

資本金300万円の
小池薬品株式会社に改組

東京出張所開設
（1962年1月東京支店）

資本金を1,200万円に増資

専務取締役小池實が
取締役社長に就任

八幡出張所を開設
（1962年1月九州営業所）

名古屋出張所を開設
（1998年7月名古屋支店）

創業50周年にあたり
小池産業株式会社と社名変更

広島営業所開設

富山分室開設

資本金を8,100万円に増資

熊本分室開設

大阪府神崎川倉庫開設

奈良県針物流センター開設

兵庫県新宮物流センター開設

熊本県菊池郡
熊本物流センタ－開設

取締役副社長小池眞が
取締役社長に就任

ISO14001全社
(物流センター含)で認証取得

ISO9001全社
(物流センター含)で認証取得

資本金を1億100万円に増資

常務取締役大石峻が
取締役社長に就任

堺事業所開設

創業100周年を迎える
取締役小池優季史が
取締役社長に就任

中国現地法人
小池商貿（寧波）有限公司 設立

タイ現地法人v
Thai Koike Trading Co., Ltd. 
設立

福知山分室開設

株式会社アムテックを子会社化

小池イマテクス株式会社を子会社化
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沿革

明治44年の創業から
関西を基点に日本全国、海外へも進出

創業以来、関西を基点に化学品を全国に供給してまいりました。

近年では現地法人をおき、海外でのビジネスもスタートさせています。

全国の拠点紹介と、わが社の歩みをご紹介いたします。

物流拠点

針物流センター
〒632-0251
奈良県奈良市針町127番-1

新宮物流センター
〒679-5155
兵庫県たつの市新宮町栗町
701番-1

熊本物流センター
〒869-1236
熊本県菊池郡大津町大字杉水
3739 -10

小池商貿（寧波）有限公司
Room706-2, 7F China-Base Building, No.666,
Tiantong South Road, Yinzhou District,
Ningbo, Zhejiang, China.

Thai Koike Trading Co.,Ltd.
RASA TWO, Level 18, 1818, Petchaburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand.

海外拠点

小池イマテクス株式会社
〒541-0046
大阪市中央区平野町1丁目8番7号 小池ビル

株式会社アムテック
〒561-0854
大阪府豊中市稲津町3-1-1

子会社

三重分室
〒515-0021
三重県松阪市古井町35番地
TEL  0598-50-4334
FAX 0598-50-4345

福知山分室
〒620-0859
京都府福知山市桔梗が丘1丁目7番地
TEL  0773-27-0877
FAX 0773-26-2083

富山分室
〒937-0015
富山県魚津市東山1051
TEL  0765-24-9225
FAX 0765-24-9222

東京支店
〒105-0022
東京都港区海岸1丁目9番1号
浜離宮インターシティ 6F
TEL  03-3437-1621
FAX 03-3437-1629

名古屋支店
〒460-0002
名古屋市中区丸の内1丁目16番4号
BPRプレイス名古屋丸の内 4F
TEL  052-211-1846
FAX 052-202-0238

熊本営業所
〒869-1236
熊本県菊池郡大津町
大字杉水3739 -10
TEL  096-294 -1881
FAX 096-294 -1901 

広島営業所
〒730-0802
広島市中区本川町2丁目
6番11号 第7ウエノヤビル 2F
TEL  082-291- 0074
FAX 082-291- 0075 

福岡営業所
〒810-0801
福岡市博多区中洲5丁目6番
24号 第6ガーデンビル 3F
TEL  092-291- 0250
FAX 092-291- 0270 

ライフ＆ヘルスケアチーム

海外チーム

食品・サニタリーチーム

東京支店

名古屋支店

電池機材1チーム

電池機材2チーム

樹脂チーム

機能材チーム

東京支店1チーム

東京支店2チーム

名古屋支店1チーム

名古屋支店2チーム

樹脂・機能材グループ

電池機材グループ

営
業
本
部

社
長

取
締
役
会

株
主
総
会

管
理
本
部

小池商貿（寧波）有限公司

Thai Koike Trading Co.,Ltd.

海外拠点 小池イマテクス株式会社

株式会社アムテック

子会社

組織図

本社 〒541-0046
大阪市中央区平野町1丁目8番7号 小池ビル

樹脂・機能材グループ

06-6222-5774TEL
06-6222-5794FAX

樹脂チーム
TE L
FAX

06-6222-5777
06-6222-5794

機能材チーム

06-6222-7149FAX

06-6222-5767TEL
06-6222-7149FAX

ライフ＆ヘルスケアチーム
事業開発グループ

06-6222-5776TEL
06-6222-5117

食品・サニタリーチーム

06-6203-8039TEL
06-6222-7149FAX

海外チーム

電子材料グループ
06-6222-5775TEL
06-6222-5768FAX

電池機材グループ
06-6222-5769TEL
06-6222-5780FAX

経営管理グループ
06-6222-5771TEL 06-6202-2782FAX

電子材料グループ

福知山分室

事業開発グループ

経営管理グループ

人事・総務チーム

財務・経理チーム

IT戦略チーム

熊本営業所

広島営業所

福岡営業所

九州支店

富山分室

三重分室
電子材料1チーム

電子材料2チーム
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