
OUR BUSINESS
 We are a global innovator of technologically advanced specialty 
chemical products and provider of technical services. 
 Our products can be found enabling producers of automobiles, 
electronics, oil and gas, printing and agriculture. 
 Our business model is "Asset Lite – High Touch".  Our technology 
focus is on precision formulated chemistry, the process of blending 
raw materials often in small amounts to create special materials. We 
typically do not operate large complex manufacturing plants, thus the 
description Asset Lite. Our chemistry is complex and requires very 
experienced R&D scientists to develop new products to meet our 
customers’ future needs. Our products do not sell themselves. 
Whether we are introducing our technology to regulators in 100 
countries to improve agriculture yield, or providing technical service in 
customers’ complex factories, our people become THE critical asset of 
the company, thus the description, High Touch. Asset Lite – High 
Touch is the combination of the low capital intensity and high reliance 
on people to develop and service our high technology products. 

OUR CUSTOMERS
 We will create an industry image that automatically causes
people in the industries we serve to think �rst of Platform Specialty 
Products.
 We will justify their action by �rst thinking of the customers’ needs 
– what’s right for them makes it right for our Company – by supplying 
a total system including processes, know-how and services that assist 
in meeting all their needs.

OUR PEOPLE
 We continue to believe in the supreme worth of the individual and 
the dignity of his or her work for the bene�t of all. We will provide the 
opportunity for our people to ful�ll satisfactorily their own personal 
objectives and ambitions and reward them in proportion to their 
contribution toward achieving the corporate objectives.
 We will continue to be a place of opportunity where people “have 
the guts to fail.” We will encourage the entrepreneurs and innovators. 
We will continually challenge the goals, objectives, organization and all 
the operating and procedural aspects of our business and modify them 
when needed.
 Our progress and your progress, our Company’s long-term 
advantage and your long-term advantage, lie in our human resources. 
Other advantages that come about from technological improvements, 
the opening of new markets, lower costs, etc., all prove to be relatively 
short run. So, basically, it is the initiative, the will and the motivation 
that people bring to their work on which we rely for our survival and 
growth.
 We will continue to try to attract new people who have creative and 
probing minds; people who will at times be disturbing — questioning 
policy and procedures. If we are wise, we will welcome it, resolve it, 
put it to work, or forget it.
 We will continue to expand with the best possible talent available 
and continue to train them, and ourselves, so that we each increase 
our ability to contribute to the Company’s progress.
 We will each strive to exemplify a spirit of teamwork and 
cooperation throughout the organization, which has been instrumental 
to our past and present growth as a corporation.

WHAT WE EXPECT FROM YOU
      First and foremost, we expect of you a fundamental honesty — 
honesty with yourself, with your Company and with all those with whom 
you interact, whether they be associates within our organization, our 
customers or society in general. Character and strength have always 
been born of honesty and a willingness to face up to the truth of each 
situation as it arises.
      Second, we expect and insist on hard work. An easy life, marked by 
the absence of dif�culty, builds neither character nor happiness. 
We believe that self-realization of the individual is founded on 
accomplishment, which implies a willingness to make the sacri�ces 
necessary to get the job done the way it should be done.
      Third, we expect you to accept responsibility. Every assignment you 
will have carries with it a responsibility for accomplishment. Commit 
yourself to achievement that you consider beyond the scope of your 
talents and then program your effort to translate it into a reality.
      Fourth, we expect of you a loyalty — loyalty to yourself, your family, 
your associates, your organization and our customers. We have always 
worked together as an organization and your own personal achieve -
ments will be measured in terms of the contribution you make to our 
joint effort.
      Fifth, we expect you to demonstrate good judgment. Judgment is 
essentially an ability to appraise facts. Factual knowledge must come 
before good judgment. This means you must continually educate 
yourself on our Company, our products and our industry. In this way, 
you will have the material on which a sound appraisal of good judgment 
is based.
      This is what we expect of you, and being in an extremely competitive 
environment, we have a real urgency in this expectancy.

WHAT YOU CAN EXPECT FROM US
      One, you can expect from us the fairest treatment of which we are 
capable — fair in respect to matters of compensation, fair in respect to 
working conditions and fair in respect to personnel policies.
      Two, you can expect from us, as a Company, complete honesty in 
whatever we do. Your assignments will never compromise the principles 
of honesty and common decency, which we also expect you, as an 
individual, to uphold.
      Three, you can expect that we will provide assignments which will 
represent challenges to you — assignments which will enable you to 
grow toward your professional and personal objectives.
      Four, you can expect that we will offer opportunities for advance -
ment. Our desire is to grow from within.
      Five, you can expect that we will be a demanding organization — 
demanding of your time, your talents and the best which you as an 
individual have to offer. In this way our company will grow and you will 
grow with it.
      Perhaps all this can best be summarized in these words from an 
unknown author:
      “Create mental pictures of your goals, then work to make those 
pictures become realities.
      Exercise your God-given power to choose your own direction and 
in�uence your own destiny and try to decide wisely and well.
      Have the daring to open doors to new experiences and to step 
boldly forth to explore strange horizons.
      Be unafraid of new ideas, new theories and new philosophies.
      Have the curiosity to experiment... to test and try new ways of 
living and thinking.
      Recognize that the only ceiling life has is the one you give it and 
come to realize that you are surrounded by in�nite possibilities for 
growth and achievement.
      Keep your heart young and your expectations high and never allow 
your dreams to die.” 

我々のビジネス
　我々は、最新技術に基づくスペシャルティケミカル製品のグローバル
イノベーターであり、技術サービスのプロバイダーです。

　我々の製品は自動車、電子機器、石油・ガス、印刷、農業などの分野
でその力を発揮しています。

　我々のビジネスモデルは「Asset Lite, High Touch（最小限の資産のみ
保有する身軽な経営とお客様への深いコミットメント）」です。我々の 
テクノロジーの中心は、原料をブレンドして特殊な製品を作り出す 
プレシジョン化学処方にあります。基本的には大規模な製造工場は持ち
ません。「Asset Lite」とはこういう意味です。我々の化学処方は複雑で
あり、お客様のニーズを満たす製品開発のための経験豊かなR&D技術
者は欠かせません。製品を販売するには営業活動も必要です。農業生産
力を向上させるために100ヶ国もの政府機関に我々の製品を紹介した
り、お客様の工場で技術サービスを提供するなど、人材は会社にとっ
て何よりも重要な力となります。そのための「High Touch」なのです。 

「Asset Lite, High Touch」とは、設備等にかける資本を抑え、高度な製
品開発やお客様サポートのための人材の信頼性を高めるという考え方な
のです。

我々のお客様
　お客様にどこよりも先にプラットフォーム・スペシャルティ・プロ 
ダクツを検討していただけるようなイメージを作り上げます。

　プロセスやノウハウ、サービス等、必要とされるトータルなシステムを 
提供し、お客様のニーズ、すなわち『お客様の要望に応えることが我々の 
使命』、を第一に考えることでお客様の期待に応えます。

我々の人材
　我々は、個人が持つ至高の価値および個人が組織の利益に貢献するこ
とを尊重します。個人が自分の目標や希望を実現する機会を与え、会社
の目標達成への貢献に応じた報酬を与えます。

　誰もが「失敗を恐れずに挑戦していくことができる」環境を提供したい
と考えています。アントレプレナーやイノベーターの精神を持つことを 
奨励します。常にビジネスのゴール、目標、組織、その他すべてのオペレー
ションを見直し、必要に応じて改善していきます。

　会社の進歩と社員の進歩、会社の長期的な利益と社員の長期的な利益、
これらは人材にかかっています。技術的な進歩、新規マーケットの開拓、
コストの削減等から得られる利益は短期的なものに過ぎません。すなわ
ち、会社の存続と成長のためには個人が仕事で発揮するイニシアチブ、
意志、やる気に頼らなければなりません。

　会社は独創的で探究心に満ちた人材にとって魅力的な存在でなければ
なりません。会社の方針や運営に疑問を持つなど、時には一石を投じる
ことを恐れない人材を求めます。我々が賢明であるならば、このような
問題提起を受け入れ、解決法を見出し、それを実践に移します。疑問を
呈すること自体に対し、決して非難はしません。

　優秀な人材の力を借りて拡大を続け、さらなる会社の発展に貢献でき
るよう個人および会社全体の教育を継続的に行い、それぞれの能力を伸
ばしていきます。

　組織全体のチームワークと協力の精神は会社の成長に不可欠であり、
これを実証すべく各々が努力します。

我々が社員に期待すること
　第一に重要なのは自分自身に対して、会社に対して、そして組織内の
同僚やお客様、すべての関わりを持つ人に対しての根源的な正直さです。 
個性と強さは、常に正直さと状況に真摯に向き合う姿勢に基づいて 
います。

　第二に勤勉さを求めます。困難のない人生からは個性も幸福も生み 
出されません。個人の自己実現を達成するためには、仕事を適切に遂行
するために払う犠牲も厭わない姿勢が必要です。

　第三に責任感を持つことを期待します。社員に課される仕事にはそれ
を成し遂げるという責任がついて回ります。自己の限界の先に目標を置
き、それを現実とするための努力をしてください。

　第四に自分自身への、家族への、同僚への、組織やお客様への誠実さ
を期待します。我々は常に組織の一員として活動するため、個人の成果
もその組織にどれだけ貢献できたかによって評価されます。

　第五に正しい判断力を持つことを期待します。判断とは事実を査定す
る能力のことです。正しい判断を下すには正確な知識が不可欠です。こ
れはつまり、会社について、製品について、市場について個人が自発的
に勉強を続けなくてはならないことを意味します。そのようにして正し
い判断を下すために必要な基盤を作り上げることが可能になります。

　以上が我々が社員に期待していることです。今日の競争が激しい環境
において、我々はこれらの期待に重きを置いています。

社員が我々に期待していいこと
　第一に報酬の公正さ、労働環境の公正さ、人事方針の公正さなど、 
可能な限りの公正な扱いを受けることができます。

　第二に会社は何事においても真の正直さを持って接します。社員の 
職務は決して正直さや一般的な良識を損なうものではなく、同様に社員
にも個人として正直であることを期待します。

　第三に社員が自分の力量を存分に発揮でき、業務上および個人の目標
に向かって成長できる職務を与えます。

　第四に高みを目指すための機会を与えます。会社は社員の成長により
内側から発展します。

　第五に会社は多くの成果を求めることを認識してください。社員の 
時間や才能、そして個人として提供しうる最高の成果を求めます。この
ようにして会社は成長し、社員も成長します。

　以上のことは次の無名の作家の言葉に端的に要約されています。

　「貴方の目標を心の中で描きなさい。そしてそれを現実のものとする 
よう努めなさい。

　天より与えられし力を発揮して自らの方向性を選び、自らの運命を 
動かし、賢く正しい選択をするようにしなさい。

　新しい経験への扉を開き、果敢に未知の世界へと踏み出す勇気を持ち
なさい。

　新しい考え方、新しい理論、新しい哲学を恐れないようにしなさい。

　実験する好奇心を持ちなさい・ ・ ・新しい生き方や考え方を吟味し、
試みるために。

　人生における限界とは己で設定したものでしかないことを認識し、 
周囲が成長と成功のための無限の可能性に満ち溢れていることに気が 
つきなさい。

　気持ちを若く、期待は高く保ち、夢を絶やさないようにしなさい。」
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