
　2022年5月3日、東洋紡は創立140周年を迎えました。
お客さまをはじめ、従業員、取引先、地域社会、株主など
ステークホルダーの皆さまに支えていただき今日がある
こと、ご支援、ご協力に改めて感謝申し上げます。
　ところで、140年もの長きにわたり当社グループが存続
できたのは、なぜでしょうか？ 一つ目は社会からの「信頼」を
獲得し続けてきたこと、二つ目は事業環境の変化に応じ、

事業の中身を「自ら変え」、新しい製品を生み続けたこと、
そして最後に、こうした企業活動と改革を実行してきた「人
と組織」があったからなのではないか、と考えています。
　創業以来、当社グループは創業者・渋沢栄一の座右の
銘の一つである『順理則裕（なすべきことをなし、ゆたかに
する）』という企業理念にのっとり、事業を通じて社会課題
の解決に貢献してきました。しかしながら、近年、火災事故
や品質不適切事案など、信頼に揺らぎを生じさせてしまい
ました。現在、安全・防災や品質保証などの体制を抜本的
に見直し、整備を進め、全社を挙げて、ゆるぎない信頼の
確立に取り組んでいます。

　一方、私たちは創業以来、その時々の社会課題の解決に
貢献すべく、常に新たな領域にチャレンジして製品開発や
事業の中身を変え、社会や時代が求める「新」を創出して
きました。例えば、今から50年も前に水や空気など、現在
で言うところの環境ソリューション事業をはじめ、バイオ・
メディカルなどに着手しました。今日そういった事業の
重要性が一段と増していることを考えると、先見の明があった
と言えるでしょう。これからも、しっかりした土台（安全・
防災、品質、人材、そして知的財産）をベースとして、当社の
尖った四つのコア技術（高分子、バイオ・メディカル、環境、
快適性設計）にマーケティング思考とデジタル技術を掛け
合わせ、社会課題の解決に貢献するイノベーションを創出
していきます。
　今、時代は大きな転換点にあります。今後、企業を取り巻く
環境は、急激に、大規模かつ非連続に変化することが予想
されます。人々の価値観の変容、DX（デジタルトランス
フォーメーション）の進展によるビジネスの変革、カーボン
ニュートラルやサーキュラーエコノミー（循環型経済）
への要請など、企業経営に大きな影響を及ぼす変化は
数えきれないほどです。私自身は、変化はリスクとなり得る
反面、当社が社会に貢献し、事業を成長させる新たな機会
（チャンス）でもあると捉えています。企業理念『順理則裕』
に沿って言えば、この非連続な変化への対応は、私たちに
とっての新たな「なすべきこと」なのです。これをしっかり成し
遂げることで、人が安心してくらせる「ゆたか」な社会の実現
に貢献するとともに、自ら（当社グループ）の企業価値を
高められるに違いありません。

　2022年5月、当社は2030年のありたい姿を示す長期
ビジョン「サステナブル・ビジョン2030（以下、長期ビジョン）」
と「2025中期経営計画（2022～2025年度）（以下、「2025

中計」）」を発表しました。本ビジョンは、これまでの当社
経営においては十分ではなかった長期的な視点を取り
入れたものです。これからはサステナビリティを経営の
基軸としていくという強い決意をもって策定しました。長期
ビジョンのサブタイトルは「サステナブル・グロースの実現」
です。今後は、長期の構造改革期に培われた「サバイバル
思考」の文化、つまり短期の結果偏重から脱却し、「サステ
ナブルな成長志向」へと大きくかじを切ります。
　2018年度に整理した企業理念体系「TOYOBO PVVs」
において、当社の「めざす姿（Vision）」として「素材＋
サイエンスで人と地球に求められるソリューションを創造
し続けるグループ」という“未来像”を示しました。今回策定
した長期ビジョンは、この「めざす姿」を、世界の課題である
「持続可能性（サステナビリティ）」の観点から、より具体的
に「自分たちはどのような分野で、どのようにサステナビリ
ティに貢献していくのか」を明確にしたものです。ビジョンの
策定に当たっては、さまざまな環境の変化や課題を視野に、
今後10年の事業環境の変化を予測し、これらに基づいて
サプライチェーン全体の人権や人々の健康、快適な空間
づくり、脱炭素社会の実現など、当社グループがその解決
に貢献できる「五つの社会課題」を設定しました。「2030年
のありたい姿」とは、これらの課題解決を通じて人々が
安心してくらせる「ゆたか」な社会を実現し、結果として
自社の企業価値も向上させる、スパイラルアップしている
状態です。
　ところで、私は経営者として、常に「現場が主役」であると
考えています。現場とは、製造現場だけでなく、研究開発
や販売、スタッフ部門まで全ての職場です。それぞれの
職場で従業員一人一人が誇りとやりがいを持って働く
ことができることが、企業としてのサステナブルな成長
を実現するための大前提です。今回の長期ビジョンに
おいても、主役はもちろん現場の一人一人です。長期
ビジョンによって「ありたい姿」と「貢献すべき課題」を明確
にしましたので、目の前の業務と会社の未来がつながり、
自分の仕事の意味を理解すること、つまり「自分ごと化」を
期待しています。
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　長期ビジョンを踏まえ、2022年4月から「2025中計」を
スタートしました。2030年までの前半に当たる本中計を
「つくりかえる・仕込む４年間」と位置付け（なお、後半
2026～2030年度の期間は「成長を実現する5年間」）、
①安全・防災・品質の徹底 ②事業ポートフォリオの組み
替え ③未来への仕込み  ④土台の再構築という四つの
基本施策を推進します。
　このうち、「事業ポートフォリオの組み替え」は当社経営
において数年来のテーマです。全事業を「収益性」と「成長
性」との2軸により、「重点拡大」「新規育成」「安定収益」
「要改善」の四つに分類・層別した上で、それぞれの位置付
けに応じた、メリハリの利いた事業運営を進めます。重点
拡大事業であるフィルム、ライフサイエンス、環境・機能材
の3事業については、成長投資の約70％を集中投資し、市
場での優位性を強化します。例えば、フィルム事業におい
ては、「世界トップのグリーンフィルムメーカー」を目指し、
今後さらなる市場拡大が見込まれるセラコン用離型フィ
ルムの新ライン増設に加え、フードロス削減に貢献する
ガスバリアフィルムの国内外での拡大を図ります。
　一方、要改善事業に位置付けた事業については、すでに
策定した正常化マスタープランに沿って、事業の改善を
急ぎます。また、従来は、安定収益事業としていた「環境・
機能材」については、今回、その位置付けを重点拡大事業
に見直し、後述する三菱商事（株）（以下、三菱商事）との
新たな合弁会社（以下、JV新社）によって、2030年近傍を
めどに大きな飛躍を目指します。
　「未来への仕込み」の観点では、特に「オープンイノベー
ション」を重視しています。これまで以上に当社の技術や
強みを世の中に広げていくために、また、多様化・複雑化
する社会課題を解決していくために、多様なパートナー
との連携・協働を加速させる必要があると考えています。
そこで、これまで以上に他社や大学・研究機関などの

アカデミア、国内外のスタートアップなども含めた幅広い
相手とのオープンな協働を通してイノベーションを活性化
させ、新たな価値の創出・提供に取り組みます。例えば、
2022年4月に神戸大学と、また同年6月には大阪公立
大学と包括協定を締結しました。カーボンニュートラルに
寄与する膜技術やライフサイエンス分野などを中心に
共同研究を推進し、またさまざまな領域における連携の
可能性を見いだしていきます。
　「未来への仕込み」のもう一つ大きな柱として、気候
変動対応・脱炭素社会実現に向けた施策があります。2021
年度は、2050年度のカーボンニュートラル達成を目指し、
温室効果ガス（GHG）排出削減計画を策定しました。2022年
5月には2030年度の削減目標を引き上げ、2013年度比46％
以上削減（Scope1、2）としました。これまでも省エネ活動や
生産効率の改善に取り組んできましたが、2022年度から
インターナルカーボンプライシング制度の運用を開始すると
ともに、脱石炭などの燃料転換、再生可能エネルギーの
導入・調達などの施策を進めます。また、2050年度に向けて、
カーボンフリー燃料への転換、生産プロセスの電化、再生
可能エネルギーの調達拡大、カーボンオフセット・カー
ボンネガティブ施策の導入など、気候変動対策を強化・加
速させます。
　一方、「つくりかえる」観点では、当社グループのいわ
ゆるインフラストラクチャ―の整備、老朽化対策を着実
に進めていきます。「2025中計」では、前回中期経営期期間中
の約2倍の設備投資を予定しています。成長投資1,150億円
とともに、基幹システム更新を含む生産拠点の基盤整備・
新鋭化などに920億円、安全・防災やエネルギー転換・
省エネルギーなど環境対応などに330億円を投下し、土台
の再構築を進めます。
　企業の「土台」として、私が最も重視するのは「現場」すなわち
「人」です。東洋紡グループで働く一人一人が、誇りとやりがい
を持って働き、持てる能力を発揮する職場環境を作り出す
ことも私の大事な使命と考えています。その一環として、
2022年度から新たな人事制度をスタートしました。約20年
ぶりの大幅に刷新した制度の下で、従業員が、より主体的
に自己変革に取り組んでもらうことを期待しています。

また、モノづくり現場力を高めるため、現場の自走を目指す
生産革新活動を全社活動として進めるとともに、エンジニア
リング教育、現場リーダー教育をさらに充実させていきます。
　併せて、「組織風土改革」にも引き続き取り組みます。私は、
この1年「まじめな雑談」、つまり気軽な対話を社内に呼び
掛けてきました。職場での気付きを声に出す「言える化」、その
話に真摯に耳を傾ける「聴ける化」を進めています。実際、
私自身多くの従業員と、年間20回ほど「まじめな雑談」を
楽しんできました。こうした対話を通じて、それぞれが自分
の役割を自覚できるとともに、人と人のつながりが高まり、
誇りとやりがいを持って働きやすくなると信じています。

　「2025中計」の成長戦略の一環として、当社は三菱商事
と、機能素材の企画、開発、製造および販売を行うJV新社
を設立し、2023年に事業を開始する予定です。このJV新社
には、現在の当社事業のうち「環境・機能材」を分割して移行
します。対象分野は環境ソリューション装置、アクア膜、
スーパー繊維、機能フィルター、エンジニアリングプラス
チック、「バイロン®」「ハードレン®」などで、現状の売上規模
は約1,000億円です。
　ここ数年、当社は、フィルムやライフサイエンスでの躍進
はあるものの、全体としての業績は足踏みをしていると
言わざるを得ません。中でも、環境・機能材事業群は、独創性
に富んだ技術・製品で独自の市場を切り拓き、安定収益を
上げてきましたが、当社単独では今後の飛躍的な成長の
絵が描きにくい分野です。この領域には脱炭素社会の実現
など社会のサステナビリティ実現に寄与する製品群も多い
ことから、三菱商事との協働を通じて、フィルム、ライフ
サイエンスに次ぐ三本目の柱になり得る事業として成長
拡大を目指します。
　実は、JV新社の設立には、もう一つの大きな狙いがあり
ます。それは当社グループとは全く異なる文化との融合、

まさしくイノベーション（異結合）により、東洋紡グループ
の企業風土そのものを変革していくことです。商社という
異業種とのコラボレーションは、製造業である当社がこれ
まで発想し得なかった視座・視点、事業運営手法に触れる
ことができる機会でもあります。特に、海外市場での展開や
新たなビジネスモデルの開発を期待しています。冒頭でも
述べた世の中のさまざまな変化をチャンスとして生かし、
飛躍的な成長につなげていくには、長年培ってきた技術力
の強化に加え、マーケティング思考や起業家精神といった
「成長への新たなマインドセット」の形成が必要だと私は
考えています。今回の協業は、そのための絶好の機会で
あり、新たな成長モデルを創出できると確信しています。
　私たち東洋紡グループは、2030年に安心してくらせる
「ゆたか」な社会の実現と企業価値向上のスパイラルアッ
プ、すなわち社会のサステナビリティに貢献するサステナ
ブルな会社となることを目指します。そのために、「私たち
は、変化を恐れず、変化を楽しみ、変化をつくり」出しなが
ら、多くの「なすべきこと」に取り組み、それをしっかりと
成し遂げる所存です。
　ステークホルダーの皆さまには、引き続き当社グループ
へのご理解とご支援をお願い申し上げます。

2025中期経営計画

「つくりかえる・仕込む」
４年間のスタート

C E Oメッセージ
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　長期ビジョンを踏まえ、2022年4月から「2025中計」を
スタートしました。2030年までの前半に当たる本中計を
「つくりかえる・仕込む４年間」と位置付け（なお、後半
2026～2030年度の期間は「成長を実現する5年間」）、
①安全・防災・品質の徹底 ②事業ポートフォリオの組み
替え ③未来への仕込み  ④土台の再構築という四つの
基本施策を推進します。
　このうち、「事業ポートフォリオの組み替え」は当社経営
において数年来のテーマです。全事業を「収益性」と「成長
性」との2軸により、「重点拡大」「新規育成」「安定収益」
「要改善」の四つに分類・層別した上で、それぞれの位置付
けに応じた、メリハリの利いた事業運営を進めます。重点
拡大事業であるフィルム、ライフサイエンス、環境・機能材
の3事業については、成長投資の約70％を集中投資し、市
場での優位性を強化します。例えば、フィルム事業におい
ては、「世界トップのグリーンフィルムメーカー」を目指し、
今後さらなる市場拡大が見込まれるセラコン用離型フィ
ルムの新ライン増設に加え、フードロス削減に貢献する
ガスバリアフィルムの国内外での拡大を図ります。
　一方、要改善事業に位置付けた事業については、すでに
策定した正常化マスタープランに沿って、事業の改善を
急ぎます。また、従来は、安定収益事業としていた「環境・
機能材」については、今回、その位置付けを重点拡大事業
に見直し、後述する三菱商事（株）（以下、三菱商事）との
新たな合弁会社（以下、JV新社）によって、2030年近傍を
めどに大きな飛躍を目指します。
　「未来への仕込み」の観点では、特に「オープンイノベー
ション」を重視しています。これまで以上に当社の技術や
強みを世の中に広げていくために、また、多様化・複雑化
する社会課題を解決していくために、多様なパートナー
との連携・協働を加速させる必要があると考えています。
そこで、これまで以上に他社や大学・研究機関などの

アカデミア、国内外のスタートアップなども含めた幅広い
相手とのオープンな協働を通してイノベーションを活性化
させ、新たな価値の創出・提供に取り組みます。例えば、
2022年4月に神戸大学と、また同年6月には大阪公立
大学と包括協定を締結しました。カーボンニュートラルに
寄与する膜技術やライフサイエンス分野などを中心に
共同研究を推進し、またさまざまな領域における連携の
可能性を見いだしていきます。
　「未来への仕込み」のもう一つ大きな柱として、気候
変動対応・脱炭素社会実現に向けた施策があります。2021
年度は、2050年度のカーボンニュートラル達成を目指し、
温室効果ガス（GHG）排出削減計画を策定しました。2022年
5月には2030年度の削減目標を引き上げ、2013年度比46％
以上削減（Scope1、2）としました。これまでも省エネ活動や
生産効率の改善に取り組んできましたが、2022年度から
インターナルカーボンプライシング制度の運用を開始すると
ともに、脱石炭などの燃料転換、再生可能エネルギーの
導入・調達などの施策を進めます。また、2050年度に向けて、
カーボンフリー燃料への転換、生産プロセスの電化、再生
可能エネルギーの調達拡大、カーボンオフセット・カー
ボンネガティブ施策の導入など、気候変動対策を強化・加
速させます。
　一方、「つくりかえる」観点では、当社グループのいわ
ゆるインフラストラクチャ―の整備、老朽化対策を着実
に進めていきます。「2025中計」では、前回中期経営期期間中
の約2倍の設備投資を予定しています。成長投資1,150億円
とともに、基幹システム更新を含む生産拠点の基盤整備・
新鋭化などに920億円、安全・防災やエネルギー転換・
省エネルギーなど環境対応などに330億円を投下し、土台
の再構築を進めます。
　企業の「土台」として、私が最も重視するのは「現場」すなわち
「人」です。東洋紡グループで働く一人一人が、誇りとやりがい
を持って働き、持てる能力を発揮する職場環境を作り出す
ことも私の大事な使命と考えています。その一環として、
2022年度から新たな人事制度をスタートしました。約20年
ぶりの大幅に刷新した制度の下で、従業員が、より主体的
に自己変革に取り組んでもらうことを期待しています。

また、モノづくり現場力を高めるため、現場の自走を目指す
生産革新活動を全社活動として進めるとともに、エンジニア
リング教育、現場リーダー教育をさらに充実させていきます。
　併せて、「組織風土改革」にも引き続き取り組みます。私は、
この1年「まじめな雑談」、つまり気軽な対話を社内に呼び
掛けてきました。職場での気付きを声に出す「言える化」、その
話に真摯に耳を傾ける「聴ける化」を進めています。実際、
私自身多くの従業員と、年間20回ほど「まじめな雑談」を
楽しんできました。こうした対話を通じて、それぞれが自分
の役割を自覚できるとともに、人と人のつながりが高まり、
誇りとやりがいを持って働きやすくなると信じています。

　「2025中計」の成長戦略の一環として、当社は三菱商事
と、機能素材の企画、開発、製造および販売を行うJV新社
を設立し、2023年に事業を開始する予定です。このJV新社
には、現在の当社事業のうち「環境・機能材」を分割して移行
します。対象分野は環境ソリューション装置、アクア膜、
スーパー繊維、機能フィルター、エンジニアリングプラス
チック、「バイロン®」「ハードレン®」などで、現状の売上規模
は約1,000億円です。
　ここ数年、当社は、フィルムやライフサイエンスでの躍進
はあるものの、全体としての業績は足踏みをしていると
言わざるを得ません。中でも、環境・機能材事業群は、独創性
に富んだ技術・製品で独自の市場を切り拓き、安定収益を
上げてきましたが、当社単独では今後の飛躍的な成長の
絵が描きにくい分野です。この領域には脱炭素社会の実現
など社会のサステナビリティ実現に寄与する製品群も多い
ことから、三菱商事との協働を通じて、フィルム、ライフ
サイエンスに次ぐ三本目の柱になり得る事業として成長
拡大を目指します。
　実は、JV新社の設立には、もう一つの大きな狙いがあり
ます。それは当社グループとは全く異なる文化との融合、

まさしくイノベーション（異結合）により、東洋紡グループ
の企業風土そのものを変革していくことです。商社という
異業種とのコラボレーションは、製造業である当社がこれ
まで発想し得なかった視座・視点、事業運営手法に触れる
ことができる機会でもあります。特に、海外市場での展開や
新たなビジネスモデルの開発を期待しています。冒頭でも
述べた世の中のさまざまな変化をチャンスとして生かし、
飛躍的な成長につなげていくには、長年培ってきた技術力
の強化に加え、マーケティング思考や起業家精神といった
「成長への新たなマインドセット」の形成が必要だと私は
考えています。今回の協業は、そのための絶好の機会で
あり、新たな成長モデルを創出できると確信しています。
　私たち東洋紡グループは、2030年に安心してくらせる
「ゆたか」な社会の実現と企業価値向上のスパイラルアッ
プ、すなわち社会のサステナビリティに貢献するサステナ
ブルな会社となることを目指します。そのために、「私たち
は、変化を恐れず、変化を楽しみ、変化をつくり」出しなが
ら、多くの「なすべきこと」に取り組み、それをしっかりと
成し遂げる所存です。
　ステークホルダーの皆さまには、引き続き当社グループ
へのご理解とご支援をお願い申し上げます。

三菱商事との合弁

第三の柱育成と成長へのマインドセット

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜

代表取締役社長CEO＆Co-COO
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塚本　初めて御社に「一緒に何かできませんか」と声を
掛けてから合弁会社設立の発表まで、足掛け3年になり
ます。竹内さんは当初、お話をどのように受け止められま
したか。
竹内　もともとは、御社と私たちで、ある一つの事業を
一緒に経営しないかというお話だったと記憶しています。
しかし、その後の議論の中で当社グループのさまざまな

製品をご覧いただくうちに、もっと幅広い範囲で協力が
できるのではないかという話に展開していきました。
　当社グループでは20年以上事業を続けてきたものの、
大きな成長を実現できていない事業があったのですが、
御社との対話を通じて、さらに大きく飛躍できるポテン
シャルがあると気付くことができました。
塚本　当時、当社もちょうど新しいグループ体制に移行し、
「総合素材グループ」ができて半年ほどのタイミングでした。
そういった中で、何をすることが成長につながるのかを
考えた時、今まではトレーディングとともにそれに付随する
事業投資を行ってきましたが、これから先は強いパートナー

とともに事業を行い、グローバルで勝負するということ
でした。それに加え、単に収益を上げるだけではなくて、
事業の持続的発展を通じて、社会や環境への貢献も果た
していかなければならない、という結論に至ったのです。
　竹内さんにもそういったことをお話しして、もしかすると、
当社の考えていることと東洋紡の考えていることは、比較的
近しいのではないかとお伝えしました。
竹内　当時、私はまだ社長ではありませんでしたが、企画
部門の担当役員として2022年5月に発表した「サステナブル・
ビジョン2030」（以下、長期ビジョン）と、「2025 中期経営
計画（2022-2025年度）」に関する検討に着手したところで
した。当社グループの企業理念である『順理則裕』、すな
わち「なすべきことをなして社会をゆたかにし、その結果
として、企業が発展する」をベースに議論を重ねていま
した。ちょうどそのタイミングで、御社より当社製品が「もっと
社会の役に立てる」ということ、すなわち当社の存在価値を
あらためて気付かせていただいたと思っています。

塚本　当社の総合素材グループとしては、今回の合弁会社
の設立は、変化を求めた大きなチャレンジです。そのため、
社内で決定をする中ではさまざまな議論がありました。
「当社が東洋紡にとって貢献できる機能は何なのか」「当社
が参入することで、企業価値を向上させ、竹内さんが狙う
次のステージへの変化に対し、当社が本当にお役に立て
るのか」といった指摘もありました。
　そういった指摘を受け止めつつも、総合商社として培って
きたさまざまな知見を合弁会社の経営基盤を強化するために
活用すること、その上で当社が世界中に持つ幅広いネット
ワークと、東洋紡の技術との掛け算の効果を最大限発揮し、
海外における成長を取り込んでいく、この2点を訴求し、

納得してもらいました。
竹内　新会社設立の狙いは、「2025中計」でも発表している
通り、環境・機能材を第三の柱、次の成長ドライバーへと
育てることにあります。ただし、その他にも、東洋紡の考え方・
仕事の進め方を、外部の視点から今一度見直すことに
よって、さらなる付加価値を生み出していく、という効果も
期待しています。合弁会社だけでなく、東洋紡グループ
全体にこうした効果が波及していくことによって良い影響
があるのではないかと。
　さらに、三菱商事とタッグを組むことによって、今回
の事業に加えて、全体の事業展開の選択肢も広がるはず
です。調達しかり、環境対応しかり、海外展開しかり。当社
グループ全体としてもこのつながりは大きな無形資産に
なると考えています。10年後、20年後、今とは社会の在り方
が変化していく中で、対応力が高まることは間違いないと
思います。
塚本　素材分野を取り巻く事業環境では、EV化に伴う
軽量化やカーボンニュートラル化といった急激な変化が
起きています。こういった事業環境に対応するためにも、
強固な経営基盤を構築し、これまでの枠にとらわれない
ビジネスモデルの共創やグローバルでのアライアンスの
検討を進め、ひいては日本の素材産業全体の国際競争力
向上に貢献していきたいと思います。
竹内　当社が持っている素材技術は、環境対応などでの
技術的優位性があります。今回三菱商事のネットワークを
活用して、一緒に取り組むことで世界に打って出るような
企業に成長していきたい。
塚本　そのためにもやはり仕組みの改善など、まずは
小さなことからでも進めていき、良い相乗効果を生み出し
ていけたらいいですね。
竹内　全事業の約1/4がこの合弁会社に移ることになる
ので、当社にとっては大きな改革です。従業員の中には不安
に思っている方もいるかもしれません。その時に、小さな
ことでもよいので、成功事例をいくつか積み重ねていけば、
だんだん手応えが出てきて、こういうやり方があるんだと

納得できるのではないかと思います。初めの3カ月～半年
くらいの動きはとても大切だと思っています。
塚本　そうですね。成功例を作ることはとても大事だと
思います。もう一つ、期待感を醸成するというのも重要だと
思っています。
　今の三菱商事は、総合素材グループだけでもいわゆる
連結子会社が100社ぐらいあります。当然、成長軌道に乗って
いる会社もそうでない会社もあるのですが、うまくいって
いる会社を見ると、現場の従業員がやっぱりワクワク感、
ドキドキ感を持って仕事をしている感じがするんです。
竹内　変化に対するドキドキ感、それを上回るワクワク感。
とても大事ですよね。特に若い世代が三菱商事の皆さん
と一緒に新しい試みに挑戦することは、当社グループの
将来にとって財産になると思います。

塚本　2022年5月、御社と同じタイミングで3年間の中期
経営計画を発表しました。その核になるのが、「MC Shared 
Value（共創価値）の創出」です。三菱商事（MC）グループ
の総合力を発揮し、社会や産業の課題解決を通じて、共
創価値を継続的に創出していく、というメッセージを前面
に押し出しています。これはまさに新設する合弁会社にも
当てはまる考え方だと思っています。
竹内　おっしゃる通りですね。御社の広告なども拝見して、
当社の技術がどう活躍できるのか、いろいろと思案して
いました。
　当社グループが発表した長期ビジョンでは、「サステナ
ブル・グロースの実現」を目指すとしています。サステナ
ブル・グロースという言葉は一般的にも流布していますが、
当社はここに二つの意味を込めています。
　一つ目は、当社グループそのものがサステナブルな

存在、持続可能な存在であるということ。二つ目は、社会
のサステナビリティの向上です。サステナブル・グロース
には、後者への貢献を通じて前者を実現していくという
思いを込めています。
　今回の合弁会社設立は、このビジョンを体現する取り
組みだと考えています。なぜなら、新会社で展開予定
の事業は環境・機能材であり、今まさしく社会から求め
られているさまざまな環境課題の解決に貢献できる製品
の集まりだからです。そういう意味で、この会社を成長
させることが世の中の課題解決にもつながりますし、当社
の第三の柱としての成長につながるはずだと考えて
います。
塚本　当社の考えと本質は一致していると思います。社会
が抱えているさまざまな課題に対するソリューション提供
をビジネス化し、第三の柱として成長につなげていきたい
です。

塚本　また、合弁会社では、日本市場では安定収益に
とどまっていた事業も海外でしっかりと成長していけるように
したいと思っています。一番にお客さまから声を掛けて
いただけるような存在に育てていくことが大きな夢です。
竹内　現状、当社グループは「技術」に立脚して考えるところ
があるのですが、それを改め、「マーケット視点」で考える
癖を付けること。それが合弁会社運営の肝になると感じて
います。
　当社グループは2022年5月に140周年を迎え、従業員
には、この140年は偶然続いたわけではなく必然である
というメッセージを伝えました。これまで存続してこられた

のは、社会の信頼を裏切らず、世の中の変化に応じて事業
内容を変化させてきたからです。事業内容を変えていく
には新しいものを生み出し続けることが必要です。合弁
会社設立を、第二の創業のつもりで事業や技術、人材など、
あらゆる側面からチャレンジしていく所存です。
塚本　チャレンジすることはとても大事で、もちろん失敗
することもあるのですが、従業員には失敗からもしっかりと
学んで次につなげていけばいいと強く伝えています。その
スピリットは、ぜひ合弁会社にも受け継がれてほしいと
思っています。
竹内　その通りですね。御社と議論をしていて感じるのは、
成長に対する執着心、こだわりが相当強いということです。
今おっしゃったチャレンジを何度もされている。当社は
厳しいサバイバルの時代を乗り越えて今ようやく安定化
してきたので、「このままでいいのではないか」と思って
しまう節があります。御社から良い刺激を受けて、その
マインドが変わっていくことを期待しています。

塚本　当社グループは商社ですが、一部製造事業も行って
います。そのため、一番大切にしていることは、実は安全と
コンプライアンスです。ここだけは絶対に譲れない一線
だと思っています。
竹内　そのお言葉を頂くと、現場の従業員も安心すると
思います。当社グループは前回中期経営計画4年の中で
2度の火災事故を起こし、その中で2人の仲間を失いました。
また、品質不適切事案も発生しました。現在、全社を挙げて
信頼の回復、揺るぎない信頼の確立に向けて取り組んで
いるところです。当社グループの目指すところと、三菱
商事の考えている「製造」に対する原則、前提事項は共通
していると考えてよいと思います。

塚本　今後、どういった会社にしていくのかというコン
セプトから始まり、何を目標にするのか、具体的にそれを
どのように進めていくか、経営計画であったり、ルールで
あったりを詰めていくことになりますが、当社グループの
メンバーは全員が非常にワクワクしています。1日も早く
事業を立ち上げたいと思っています。「世界中のどこへ
行っても、この会社に相談すれば機能素材のことは対応
してもらえる」そんな会社をつくり上げていきたいですね。
竹内　まさに「ファーストコールのかかる会社」です。
　合弁会社を構成するのは大半が当社グループの従業員
です。私たちが主体的にならねばなりません。三菱商事に
新たなビジネスの話を持ってきてもらうのではなくて、
自らが三菱商事と一緒になって各社の垣根を越え、ワン
カンパニーで主体的に物事を考え、進めていくことが大切
だと思います。
　それを成功させる鍵となるのは、やはり一人一人の
意識です。従業員には、当社グループのValues（大切に
すること）として掲げる「変化を恐れず、変化を楽しみ、変化
をつくる」姿勢で取り組んでもらいたいと思っています。
当社グループの従業員、そして三菱商事の皆さんと一緒
に、ぜひこの取り組みを成功させ、成長を実現させたい。
引き続きよろしくお願いします。
塚本　こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。

存在価値を高め合うための
合弁会社設立

特集
三菱商事との合弁会社設立に
おけるトップ対談

グローバル市場での成長を視野に、東洋紡と三菱商事は合弁会社を設立します。
今回は、三菱商事 総合素材グループCEOの塚本氏と当社社長竹内が、
会社設立の契約締結までの経緯や今後の展望を語りました。

東洋紡株式会社
代表取締役社長CEO＆Co-COO

竹内 郁夫
三菱商事株式会社

常務執行役員 総合素材グループCEO

塚本 光太郎 氏

ビジョン
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塚本　初めて御社に「一緒に何かできませんか」と声を
掛けてから合弁会社設立の発表まで、足掛け3年になり
ます。竹内さんは当初、お話をどのように受け止められま
したか。
竹内　もともとは、御社と私たちで、ある一つの事業を
一緒に経営しないかというお話だったと記憶しています。
しかし、その後の議論の中で当社グループのさまざまな

製品をご覧いただくうちに、もっと幅広い範囲で協力が
できるのではないかという話に展開していきました。
　当社グループでは20年以上事業を続けてきたものの、
大きな成長を実現できていない事業があったのですが、
御社との対話を通じて、さらに大きく飛躍できるポテン
シャルがあると気付くことができました。
塚本　当時、当社もちょうど新しいグループ体制に移行し、
「総合素材グループ」ができて半年ほどのタイミングでした。
そういった中で、何をすることが成長につながるのかを
考えた時、今まではトレーディングとともにそれに付随する
事業投資を行ってきましたが、これから先は強いパートナー

とともに事業を行い、グローバルで勝負するということ
でした。それに加え、単に収益を上げるだけではなくて、
事業の持続的発展を通じて、社会や環境への貢献も果た
していかなければならない、という結論に至ったのです。
　竹内さんにもそういったことをお話しして、もしかすると、
当社の考えていることと東洋紡の考えていることは、比較的
近しいのではないかとお伝えしました。
竹内　当時、私はまだ社長ではありませんでしたが、企画
部門の担当役員として2022年5月に発表した「サステナブル・
ビジョン2030」（以下、長期ビジョン）と、「2025 中期経営
計画（2022-2025年度）」に関する検討に着手したところで
した。当社グループの企業理念である『順理則裕』、すな
わち「なすべきことをなして社会をゆたかにし、その結果
として、企業が発展する」をベースに議論を重ねていま
した。ちょうどそのタイミングで、御社より当社製品が「もっと
社会の役に立てる」ということ、すなわち当社の存在価値を
あらためて気付かせていただいたと思っています。

塚本　当社の総合素材グループとしては、今回の合弁会社
の設立は、変化を求めた大きなチャレンジです。そのため、
社内で決定をする中ではさまざまな議論がありました。
「当社が東洋紡にとって貢献できる機能は何なのか」「当社
が参入することで、企業価値を向上させ、竹内さんが狙う
次のステージへの変化に対し、当社が本当にお役に立て
るのか」といった指摘もありました。
　そういった指摘を受け止めつつも、総合商社として培って
きたさまざまな知見を合弁会社の経営基盤を強化するために
活用すること、その上で当社が世界中に持つ幅広いネット
ワークと、東洋紡の技術との掛け算の効果を最大限発揮し、
海外における成長を取り込んでいく、この2点を訴求し、

納得してもらいました。
竹内　新会社設立の狙いは、「2025中計」でも発表している
通り、環境・機能材を第三の柱、次の成長ドライバーへと
育てることにあります。ただし、その他にも、東洋紡の考え方・
仕事の進め方を、外部の視点から今一度見直すことに
よって、さらなる付加価値を生み出していく、という効果も
期待しています。合弁会社だけでなく、東洋紡グループ
全体にこうした効果が波及していくことによって良い影響
があるのではないかと。
　さらに、三菱商事とタッグを組むことによって、今回
の事業に加えて、全体の事業展開の選択肢も広がるはず
です。調達しかり、環境対応しかり、海外展開しかり。当社
グループ全体としてもこのつながりは大きな無形資産に
なると考えています。10年後、20年後、今とは社会の在り方
が変化していく中で、対応力が高まることは間違いないと
思います。
塚本　素材分野を取り巻く事業環境では、EV化に伴う
軽量化やカーボンニュートラル化といった急激な変化が
起きています。こういった事業環境に対応するためにも、
強固な経営基盤を構築し、これまでの枠にとらわれない
ビジネスモデルの共創やグローバルでのアライアンスの
検討を進め、ひいては日本の素材産業全体の国際競争力
向上に貢献していきたいと思います。
竹内　当社が持っている素材技術は、環境対応などでの
技術的優位性があります。今回三菱商事のネットワークを
活用して、一緒に取り組むことで世界に打って出るような
企業に成長していきたい。
塚本　そのためにもやはり仕組みの改善など、まずは
小さなことからでも進めていき、良い相乗効果を生み出し
ていけたらいいですね。
竹内　全事業の約1/4がこの合弁会社に移ることになる
ので、当社にとっては大きな改革です。従業員の中には不
安に思っている方もいるかもしれません。その時に、小さな
ことでもよいので、成功事例をいくつか積み重ねていけば、
だんだん手応えが出てきて、こういうやり方があるんだと

外部視点が新鮮な気付きや
変化をもたらす

納得できるのではないかと思います。初めの3カ月～半年
くらいの動きはとても大切だと思っています。
塚本　そうですね。成功例を作ることはとても大事だと
思います。もう一つ、期待感を醸成するというのも重要だと
思っています。
　今の三菱商事は、総合素材グループだけでもいわゆる
連結子会社が100社ぐらいあります。当然、成長軌道に乗って
いる会社もそうでない会社もあるのですが、うまくいって
いる会社を見ると、現場の従業員がやっぱりワクワク感、
ドキドキ感を持って仕事をしている感じがするんです。
竹内　変化に対するドキドキ感、それを上回るワクワク感。
とても大事ですよね。特に若い世代が三菱商事の皆さん
と一緒に新しい試みに挑戦することは、当社グループの
将来にとって財産になると思います。

塚本　2022年5月、御社と同じタイミングで3年間の中期
経営計画を発表しました。その核になるのが、「MC Shared 
Value（共創価値）の創出」です。三菱商事（MC）グループ
の総合力を発揮し、社会や産業の課題解決を通じて、共
創価値を継続的に創出していく、というメッセージを前面
に押し出しています。これはまさに新設する合弁会社にも
当てはまる考え方だと思っています。
竹内　おっしゃる通りですね。御社の広告なども拝見して、
当社の技術がどう活躍できるのか、いろいろと思案して
いました。
　当社グループが発表した長期ビジョンでは、「サステナ
ブル・グロースの実現」を目指すとしています。サステナ
ブル・グロースという言葉は一般的にも流布していますが、
当社はここに二つの意味を込めています。
　一つ目は、当社グループそのものがサステナブルな

存在、持続可能な存在であるということ。二つ目は、社会
のサステナビリティの向上です。サステナブル・グロース
には、後者への貢献を通じて前者を実現していくという
思いを込めています。
　今回の合弁会社設立は、このビジョンを体現する取り
組みだと考えています。なぜなら、新会社で展開予定
の事業は環境・機能材であり、今まさしく社会から求め
られているさまざまな環境課題の解決に貢献できる製品
の集まりだからです。そういう意味で、この会社を成長
させることが世の中の課題解決にもつながりますし、当社
の第三の柱としての成長につながるはずだと考えて
います。
塚本　当社の考えと本質は一致していると思います。社会
が抱えているさまざまな課題に対するソリューション提供
をビジネス化し、第三の柱として成長につなげていきたい
です。

塚本　また、合弁会社では、日本市場では安定収益に
とどまっていた事業も海外でしっかりと成長していけるように
したいと思っています。一番にお客さまから声を掛けて
いただけるような存在に育てていくことが大きな夢です。
竹内　現状、当社グループは「技術」に立脚して考えるところ
があるのですが、それを改め、「マーケット視点」で考える
癖を付けること。それが合弁会社運営の肝になると感じて
います。
　当社グループは2022年5月に140周年を迎え、従業員
には、この140年は偶然続いたわけではなく必然である
というメッセージを伝えました。これまで存続してこられた

のは、社会の信頼を裏切らず、世の中の変化に応じて事業
内容を変化させてきたからです。事業内容を変えていく
には新しいものを生み出し続けることが必要です。合弁
会社設立を、第二の創業のつもりで事業や技術、人材など、
あらゆる側面からチャレンジしていく所存です。
塚本　チャレンジすることはとても大事で、もちろん失敗
することもあるのですが、従業員には失敗からもしっかりと
学んで次につなげていけばいいと強く伝えています。その
スピリットは、ぜひ合弁会社にも受け継がれてほしいと
思っています。
竹内　その通りですね。御社と議論をしていて感じるのは、
成長に対する執着心、こだわりが相当強いということです。
今おっしゃったチャレンジを何度もされている。当社は
厳しいサバイバルの時代を乗り越えて今ようやく安定化
してきたので、「このままでいいのではないか」と思って
しまう節があります。御社から良い刺激を受けて、その
マインドが変わっていくことを期待しています。

塚本　当社グループは商社ですが、一部製造事業も行って
います。そのため、一番大切にしていることは、実は安全と
コンプライアンスです。ここだけは絶対に譲れない一線
だと思っています。
竹内　そのお言葉を頂くと、現場の従業員も安心すると
思います。当社グループは前回中期経営計画4年の中で
2度の火災事故を起こし、その中で2人の仲間を失いました。
また、品質不適切事案も発生しました。現在、全社を挙げて
信頼の回復、揺るぎない信頼の確立に向けて取り組んで
いるところです。当社グループの目指すところと、三菱
商事の考えている「製造」に対する原則、前提事項は共通
していると考えてよいと思います。

塚本　今後、どういった会社にしていくのかというコン
セプトから始まり、何を目標にするのか、具体的にそれを
どのように進めていくか、経営計画であったり、ルールで
あったりを詰めていくことになりますが、当社グループの
メンバーは全員が非常にワクワクしています。1日も早く
事業を立ち上げたいと思っています。「世界中のどこへ
行っても、この会社に相談すれば機能素材のことは対応
してもらえる」そんな会社をつくり上げていきたいですね。
竹内　まさに「ファーストコールのかかる会社」です。
　合弁会社を構成するのは大半が当社グループの従業員
です。私たちが主体的にならねばなりません。三菱商事に
新たなビジネスの話を持ってきてもらうのではなくて、
自らが三菱商事と一緒になって各社の垣根を越え、ワン
カンパニーで主体的に物事を考え、進めていくことが大切
だと思います。
　それを成功させる鍵となるのは、やはり一人一人の
意識です。従業員には、当社グループのValues（大切に
すること）として掲げる「変化を恐れず、変化を楽しみ、変化
をつくる」姿勢で取り組んでもらいたいと思っています。
当社グループの従業員、そして三菱商事の皆さんと一緒
に、ぜひこの取り組みを成功させ、成長を実現させたい。
引き続きよろしくお願いします。
塚本　こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。
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塚本　初めて御社に「一緒に何かできませんか」と声を
掛けてから合弁会社設立の発表まで、足掛け3年になり
ます。竹内さんは当初、お話をどのように受け止められま
したか。
竹内　もともとは、御社と私たちで、ある一つの事業を
一緒に経営しないかというお話だったと記憶しています。
しかし、その後の議論の中で当社グループのさまざまな

製品をご覧いただくうちに、もっと幅広い範囲で協力が
できるのではないかという話に展開していきました。
　当社グループでは20年以上事業を続けてきたものの、
大きな成長を実現できていない事業があったのですが、
御社との対話を通じて、さらに大きく飛躍できるポテン
シャルがあると気付くことができました。
塚本　当時、当社もちょうど新しいグループ体制に移行し、
「総合素材グループ」ができて半年ほどのタイミングでした。
そういった中で、何をすることが成長につながるのかを
考えた時、今まではトレーディングとともにそれに付随する
事業投資を行ってきましたが、これから先は強いパートナー

とともに事業を行い、グローバルで勝負するということ
でした。それに加え、単に収益を上げるだけではなくて、
事業の持続的発展を通じて、社会や環境への貢献も果た
していかなければならない、という結論に至ったのです。
　竹内さんにもそういったことをお話しして、もしかすると、
当社の考えていることと東洋紡の考えていることは、比較的
近しいのではないかとお伝えしました。
竹内　当時、私はまだ社長ではありませんでしたが、企画
部門の担当役員として2022年5月に発表した「サステナブル・
ビジョン2030」（以下、長期ビジョン）と、「2025 中期経営
計画（2022-2025年度）」に関する検討に着手したところで
した。当社グループの企業理念である『順理則裕』、すな
わち「なすべきことをなして社会をゆたかにし、その結果
として、企業が発展する」をベースに議論を重ねていま
した。ちょうどそのタイミングで、御社より当社製品が「もっと
社会の役に立てる」ということ、すなわち当社の存在価値を
あらためて気付かせていただいたと思っています。

塚本　当社の総合素材グループとしては、今回の合弁会社
の設立は、変化を求めた大きなチャレンジです。そのため、
社内で決定をする中ではさまざまな議論がありました。
「当社が東洋紡にとって貢献できる機能は何なのか」「当社
が参入することで、企業価値を向上させ、竹内さんが狙う
次のステージへの変化に対し、当社が本当にお役に立て
るのか」といった指摘もありました。
　そういった指摘を受け止めつつも、総合商社として培って
きたさまざまな知見を合弁会社の経営基盤を強化するために
活用すること、その上で当社が世界中に持つ幅広いネット
ワークと、東洋紡の技術との掛け算の効果を最大限発揮し、
海外における成長を取り込んでいく、この2点を訴求し、

納得してもらいました。
竹内　新会社設立の狙いは、「2025中計」でも発表している
通り、環境・機能材を第三の柱、次の成長ドライバーへと
育てることにあります。ただし、その他にも、東洋紡の考え方・
仕事の進め方を、外部の視点から今一度見直すことに
よって、さらなる付加価値を生み出していく、という効果も
期待しています。合弁会社だけでなく、東洋紡グループ
全体にこうした効果が波及していくことによって良い影響
があるのではないかと。
　さらに、三菱商事とタッグを組むことによって、今回
の事業に加えて、全体の事業展開の選択肢も広がるはず
です。調達しかり、環境対応しかり、海外展開しかり。当社
グループ全体としてもこのつながりは大きな無形資産に
なると考えています。10年後、20年後、今とは社会の在り方
が変化していく中で、対応力が高まることは間違いないと
思います。
塚本　素材分野を取り巻く事業環境では、EV化に伴う
軽量化やカーボンニュートラル化といった急激な変化が
起きています。こういった事業環境に対応するためにも、
強固な経営基盤を構築し、これまでの枠にとらわれない
ビジネスモデルの共創やグローバルでのアライアンスの
検討を進め、ひいては日本の素材産業全体の国際競争力
向上に貢献していきたいと思います。
竹内　当社が持っている素材技術は、環境対応などでの
技術的優位性があります。今回三菱商事のネットワークを
活用して、一緒に取り組むことで世界に打って出るような
企業に成長していきたい。
塚本　そのためにもやはり仕組みの改善など、まずは
小さなことからでも進めていき、良い相乗効果を生み出し
ていけたらいいですね。
竹内　全事業の約1/4がこの合弁会社に移ることになる
ので、当社にとっては大きな改革です。従業員の中には不
安に思っている方もいるかもしれません。その時に、小さな
ことでもよいので、成功事例をいくつか積み重ねていけば、
だんだん手応えが出てきて、こういうやり方があるんだと

納得できるのではないかと思います。初めの3カ月～半年
くらいの動きはとても大切だと思っています。
塚本　そうですね。成功例を作ることはとても大事だと
思います。もう一つ、期待感を醸成するというのも重要だと
思っています。
　今の三菱商事は、総合素材グループだけでもいわゆる
連結子会社が100社ぐらいあります。当然、成長軌道に乗って
いる会社もそうでない会社もあるのですが、うまくいって
いる会社を見ると、現場の従業員がやっぱりワクワク感、
ドキドキ感を持って仕事をしている感じがするんです。
竹内　変化に対するドキドキ感、それを上回るワクワク感。
とても大事ですよね。特に若い世代が三菱商事の皆さん
と一緒に新しい試みに挑戦することは、当社グループの
将来にとって財産になると思います。

塚本　2022年5月、御社と同じタイミングで3年間の中期
経営計画を発表しました。その核になるのが、「MC Shared 
Value（共創価値）の創出」です。三菱商事（MC）グループ
の総合力を発揮し、社会や産業の課題解決を通じて、共
創価値を継続的に創出していく、というメッセージを前面
に押し出しています。これはまさに新設する合弁会社にも
当てはまる考え方だと思っています。
竹内　おっしゃる通りですね。御社の広告なども拝見して、
当社の技術がどう活躍できるのか、いろいろと思案して
いました。
　当社グループが発表した長期ビジョンでは、「サステナ
ブル・グロースの実現」を目指すとしています。サステナ
ブル・グロースという言葉は一般的にも流布していますが、
当社はここに二つの意味を込めています。
　一つ目は、当社グループそのものがサステナブルな

存在、持続可能な存在であるということ。二つ目は、社会
のサステナビリティの向上です。サステナブル・グロース
には、後者への貢献を通じて前者を実現していくという
思いを込めています。
　今回の合弁会社設立は、このビジョンを体現する取り
組みだと考えています。なぜなら、新会社で展開予定
の事業は環境・機能材であり、今まさしく社会から求め
られているさまざまな環境課題の解決に貢献できる製品
の集まりだからです。そういう意味で、この会社を成長
させることが世の中の課題解決にもつながりますし、当社
の第三の柱としての成長につながるはずだと考えて
います。
塚本　当社の考えと本質は一致していると思います。社会
が抱えているさまざまな課題に対するソリューション提供
をビジネス化し、第三の柱として成長につなげていきたい
です。

塚本　また、合弁会社では、日本市場では安定収益に
とどまっていた事業も海外でしっかりと成長していけるように
したいと思っています。一番にお客さまから声を掛けて
いただけるような存在に育てていくことが大きな夢です。
竹内　現状、当社グループは「技術」に立脚して考えるところ
があるのですが、それを改め、「マーケット視点」で考える
癖を付けること。それが合弁会社運営の肝になると感じて
います。
　当社グループは2022年5月に140周年を迎え、従業員
には、この140年は偶然続いたわけではなく必然である
というメッセージを伝えました。これまで存続してこられた

のは、社会の信頼を裏切らず、世の中の変化に応じて事業
内容を変化させてきたからです。事業内容を変えていく
には新しいものを生み出し続けることが必要です。合弁
会社設立を、第二の創業のつもりで事業や技術、人材など、
あらゆる側面からチャレンジしていく所存です。
塚本　チャレンジすることはとても大事で、もちろん失敗
することもあるのですが、従業員には失敗からもしっかりと
学んで次につなげていけばいいと強く伝えています。その
スピリットは、ぜひ合弁会社にも受け継がれてほしいと
思っています。
竹内　その通りですね。御社と議論をしていて感じるのは、
成長に対する執着心、こだわりが相当強いということです。
今おっしゃったチャレンジを何度もされている。当社は
厳しいサバイバルの時代を乗り越えて今ようやく安定化
してきたので、「このままでいいのではないか」と思って
しまう節があります。御社から良い刺激を受けて、その
マインドが変わっていくことを期待しています。

塚本　当社グループは商社ですが、一部製造事業も行って
います。そのため、一番大切にしていることは、実は安全と
コンプライアンスです。ここだけは絶対に譲れない一線
だと思っています。
竹内　そのお言葉を頂くと、現場の従業員も安心すると
思います。当社グループは前回中期経営計画4年の中で
2度の火災事故を起こし、その中で2人の仲間を失いました。
また、品質不適切事案も発生しました。現在、全社を挙げて
信頼の回復、揺るぎない信頼の確立に向けて取り組んで
いるところです。当社グループの目指すところと、三菱
商事の考えている「製造」に対する原則、前提事項は共通
していると考えてよいと思います。

塚本　今後、どういった会社にしていくのかというコン
セプトから始まり、何を目標にするのか、具体的にそれを
どのように進めていくか、経営計画であったり、ルールで
あったりを詰めていくことになりますが、当社グループの
メンバーは全員が非常にワクワクしています。1日も早く
事業を立ち上げたいと思っています。「世界中のどこへ
行っても、この会社に相談すれば機能素材のことは対応
してもらえる」そんな会社をつくり上げていきたいですね。
竹内　まさに「ファーストコールのかかる会社」です。
　合弁会社を構成するのは大半が当社グループの従業員
です。私たちが主体的にならねばなりません。三菱商事に
新たなビジネスの話を持ってきてもらうのではなくて、
自らが三菱商事と一緒になって各社の垣根を越え、ワン
カンパニーで主体的に物事を考え、進めていくことが大切
だと思います。
　それを成功させる鍵となるのは、やはり一人一人の
意識です。従業員には、当社グループのValues（大切に
すること）として掲げる「変化を恐れず、変化を楽しみ、変化
をつくる」姿勢で取り組んでもらいたいと思っています。
当社グループの従業員、そして三菱商事の皆さんと一緒
に、ぜひこの取り組みを成功させ、成長を実現させたい。
引き続きよろしくお願いします。
塚本　こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。

社会課題解決に貢献して成長する。
そのビジョンは一致

「マーケット視点」「チャレンジ精神」
そして「成長への強いこだわり」を
東洋紡グループに組み込む
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塚本　初めて御社に「一緒に何かできませんか」と声を
掛けてから合弁会社設立の発表まで、足掛け3年になり
ます。竹内さんは当初、お話をどのように受け止められま
したか。
竹内　もともとは、御社と私たちで、ある一つの事業を
一緒に経営しないかというお話だったと記憶しています。
しかし、その後の議論の中で当社グループのさまざまな

製品をご覧いただくうちに、もっと幅広い範囲で協力が
できるのではないかという話に展開していきました。
　当社グループでは20年以上事業を続けてきたものの、
大きな成長を実現できていない事業があったのですが、
御社との対話を通じて、さらに大きく飛躍できるポテン
シャルがあると気付くことができました。
塚本　当時、当社もちょうど新しいグループ体制に移行し、
「総合素材グループ」ができて半年ほどのタイミングでした。
そういった中で、何をすることが成長につながるのかを
考えた時、今まではトレーディングとともにそれに付随する
事業投資を行ってきましたが、これから先は強いパートナー

とともに事業を行い、グローバルで勝負するということ
でした。それに加え、単に収益を上げるだけではなくて、
事業の持続的発展を通じて、社会や環境への貢献も果た
していかなければならない、という結論に至ったのです。
　竹内さんにもそういったことをお話しして、もしかすると、
当社の考えていることと東洋紡の考えていることは、比較的
近しいのではないかとお伝えしました。
竹内　当時、私はまだ社長ではありませんでしたが、企画
部門の担当役員として2022年5月に発表した「サステナブル・
ビジョン2030」（以下、長期ビジョン）と、「2025 中期経営
計画（2022-2025年度）」に関する検討に着手したところで
した。当社グループの企業理念である『順理則裕』、すな
わち「なすべきことをなして社会をゆたかにし、その結果
として、企業が発展する」をベースに議論を重ねていま
した。ちょうどそのタイミングで、御社より当社製品が「もっと
社会の役に立てる」ということ、すなわち当社の存在価値を
あらためて気付かせていただいたと思っています。

塚本　当社の総合素材グループとしては、今回の合弁会社
の設立は、変化を求めた大きなチャレンジです。そのため、
社内で決定をする中ではさまざまな議論がありました。
「当社が東洋紡にとって貢献できる機能は何なのか」「当社
が参入することで、企業価値を向上させ、竹内さんが狙う
次のステージへの変化に対し、当社が本当にお役に立て
るのか」といった指摘もありました。
　そういった指摘を受け止めつつも、総合商社として培って
きたさまざまな知見を合弁会社の経営基盤を強化するために
活用すること、その上で当社が世界中に持つ幅広いネット
ワークと、東洋紡の技術との掛け算の効果を最大限発揮し、
海外における成長を取り込んでいく、この2点を訴求し、

納得してもらいました。
竹内　新会社設立の狙いは、「2025中計」でも発表している
通り、環境・機能材を第三の柱、次の成長ドライバーへと
育てることにあります。ただし、その他にも、東洋紡の考え方・
仕事の進め方を、外部の視点から今一度見直すことに
よって、さらなる付加価値を生み出していく、という効果も
期待しています。合弁会社だけでなく、東洋紡グループ
全体にこうした効果が波及していくことによって良い影響
があるのではないかと。
　さらに、三菱商事とタッグを組むことによって、今回
の事業に加えて、全体の事業展開の選択肢も広がるはず
です。調達しかり、環境対応しかり、海外展開しかり。当社
グループ全体としてもこのつながりは大きな無形資産に
なると考えています。10年後、20年後、今とは社会の在り方
が変化していく中で、対応力が高まることは間違いないと
思います。
塚本　素材分野を取り巻く事業環境では、EV化に伴う
軽量化やカーボンニュートラル化といった急激な変化が
起きています。こういった事業環境に対応するためにも、
強固な経営基盤を構築し、これまでの枠にとらわれない
ビジネスモデルの共創やグローバルでのアライアンスの
検討を進め、ひいては日本の素材産業全体の国際競争力
向上に貢献していきたいと思います。
竹内　当社が持っている素材技術は、環境対応などでの
技術的優位性があります。今回三菱商事のネットワークを
活用して、一緒に取り組むことで世界に打って出るような
企業に成長していきたい。
塚本　そのためにもやはり仕組みの改善など、まずは
小さなことからでも進めていき、良い相乗効果を生み出し
ていけたらいいですね。
竹内　全事業の約1/4がこの合弁会社に移ることになる
ので、当社にとっては大きな改革です。従業員の中には不安
に思っている方もいるかもしれません。その時に、小さな
ことでもよいので、成功事例をいくつか積み重ねていけば、
だんだん手応えが出てきて、こういうやり方があるんだと

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜

納得できるのではないかと思います。初めの3カ月～半年
くらいの動きはとても大切だと思っています。
塚本　そうですね。成功例を作ることはとても大事だと
思います。もう一つ、期待感を醸成するというのも重要だと
思っています。
　今の三菱商事は、総合素材グループだけでもいわゆる
連結子会社が100社ぐらいあります。当然、成長軌道に乗って
いる会社もそうでない会社もあるのですが、うまくいって
いる会社を見ると、現場の従業員がやっぱりワクワク感、
ドキドキ感を持って仕事をしている感じがするんです。
竹内　変化に対するドキドキ感、それを上回るワクワク感。
とても大事ですよね。特に若い世代が三菱商事の皆さん
と一緒に新しい試みに挑戦することは、当社グループの
将来にとって財産になると思います。

塚本　2022年5月、御社と同じタイミングで3年間の中期
経営計画を発表しました。その核になるのが、「MC Shared 
Value（共創価値）の創出」です。三菱商事（MC）グループ
の総合力を発揮し、社会や産業の課題解決を通じて、共
創価値を継続的に創出していく、というメッセージを前面
に押し出しています。これはまさに新設する合弁会社にも
当てはまる考え方だと思っています。
竹内　おっしゃる通りですね。御社の広告なども拝見して、
当社の技術がどう活躍できるのか、いろいろと思案して
いました。
　当社グループが発表した長期ビジョンでは、「サステナ
ブル・グロースの実現」を目指すとしています。サステナ
ブル・グロースという言葉は一般的にも流布していますが、
当社はここに二つの意味を込めています。
　一つ目は、当社グループそのものがサステナブルな

存在、持続可能な存在であるということ。二つ目は、社会
のサステナビリティの向上です。サステナブル・グロース
には、後者への貢献を通じて前者を実現していくという
思いを込めています。
　今回の合弁会社設立は、このビジョンを体現する取り
組みだと考えています。なぜなら、新会社で展開予定
の事業は環境・機能材であり、今まさしく社会から求め
られているさまざまな環境課題の解決に貢献できる製品
の集まりだからです。そういう意味で、この会社を成長
させることが世の中の課題解決にもつながりますし、当社
の第三の柱としての成長につながるはずだと考えて
います。
塚本　当社の考えと本質は一致していると思います。社会
が抱えているさまざまな課題に対するソリューション提供
をビジネス化し、第三の柱として成長につなげていきたい
です。

塚本　また、合弁会社では、日本市場では安定収益に
とどまっていた事業も海外でしっかりと成長していけるように
したいと思っています。一番にお客さまから声を掛けて
いただけるような存在に育てていくことが大きな夢です。
竹内　現状、当社グループは「技術」に立脚して考えるところ
があるのですが、それを改め、「マーケット視点」で考える
癖を付けること。それが合弁会社運営の肝になると感じて
います。
　当社グループは2022年5月に140周年を迎え、従業員
には、この140年は偶然続いたわけではなく必然である
というメッセージを伝えました。これまで存続してこられた

のは、社会の信頼を裏切らず、世の中の変化に応じて事業
内容を変化させてきたからです。事業内容を変えていく
には新しいものを生み出し続けることが必要です。合弁
会社設立を、第二の創業のつもりで事業や技術、人材など、
あらゆる側面からチャレンジしていく所存です。
塚本　チャレンジすることはとても大事で、もちろん失敗
することもあるのですが、従業員には失敗からもしっかりと
学んで次につなげていけばいいと強く伝えています。その
スピリットは、ぜひ合弁会社にも受け継がれてほしいと
思っています。
竹内　その通りですね。御社と議論をしていて感じるのは、
成長に対する執着心、こだわりが相当強いということです。
今おっしゃったチャレンジを何度もされている。当社は
厳しいサバイバルの時代を乗り越えて今ようやく安定化
してきたので、「このままでいいのではないか」と思って
しまう節があります。御社から良い刺激を受けて、その
マインドが変わっていくことを期待しています。

塚本　当社グループは商社ですが、一部製造事業も行って
います。そのため、一番大切にしていることは、実は安全と
コンプライアンスです。ここだけは絶対に譲れない一線
だと思っています。
竹内　そのお言葉を頂くと、現場の従業員も安心すると
思います。当社グループは前回中期経営計画4年の中で
2度の火災事故を起こし、その中で2人の仲間を失いました。
また、品質不適切事案も発生しました。現在、全社を挙げて
信頼の回復、揺るぎない信頼の確立に向けて取り組んで
いるところです。当社グループの目指すところと、三菱
商事の考えている「製造」に対する原則、前提事項は共通
していると考えてよいと思います。

塚本　今後、どういった会社にしていくのかというコン
セプトから始まり、何を目標にするのか、具体的にそれを
どのように進めていくか、経営計画であったり、ルールで
あったりを詰めていくことになりますが、当社グループの
メンバーは全員が非常にワクワクしています。1日も早く
事業を立ち上げたいと思っています。「世界中のどこへ
行っても、この会社に相談すれば機能素材のことは対応
してもらえる」そんな会社をつくり上げていきたいですね。
竹内　まさに「ファーストコールのかかる会社」です。
　合弁会社を構成するのは大半が当社グループの従業員
です。私たちが主体的にならねばなりません。三菱商事に
新たなビジネスの話を持ってきてもらうのではなくて、
自らが三菱商事と一緒になって各社の垣根を越え、ワン
カンパニーで主体的に物事を考え、進めていくことが大切
だと思います。
　それを成功させる鍵となるのは、やはり一人一人の
意識です。従業員には、当社グループのValues（大切に
すること）として掲げる「変化を恐れず、変化を楽しみ、変化
をつくる」姿勢で取り組んでもらいたいと思っています。
当社グループの従業員、そして三菱商事の皆さんと一緒
に、ぜひこの取り組みを成功させ、成長を実現させたい。
引き続きよろしくお願いします。
塚本　こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。

安全とコンプライアンスが
絶対的な基盤

国内外のお客さまから
「ファーストコールのかかる」会社に
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What（何を成し遂げるのか）

People：「人」を中心とした社会課題の解決に貢献

Planet：「地球」全体を意識した社会課題の解決に貢献　

70%以上
従業員
エンゲージメントスコア

1,000万回/年
感染症診断薬等の提供による
検査回数 

120万台
車室内空気清浄フィルターの
販売累計

4倍
フードロス削減に貢献する
高機能フィルムの販売量
2020年度比  

46%以上
GHG排出量 Scope1、2削減率
2013年度比

アウトカム（サステナブル・ビジョン2030の目標）

健康な生活&ヘルスケア

従業員のウェルビーイング&サプライチェーンの人権

スマートコミュニティ&快適な空間

脱炭素社会＆循環型社会

良質な水域・大気・土壌&生物多様性

● 「現場が主役」
  従業員の安全・誇りとやりがい
● サプライチェーン全体の
  人権尊重

● 感染症分野へ貢献
● QOL向上へ貢献

● 「人」中心のデジタル社会
  実現への貢献
● 快適空間の創造

● カーボンニュートラルへ貢献
● 資源循環に向けた
   エコシステム形成

● ソリューションを通じて
  環境を良質化
● フードロス削減＆
  サステナブル食品

Why（なぜやるのか）

価値観・理念

めざす姿

サステナブル・ビジョン
2030

▶ P.001

素材＋サイエンスで
人と地球に求められる
ソリューションを創造し
続けるグループ

サステナブル・
グロースの実現
安心してくらせる
「ゆたか」な社会の実現と
企業価値向上の
スパイラルアップ

価値創造プロセス
ビジョン

価値創造プロセスでは、当社グループの企業理念体系「TOYOBO PVVs」を起点に、多様な資本を生かして、事業を
通じてどのように価値を生み出し、全てのステークホルダーにとっての価値向上につなげているのかを示しています。
このプロセスを通じて、当社グループは「人と地球に求められるソリューションを創造し続けるグループ」の実現
を目指し、各種資本へ転換・蓄積していきます。

▶ P.015
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｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜

How（どのように成し遂げるのか）

事業を通じた各種資本の蓄積

インプット

財務資本

製造資本

知的資本

人的資本

社会・関係資本

自然資本

▶ P.0176つの資本

▶ P.105あゆみ

資本

アウトプット

● 感染症診断関連製品
● 人工腎臓用中空糸膜
● ウイルス除去膜
● 血液浄化膜

● セラコン用離型フィルム
● 透明蒸着フィルム
● 鋼板ラミネートフィルム
● 環境配慮型フィルム

事業活動

● エンジニアリング
　 プラスチック
● 「バイロン®」「ハードレン®」
● VOC処理装置
● RO膜、FO膜
● スーパー繊維 環境・機能材

ライフサイエンス

フィルム

▶ P.0332025中期経営計画

新規事業▶ P.019マテリアリティ

▶ P.042サステナビリティマネジメント

外部経済の内部化などを通じた各種資本への転換

デジタルトランス
フォーメーション
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“短期の結果偏重”のサバイバル思考を脱却し、サステナブルな成長を実現していくために、2022年5月、
「サステナブル・ビジョン2030」を策定しました。「Innovation」と三つのP(People、Planet、Prosperity)の
視点を軸として社会課題解決への貢献を推進し「ゆたか」な社会の実現と企業価値向上のスパイラル
アップを目指します。

サステナブル・ビジョン2030
ビジョン

『順理則裕』なすべきことをなし、ゆたかにする

Innovationめざす姿

安全・人権や
社会正義への
対応の標準化

■サステナビリティ指標

重大インシデント ゼロ
70％以上
46％以上

60％

❶ 事業を通じて社会の課題解決に貢献　❷ 持続可能な成長(しっかりした土台+未来への成長軌道)
❸ 現場が主役(安心・安全職場、誇りとやりがい、自己成長)

医療アクセス・
健康増進の

ニーズ拡大・多様化

人口動態変化・
「人」中心のイノベーション・

都市化の加速

脱炭素・資源循環・
天然資源の制約

2030年の
社会変化・
トレンド

貢献により
解決する
社会課題

未来へつなぐ
チャレンジ

素材＋サイエンスで人と地球に求められるソリューションを
創造し続けるグループになります

2030年の
ありたい姿

Prosperity 安心してくらせる「ゆたか」な社会の実現と企業価値向上の
スパイラルアップ

People Planet

従業員エンゲージメントスコア

GHG排出量削減 2013年度比（Scope1、2)

主力事業※における原材料のグリーン化比率  ※フィルム事業を想定

6,000億円
8.3％以上
9％以上
7％以上

■財務指標

連結売上高

営業利益率

ROE

ROIC

2050年度 カーボンニュートラル

従業員のウェルビーイング＆
サプライチェーンの人権1 ● 「現場が主役」従業員の安全・誇りとやりがい
● サプライチェーン全体の人権尊重

健康な生活&ヘルスケア
2 ● 感染症分野へ貢献

● QOL 向上へ貢献

スマートコミュニティ&快適な空間
3 ●  「人」中心のデジタル社会実現への貢献

● 快適空間の創造

脱炭素社会&循環型社会
4 ● カーボンニュートラルへ貢献

● 資源循環に向けたエコシステムの形成

良質な水域・大気・土壌&生物多様性
5 ● ソリューションを通じて環境を良質化

● フードロス削減＆サステナブル食品
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社会課題ごとのサステナビリティ目標
五つの社会課題

（注） 「従業員のウェルビーイング＆サプライチェーンの人権」は、マテリアリティ「人的資本」「安全防災」に対応。その他は同名のマテリアリティに対応。

2030年度目標

・全ての現場でゼロ災害達成
・2025年度までに健康経営優良法人「ホワイト500」の取得
・従業員エンゲージメントスコア：70%以上
・サプライチェーン全体で人権尊重
・従業員の教育・研修体系の拡充

・DXを支える商品群の売上高拡大：2020年度比1.5倍
・車室内空気清浄フィルターの販売：累計120万台
・音・熱マネジメントによる電動車の快適車室空間の創出

［脱炭素社会］
・GHG排出量 Scope1、 2削減率：46%以上（2013年度比）
  2050年度にネットゼロ
  （削減貢献量＞バリューチェーン全体のGHG排出量）
・新規ソリューション分野への参入
  （浸透圧発電、風力発電用の洋上ケーブル・絶縁樹脂、燃料電池車の
  電池接着シート、大規模蓄電池用電極材、水素関連材料など）

［循環型社会］
・事業活動からの廃棄物最終処分率：1%未満
・フィルムのグリーン化比率：60%
・資源循環エコシステム参画（（株）アールプラスジャパン）

・感染症診断薬等の提供を通じて貢献する検査回数：1,000万回/年
・透析膜の提供を通じて貢献する透析患者数：25万人
・生化学検査等の原料市場シェア：30%
・再生誘導材の提供患者数：10万人/年
・三次元網状繊維構造体の医療・介護領域における普及・拡販

・VOC回収装置の処理風量：70億Nm³/年
・膜による海水淡水化：1,000万人分の水道水相当
・フードロス削減に貢献する高機能フィルムの販売量：
  2020年度比4倍
・サステナブル食品への参入

従業員のウェルビーイング& 
サプライチェーンの人権

健康な生活& 
ヘルスケア

スマートコミュニティ&
快適な空間

脱炭素社会＆
循環型社会

良質な水域・大気・土壌& 
生物多様性

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜
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6つの資本
ビジョン

資本の戦略的な活用・増大によって価値創造を加速
当社グループは社会の変化やニーズを捉え、社会課題の解決に貢献することで成長してきました。
その歩みの中で、今日の強みの源泉となるさまざまな資本を積み上げてきました。
これら資本の戦略的な活用・増大を図り、さらなる価値創造を追求していきます。

ビジョン

製造資本

当社グループは、創業以来140年に
わたって、社会課題を解決しながら
自らをゆたかにする『順理則裕』の
理念の下で、モノづくりに取り組んでき
ました。国内にとどまらず世界各地の
製造拠点から多様な製品・ソリュー
ションを生み出し、暮らしと社会を支
えています。今後も、スマート工場化な
どのDXを進め、製造資本の高度化・
拡充を図っていきます。

財務資本

現在、当社グループではポートフォリオの
見直しを進め、成長分野への経営資源
集中を図っています。また、長期的な
視点での「未来への仕込み」として、
新事業・新技術創出やDXを推進して
います。こうした持続的な成長に向けた
施策を着実に成し遂げるために、健全
な財務体質の維持に努めながらも
長期的な視点で必要な投資を着実に
行っていきます。

知的資本

紡績事業から始まった当社グループ
は、化学繊維や合成繊維へと事業を
拡大し、その後、時代のニーズに応え
ながら「重合・変性」「成形・加工」「バ
イオ」などのコア技術を獲得・育成して
きました。今後、これらに「マーケティ
ング」視点と「デジタル」技術を掛け
合わせ、社会課題起点のイノベーショ
ンの創造を目指します。また、その実現
に向けた研究開発投資を積極的に
行っていきます。

171億円350億円

● 安定的な財務体質

● 営業キャッシュ・フロー

（株）格付投資情報センター格付

2020年度 2021年度

7拠点
● 国内生産拠点
2020年度 2021年度

7拠点

● 国外生産拠点（国／地域）
2020年度 2021年度

15拠点15拠点

3.7％
● 売上高研究開発費比率
2020年度 2021年度

3.8%

● 主要な研究開発拠点
2020年度 2021年度

3カ所3カ所

● 設備投資
2020年度 2021年度

336億円233億円

● コア技術

重合・変性、成形・加工、バイオ

2020年度 2021年度

評価A-評価A-
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自然資本

グローバルな繊維・化学メーカーとして、
当社グループの製品・事業活動は多く
の資源を要するため、その保全に取り
組んできました。現在、長期的な目標
としてGHGの排出削減目標を設定し、
気候変動問題に取り組むとともに、プ
ラスチック問題解決に向けた技術開
発も推進しています。

人的資本

当社グループには、世界で1万人を
超える従業員が在籍しています。「現場
が主役」の精神の下、安心・安全・健
康の確保に努めるとともに、多様な属
性を持つ従業員が誇りとやりがいを
持って働き続けられるような環境づくり
に取り組んでいます。さらに、従業員
エンゲージメント強化や、リスキリング
のための教育など、経営戦略とひも
付いた人事施策を展開し、企業価値
創出を加速させています。

社会・関係資本

当社グループは繊維・化学の領域で、
サプライチェーンの上流から下流まで
幅広い製品・サービスを提供して
きました。それによって多様な顧客・
サプライヤーとの信頼関係を構築し、
また、イノベーション創出に向けた
産官学連携を推進してきました。今後
も他企業とのオープンイノベーション
や、大学との共同研究、社会課題解決
を目指すイニシアチブへの参画など
を積極的に進めていきます。

● 他企業、大学との提携

● エネルギー消費量

13,216TJ
2020年度 2021年度

13,166TJ

● 環境配慮製品売上比率

● 各種イニシアチブへの参画

10,503人
● 従業員
2020年度 2021年度

10,149人

● 女性管理職比率
2020年度 2021年度

3.7％3.1%

● 研究開発に従事する従業員数
2020年度 2021年度

515人約500人

● 顧客・サプライヤーとの強固な関係

2020年度 2021年度

33.8％29.9%

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜
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サステナブル・ビジョン2030とマテリアリティの関係

2030年をターゲットとする長期的なビジョンを踏まえて

マテリアリティ

当社グループは、ステークホルダーの要請・期待に応え、当社のめざす姿「人と地球に求められるソリュー
ションを創造し続けるグループ」を実現するため、2020年度にマテリアリティを特定しました。2021年度に
は、「サステナブル・ビジョン2030」で描く未来像を踏まえ見直しました。

ビジョン

特定のプロセス

統合報告書やウェブサイトを通して一連のプロセスを情報発信

各マテリアリティの
KPI・目標設定

目標達成に
向けた
取り組み

達成状況の
確認

状況に応じた
見直し

中・長期経営
計画への反映

第三者
意見の収集

グローバルな社会課題の把握・リスト化
国連グローバル・コンパクト、GRIスタンダード、

SASBスタンダードなど

社内調査・影響度の判定
役員、従業員

外部意見の聴取・修正

経営会議での議論を経て、取締役会で決定

　サステナブル・ビジョン2030では、2030年の社会や
トレンドを見据え、当社グループが事業を通じて解決に
貢献できる社会課題を五つ設定しています（▶P.015 サステ
ナブル・ビジョン2030参照）。
　社会課題解決への貢献を通じて、当社グループがサステ

ナブルな会社となるために取り組むべき重要課題を
「マテリアリティ」としています。ステークホルダーにとっての
影響度と当社グループにとっての影響度の2軸から、各項目
の中でも特に優先度の高い項目を明確にしています。

　外部イニシアチブやGRIスタンダードをはじめとする12
の国際的なガイドラインなどを参照し、候補となる社会課
題を選定しました。その上で、これらの社会課題に関する
正・負のインパクトを社内へのアンケートやヒアリングな

どを通じて明確化。機関投資家などの外部意見も取り入
れながら、最終的には取締役会での承認を経てマテリア
リティを決定しました。
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マテリアリティKPIの管理（PDCA）

マテリアリティマップ

　マテリアリティの取り組みの進捗管理を一層確実なも
のとするために、マテリアリティごとに担当役員を決定し、
併せてKPI・目標を策定しています。2022年5月に発表した
サステナブル・ビジョン2030を踏まえ、マテリアリティを
見直しました。
　2022年度には新たにマテリアリティとした項目の目標・

KPIを検討します。また、PDCAを確実に回すために、KPI
の進捗状況は、四半期ごとに開催するサステナビリティ
委員会において報告・共有しています。
　サステナビリティ委員会の議論内容は、取締役会に
適宜報告しています。

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
影
響
度(

現
在)

東洋紡グループへの影響度(現在～2030年)

非常に大きい

大きい

● 安全防災
● コンプライアンス
　 （品質を含む）
● ガバナンス

イノベーション

デジタルトランス
フォーメーション

パートナーシップ

スマートコミュニティ＆快適な空間

人権（サプライチェーン全体）

良質な水域・大気・土壌＆
生物多様性

健康な生活＆
ヘルスケア

脱炭素社会＆
循環型社会

人的資本

（注） 「従業員のウェルビーイング」は、人的資本と安全防災に含む

人材マネジメント（育成・確保）、ダイバーシティ・インクルージョン（人種・性別・年齢などの外見的な違い、
宗教・価値観・性格・嗜好などの内面の違いなど、個々の「違い」を受け入れ、認め合い、生かしていくこと）、
健康経営

人的資本 :

パートナーシップ サプライチェーン、社会貢献、ステークホルダーエンゲージメント

非常に
大きい

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜

:
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マテリアリティKPI
マテリアリティの取り組み推進のためのKPIを設定しています。KPIは達成状況などに応じて随時見直していきます。また年に一度、取締役会で
報告することとしています。

区分 大項目
項目

関連する
ESG

関連する
SDGs 目標値 2020年度実績

KPI：達成タイミングは項目ごとに設定

2021年度実績
担当役員

3,8,11,
12,17

8,12

3,4,5,8

3,4,6,7,
8,9,12,
13,14

1,2,3,6,
8,12,13,
14,15,16

7,13

6,12,14,
15

16

安全・
防災

酒井 太市
執行役員
安全防災本部長

1)
2)
3)
4)

重大災害※数
労働災害休業度数率
火災・爆発件数
異常現象・事故（流出）件数

1)
2)
製品事故※件数
製品安全・品質保証教育の実施状況

1)
2)
0件/年
100％

1)
2)
3)

実績開示
実績開示
実効性評価内容開示

1)

2)

単体※従業員の20％を対象に
1回/年
2.3%

※ 厚生労働省が規定する定義に
    準じ、社内基準を設置

※ 2030年度目標
　 売上高拡大（2030年度5,000億円
　 想定）に伴う温室効果ガス排出量
　 の増加を見越し、目標設定

※ CO₂排出原単位  [g-CO₂/t･km]
　 とは、1tの貨物を1km輸送して
　 発生するCO₂量のグラム[g]数

※ 2030年度目標

1)
2)
3)
4)

0件/年
0.25以下
0件/年
0件/年
全て毎年目指す目標、
暦年で集計

※ 対象は、東洋紡（株）、
　 東洋紡STC（株）、
　 （株）東洋紡システムクリエート

　 2025年度目標

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

2021年度に75%以上
（2025年度に90%以上）
―
年間目標　20件
年間目標　0件
年間目標　２回
目標　2021年12月末
年間目標　
東洋紡　13件
グループ会社　6件

1)

2)

90％以上（実施しない年は、
アンケートで判明した
有所見お取引先さまとの
エンゲージメント実施）
毎年、前年度比 0.5%削減

1)  
2)
3)

2013年度比 30%以上削減※
（これから協議/対応）
2021年度下期に取り組み開始

1)
2)
3)
4)
5)

2014年度比 60%削減※
2014年度比 80%削減※
2015年度比 15%削減※
毎年1%未満
売上高比率 40%※

1)
2)
0件
80％

1)
2)

3)

25回
統合報告書、
ウェブサイトに掲載
統合報告書、
ウェブサイトに掲載

1)
2)
24.1%
2.2%

1)
2)
3)
4)

1件
0.70
1件
0件

1)  
2)
3)
4)
5)
6)
7)

―
―
17件
0件
２回
―
東洋紡　13件
グループ会社　5件

1)

2)

アンケート実施の
体制整備
前年度比0.6%削減

1)

2)
3)

26%削減
（902千トン-CO₂）
ー
ー

1)
2)
3)
4)
5)

14%削減
56%削減
4%増
0.2％
30％

1)
2)
0件
100％

1)
2)

3)

24回
統合報告書、
ウェブサイトに掲載
統合報告書、
ウェブサイトに掲載

1)
2)
27.6%
2.2%

1)
2)
3)
4)

0件
0.42
1件
2件

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

71%
―
20件
0件
２回
検討完了
2022年度より実施
東洋紡　15件
グループ会社　6件

1)
2)
93％
前年度比
0.5%削減

1)

2)
3)

26%削減
（900千トン-CO₂）
ー
P.031

1)
2)
3)
4)
5)

29%削減
36%削減
8%増
0.2%
34%

※ 経済産業省が規定する定義に
　 準じ、社内基準を設置

全て毎年目指す目標

1)
2)
3)

取締役会/委員会の開催回数
1)の役員ごとの出席率
取締役会の実効性評価 内容開示

1)
2)
人権教育・研修の実施状況
障がい者雇用率の達成状況

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

（コーポレート研究において）
当社が設定する
「ソリューション提供力」に対応する
SDGs（6,12,13,14）に加え、
持続可能な社会に向けて必要な
3,7を加えた対象に資する
研究テーマの割合
（事業部研究を含め）
全社の研究テーマにおける現状
を把握し、全社目標を設定する
知財情報の解析件数
特許権侵害による事業中止件数
事業部・開発部署との協議による
外国出願案件決定数
ソリューション優秀出願賞の
検討完了
当社向け知財教育件数、
グループ会社向け知財教育件数

1)  
2)
CSR調達アンケート（隔年実施）の回収率
物流（販売)におけるCO₂排出量原
単位※の削減率

1)
2)

3)

温室効果ガス排出量（連結）
気候変動に対する
研究開発投資額
TCFD/シナリオ分析の開示

1)
2)
3)
4)
5)

VOC排出量（国内合計）
有害物質水域排出量（国内合計）
排出廃棄物量（連結）
最終処分（埋立処分）率（国内合計)
環境貢献製品・サービス
「エコパートナーシステム®」の
拡充（単体）

荒木 良夫
取締役 兼
執行役員
品質保証本部長

白井 正勝
取締役 兼
執行役員
人事・総務・
法務部門の統括

白井 正勝
取締役 兼
執行役員
人事・総務・
法務部門の統括

大田 康雄
常務執行役員
イノベーション
部門の統括

藤原 信也
執行役員
調達・物流
総括部の統括

酒井 太市
執行役員
安全防災本部長

酒井 太市
執行役員
安全防災本部長

E  S  G

S  G

G

Ｓ

E  S

E  S

E

E

品質

コーポ
レート・
ガバナンス

人権の
尊重

ソリューション
提供力

（研究開発、
知的財産）

サプライ
チェーン
マネジメント

温室効果
ガス削減

環境負荷
低減

「事故を未然に防止する取り組み」の目標設定は継続検討中

「品質関連」の目標設定は継続検討中

経
営
基
盤（
マ
テ
リ
ア
リ
ティ
の
前
提
と
な
る
基
本
事
項
）

マ
テ
リ
ア
リ
ティ
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3,4,5,8

1)  

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

海外基幹人材の日本での
研修受講者数
従業員一人当たりの
教育投資額（教育時間）
管理職に占める女性比率の
達成状況
年休取得率
年間所定外労働時間削減
（360時間超の人数/対象者数）
男性の育児休暇取得率
健康経営ホワイト500認証取得
エンゲージメントサーベイに基づく
従業員の「働き方肯定度」の向上
①「日常業務のやりにくさがない」
　の肯定的回答率
②「一人一人の多様な意見や
　考えを尊重」の肯定的回答率

白井 正勝
取締役 兼
執行役員
人事・総務・
法務部門の
統括

Ｓ人材
マネジメント

16

1)コンプライアンス意識の向上

白井 正勝
取締役 兼
執行役員
人事・総務・
法務部門の
統括

Ｓ Ｇコンプ
ライアンス

1)  
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

15人/年
50千円/年、21時間
5.0％以上
75％
20%削減 （2.0%）
休職取得対象者の80％
取得・維持
①肯定的回答率の向上
②肯定的回答率の向上

2025年度目標

1) コンプライアンスアンケート
の比率改善
(1)コンプライアンスを
　 重視している会社か
(2)ミニスタディの認知度

コンプライアンス勉強会、
各種研修の充実
(3)コンプライアンス勉強会
　 （管理者）
　 各種研修の実施回数

1)  

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

コロナ禍のため
中止
24千円、12.95時間
3.1％
64.0％
（3.0％）
80.0%
健康経営優良法人2021 
認定
ー

1)

(1)そう思う、まあそう
　 思う 88％
(2)毎回読んでいる、
　 ときどき、興味のある
　 テーマを読んでいる 78%

(3)コンプライアンス勉強会
　 11回開催＋全従業員
　 向け動画配信
　 各種研修 13回開催

1)  

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

コロナ禍のため
中止
50千円、17.67時間
3.7％
72.3％
（3.8％）
64.4%
健康経営優良法人2022 
認定
①33％
②42％

16

1)

2)

3)

4)

研究開発のＱＡ体系における
製品安全と品質確保違反件数
各省庁のガイドラインおよび
資金配分機関ルール違反件数
研究データの取り扱いに
関するルール違反 
表示物の被措置命令件数

大田 康雄
常務執行役員
イノベーション
部門の統括

Ｓ Ｇ

コンプ
ライアンス
（研究開発、
知的財産）

1)  
2)
3)
4)

0件/年
0件/年
0件/年　
0件/年

1) 
2)
3)
4)

ー
ー
ー
0件

1)
2)
3)
4)

0件
0件
0件
0件
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1)
2)
3)
4)

プレスリリース件数
投資家面談件数
従業員・労働組合との懇談回数
ステークホルダーとの
エンゲージメント回数

ソリューション提供力：サステナブル・ビジョン2030で具体的な貢献領域を決定、今後KPI設定を議論
製品のライフサイクルマネジメント：マテリアリティ見直しに伴い、項目から削除

白井 正勝
取締役 兼
執行役員
人事・総務・
法務部門の
統括

Ｓ Ｇ

ステーク
ホルダー・
コミュニ
ケーション

1)
2)
3)
4)

75件/年
150件/年※
30回以上/年
2回/年

全て2021年度目標

1)
2)
3)
4)

90件
144件
14回 
2回

1)
2)
3)
4)

93件
148件
47回 
1回
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1)  
2)

3)

※1

※2

情報セキュリティ教育実施回数※1

事故件数（情報漏えい、
サービス停止など）※1
情報セキュリティ対策の推進※2

対象は東洋紡（株）、
東洋紡STC（株）、
（株）東洋紡システムクリエート
対象は連結子会社
（状況を見ながら判断）
具体的な対策：連結子会社への
・情報セキュリティポリシーの展開
・OA/FA強化策の展開

高井 一郎
常務執行役員
企画部門の
統括

Ｓ Ｇ
データ・

セキュリティ、 
プライバシー

1)
2)
3)

15回/年
0件/年
推進内容の開示

全て2021年度目標

1)
2)
3)

19回
0件
サイバーセキュリティ
委員会を中心に検討中

1)
2)
3)

23回
0件
サイバーセキュリティ
委員会を中心に活動を推進

1)

(1)そう思う、まあ
　 そう思う 79％
(2)毎回読んでいる、
　 ときどき、興味のある
　 テーマを読んでいる 78%

(3)コンプライアンス勉強会
　 10回開催＋全従業員
　 向け動画配信
　 各種研修 21回開催

2)コンプライアンス相談窓口の
認知度・活用

2) コンプライアンス
アンケートの比率改善
(1)コンプライアンス
　 相談窓口の認知度
(2)利用のしやすさ

対応件数の開示

2)

(1)92%

(2)使ってみたい、
　 どちらともいえない 89%

37件

2)

(1)87%

(2)使ってみたい、
　 どちらともいえない 93%

62件

マ
テ
リ
ア
リ
ティ

全
体
を
包
括

区分 大項目
項目 目標値 2020年度実績 2021年度実績

関連する
ESG

関連する
SDGs

KPI：達成タイミングは項目ごとに設定
担当役員

3)重大な法令等の違反件数 3) 0件/年 3) 2件 3) 0件

※ 2021年8月～2022年7月

｜　ビジョン　｜　価値創造の戦略/実践　｜　価値創造の基盤　｜　2021年度の概況　｜　資料編　｜

2022年4月時点
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