
櫻本　最初に、今回発表された「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）」（以下、「2025中計」）に対する全般的な
感想をお伝えしたいと思います。サステナブルな成長志向
へとかじを切られ、少し大げさに言えば「眠れる獅子が
いよいよ目覚めた」という印象です。竹内さんが説明して
おられる動画も拝見しましたが、語り口も分かりやすく、

納得できる説明でした。
竹内　ありがとうございます。今回、投資家をはじめとする、
社外のステークホルダーの皆さまだけでなく、社内、つまり
当社グループの従業員にも長期ビジョン・「2025中計」の
内容をしっかり理解してもらうため、徹底的に言葉と向き
合い、分かりやすい説明を目指しました。最終的に企業理念
を起点とし、その実践に向けた長期ビジョン、さらにそこから
バックキャストした中期経営計画――という一貫性のある
ストーリーを展開できたと思います。
櫻本　長期ビジョンから逆算して「未来への仕込み」と

して中期経営計画が示されている点がとても良いと思い
ました。また、長期ビジョンそのものについては、2030年の
ありたい姿として掲げている「事業を通じて社会の課題
解決に貢献」「持続可能な成長（しっかりした土台＋未来
への成長軌道）」「現場が主役（安心・安全職場、誇りと
やりがい、自己成長）」という三つの柱が、正攻法であり、
骨太だという印象です。
竹内　この三本柱を構成する要素は、社長就任時に示し
ていたものと基本的には変わっていません。そこから試
行錯誤して言語化し、「これしかない」という形にまで落と
し込みました。
櫻本　なるほど。サステナビリティの考え方が軸にあり、
人的資本への視点があり、そして、事業で社会課題を解決
しながら利益を出して成長していくという点が明確になって
いる。基本に忠実で、かみそりというより多少刃がこぼれても
切れ味が落ちない“なた”のような強さを感じました。
　もう一点、長期ビジョンについて触れておきたい点が
あります。ESG側面の取り組みは、企業業績に対して即効性
のあるものではなく、いわば「漢方薬」的に効いてくるもの

です。そのことを勘案すると、長期の視点でしっかりと対応
していくことが重要ですが、御社の長期ビジョンでは、
VUCA※の時代と言われる、先が読みにくい環境の中でも、
将来の社会と市場の姿をしっかりイメージされています。
この点が非常に良いと思います。
　あとは実行あるのみ、竹内さんにはぜひ強力なリーダー
シップを発揮していただきたいですね。
竹内　承知しました。グループ全体でサステナブルな成長
を志向する風土を醸成していくためにも、私自身が率先して
積極果敢に挑戦する姿勢で臨みます。そして、対話を通じて、
当社グループの従業員を元気付け、同時にこの変革を
楽しむマインドも高めていきたいと思っています。

櫻本　「2025中計」を見ると、長期的な視点に立ったことで、

アセットマネジメントOne（株）のエグゼクティブESGアナリストである櫻本 恵氏をお招きし、
当社グループの持続的な成長をテーマに、当社社長の竹内郁夫との対談を実施しました。
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4年間という中期的な期間の計画を繰り返すだけでは困
難な点にも踏み込んでいらっしゃいますね。事業ポート
フォリオの組み替えがその最たるものかと思います。特に、
定量基準も設定して「収益性」「成長性」という2軸で各事業
を評価・層別し、注力分野への資源集中を進めていくと
いう点に関して期待感をかき立てられました。
竹内　当社において、ポートフォリオ改革は常に重要な
経営テーマでした。以前は不採算・低収益事業の解消だけ
を目指すものでした。しかし、今回はこれまでとは全く
異なります。いかに社会に貢献できる事業を伸ばせるのか。
そしてそれによって収益を拡大していけるのか。その点に
しっかりとフォーカスしています。また、現在の安定収益
事業群についても三菱商事（株）とのジョイントベンチャー
によって成長を目指せる可能性も高まります。
　今回の改革は、長期ビジョンの根底にある「サバイバル
思考からサステナブルな成長志向への転換」という思想
を象徴する施策と言えるでしょう。

櫻本　先ほど、長期ビジョン・「2025中計」を実践する上で
リーダーシップが重要であるということをお伝えしましたが、
一方で、社内の方々の理解や協力も必要不可欠かと思い
ます。特に、今回は抜本的な改革を目指されていますので、
なおさらその点が重要ではないかと。
竹内　私自身は今回の変革は抜本的というよりも、「当たり
前のこと」をやるだけだと考えています。『順理則裕』に
のっとるなら、「なすべきことをなす」だけだと言っても
良いのではないかと。
　とはいえ、これを組織や立場の違いを越えて全社で
実行していくことは容易ではありません。長期ビジョンの
「自分ごと化」が重要だという点は、おっしゃる通りです。
そこで今回の長期ビジョン策定においては、まずサステ
ナビリティ推進部が事務局となって、各ソリューション
本部（事業部門）、各スタッフ（機能）部門と対話を重ね、
原案を作成しました。その案を基に執行役員が何度
も集まって議論し、作り上げました。その間の会話を振り
返ってみても、自らの部門・立場にとらわれずに会社

全体のことを考えた発言がほとんどでした。完成した
長期ビジョンは、どの部門の責任者にとっても「唐突に
出てきたもの」ではなく、「皆で作り上げたもの」と受け
入れてもらっています。
　これからは、当社グループの全役員・従業員一人一人
が「腹に落ちるか」「自分ごとにできるか」が成功の鍵に
なります。長期ビジョンは長期ビジョン、自分の仕事は自分
の仕事という切り離された状態では、実現を期待する
べくもありません。そうではなく、長期ビジョンの中に自分
の仕事がある。もっと言えば、長期ビジョンの中に自分
の人生や仕事の意義が見つかる。人生とのつながりが
感じられる。そういった共感を持つことができる状態が
理想です。
櫻本　従業員に長期ビジョンを浸透させていくには、立ち
止まらずに浸透のための施策を打つことが得策ですね。
竹内　はい。私もそれが重要だと考えており、すでにいくつ
か手を打っています。例えば先日、グループ内向けのメッ
セージの中で長期ビジョンの完成を報告しましたが、その
際に「長期ビジョンを何のために作るのか？」という問い
掛けをしました。長期ビジョンを作ることがゴールなのでは
なく、当社グループで働く従業員が「自分ごと化」し、実現
に向けて行動に移すことが大切だということを伝えた
かったからです。
　さらに、各職場において、全社の長期ビジョン・「2025
中計」と、自部門の長期ビジョン・「2025中計」、それぞれ
についてリーダーから説明をし、それを聞いて職場の皆で
感じたこと・考えたことをじっくりと話し合うことも推奨して
います。
　こうした長期ビジョンと今の仕事のひも付けを図ると
ともに、実行面では、計画に基づいた、部署ごと・個人ごと
のアクションプランも設定しています。「実行が全て」です
ので、そのフォローアップも着実に実施していきます。

櫻本　従業員、つまり「人的資本」に関する施策は、投資家
が長期的な視点から企業を評価する観点として、近年
特に重視されています。市場の変化が速く、コロナ禍に
よって働き方はもとより価値観も大きく変化している中では、

従来にも増して企業の経営戦略と人材戦略のベクトルを
そろえていくことが重要になっています。御社では、どんな
人材戦略を描いていらっしゃいますか？
竹内　長期ビジョン・「2025中計」で目指す変革の原動力
となる「多様な人材が活躍できる職場」を整備すること。
それが基本的な方針です。多彩な経験・感性・価値観・
専門性を確保し、そうした人材の能力発揮と連携を促す
ことでイノベーションの加速を図っていきます。
　具体的な取り組みとして、2022年度から新たな人事
制度の運用を開始しました。この新制度が目指すところは、
当社グループの従業員一人一人が成長を実感し、誇りと
やりがいを持って働くことができる職場の創出です。さらに、
「人事データベース」の構築も進めています。完成後に、
これをベースとして「次世代経営者育成」「ジョブマッチング」
「リスキリング（能力の再開発・再教育）」の三本柱で、経営
戦略と緊密に結び付いた人材戦略を立案・実行していき
ます。もちろん、人材開発投資もこれまで以上に強化して
いく予定です。

櫻本　デジタル・トランスフォーメーション（DX）も「2025
中計」の重要施策と位置付けておられます。どのように
推進していかれますか？
竹内　以前から取り組んでいましたが、さらなるスピード
アップが必要と考え、外部からデジタル戦略部長を招き
ました。また、2022年6月、当社の社外取締役に就任した
福士さん（福士博司氏）は味の素（株）でCDO（Chief Digital 
Officer：最高デジタル責任者）を務め、同社の経営改革と
DXを推進してこられた方です。当社を客観的に見ること
ができるからこそ、大胆な意見や助言を期待しています。
櫻本　なるほど。一方で、東洋紡に脈 と々続いている140年
のDNAも大切にしてほしいですね。理想を実現していく
ためには、社内に精通している人材がDXの知見を身に
付けることも非常に重要です。
竹内　その通りですね。外部人材と内部人材の知見を
掛け合わせることが大切だと思います。福士さんも早速、
DX戦略策定に向けて、役員や従業員と積極的に議論を

重ねており、今後が非常に楽しみです。

櫻本　最後に、情報開示と対話についてお伺いしたいと
思います。金融市場、投資家に信頼してもらうには、まず
リスクの開示が極めて重要です。例えば、気候変動などの
世界的な課題も重要ですが、日本固有の課題として南海
トラフなどの地震や津波に関するリスクもあるのではない
でしょうか。
竹内　リスクについては、安全・防災と品質に関して先行
して洗い出し、対策を打ちながら、丁寧な開示に努めてきま
した。その他のリスクについても改めて洗い出し、リスク
マップにまとめ、それぞれの回避策・軽減策を策定、実
行しているところです。おっしゃる通り、日本で頻発する自然
災害である地震などについても再度精査し、より実践的
なBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）の
策定に生かしていきたいと思います。また、これらのリスクや、
その低減に向けた取り組みについても、投資家をはじめ
とするステークホルダーの皆さまにきちんと開示していき
たいと思います。
櫻本　一方でポジティブな情報についても、もっと積極的
に開示していただきたいと思います。投資家は外部に
開示されていないことは「やっていない」と判断してしまう
ものなので。
竹内　2021年、「統合報告書」を発行したタイミングで資本
市場から良い反応があったこともあり、その重要性はひし
ひしと感じています。株価についても、もっと高められる
のではないかというお声をいただくこともあります。
櫻本　しっかりした理念がある。技術もある。他にもさま
ざまな優位性がある。それにもかかわらず、御社の開示は
控えめだと感じます。ぜひ実力相応の評価を目指していただ
きたいと思います。
竹内　承知しました。長期ビジョン・「2025中計」を着実に
推進し、その進捗・課題・成果を、投資家をはじめとする
ステークホルダーの皆さまにしっかりと開示し、共有させて
いただきます。本日はありがとうございました。
櫻本　ありがとうございました。

サステナブルな成長を志向する、
骨太で正攻法の長期ビジョン
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の人生や仕事の意義が見つかる。人生とのつながりが
感じられる。そういった共感を持つことができる状態が
理想です。
櫻本　従業員に長期ビジョンを浸透させていくには、立ち
止まらずに浸透のための施策を打つことが得策ですね。
竹内　はい。私もそれが重要だと考えており、すでにいくつ
か手を打っています。例えば先日、グループ内向けのメッ
セージの中で長期ビジョンの完成を報告しましたが、その
際に「長期ビジョンを何のために作るのか？」という問い
掛けをしました。長期ビジョンを作ることがゴールなのでは
なく、当社グループで働く従業員が「自分ごと化」し、実現
に向けて行動に移すことが大切だということを伝えた
かったからです。
　さらに、各職場において、全社の長期ビジョン・「2025
中計」と、自部門の長期ビジョン・「2025中計」、それぞれ
についてリーダーから説明をし、それを聞いて職場の皆で
感じたこと・考えたことをじっくりと話し合うことも推奨して
います。
　こうした長期ビジョンと今の仕事のひも付けを図ると
ともに、実行面では、計画に基づいた、部署ごと・個人ごと
のアクションプランも設定しています。「実行が全て」です
ので、そのフォローアップも着実に実施していきます。

櫻本　従業員、つまり「人的資本」に関する施策は、投資家
が長期的な視点から企業を評価する観点として、近年
特に重視されています。市場の変化が速く、コロナ禍に
よって働き方はもとより価値観も大きく変化している中では、

従来にも増して企業の経営戦略と人材戦略のベクトルを
そろえていくことが重要になっています。御社では、どんな
人材戦略を描いていらっしゃいますか？
竹内　長期ビジョン・「2025中計」で目指す変革の原動力
となる「多様な人材が活躍できる職場」を整備すること。
それが基本的な方針です。多彩な経験・感性・価値観・
専門性を確保し、そうした人材の能力発揮と連携を促す
ことでイノベーションの加速を図っていきます。
　具体的な取り組みとして、2022年度から新たな人事
制度の運用を開始しました。この新制度が目指すところは、
当社グループの従業員一人一人が成長を実感し、誇りと
やりがいを持って働くことができる職場の創出です。さらに、
「人事データベース」の構築も進めています。完成後に、
これをベースとして「次世代経営者育成」「ジョブマッチング」
「リスキリング（能力の再開発・再教育）」の三本柱で、経営
戦略と緊密に結び付いた人材戦略を立案・実行していき
ます。もちろん、人材開発投資もこれまで以上に強化して
いく予定です。

櫻本　デジタル・トランスフォーメーション（DX）も「2025
中計」の重要施策と位置付けておられます。どのように
推進していかれますか？
竹内　以前から取り組んでいましたが、さらなるスピード
アップが必要と考え、外部からデジタル戦略部長を招き
ました。また、2022年6月、当社の社外取締役に就任した
福士さん（福士博司氏）は味の素（株）でCDO（Chief Digital 
Officer：最高デジタル責任者）を務め、同社の経営改革と
DXを推進してこられた方です。当社を客観的に見ること
ができるからこそ、大胆な意見や助言を期待しています。
櫻本　なるほど。一方で、東洋紡に脈 と々続いている140年
のDNAも大切にしてほしいですね。理想を実現していく
ためには、社内に精通している人材がDXの知見を身に
付けることも非常に重要です。
竹内　その通りですね。外部人材と内部人材の知見を
掛け合わせることが大切だと思います。福士さんも早速、
DX戦略策定に向けて、役員や従業員と積極的に議論を

重ねており、今後が非常に楽しみです。

櫻本　最後に、情報開示と対話についてお伺いしたいと
思います。金融市場、投資家に信頼してもらうには、まず
リスクの開示が極めて重要です。例えば、気候変動などの
世界的な課題も重要ですが、日本固有の課題として南海
トラフなどの地震や津波に関するリスクもあるのではない
でしょうか。
竹内　リスクについては、安全・防災と品質に関して先行
して洗い出し、対策を打ちながら、丁寧な開示に努めてきま
した。その他のリスクについても改めて洗い出し、リスク
マップにまとめ、それぞれの回避策・軽減策を策定、実
行しているところです。おっしゃる通り、日本で頻発する自然
災害である地震などについても再度精査し、より実践的
なBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）の
策定に生かしていきたいと思います。また、これらのリスクや、
その低減に向けた取り組みについても、投資家をはじめ
とするステークホルダーの皆さまにきちんと開示していき
たいと思います。
櫻本　一方でポジティブな情報についても、もっと積極的
に開示していただきたいと思います。投資家は外部に
開示されていないことは「やっていない」と判断してしまう
ものなので。
竹内　2021年、「統合報告書」を発行したタイミングで資本
市場から良い反応があったこともあり、その重要性はひし
ひしと感じています。株価についても、もっと高められる
のではないかというお声をいただくこともあります。
櫻本　しっかりした理念がある。技術もある。他にもさま
ざまな優位性がある。それにもかかわらず、御社の開示は
控えめだと感じます。ぜひ実力相応の評価を目指していただ
きたいと思います。
竹内　承知しました。長期ビジョン・「2025中計」を着実に
推進し、その進捗・課題・成果を、投資家をはじめとする
ステークホルダーの皆さまにしっかりと開示し、共有させて
いただきます。本日はありがとうございました。
櫻本　ありがとうございました。

｜　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　｜

※ 将来の予測が困難な、激動の時代を表すキーワード
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櫻本　最初に、今回発表された「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）」（以下、「2025中計」）に対する全般的な
感想をお伝えしたいと思います。サステナブルな成長志向
へとかじを切られ、少し大げさに言えば「眠れる獅子が
いよいよ目覚めた」という印象です。竹内さんが説明して
おられる動画も拝見しましたが、語り口も分かりやすく、

納得できる説明でした。
竹内　ありがとうございます。今回、投資家をはじめとする、
社外のステークホルダーの皆さまだけでなく、社内、つまり
当社グループの従業員にも長期ビジョン・「2025中計」の
内容をしっかり理解してもらうため、徹底的に言葉と向き
合い、分かりやすい説明を目指しました。最終的に企業理念
を起点とし、その実践に向けた長期ビジョン、さらにそこから
バックキャストした中期経営計画――という一貫性のある
ストーリーを展開できたと思います。
櫻本　長期ビジョンから逆算して「未来への仕込み」と

して中期経営計画が示されている点がとても良いと思い
ました。また、長期ビジョンそのものについては、2030年の
ありたい姿として掲げている「事業を通じて社会の課題
解決に貢献」「持続可能な成長（しっかりした土台＋未来
への成長軌道）」「現場が主役（安心・安全職場、誇りと
やりがい、自己成長）」という三つの柱が、正攻法であり、
骨太だという印象です。
竹内　この三本柱を構成する要素は、社長就任時に示し
ていたものと基本的には変わっていません。そこから試
行錯誤して言語化し、「これしかない」という形にまで落と
し込みました。
櫻本　なるほど。サステナビリティの考え方が軸にあり、
人的資本への視点があり、そして、事業で社会課題を解決
しながら利益を出して成長していくという点が明確になって
いる。基本に忠実で、かみそりというより多少刃がこぼれても
切れ味が落ちない“なた”のような強さを感じました。
　もう一点、長期ビジョンについて触れておきたい点が
あります。ESG側面の取り組みは、企業業績に対して即効性
のあるものではなく、いわば「漢方薬」的に効いてくるもの

です。そのことを勘案すると、長期の視点でしっかりと対応
していくことが重要ですが、御社の長期ビジョンでは、
VUCA※の時代と言われる、先が読みにくい環境の中でも、
将来の社会と市場の姿をしっかりイメージされています。
この点が非常に良いと思います。
　あとは実行あるのみ、竹内さんにはぜひ強力なリーダー
シップを発揮していただきたいですね。
竹内　承知しました。グループ全体でサステナブルな成長
を志向する風土を醸成していくためにも、私自身が率先して
積極果敢に挑戦する姿勢で臨みます。そして、対話を通じて、
当社グループの従業員を元気付け、同時にこの変革を
楽しむマインドも高めていきたいと思っています。

櫻本　「2025中計」を見ると、長期的な視点に立ったことで、

4年間という中期的な期間の計画を繰り返すだけでは困
難な点にも踏み込んでいらっしゃいますね。事業ポート
フォリオの組み替えがその最たるものかと思います。特に、
定量基準も設定して「収益性」「成長性」という2軸で各事業
を評価・層別し、注力分野への資源集中を進めていくと
いう点に関して期待感をかき立てられました。
竹内　当社において、ポートフォリオ改革は常に重要な
経営テーマでした。以前は不採算・低収益事業の解消だけ
を目指すものでした。しかし、今回はこれまでとは全く
異なります。いかに社会に貢献できる事業を伸ばせるのか。
そしてそれによって収益を拡大していけるのか。その点に
しっかりとフォーカスしています。また、現在の安定収益
事業群についても三菱商事（株）とのジョイントベンチャー
によって成長を目指せる可能性も高まります。
　今回の改革は、長期ビジョンの根底にある「サバイバル
思考からサステナブルな成長志向への転換」という思想
を象徴する施策と言えるでしょう。

櫻本　先ほど、長期ビジョン・「2025中計」を実践する上で
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前のこと」をやるだけだと考えています。『順理則裕』に
のっとるなら、「なすべきことをなす」だけだと言っても
良いのではないかと。
　とはいえ、これを組織や立場の違いを越えて全社で
実行していくことは容易ではありません。長期ビジョンの
「自分ごと化」が重要だという点は、おっしゃる通りです。
そこで今回の長期ビジョン策定においては、まずサステ
ナビリティ推進部が事務局となって、各ソリューション
本部（事業部門）、各スタッフ（機能）部門と対話を重ね、
原案を作成しました。その案を基に執行役員が何度
も集まって議論し、作り上げました。その間の会話を振り
返ってみても、自らの部門・立場にとらわれずに会社

全体のことを考えた発言がほとんどでした。完成した
長期ビジョンは、どの部門の責任者にとっても「唐突に
出てきたもの」ではなく、「皆で作り上げたもの」と受け
入れてもらっています。
　これからは、当社グループの全役員・従業員一人一人
が「腹に落ちるか」「自分ごとにできるか」が成功の鍵に
なります。長期ビジョンは長期ビジョン、自分の仕事は自分
の仕事という切り離された状態では、実現を期待する
べくもありません。そうではなく、長期ビジョンの中に自分
の仕事がある。もっと言えば、長期ビジョンの中に自分
の人生や仕事の意義が見つかる。人生とのつながりが
感じられる。そういった共感を持つことができる状態が
理想です。
櫻本　従業員に長期ビジョンを浸透させていくには、立ち
止まらずに浸透のための施策を打つことが得策ですね。
竹内　はい。私もそれが重要だと考えており、すでにいくつ
か手を打っています。例えば先日、グループ内向けのメッ
セージの中で長期ビジョンの完成を報告しましたが、その
際に「長期ビジョンを何のために作るのか？」という問い
掛けをしました。長期ビジョンを作ることがゴールなのでは
なく、当社グループで働く従業員が「自分ごと化」し、実現
に向けて行動に移すことが大切だということを伝えた
かったからです。
　さらに、各職場において、全社の長期ビジョン・「2025
中計」と、自部門の長期ビジョン・「2025中計」、それぞれ
についてリーダーから説明をし、それを聞いて職場の皆で
感じたこと・考えたことをじっくりと話し合うことも推奨して
います。
　こうした長期ビジョンと今の仕事のひも付けを図ると
ともに、実行面では、計画に基づいた、部署ごと・個人ごと
のアクションプランも設定しています。「実行が全て」です
ので、そのフォローアップも着実に実施していきます。

櫻本　従業員、つまり「人的資本」に関する施策は、投資家
が長期的な視点から企業を評価する観点として、近年
特に重視されています。市場の変化が速く、コロナ禍に
よって働き方はもとより価値観も大きく変化している中では、

従来にも増して企業の経営戦略と人材戦略のベクトルを
そろえていくことが重要になっています。御社では、どんな
人材戦略を描いていらっしゃいますか？
竹内　長期ビジョン・「2025中計」で目指す変革の原動力
となる「多様な人材が活躍できる職場」を整備すること。
それが基本的な方針です。多彩な経験・感性・価値観・
専門性を確保し、そうした人材の能力発揮と連携を促す
ことでイノベーションの加速を図っていきます。
　具体的な取り組みとして、2022年度から新たな人事
制度の運用を開始しました。この新制度が目指すところは、
当社グループの従業員一人一人が成長を実感し、誇りと
やりがいを持って働くことができる職場の創出です。さらに、
「人事データベース」の構築も進めています。完成後に、
これをベースとして「次世代経営者育成」「ジョブマッチング」
「リスキリング（能力の再開発・再教育）」の三本柱で、経営
戦略と緊密に結び付いた人材戦略を立案・実行していき
ます。もちろん、人材開発投資もこれまで以上に強化して
いく予定です。

櫻本　デジタル・トランスフォーメーション（DX）も「2025
中計」の重要施策と位置付けておられます。どのように
推進していかれますか？
竹内　以前から取り組んでいましたが、さらなるスピード
アップが必要と考え、外部からデジタル戦略部長を招き
ました。また、2022年6月、当社の社外取締役に就任した
福士さん（福士博司氏）は味の素（株）でCDO（Chief Digital 
Officer：最高デジタル責任者）を務め、同社の経営改革と
DXを推進してこられた方です。当社を客観的に見ること
ができるからこそ、大胆な意見や助言を期待しています。
櫻本　なるほど。一方で、東洋紡に脈 と々続いている140年
のDNAも大切にしてほしいですね。理想を実現していく
ためには、社内に精通している人材がDXの知見を身に
付けることも非常に重要です。
竹内　その通りですね。外部人材と内部人材の知見を
掛け合わせることが大切だと思います。福士さんも早速、
DX戦略策定に向けて、役員や従業員と積極的に議論を

重ねており、今後が非常に楽しみです。

櫻本　最後に、情報開示と対話についてお伺いしたいと
思います。金融市場、投資家に信頼してもらうには、まず
リスクの開示が極めて重要です。例えば、気候変動などの
世界的な課題も重要ですが、日本固有の課題として南海
トラフなどの地震や津波に関するリスクもあるのではない
でしょうか。
竹内　リスクについては、安全・防災と品質に関して先行
して洗い出し、対策を打ちながら、丁寧な開示に努めてきま
した。その他のリスクについても改めて洗い出し、リスク
マップにまとめ、それぞれの回避策・軽減策を策定、実
行しているところです。おっしゃる通り、日本で頻発する自然
災害である地震などについても再度精査し、より実践的
なBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）の
策定に生かしていきたいと思います。また、これらのリスクや、
その低減に向けた取り組みについても、投資家をはじめ
とするステークホルダーの皆さまにきちんと開示していき
たいと思います。
櫻本　一方でポジティブな情報についても、もっと積極的
に開示していただきたいと思います。投資家は外部に
開示されていないことは「やっていない」と判断してしまう
ものなので。
竹内　2021年、「統合報告書」を発行したタイミングで資本
市場から良い反応があったこともあり、その重要性はひし
ひしと感じています。株価についても、もっと高められる
のではないかというお声をいただくこともあります。
櫻本　しっかりした理念がある。技術もある。他にもさま
ざまな優位性がある。それにもかかわらず、御社の開示は
控えめだと感じます。ぜひ実力相応の評価を目指していただ
きたいと思います。
竹内　承知しました。長期ビジョン・「2025中計」を着実に
推進し、その進捗・課題・成果を、投資家をはじめとする
ステークホルダーの皆さまにしっかりと開示し、共有させて
いただきます。本日はありがとうございました。
櫻本　ありがとうございました。

長期ビジョン実践の鍵は
全役員・従業員の“腹落ち”

経営戦略と結び付いた人材戦略へ
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櫻本　最初に、今回発表された「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）」（以下、「2025中計」）に対する全般的な
感想をお伝えしたいと思います。サステナブルな成長志向
へとかじを切られ、少し大げさに言えば「眠れる獅子が
いよいよ目覚めた」という印象です。竹内さんが説明して
おられる動画も拝見しましたが、語り口も分かりやすく、

納得できる説明でした。
竹内　ありがとうございます。今回、投資家をはじめとする、
社外のステークホルダーの皆さまだけでなく、社内、つまり
当社グループの従業員にも長期ビジョン・「2025中計」の
内容をしっかり理解してもらうため、徹底的に言葉と向き
合い、分かりやすい説明を目指しました。最終的に企業理念
を起点とし、その実践に向けた長期ビジョン、さらにそこから
バックキャストした中期経営計画――という一貫性のある
ストーリーを展開できたと思います。
櫻本　長期ビジョンから逆算して「未来への仕込み」と

して中期経営計画が示されている点がとても良いと思い
ました。また、長期ビジョンそのものについては、2030年の
ありたい姿として掲げている「事業を通じて社会の課題
解決に貢献」「持続可能な成長（しっかりした土台＋未来
への成長軌道）」「現場が主役（安心・安全職場、誇りと
やりがい、自己成長）」という三つの柱が、正攻法であり、
骨太だという印象です。
竹内　この三本柱を構成する要素は、社長就任時に示し
ていたものと基本的には変わっていません。そこから試
行錯誤して言語化し、「これしかない」という形にまで落と
し込みました。
櫻本　なるほど。サステナビリティの考え方が軸にあり、
人的資本への視点があり、そして、事業で社会課題を解決
しながら利益を出して成長していくという点が明確になって
いる。基本に忠実で、かみそりというより多少刃がこぼれても
切れ味が落ちない“なた”のような強さを感じました。
　もう一点、長期ビジョンについて触れておきたい点が
あります。ESG側面の取り組みは、企業業績に対して即効性
のあるものではなく、いわば「漢方薬」的に効いてくるもの

です。そのことを勘案すると、長期の視点でしっかりと対応
していくことが重要ですが、御社の長期ビジョンでは、
VUCA※の時代と言われる、先が読みにくい環境の中でも、
将来の社会と市場の姿をしっかりイメージされています。
この点が非常に良いと思います。
　あとは実行あるのみ、竹内さんにはぜひ強力なリーダー
シップを発揮していただきたいですね。
竹内　承知しました。グループ全体でサステナブルな成長
を志向する風土を醸成していくためにも、私自身が率先して
積極果敢に挑戦する姿勢で臨みます。そして、対話を通じて、
当社グループの従業員を元気付け、同時にこの変革を
楽しむマインドも高めていきたいと思っています。

櫻本　「2025中計」を見ると、長期的な視点に立ったことで、

4年間という中期的な期間の計画を繰り返すだけでは困
難な点にも踏み込んでいらっしゃいますね。事業ポート
フォリオの組み替えがその最たるものかと思います。特に、
定量基準も設定して「収益性」「成長性」という2軸で各事業
を評価・層別し、注力分野への資源集中を進めていくと
いう点に関して期待感をかき立てられました。
竹内　当社において、ポートフォリオ改革は常に重要な
経営テーマでした。以前は不採算・低収益事業の解消だけ
を目指すものでした。しかし、今回はこれまでとは全く
異なります。いかに社会に貢献できる事業を伸ばせるのか。
そしてそれによって収益を拡大していけるのか。その点に
しっかりとフォーカスしています。また、現在の安定収益
事業群についても三菱商事（株）とのジョイントベンチャー
によって成長を目指せる可能性も高まります。
　今回の改革は、長期ビジョンの根底にある「サバイバル
思考からサステナブルな成長志向への転換」という思想
を象徴する施策と言えるでしょう。

櫻本　先ほど、長期ビジョン・「2025中計」を実践する上で
リーダーシップが重要であるということをお伝えしましたが、
一方で、社内の方々の理解や協力も必要不可欠かと思い
ます。特に、今回は抜本的な改革を目指されていますので、
なおさらその点が重要ではないかと。
竹内　私自身は今回の変革は抜本的というよりも、「当たり
前のこと」をやるだけだと考えています。『順理則裕』に
のっとるなら、「なすべきことをなす」だけだと言っても
良いのではないかと。
　とはいえ、これを組織や立場の違いを越えて全社で
実行していくことは容易ではありません。長期ビジョンの
「自分ごと化」が重要だという点は、おっしゃる通りです。
そこで今回の長期ビジョン策定においては、まずサステ
ナビリティ推進部が事務局となって、各ソリューション
本部（事業部門）、各スタッフ（機能）部門と対話を重ね、
原案を作成しました。その案を基に執行役員が何度
も集まって議論し、作り上げました。その間の会話を振り
返ってみても、自らの部門・立場にとらわれずに会社

全体のことを考えた発言がほとんどでした。完成した
長期ビジョンは、どの部門の責任者にとっても「唐突に
出てきたもの」ではなく、「皆で作り上げたもの」と受け
入れてもらっています。
　これからは、当社グループの全役員・従業員一人一人
が「腹に落ちるか」「自分ごとにできるか」が成功の鍵に
なります。長期ビジョンは長期ビジョン、自分の仕事は自分
の仕事という切り離された状態では、実現を期待する
べくもありません。そうではなく、長期ビジョンの中に自分
の仕事がある。もっと言えば、長期ビジョンの中に自分
の人生や仕事の意義が見つかる。人生とのつながりが
感じられる。そういった共感を持つことができる状態が
理想です。
櫻本　従業員に長期ビジョンを浸透させていくには、立ち
止まらずに浸透のための施策を打つことが得策ですね。
竹内　はい。私もそれが重要だと考えており、すでにいくつ
か手を打っています。例えば先日、グループ内向けのメッ
セージの中で長期ビジョンの完成を報告しましたが、その
際に「長期ビジョンを何のために作るのか？」という問い
掛けをしました。長期ビジョンを作ることがゴールなのでは
なく、当社グループで働く従業員が「自分ごと化」し、実現
に向けて行動に移すことが大切だということを伝えた
かったからです。
　さらに、各職場において、全社の長期ビジョン・「2025
中計」と、自部門の長期ビジョン・「2025中計」、それぞれ
についてリーダーから説明をし、それを聞いて職場の皆で
感じたこと・考えたことをじっくりと話し合うことも推奨して
います。
　こうした長期ビジョンと今の仕事のひも付けを図ると
ともに、実行面では、計画に基づいた、部署ごと・個人ごと
のアクションプランも設定しています。「実行が全て」です
ので、そのフォローアップも着実に実施していきます。

櫻本　従業員、つまり「人的資本」に関する施策は、投資家
が長期的な視点から企業を評価する観点として、近年
特に重視されています。市場の変化が速く、コロナ禍に
よって働き方はもとより価値観も大きく変化している中では、

従来にも増して企業の経営戦略と人材戦略のベクトルを
そろえていくことが重要になっています。御社では、どんな
人材戦略を描いていらっしゃいますか？
竹内　長期ビジョン・「2025中計」で目指す変革の原動力
となる「多様な人材が活躍できる職場」を整備すること。
それが基本的な方針です。多彩な経験・感性・価値観・
専門性を確保し、そうした人材の能力発揮と連携を促す
ことでイノベーションの加速を図っていきます。
　具体的な取り組みとして、2022年度から新たな人事
制度の運用を開始しました。この新制度が目指すところは、
当社グループの従業員一人一人が成長を実感し、誇りと
やりがいを持って働くことができる職場の創出です。さらに、
「人事データベース」の構築も進めています。完成後に、
これをベースとして「次世代経営者育成」「ジョブマッチング」
「リスキリング（能力の再開発・再教育）」の三本柱で、経営
戦略と緊密に結び付いた人材戦略を立案・実行していき
ます。もちろん、人材開発投資もこれまで以上に強化して
いく予定です。

櫻本　デジタル・トランスフォーメーション（DX）も「2025
中計」の重要施策と位置付けておられます。どのように
推進していかれますか？
竹内　以前から取り組んでいましたが、さらなるスピード
アップが必要と考え、外部からデジタル戦略部長を招き
ました。また、2022年6月、当社の社外取締役に就任した
福士さん（福士博司氏）は味の素（株）でCDO（Chief Digital 
Officer：最高デジタル責任者）を務め、同社の経営改革と
DXを推進してこられた方です。当社を客観的に見ること
ができるからこそ、大胆な意見や助言を期待しています。
櫻本　なるほど。一方で、東洋紡に脈 と々続いている140年
のDNAも大切にしてほしいですね。理想を実現していく
ためには、社内に精通している人材がDXの知見を身に
付けることも非常に重要です。
竹内　その通りですね。外部人材と内部人材の知見を
掛け合わせることが大切だと思います。福士さんも早速、
DX戦略策定に向けて、役員や従業員と積極的に議論を

重ねており、今後が非常に楽しみです。

櫻本　最後に、情報開示と対話についてお伺いしたいと
思います。金融市場、投資家に信頼してもらうには、まず
リスクの開示が極めて重要です。例えば、気候変動などの
世界的な課題も重要ですが、日本固有の課題として南海
トラフなどの地震や津波に関するリスクもあるのではない
でしょうか。
竹内　リスクについては、安全・防災と品質に関して先行
して洗い出し、対策を打ちながら、丁寧な開示に努めてきま
した。その他のリスクについても改めて洗い出し、リスク
マップにまとめ、それぞれの回避策・軽減策を策定、実
行しているところです。おっしゃる通り、日本で頻発する自然
災害である地震などについても再度精査し、より実践的
なBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）の
策定に生かしていきたいと思います。また、これらのリスクや、
その低減に向けた取り組みについても、投資家をはじめ
とするステークホルダーの皆さまにきちんと開示していき
たいと思います。
櫻本　一方でポジティブな情報についても、もっと積極的
に開示していただきたいと思います。投資家は外部に
開示されていないことは「やっていない」と判断してしまう
ものなので。
竹内　2021年、「統合報告書」を発行したタイミングで資本
市場から良い反応があったこともあり、その重要性はひし
ひしと感じています。株価についても、もっと高められる
のではないかというお声をいただくこともあります。
櫻本　しっかりした理念がある。技術もある。他にもさま
ざまな優位性がある。それにもかかわらず、御社の開示は
控えめだと感じます。ぜひ実力相応の評価を目指していただ
きたいと思います。
竹内　承知しました。長期ビジョン・「2025中計」を着実に
推進し、その進捗・課題・成果を、投資家をはじめとする
ステークホルダーの皆さまにしっかりと開示し、共有させて
いただきます。本日はありがとうございました。
櫻本　ありがとうございました。

デジタル・トランスフォーメーションを
外部と内部の知見を掛け合わせて推進

｜　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　｜

企業活動に関する情報開示と
対話の重要性
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の2,400億円に引き上げます。これまで設備投資について
は減価償却費の範囲内に収めることを目安にしていま
したが、今後数年はこの基準を超えた額の投資を実施する
予定です。
　また、各事業への成長投資に当たって「事業ポートフォリオ
の組み替え」を行っていきます。「収益性」と「成長性」の2軸
で各事業を「新規育成」「重点拡大」「要改善」「安定収益」
の四つに層別し、「重点拡大事業」に位置付けるフィルム
事業、ライフサイエンス事業には引き続き積極的な投資
を実施していきます。また、「安定収益事業」に位置付ける
環境・機能材事業について、各商材の潜在力やソリュー
ションビジネスとしての可能性を再評価し、後述する三菱
商事（株）との合弁事業を通じて「第三の柱」に育てるべく、
新たな成長に挑戦していきます。
 

　「重点拡大事業」と同時に「新規育成事業」への投資も
これまで以上に積極化させる方針です。近年の当社の
研究開発投資は年間120億円程度で推移してきましたが、
「2025中計」期間中はこれを年間150億円程度まで引き
上げます。
　当社事業の場合、ある研究開発テーマに投資を開始
してから、それが形となって事業化されるまでに平均で
7～8年を要しています。かつて財務状況が非常に厳しく、
研究開発コストを抑制した期間があったのですが、その
7～8年後を見るとやはり新規事業がほとんど生まれて
いません。
　すぐに結果が出なくても、企業の未来を考えれば、これ
は「絶対に削ってはならないコスト」であることを経営陣
全員で再確認し、売上高の3.6～3.8%を目安に「何が
あっても研究開発費は確保する」ことを決めました。未来
のために可能性の裾野を広げることが重要だと考えて
います。

 

　「2030年度に売上高6,000億円」という目標は、既存の
経営資源によるオーガニックな成長だけで達成するのは
かなり厳しい面があります。先頃発表した三菱商事との
合弁事業も、そうした考えから踏み切ったものです。
　高い目標を掲げて、それに向かった飛躍的な成長の
ために必要なジョイントベンチャー（JV）化をする決定
に至るまでは、社内でもさまざまな議論がありました。
そこまで高い目標が必要なのか、現状維持で良いでは
ないか、という声もありました。しかし当社が製品を供給
するお客さまや、その先にいるユーザーや生活者は常に
変化し続けています。中間材メーカーである当社が存続
していくには、その変化に常に対応できていることが
大前提です。同じ場所にとどまっているのは、相対的に
見ればお客さまや市場が立っている場所からどんどん
後退することに他なりません。
　今回の合弁事業は、CFOとしても非常に楽しみにして
います。全くの異業種である商社との合弁は、今まで経験
したことのない新しい成長戦略であり、チャレンジする
意義は非常に大きいと思います。製造業である当社が
これまで自前では発想し得なかったビジネスでの視座・
視点や、経営思想に触れる機会ですので、そういった全く
異なる「文化」との融合により、当社の企業風土により良い
変化が起きていくことを期待しています。特に海外市場
での新たな事業展開はまさに「未知との遭遇」であり、
わくわく感にあふれています。
　飛躍的成長に求められる「新たなマインドセット」を
形成するという意味においてJV新社はこれまでとは全く
異なる成長創造モデルになると考えています。
　製造現場や管理部門をはじめ社内の多くの部署で苦労
は増えるかも知れませんが、それだけの価値は必ずあります。
JVに直接携わる従業員だけではなく、他事業や間接部門
などへの波及効果も必ずあると信じています。

 

　「2025中計」では、積極的な投資マインドを社内に
形成していくために、営業利益に減価償却費を加えた
「EBITDA」を、重視する経営指標に加えました。また資本
効率を重視した経営を一層推進していくために、自己資本
利益率（ROE：Return on Equity）に加えて投下資本利益率
（ROIC：Return on Invested Capital）を重要指標としました。
ただし当社の場合、事業ごとのROIC算出は難しいことから、
各事業についてはROICと実質同様の意味を持つ使用
資本利益率（ROCE：Return On Capital Employed）で
資本効率性を管理していく方針です。
　また、財務健全性の指標としては、これまで「D/Eレシオ
1.0倍以下」を一つの基準としてきましたが、仕込みフェーズ
として先行投資が続く「2025中計」期間中は、もう少し
レバレッジを効かせる方向にかじを切り、D/Eレシオ1.2
～1.3倍程度まで許容する考えです。
　とはいえ、キャッシュ創出力が高まらないまま借入金が
増えるのは好ましくないため、「Net Debt/EBITDA倍率
4倍台」をもう一つの目安とします。キャッシュを稼ぐ力が
一定程度あるという前提で、借入金はその4倍程度までは
許容するということです。

 

　株主・投資家の皆さまへの利益還元は企業の最重要
課題であり、キャッシュ・アロケーションにおける最重要事
項の一つと認識しています。株主の皆さまには配当の他、
自己株式の取得などにより還元策を検討していきたいと
考えています。
　「2025中計」期間の資本政策では、安全・防災対策や
環境対応を最優先とした上で、成長投資を積極的に進める

ため、営業キャッシュ・フローを大きく超える投資となる
予定です。そのような中でも、安定的に総還元性向30%を
目安とする方針です。2022年度は、前年度と同じく、1株
当たり40円の配当予想としています。
　さらに、「2025中計」を順調に遂行できれば、次期中期
経営計画（2026年度～）では、営業キャッシュ・フローの
拡大によって剰余金が増加し、より積極的な株主還元策
を講じることが可能になると見込んでいます。
　CFOとして、皆さまとの対話を通じて、将来の成長
シナリオを理解していただくことも重要な務めであると
認識しています。
　これからも長い目で当社の成長を見守っていただき
ますよう、お願い申し上げます。

C F Oメッセージ

 

　財務担当役員（CFO：Chief Financial Officer）の役割
は、しばしば車の「ブレーキ」に例えられます。経営トップ
（CEO）がビジョン実現に向けアクセルを踏み込み、CFOは
適切なタイミング・強さでブレーキをかける。分かりやすい
例えですが、CFOの役割は必ずしもそこにとどまるものでは
ないと私は考えています。たしかに財務管理における最低限
のミッションは会社をつぶさない、すなわち資金切れを

起こさないことでしょう。会社を船に例えれば、船体が
安全に航行できるよう、常に“喫水線”を意識して資金を
確保し、さまざまなリスクに目を光らせ、喫水線の下に
穴があく（船が沈む）リスクのある投資にはストップを
かける。しかし、それだけでは企業の成長はありません。
　CFOの最重要使命は、企業価値向上のためのキャッシュ・
フロー・アロケーションの実行にあると私は考えています。
すなわち限りあるキャッシュをいつ、どこに、どのくらい配分
するのか、さまざまな「リスク」と「機会」を分析し、最適なアロ
ケーションに努めることです。企業価値を毀損するような
リスクは当然回避せねばなりませんが、一方で、企業の

将来を見据えて「とるべきリスク」をとる、という判断も重要
です。その意味で、私はブレーキだけでなくアクセルの
役割も常に意識しています。
　自社の財務基盤や各事業のキャッシュ創出力を冷静に
分析し、「大丈夫だ、やれるぞ！」と、自信を持ってメッセージ
を発信し、現場の背中を押すことも私の重要な使命だと
思っています。

 

　「2018中期経営計画(2018～2021年度)」の最終年度
であった2021年度は、全世界的にコロナ禍が継続する
状況の中、工業用フィルムやPCR検査試薬が堅調に推
移し、売上高は3,757億円（前年度比11.4%増）の増収とな
りました。利益面では、ナフサなどの原燃料価格の高騰が
年度後半にあり一部事業が影響を受けたものの、ライフサ
イエンス事業が全体の利益をけん引し、営業利益は284
億円(同6.6%増)の増益となりました。また、親会社株主に
帰属する当期純利益は、前年度に比べて特別損益の改善
もあり、129億円（同206.2％増）の大幅増益となりました。
　中期経営計画の目標と対比すると、売上高は目標と
していた3,750億円をクリアすることができました。営業
利益については、原燃料価格高騰に加え火災事故の影響
もあり、目標の300億円は未達に終わったものの、４年前
に比べれば30％以上の増益となり、営業利益率も6.5％から
7.6％へと改善することができました。財務規律の面でも、
自己資本比率は36～38％で安定的に推移し、D/Eレシオ
も健全性の目安とする「1.0倍未満」をほぼ維持できました。
総じて財務面ではまずまずの運営ができた４年間だったと
評価しています。
　しかし、前回中期経営計画期間の取り組みで私が最も
評価したいと考えているのは、むしろ非財務面の成果
です。その最大のものは2019年度に取り組んだ企業理念
体系の再構築です。企業理念『順理則裕』を積極的な意味
に解釈し直すとともに、それに基づいた企業理念体系

「TOYOBO PVVs」を明確な言葉として全社に発信すること
ができました。それによって組織風土が一気に変わった
わけではありませんが、重要なのは確固としたよりどころ
ができたことです。
　企業理念の再定義や「めざす姿・大切にすること」の
明文化は、多くの従業員に「なすべきこと／なすべきでない
こと」に対する判断基準を与えました。それが、先頃発表
した長期ビジョン「サステナブル・ビジョン2030」の策定
につながりました。

　2022年度からスタートした「2025中期経営計画（2022
～2025年度）」（以下、「2025中計」）は、長期ビジョン
「サステナブル・ビジョン2030」からのバックキャストで
策定したものです。「2025中計」では長期ビジョンの目標
として掲げた2030年度の売上高目標6,000億円と営業利
益目標500億円を実現するための通過点として、2025年度
までの４年間を「つくりかえる・仕込む」期間と位置付けて
います。
　売上高6,000億円・営業利益500億円は、現状の当社の
売上高・利益水準から考えると相当に高い目標です。この
実現には、既存事業の強化のための設備投資、新規事業
の育成に向けた研究開発投資、事業成長の基盤となる人材
やDXへの投資など、さまざまな領域でしっかりとした先行
投資が必要になります。そのため「2025中計」の４年間は、
営業キャッシュ・フローの増加以上に投資キャッシュ・フロー
が増え、借入金も増加すると予想されますが、「仕込み」が
山を越える2025年度以降は各事業の稼ぐ力が大きく高まり、
借入金の返済とともにフリー・キャッシュ・フローも着実に
増大していくと見込んでいます。
　まずは、各事業のキャッシュ創出力強化に向けた設備
投資を積極化させます。前回中期経営計画では４年間
の設備投資総額が1,158億円でしたが、これを２倍以上

中長期的な視点でとるべきリスクをとりつつ
企業の持続的成長を支えていきます

代表取締役 兼
専務執行役員（CFO）
管理部門の統括

大槻 弘志

企業価値向上に資する
キャッシュ・アロケーションを
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の2,400億円に引き上げます。これまで設備投資について
は減価償却費の範囲内に収めることを目安にしていま
したが、今後数年はこの基準を超えた額の投資を実施する
予定です。
　また、各事業への成長投資に当たって「事業ポートフォリオ
の組み替え」を行っていきます。「収益性」と「成長性」の2軸
で各事業を「新規育成」「重点拡大」「要改善」「安定収益」
の四つに層別し、「重点拡大事業」に位置付けるフィルム
事業、ライフサイエンス事業には引き続き積極的な投資
を実施していきます。また、「安定収益事業」に位置付ける
環境・機能材事業について、各商材の潜在力やソリュー
ションビジネスとしての可能性を再評価し、後述する三菱
商事（株）との合弁事業を通じて「第三の柱」に育てるべく、
新たな成長に挑戦していきます。
 

　「重点拡大事業」と同時に「新規育成事業」への投資も
これまで以上に積極化させる方針です。近年の当社の
研究開発投資は年間120億円程度で推移してきましたが、
「2025中計」期間中はこれを年間150億円程度まで引き
上げます。
　当社事業の場合、ある研究開発テーマに投資を開始
してから、それが形となって事業化されるまでに平均で
7～8年を要しています。かつて財務状況が非常に厳しく、
研究開発コストを抑制した期間があったのですが、その
7～8年後を見るとやはり新規事業がほとんど生まれて
いません。
　すぐに結果が出なくても、企業の未来を考えれば、これ
は「絶対に削ってはならないコスト」であることを経営陣
全員で再確認し、売上高の3.6～3.8%を目安に「何が
あっても研究開発費は確保する」ことを決めました。未来
のために可能性の裾野を広げることが重要だと考えて
います。

 

　「2030年度に売上高6,000億円」という目標は、既存の
経営資源によるオーガニックな成長だけで達成するのは
かなり厳しい面があります。先頃発表した三菱商事との
合弁事業も、そうした考えから踏み切ったものです。
　高い目標を掲げて、それに向かった飛躍的な成長の
ために必要なジョイントベンチャー（JV）化をする決定
に至るまでは、社内でもさまざまな議論がありました。
そこまで高い目標が必要なのか、現状維持で良いでは
ないか、という声もありました。しかし当社が製品を供給
するお客さまや、その先にいるユーザーや生活者は常に
変化し続けています。中間材メーカーである当社が存続
していくには、その変化に常に対応できていることが
大前提です。同じ場所にとどまっているのは、相対的に
見ればお客さまや市場が立っている場所からどんどん
後退することに他なりません。
　今回の合弁事業は、CFOとしても非常に楽しみにして
います。全くの異業種である商社との合弁は、今まで経験
したことのない新しい成長戦略であり、チャレンジする
意義は非常に大きいと思います。製造業である当社が
これまで自前では発想し得なかったビジネスでの視座・
視点や、経営思想に触れる機会ですので、そういった全く
異なる「文化」との融合により、当社の企業風土により良い
変化が起きていくことを期待しています。特に海外市場
での新たな事業展開はまさに「未知との遭遇」であり、
わくわく感にあふれています。
　飛躍的成長に求められる「新たなマインドセット」を
形成するという意味においてJV新社はこれまでとは全く
異なる成長創造モデルになると考えています。
　製造現場や管理部門をはじめ社内の多くの部署で苦労
は増えるかも知れませんが、それだけの価値は必ずあります。
JVに直接携わる従業員だけではなく、他事業や間接部門
などへの波及効果も必ずあると信じています。

 

　「2025中計」では、積極的な投資マインドを社内に
形成していくために、営業利益に減価償却費を加えた
「EBITDA」を、重視する経営指標に加えました。また資本
効率を重視した経営を一層推進していくために、自己資本
利益率（ROE：Return on Equity）に加えて投下資本利益率
（ROIC：Return on Invested Capital）を重要指標としました。
ただし当社の場合、事業ごとのROIC算出は難しいことから、
各事業についてはROICと実質同様の意味を持つ使用
資本利益率（ROCE：Return On Capital Employed）で
資本効率性を管理していく方針です。
　また、財務健全性の指標としては、これまで「D/Eレシオ
1.0倍以下」を一つの基準としてきましたが、仕込みフェーズ
として先行投資が続く「2025中計」期間中は、もう少し
レバレッジを効かせる方向にかじを切り、D/Eレシオ1.2
～1.3倍程度まで許容する考えです。
　とはいえ、キャッシュ創出力が高まらないまま借入金が
増えるのは好ましくないため、「Net Debt/EBITDA倍率
4倍台」をもう一つの目安とします。キャッシュを稼ぐ力が
一定程度あるという前提で、借入金はその4倍程度までは
許容するということです。

 

　株主・投資家の皆さまへの利益還元は企業の最重要
課題であり、キャッシュ・アロケーションにおける最重要事
項の一つと認識しています。株主の皆さまには配当の他、
自己株式の取得などにより還元策を検討していきたいと
考えています。
　「2025中計」期間の資本政策では、安全・防災対策や
環境対応を最優先とした上で、成長投資を積極的に進める

ため、営業キャッシュ・フローを大きく超える投資となる
予定です。そのような中でも、安定的に総還元性向30%を
目安とする方針です。2022年度は、前年度と同じく、1株
当たり40円の配当予想としています。
　さらに、「2025中計」を順調に遂行できれば、次期中期
経営計画（2026年度～）では、営業キャッシュ・フローの
拡大によって剰余金が増加し、より積極的な株主還元策
を講じることが可能になると見込んでいます。
　CFOとして、皆さまとの対話を通じて、将来の成長
シナリオを理解していただくことも重要な務めであると
認識しています。
　これからも長い目で当社の成長を見守っていただき
ますよう、お願い申し上げます。

 

　財務担当役員（CFO：Chief Financial Officer）の役割
は、しばしば車の「ブレーキ」に例えられます。経営トップ
（CEO）がビジョン実現に向けアクセルを踏み込み、CFOは
適切なタイミング・強さでブレーキをかける。分かりやすい
例えですが、CFOの役割は必ずしもそこにとどまるものでは
ないと私は考えています。たしかに財務管理における最低限
のミッションは会社をつぶさない、すなわち資金切れを

起こさないことでしょう。会社を船に例えれば、船体が
安全に航行できるよう、常に“喫水線”を意識して資金を
確保し、さまざまなリスクに目を光らせ、喫水線の下に
穴があく（船が沈む）リスクのある投資にはストップを
かける。しかし、それだけでは企業の成長はありません。
　CFOの最重要使命は、企業価値向上のためのキャッシュ・
フロー・アロケーションの実行にあると私は考えています。
すなわち限りあるキャッシュをいつ、どこに、どのくらい配分
するのか、さまざまな「リスク」と「機会」を分析し、最適なアロ
ケーションに努めることです。企業価値を毀損するような
リスクは当然回避せねばなりませんが、一方で、企業の

将来を見据えて「とるべきリスク」をとる、という判断も重要
です。その意味で、私はブレーキだけでなくアクセルの
役割も常に意識しています。
　自社の財務基盤や各事業のキャッシュ創出力を冷静に
分析し、「大丈夫だ、やれるぞ！」と、自信を持ってメッセージ
を発信し、現場の背中を押すことも私の重要な使命だと
思っています。

 

　「2018中期経営計画(2018～2021年度)」の最終年度
であった2021年度は、全世界的にコロナ禍が継続する
状況の中、工業用フィルムやPCR検査試薬が堅調に推
移し、売上高は3,757億円（前年度比11.4%増）の増収とな
りました。利益面では、ナフサなどの原燃料価格の高騰が
年度後半にあり一部事業が影響を受けたものの、ライフサ
イエンス事業が全体の利益をけん引し、営業利益は284
億円(同6.6%増)の増益となりました。また、親会社株主に
帰属する当期純利益は、前年度に比べて特別損益の改善
もあり、129億円（同206.2％増）の大幅増益となりました。
　中期経営計画の目標と対比すると、売上高は目標と
していた3,750億円をクリアすることができました。営業
利益については、原燃料価格高騰に加え火災事故の影響
もあり、目標の300億円は未達に終わったものの、４年前
に比べれば30％以上の増益となり、営業利益率も6.5％から
7.6％へと改善することができました。財務規律の面でも、
自己資本比率は36～38％で安定的に推移し、D/Eレシオ
も健全性の目安とする「1.0倍未満」をほぼ維持できました。
総じて財務面ではまずまずの運営ができた４年間だったと
評価しています。
　しかし、前回中期経営計画期間の取り組みで私が最も
評価したいと考えているのは、むしろ非財務面の成果
です。その最大のものは2019年度に取り組んだ企業理念
体系の再構築です。企業理念『順理則裕』を積極的な意味
に解釈し直すとともに、それに基づいた企業理念体系

「TOYOBO PVVs」を明確な言葉として全社に発信すること
ができました。それによって組織風土が一気に変わった
わけではありませんが、重要なのは確固としたよりどころ
ができたことです。
　企業理念の再定義や「めざす姿・大切にすること」の
明文化は、多くの従業員に「なすべきこと／なすべきでない
こと」に対する判断基準を与えました。それが、先頃発表
した長期ビジョン「サステナブル・ビジョン2030」の策定
につながりました。

　2022年度からスタートした「2025中期経営計画（2022
～2025年度）」（以下、「2025中計」）は、長期ビジョン
「サステナブル・ビジョン2030」からのバックキャストで
策定したものです。「2025中計」では長期ビジョンの目標
として掲げた2030年度の売上高目標6,000億円と営業利
益目標500億円を実現するための通過点として、2025年度
までの４年間を「つくりかえる・仕込む」期間と位置付けて
います。
　売上高6,000億円・営業利益500億円は、現状の当社の
売上高・利益水準から考えると相当に高い目標です。この
実現には、既存事業の強化のための設備投資、新規事業
の育成に向けた研究開発投資、事業成長の基盤となる人材
やDXへの投資など、さまざまな領域でしっかりとした先行
投資が必要になります。そのため「2025中計」の４年間は、
営業キャッシュ・フローの増加以上に投資キャッシュ・フロー
が増え、借入金も増加すると予想されますが、「仕込み」が
山を越える2025年度以降は各事業の稼ぐ力が大きく高まり、
借入金の返済とともにフリー・キャッシュ・フローも着実に
増大していくと見込んでいます。
　まずは、各事業のキャッシュ創出力強化に向けた設備
投資を積極化させます。前回中期経営計画では４年間
の設備投資総額が1,158億円でしたが、これを２倍以上

前回中期経営計画における成果

仕込みの４年間として
積極的な成長投資を実行

｜　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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の2,400億円に引き上げます。これまで設備投資について
は減価償却費の範囲内に収めることを目安にしていま
したが、今後数年はこの基準を超えた額の投資を実施する
予定です。
　また、各事業への成長投資に当たって「事業ポートフォリオ
の組み替え」を行っていきます。「収益性」と「成長性」の2軸
で各事業を「新規育成」「重点拡大」「要改善」「安定収益」
の四つに層別し、「重点拡大事業」に位置付けるフィルム
事業、ライフサイエンス事業には引き続き積極的な投資
を実施していきます。また、「安定収益事業」に位置付ける
環境・機能材事業について、各商材の潜在力やソリュー
ションビジネスとしての可能性を再評価し、後述する三菱
商事（株）との合弁事業を通じて「第三の柱」に育てるべく、
新たな成長に挑戦していきます。
 

　「重点拡大事業」と同時に「新規育成事業」への投資も
これまで以上に積極化させる方針です。近年の当社の
研究開発投資は年間120億円程度で推移してきましたが、
「2025中計」期間中はこれを年間150億円程度まで引き
上げます。
　当社事業の場合、ある研究開発テーマに投資を開始
してから、それが形となって事業化されるまでに平均で
7～8年を要しています。かつて財務状況が非常に厳しく、
研究開発コストを抑制した期間があったのですが、その
7～8年後を見るとやはり新規事業がほとんど生まれて
いません。
　すぐに結果が出なくても、企業の未来を考えれば、これ
は「絶対に削ってはならないコスト」であることを経営陣
全員で再確認し、売上高の3.6～3.8%を目安に「何が
あっても研究開発費は確保する」ことを決めました。未来
のために可能性の裾野を広げることが重要だと考えて
います。

 

　「2030年度に売上高6,000億円」という目標は、既存の
経営資源によるオーガニックな成長だけで達成するのは
かなり厳しい面があります。先頃発表した三菱商事との
合弁事業も、そうした考えから踏み切ったものです。
　高い目標を掲げて、それに向かった飛躍的な成長の
ために必要なジョイントベンチャー（JV）化をする決定
に至るまでは、社内でもさまざまな議論がありました。
そこまで高い目標が必要なのか、現状維持で良いでは
ないか、という声もありました。しかし当社が製品を供給
するお客さまや、その先にいるユーザーや生活者は常に
変化し続けています。中間材メーカーである当社が存続
していくには、その変化に常に対応できていることが
大前提です。同じ場所にとどまっているのは、相対的に
見ればお客さまや市場が立っている場所からどんどん
後退することに他なりません。
　今回の合弁事業は、CFOとしても非常に楽しみにして
います。全くの異業種である商社との合弁は、今まで経験
したことのない新しい成長戦略であり、チャレンジする
意義は非常に大きいと思います。製造業である当社が
これまで自前では発想し得なかったビジネスでの視座・
視点や、経営思想に触れる機会ですので、そういった全く
異なる「文化」との融合により、当社の企業風土により良い
変化が起きていくことを期待しています。特に海外市場
での新たな事業展開はまさに「未知との遭遇」であり、
わくわく感にあふれています。
　飛躍的成長に求められる「新たなマインドセット」を
形成するという意味においてJV新社はこれまでとは全く
異なる成長創造モデルになると考えています。
　製造現場や管理部門をはじめ社内の多くの部署で苦労
は増えるかも知れませんが、それだけの価値は必ずあります。
JVに直接携わる従業員だけではなく、他事業や間接部門
などへの波及効果も必ずあると信じています。

 

　「2025中計」では、積極的な投資マインドを社内に
形成していくために、営業利益に減価償却費を加えた
「EBITDA」を、重視する経営指標に加えました。また資本
効率を重視した経営を一層推進していくために、自己資本
利益率（ROE：Return on Equity）に加えて投下資本利益率
（ROIC：Return on Invested Capital）を重要指標としました。
ただし当社の場合、事業ごとのROIC算出は難しいことから、
各事業についてはROICと実質同様の意味を持つ使用
資本利益率（ROCE：Return On Capital Employed）で
資本効率性を管理していく方針です。
　また、財務健全性の指標としては、これまで「D/Eレシオ
1.0倍以下」を一つの基準としてきましたが、仕込みフェーズ
として先行投資が続く「2025中計」期間中は、もう少し
レバレッジを効かせる方向にかじを切り、D/Eレシオ1.2
～1.3倍程度まで許容する考えです。
　とはいえ、キャッシュ創出力が高まらないまま借入金が
増えるのは好ましくないため、「Net Debt/EBITDA倍率
4倍台」をもう一つの目安とします。キャッシュを稼ぐ力が
一定程度あるという前提で、借入金はその4倍程度までは
許容するということです。

 

　株主・投資家の皆さまへの利益還元は企業の最重要
課題であり、キャッシュ・アロケーションにおける最重要事
項の一つと認識しています。株主の皆さまには配当の他、
自己株式の取得などにより還元策を検討していきたいと
考えています。
　「2025中計」期間の資本政策では、安全・防災対策や
環境対応を最優先とした上で、成長投資を積極的に進める

ため、営業キャッシュ・フローを大きく超える投資となる
予定です。そのような中でも、安定的に総還元性向30%を
目安とする方針です。2022年度は、前年度と同じく、1株
当たり40円の配当予想としています。
　さらに、「2025中計」を順調に遂行できれば、次期中期
経営計画（2026年度～）では、営業キャッシュ・フローの
拡大によって剰余金が増加し、より積極的な株主還元策
を講じることが可能になると見込んでいます。
　CFOとして、皆さまとの対話を通じて、将来の成長
シナリオを理解していただくことも重要な務めであると
認識しています。
　これからも長い目で当社の成長を見守っていただき
ますよう、お願い申し上げます。

 

　財務担当役員（CFO：Chief Financial Officer）の役割
は、しばしば車の「ブレーキ」に例えられます。経営トップ
（CEO）がビジョン実現に向けアクセルを踏み込み、CFOは
適切なタイミング・強さでブレーキをかける。分かりやすい
例えですが、CFOの役割は必ずしもそこにとどまるものでは
ないと私は考えています。たしかに財務管理における最低限
のミッションは会社をつぶさない、すなわち資金切れを

起こさないことでしょう。会社を船に例えれば、船体が
安全に航行できるよう、常に“喫水線”を意識して資金を
確保し、さまざまなリスクに目を光らせ、喫水線の下に
穴があく（船が沈む）リスクのある投資にはストップを
かける。しかし、それだけでは企業の成長はありません。
　CFOの最重要使命は、企業価値向上のためのキャッシュ・
フロー・アロケーションの実行にあると私は考えています。
すなわち限りあるキャッシュをいつ、どこに、どのくらい配分
するのか、さまざまな「リスク」と「機会」を分析し、最適なアロ
ケーションに努めることです。企業価値を毀損するような
リスクは当然回避せねばなりませんが、一方で、企業の

将来を見据えて「とるべきリスク」をとる、という判断も重要
です。その意味で、私はブレーキだけでなくアクセルの
役割も常に意識しています。
　自社の財務基盤や各事業のキャッシュ創出力を冷静に
分析し、「大丈夫だ、やれるぞ！」と、自信を持ってメッセージ
を発信し、現場の背中を押すことも私の重要な使命だと
思っています。

 

　「2018中期経営計画(2018～2021年度)」の最終年度
であった2021年度は、全世界的にコロナ禍が継続する
状況の中、工業用フィルムやPCR検査試薬が堅調に推
移し、売上高は3,757億円（前年度比11.4%増）の増収とな
りました。利益面では、ナフサなどの原燃料価格の高騰が
年度後半にあり一部事業が影響を受けたものの、ライフサ
イエンス事業が全体の利益をけん引し、営業利益は284
億円(同6.6%増)の増益となりました。また、親会社株主に
帰属する当期純利益は、前年度に比べて特別損益の改善
もあり、129億円（同206.2％増）の大幅増益となりました。
　中期経営計画の目標と対比すると、売上高は目標と
していた3,750億円をクリアすることができました。営業
利益については、原燃料価格高騰に加え火災事故の影響
もあり、目標の300億円は未達に終わったものの、４年前
に比べれば30％以上の増益となり、営業利益率も6.5％から
7.6％へと改善することができました。財務規律の面でも、
自己資本比率は36～38％で安定的に推移し、D/Eレシオ
も健全性の目安とする「1.0倍未満」をほぼ維持できました。
総じて財務面ではまずまずの運営ができた４年間だったと
評価しています。
　しかし、前回中期経営計画期間の取り組みで私が最も
評価したいと考えているのは、むしろ非財務面の成果
です。その最大のものは2019年度に取り組んだ企業理念
体系の再構築です。企業理念『順理則裕』を積極的な意味
に解釈し直すとともに、それに基づいた企業理念体系

「TOYOBO PVVs」を明確な言葉として全社に発信すること
ができました。それによって組織風土が一気に変わった
わけではありませんが、重要なのは確固としたよりどころ
ができたことです。
　企業理念の再定義や「めざす姿・大切にすること」の
明文化は、多くの従業員に「なすべきこと／なすべきでない
こと」に対する判断基準を与えました。それが、先頃発表
した長期ビジョン「サステナブル・ビジョン2030」の策定
につながりました。

　2022年度からスタートした「2025中期経営計画（2022
～2025年度）」（以下、「2025中計」）は、長期ビジョン
「サステナブル・ビジョン2030」からのバックキャストで
策定したものです。「2025中計」では長期ビジョンの目標
として掲げた2030年度の売上高目標6,000億円と営業利
益目標500億円を実現するための通過点として、2025年度
までの４年間を「つくりかえる・仕込む」期間と位置付けて
います。
　売上高6,000億円・営業利益500億円は、現状の当社の
売上高・利益水準から考えると相当に高い目標です。この
実現には、既存事業の強化のための設備投資、新規事業
の育成に向けた研究開発投資、事業成長の基盤となる人材
やDXへの投資など、さまざまな領域でしっかりとした先行
投資が必要になります。そのため「2025中計」の４年間は、
営業キャッシュ・フローの増加以上に投資キャッシュ・フロー
が増え、借入金も増加すると予想されますが、「仕込み」が
山を越える2025年度以降は各事業の稼ぐ力が大きく高まり、
借入金の返済とともにフリー・キャッシュ・フローも着実に
増大していくと見込んでいます。
　まずは、各事業のキャッシュ創出力強化に向けた設備
投資を積極化させます。前回中期経営計画では４年間
の設備投資総額が1,158億円でしたが、これを２倍以上
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の2,400億円に引き上げます。これまで設備投資について
は減価償却費の範囲内に収めることを目安にしていま
したが、今後数年はこの基準を超えた額の投資を実施する
予定です。
　また、各事業への成長投資に当たって「事業ポートフォリオ
の組み替え」を行っていきます。「収益性」と「成長性」の2軸
で各事業を「新規育成」「重点拡大」「要改善」「安定収益」
の四つに層別し、「重点拡大事業」に位置付けるフィルム
事業、ライフサイエンス事業には引き続き積極的な投資
を実施していきます。また、「安定収益事業」に位置付ける
環境・機能材事業について、各商材の潜在力やソリュー
ションビジネスとしての可能性を再評価し、後述する三菱
商事（株）との合弁事業を通じて「第三の柱」に育てるべく、
新たな成長に挑戦していきます。
 

　「重点拡大事業」と同時に「新規育成事業」への投資も
これまで以上に積極化させる方針です。近年の当社の
研究開発投資は年間120億円程度で推移してきましたが、
「2025中計」期間中はこれを年間150億円程度まで引き
上げます。
　当社事業の場合、ある研究開発テーマに投資を開始
してから、それが形となって事業化されるまでに平均で
7～8年を要しています。かつて財務状況が非常に厳しく、
研究開発コストを抑制した期間があったのですが、その
7～8年後を見るとやはり新規事業がほとんど生まれて
いません。
　すぐに結果が出なくても、企業の未来を考えれば、これ
は「絶対に削ってはならないコスト」であることを経営陣
全員で再確認し、売上高の3.6～3.8%を目安に「何が
あっても研究開発費は確保する」ことを決めました。未来
のために可能性の裾野を広げることが重要だと考えて
います。

 

　「2030年度に売上高6,000億円」という目標は、既存の
経営資源によるオーガニックな成長だけで達成するのは
かなり厳しい面があります。先頃発表した三菱商事との
合弁事業も、そうした考えから踏み切ったものです。
　高い目標を掲げて、それに向かった飛躍的な成長の
ために必要なジョイントベンチャー（JV）化をする決定
に至るまでは、社内でもさまざまな議論がありました。
そこまで高い目標が必要なのか、現状維持で良いでは
ないか、という声もありました。しかし当社が製品を供給
するお客さまや、その先にいるユーザーや生活者は常に
変化し続けています。中間材メーカーである当社が存続
していくには、その変化に常に対応できていることが
大前提です。同じ場所にとどまっているのは、相対的に
見ればお客さまや市場が立っている場所からどんどん
後退することに他なりません。
　今回の合弁事業は、CFOとしても非常に楽しみにして
います。全くの異業種である商社との合弁は、今まで経験
したことのない新しい成長戦略であり、チャレンジする
意義は非常に大きいと思います。製造業である当社が
これまで自前では発想し得なかったビジネスでの視座・
視点や、経営思想に触れる機会ですので、そういった全く
異なる「文化」との融合により、当社の企業風土により良い
変化が起きていくことを期待しています。特に海外市場
での新たな事業展開はまさに「未知との遭遇」であり、
わくわく感にあふれています。
　飛躍的成長に求められる「新たなマインドセット」を
形成するという意味においてJV新社はこれまでとは全く
異なる成長創造モデルになると考えています。
　製造現場や管理部門をはじめ社内の多くの部署で苦労
は増えるかも知れませんが、それだけの価値は必ずあります。
JVに直接携わる従業員だけではなく、他事業や間接部門
などへの波及効果も必ずあると信じています。

 

　「2025中計」では、積極的な投資マインドを社内に
形成していくために、営業利益に減価償却費を加えた
「EBITDA」を、重視する経営指標に加えました。また資本
効率を重視した経営を一層推進していくために、自己資本
利益率（ROE：Return on Equity）に加えて投下資本利益率
（ROIC：Return on Invested Capital）を重要指標としました。
ただし当社の場合、事業ごとのROIC算出は難しいことから、
各事業についてはROICと実質同様の意味を持つ使用
資本利益率（ROCE：Return On Capital Employed）で
資本効率性を管理していく方針です。
　また、財務健全性の指標としては、これまで「D/Eレシオ
1.0倍以下」を一つの基準としてきましたが、仕込みフェーズ
として先行投資が続く「2025中計」期間中は、もう少し
レバレッジを効かせる方向にかじを切り、D/Eレシオ1.2
～1.3倍程度まで許容する考えです。
　とはいえ、キャッシュ創出力が高まらないまま借入金が
増えるのは好ましくないため、「Net Debt/EBITDA倍率
4倍台」をもう一つの目安とします。キャッシュを稼ぐ力が
一定程度あるという前提で、借入金はその4倍程度までは
許容するということです。

 

　株主・投資家の皆さまへの利益還元は企業の最重要
課題であり、キャッシュ・アロケーションにおける最重要事
項の一つと認識しています。株主の皆さまには配当の他、
自己株式の取得などにより還元策を検討していきたいと
考えています。
　「2025中計」期間の資本政策では、安全・防災対策や
環境対応を最優先とした上で、成長投資を積極的に進める

ため、営業キャッシュ・フローを大きく超える投資となる
予定です。そのような中でも、安定的に総還元性向30%を
目安とする方針です。2022年度は、前年度と同じく、1株
当たり40円の配当予想としています。
　さらに、「2025中計」を順調に遂行できれば、次期中期
経営計画（2026年度～）では、営業キャッシュ・フローの
拡大によって剰余金が増加し、より積極的な株主還元策
を講じることが可能になると見込んでいます。
　CFOとして、皆さまとの対話を通じて、将来の成長
シナリオを理解していただくことも重要な務めであると
認識しています。
　これからも長い目で当社の成長を見守っていただき
ますよう、お願い申し上げます。

 

　財務担当役員（CFO：Chief Financial Officer）の役割
は、しばしば車の「ブレーキ」に例えられます。経営トップ
（CEO）がビジョン実現に向けアクセルを踏み込み、CFOは
適切なタイミング・強さでブレーキをかける。分かりやすい
例えですが、CFOの役割は必ずしもそこにとどまるものでは
ないと私は考えています。たしかに財務管理における最低限
のミッションは会社をつぶさない、すなわち資金切れを

起こさないことでしょう。会社を船に例えれば、船体が
安全に航行できるよう、常に“喫水線”を意識して資金を
確保し、さまざまなリスクに目を光らせ、喫水線の下に
穴があく（船が沈む）リスクのある投資にはストップを
かける。しかし、それだけでは企業の成長はありません。
　CFOの最重要使命は、企業価値向上のためのキャッシュ・
フロー・アロケーションの実行にあると私は考えています。
すなわち限りあるキャッシュをいつ、どこに、どのくらい配分
するのか、さまざまな「リスク」と「機会」を分析し、最適なアロ
ケーションに努めることです。企業価値を毀損するような
リスクは当然回避せねばなりませんが、一方で、企業の

将来を見据えて「とるべきリスク」をとる、という判断も重要
です。その意味で、私はブレーキだけでなくアクセルの
役割も常に意識しています。
　自社の財務基盤や各事業のキャッシュ創出力を冷静に
分析し、「大丈夫だ、やれるぞ！」と、自信を持ってメッセージ
を発信し、現場の背中を押すことも私の重要な使命だと
思っています。

 

　「2018中期経営計画(2018～2021年度)」の最終年度
であった2021年度は、全世界的にコロナ禍が継続する
状況の中、工業用フィルムやPCR検査試薬が堅調に推
移し、売上高は3,757億円（前年度比11.4%増）の増収とな
りました。利益面では、ナフサなどの原燃料価格の高騰が
年度後半にあり一部事業が影響を受けたものの、ライフサ
イエンス事業が全体の利益をけん引し、営業利益は284
億円(同6.6%増)の増益となりました。また、親会社株主に
帰属する当期純利益は、前年度に比べて特別損益の改善
もあり、129億円（同206.2％増）の大幅増益となりました。
　中期経営計画の目標と対比すると、売上高は目標と
していた3,750億円をクリアすることができました。営業
利益については、原燃料価格高騰に加え火災事故の影響
もあり、目標の300億円は未達に終わったものの、４年前
に比べれば30％以上の増益となり、営業利益率も6.5％から
7.6％へと改善することができました。財務規律の面でも、
自己資本比率は36～38％で安定的に推移し、D/Eレシオ
も健全性の目安とする「1.0倍未満」をほぼ維持できました。
総じて財務面ではまずまずの運営ができた４年間だったと
評価しています。
　しかし、前回中期経営計画期間の取り組みで私が最も
評価したいと考えているのは、むしろ非財務面の成果
です。その最大のものは2019年度に取り組んだ企業理念
体系の再構築です。企業理念『順理則裕』を積極的な意味
に解釈し直すとともに、それに基づいた企業理念体系

「TOYOBO PVVs」を明確な言葉として全社に発信すること
ができました。それによって組織風土が一気に変わった
わけではありませんが、重要なのは確固としたよりどころ
ができたことです。
　企業理念の再定義や「めざす姿・大切にすること」の
明文化は、多くの従業員に「なすべきこと／なすべきでない
こと」に対する判断基準を与えました。それが、先頃発表
した長期ビジョン「サステナブル・ビジョン2030」の策定
につながりました。

　2022年度からスタートした「2025中期経営計画（2022
～2025年度）」（以下、「2025中計」）は、長期ビジョン
「サステナブル・ビジョン2030」からのバックキャストで
策定したものです。「2025中計」では長期ビジョンの目標
として掲げた2030年度の売上高目標6,000億円と営業利
益目標500億円を実現するための通過点として、2025年度
までの４年間を「つくりかえる・仕込む」期間と位置付けて
います。
　売上高6,000億円・営業利益500億円は、現状の当社の
売上高・利益水準から考えると相当に高い目標です。この
実現には、既存事業の強化のための設備投資、新規事業
の育成に向けた研究開発投資、事業成長の基盤となる人材
やDXへの投資など、さまざまな領域でしっかりとした先行
投資が必要になります。そのため「2025中計」の４年間は、
営業キャッシュ・フローの増加以上に投資キャッシュ・フロー
が増え、借入金も増加すると予想されますが、「仕込み」が
山を越える2025年度以降は各事業の稼ぐ力が大きく高まり、
借入金の返済とともにフリー・キャッシュ・フローも着実に
増大していくと見込んでいます。
　まずは、各事業のキャッシュ創出力強化に向けた設備
投資を積極化させます。前回中期経営計画では４年間
の設備投資総額が1,158億円でしたが、これを２倍以上

重視する財務指標として
EBITDAとROICを追加

中長期的な視点で
利益還元に努めていきます

代表取締役 兼 専務執行役員（CFO）
管理部門の統括

｜　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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ガバナンス

当社グループでは、気候変動が当社グループやステークホルダーにもたらす影響の大きさを認識すると
ともに、「脱炭素社会＆循環型社会」をマテリアリティの一つとして特定しています。2020年1月には、TCFD
（Task Force on Climate-related Financial Disclosure：気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に
賛同し、同提言にのっとった取り組みと開示を進めています。

TCFDに基づく開示
価値創造の戦略/実践

シナリオ分析
　まず、主力事業であり気候変動影響が比較的大きいこと
が想定される「フィルム事業」を対象として、二つのシナリオ
に基づき、気候変動が事業に及ぼす影響を分析しました。
　「2℃未満シナリオ」においては、脱炭素社会への移行に
伴う社会変化が、事業に影響を及ぼす可能性があります。
その対応として、製造プロセスの合理化や再生可能エネルギー
の導入、カーボンフリー燃料（水素やアンモニアなど）の
導入検討に着手します。

　「4℃シナリオ」においては、風水害の激甚化による生産
設備の損壊や原材料の供給停止などが事業に影響を
及ぼす可能性があります。その対応として、BCPの定期的な
見直しや高度化、原材料在庫水準の見直し、複数購買の
検討などを進めます。一方、お客さまからの低炭素貢献
製品への期待・要請の高まりに当社の技術・製品が対応
することにより、新たな事業成長の機会を獲得できる可能性
があると分析しています。

戦略

　当社グループは、2050年にカーボンニュートラルを実現
すべく、また社会全体のカーボンニュートラル実現にも貢献
すべく、全社一丸となって戦略を策定しています。取り組み
を加速するためのプラットフォームとして、社長を委員長と
するサステナビリティ委員会の分科会となる「カーボン

ニュートラル戦略検討会議」を設置しました（2021年4月）。
また、カーボンニュートラルに向けた戦略とマイルストーン
を策定すべく、同会議の傘下に全社横断的なメンバーで
構成される「カーボンニュートラル戦略検討クロスファン
クションチーム」を配置し、具体的な施策に取り組んでいます。

社会像 今世紀末までの平均気温の上昇を1.5℃に抑え、持続可能な社会の
発展をかなえるため、大胆な政策や技術革新が進められる。脱炭素
社会への移行に伴う社会変化が、事業に影響を及ぼす可能性が高い
社会になる。
〈事例〉
● 炭素税の導入・炭素価格の上昇
● 自動車の電動化シフト、再生可能エネルギーの拡大

パリ協定に即して定められた約束草案などの各国政策が実施される
も、今世紀末までの平均気温が4℃程度上昇する。温度上昇などの気
候の変化が、事業に影響を及ぼす可能性が高い社会になる。
〈事例〉
● 大雨による洪水被害の増大

参照シナリオ ● 「SDS」（IEA WEO2020/ETP2020、2℃未満シナリオ）
● 「NZE」（IEA Net Zero by 2050 A Roadmap
　 for the  Global Energy Sector、1.5℃シナリオ）
● 「RCP2.6」（IPCC AR5、2℃未満シナリオ）

● 「RCP8.5」（IPCC AR5、4℃シナリオ）
● 「STEPS」（IEA WEO2020/ETP2020、4℃シナリオ）

リスクと機会 移行面でのリスクおよび機会が顕在化しやすい 物理面でのリスクおよび機会が顕在化しやすい

2℃未満シナリオ 4℃シナリオ設定シナリオ
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①カーボンプライ
　シングの導入・
　炭素価格上昇

原材料価格の上昇
（炭素価格の転嫁など）

リスク 中期 ● サプライヤーへの働き掛け・連携（低炭素原料開発、生産技術支援など）
● 原材料調達手段の多様化（複数購買・現地調達を拡大）

カーボンプライシングの導入・
炭素価格上昇

中～
長期

● 再生可能エネルギーの導入・調達拡大
● 生産プロセスの高効率化、省エネルギー化推進
● 自家発電用燃料の転換（脱石炭）
● カーボンフリー燃料（水素、アンモニアなど）利活用の検討
● CCU・CCSなどの革新技術の導入検討

②脱炭素対応に
　伴うコスト影響

省エネルギー化推進・高効率設備
導入などに伴うコスト増減

リスク／
機会

中～
長期

● 生産プロセスの革新・超高効率化の追求
● バリューチェーン全体における生産の高効率化
　 （関係会社との統合・連携強化、M&A）

再生可能エネルギー導入に伴う
コスト増減

中期 ● 再生可能エネルギーの調達手段の選定

③低炭素の製品に
　対する要求の
　高まり

低炭素・脱炭素関連製品のニーズと
需要の拡大

環境配慮製品の各種認定・
認証による拡販

機会

リスク

中～
長期

● 環境配慮製品（GHG排出量削減貢献型製品）の生産・販売拡大
● 再生可能エネルギー／カーボンフリー燃料関連素材の開発と拡販
● 低炭素・脱炭素関連製品・技術の研究開発促進

石化原料由来製品の需要縮小、
プラスチック規制強化

製品製造時の低炭素化要求

中期 ● リサイクル原料、バイオマス材の活用
● 循環型素材・製品の開発とリサイクルスキームの構築

シナリオ分析の今後の方向性

　今後、CO₂排出量や財務的インパクトなどを考慮しつつ、全社・個別事業などのシナリオ分析を実施する予定です。

｜　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　｜

リスク／機会項目 当社グループの対策社会の変化および
その影響

④気温上昇に伴う
　風水害の激甚化

災害多発による原材料の供給停止リスク 中期 ● 在庫水準見直し、複数購買の拡大

異常気象による設備損壊、操業停止中～
長期

● BCP訓練実施とさらなる沿岸地域立地事業所の対策強化
● 生産拠点分散化、高耐久設備導入

⑤気温上昇に伴う
　製品需要の変動

機会 気温上昇に伴う感染症対策
（予防・治療）の需要増

長期 ● 食品パッケージ関連製品の需要拡大
● 感染症関連製品・技術の研究開発促進

気候変動関連のリスクと機会
　2℃未満シナリオと4℃シナリオを踏まえ、「フィルム
事業」のリスク・機会の抽出を行いました。重要性の高い
リスク・機会の項目を抽出・集約し、社会の変化という観点
でまとめ直した上で、それぞれの対策案を検討しました。
　当社グループは、温室効果ガス（GHG）排出量を2030年度
に46％以上削減（Scope1、2、2013年度比）、2050年度

までにネットゼロ（実質ゼロ）とする「カーボンニュートラル
の実現」を目標に掲げています（▶P.047 気候変動）。また、
2022年4月に「インターナルカーボンプライシング制度」
を導入しました。同制度を投資判断の基準の一つとして
活用していくことで、低炭素・脱炭素設備・省エネ投資、
削減貢献量の拡大を目的とした開発設備への投資などを
加速していきます。

● 再生可能エネルギーの導入・調達拡大
● 生産プロセスの高効率化、省エネルギー化推進
● 自家発電用燃料の転換（脱石炭）
● カーボンフリー燃料（水素、アンモニアなど）利活用の検討
● CCU・CCSなどの革新技術の導入検討
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6.7%

7.9%

2018 2019 2020 2021

2025中期経営計画

できたこと

前回中期経営計画 （2018～2021年度） 2025中期経営計画 （2022～2025年度）

つくりかえる・仕込む４年間

● 企業理念体系「TOYOBO PVVs」の整理
● 工業用フィルムの拡大（営業利益約３倍）
● バイオ・メディカルの拡大（営業利益約２倍）
● 財務体質の健全性維持

できなかったこと・新たな課題

● 信頼性にゆらぎ：大規模火災事故、品質不適切事案
● 成長を目指した事業の拡大遅れ
● 課題事業の正常化遅れ（課題事業の追加含む）

財務目標・結果

サステナブル・グロー   スへの変革
～2025年は通過点～

1,000

2,000

0

3,000

4,000

5,000

6,000
売上高 営業利益率

5.9%

2022（見込み）

売
上
高（
億
円
）

※1 Sales Force Automation：営業支援システム
※2 Materials Informatics：AIや機械学習、統計解析などを活用した情報科学（インフォ
マティクス）の手法によって、効率的な材料（マテリアルズ）の探索・開発を行うこと

6.5%

7.6%

● 安全・防災マスタープランの実行「ゼロ災」
● 品質保証マネジメント体制の再構築
● リスクマネジメント体制の構築

安全・防災・品質の徹底施策
１

● 事業を層別（使用資本利益率と成長性）
　 ①重点拡大：成長策提案実行、競争優位強化
　 ②安定収益：成長探索または維持改善
　 ③要改善：あるべき姿に向けたマスタープラン実行

事業ポートフォリオの組み替え施策
2

● 新事業・新技術の創出：環境・バイオ強化、
　みらいプロジェクト
● DX戦略：SFA※1、MI※2、スマート工場、新たな稼ぎ方
● カーボンニュートラルへのロードマップ（2050）

未来への仕込み施策
3

● 人材開発、ダイバーシティ推進　● モノづくり現場力
● 事業基盤の整備　● ガバナンス、コンプライアンス
● 組織風土改革

土台の再構築施策
4当期純利益(億円)

ROE(%)
D/Eレシオ(倍)

売上高(億円)
営業利益(億円)
営業利益率(%)

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

設備投資額 1,158億円/4年間

3,367
217
6.5
▲ 6
▲ 0.3
0.93

3,396
228
6.7
138
7.8
0.98

3,374
267
7.9
42
2.3
1.01

3,757
284
7.6
129
6.8
0.98

2018-
2021
中計目標

3,750
300
8.0
160
≧ 8.0
< 1.00

価値創造の戦略/実践
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サステナブル・ビジョン2030

サステナブル・グロー   スへの変革

バック
キャスティング

7.8% 8.3%

（年度）

8.0

7.0

9.0

6.0

5.0

4.0

3.0
2025中期経営計画目標 2030年度イメージ

営
業
利
益
率（
％
）

サステナブル・
グロースの実現

成長を実現させる

未来へつなぐチャレンジ 
̶ 五つの社会課題の解決 ̶

● 新事業・新技術の創出：環境・バイオ強化、
　みらいプロジェクト
● DX戦略：SFA※1、MI※2、スマート工場、新たな稼ぎ方
● カーボンニュートラルへのロードマップ（2050）

● 人材開発、ダイバーシティ推進　● モノづくり現場力
● 事業基盤の整備　● ガバナンス、コンプライアンス
● 組織風土改革

財務目標・イメージ

2022年度
見通し

2025
中計目標

2030年度
イメージ

4,100
240
5.9
450
130
6.6
4.1
1.05

4.0

4,500
350
7.8
630
150
≧ 7.0
≧ 5.0
< 1.20

< 5.0

6,000
500
8.3
900
230
≧9.0
≧7.0
< 1.00

< 4.0

売上高(億円)
営業利益(億円)
営業利益率(%)
EBITDA(億円)
当期純利益(億円)
ROE(%)
ROIC(%)※

D/Eレシオ(倍)
Net Debt/
EBITDA倍率

※ NOPAT÷(有利子負債+純資産)

｜　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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四つの施策

安全・防災マスタープランの実行 「ゼロ災」
● 現場総点検、防災総点検で抽出箇所への対策
● 安全・防災投資、老朽設備更新
● 安全・防災研修、安全文化づくり(安全・安心職場)

品質保証マネジメント体制の再構築
● 人員・体制の強化、仕組みづくり・システム導入
● 品質保証研修、組織風土、品質文化づくり

リスクマネジメント体制
● リスクマップの作成(リスク所在と影響度の把握： 備え)
● グループ企業ガバナンスの整備
　 →「グループ経営管理部」を設置
● モニタリングシステムの拡充

● 収益性： 使用資本利益率(ROCE)=営業利益 ÷ 使用資本 ※ハードルレート 6.5%目安

当社グループ全体
の資本効率性指標
はROIC
各事業の管理指標
はROCE

●

●

ハードルレートだけでなく、定性情報も含めて、「安定収益事業」か「要改善事業」かを見極める。 層別事業ごとに対策を検討する。

● 成長性： 年平均成長率(CAGR) ※ハードルレート 4.5%目安

収益性 高低

低

高

成長性

 新規育成事業

要改善事業 安定収益事業正常化
再生

成長
探索

 重点拡大事業事業化
仕込み

積極
投資

競争
優位
強化

安全・防災、品質の徹底施策
１

事業ポートフォリオの組み替え施策
2

　安全・防災に関して、積極的な防災投資と老朽設備の
更新を進めます。また、個人の意識を高めるために防災
研修所を設置し、危険を感じた時に声を上げる大切さ、
現場の管理者には日常的に部下の声に耳を傾けることの
重要性を改めて指導しています。
　品質に関しては、大幅に推進体制を見直しました。さらに
組織風土変革にも取り組み、新たな品質保証文化の構築を
進めています。
　これらの課題の両方に関わるリスクマネジメント体制の
強化も進め、「リスクは常に存在する」ことを前提に、事業の
持続可能性を確保できる体制づくりに努めています。
（▶P.059～064 火災事故再発防止への取り組み／品質不
適切事案への対応／安全・防災／品質）

　事業層別に対策を行うために、収益性と成長性の2軸で
評価し、各事業を「新規育成事業」「重点拡大事業」「要改善

事業」「安定収益事業」の4象限に分類しました。成長性の
判断基準となる年平均成長率は、化学業界の平均と認識
している4.5％を目安に、収益性を判断する基準となる使用
資本利益率は、資本コストの観点から6.5％を目安にして
います。
　「要改善事業」と位置付ける衣料繊維、エアバッグ用

基布、医薬品製造受託については、それぞれ2025年度まで
の正常化を目指します。
　環境・機能材は、環境課題対応や自動車のEV化の伸展
などにより、大きなビジネスチャンスが想定されます。フィルム、
ライフサイエンスに続く「第三の柱」となることを期待し、
三菱商事（株）との合弁会社（以下、JV新社）において、一層

の拡大成長を目指します。
　このような整理を経て、フィルム、ライフサイエンス、環境・
機能材の3事業を「重点拡大事業」としました。
　2030年度のグループ売上高目標6,000億円のうち、基盤
事業であるフィルムで2,200億円、2025年度以降の成長が
予想されるライフサイエンスで800億円、JV新社を設立する
環境・機能材で2,500億円の達成を目指します。
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四つのコア技術×マーケティング×デジタルによる
 「技術の融合」

売上高研究開発費比率 3.6~3.8%

年間研究開発投資額(知財関係費用含む)

 「高分子フィルム・シート関連技術 特許総合力ランキング」1位
 (2021年パテント・リザルト社算出)

2018～2021年度実績 2022～2025年度計画 2026～2030年度計画

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（億円）

3,757
その他

環境・機能材

ライフサイエンス

フィルム

4,500

6,000
● 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

● 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

主な拡大事業当社グループ 売上高推移

研究開発投資イノベーションの創出

119 150

197
250

200

150

100

50

0

（億円/年）

環境
技術

バイオ・
メディカル

高分子
技術

快適性
設計

マーケティング デジタル

環境・機能材

ライフサイエンス

フィルム

未来への仕込み施策
3

　当社グループが保有する四つのコア技術に「マーケティング」
と「デジタル」に関する技術・ノウハウを掛け合わせることで、
長期的な視点でイノベーションの創出を推進しています。

　事業層別に対策を行うために、収益性と成長性の2軸で
評価し、各事業を「新規育成事業」「重点拡大事業」「要改善

事業」「安定収益事業」の4象限に分類しました。成長性の
判断基準となる年平均成長率は、化学業界の平均と認識
している4.5％を目安に、収益性を判断する基準となる使用
資本利益率は、資本コストの観点から6.5％を目安にして
います。
　「要改善事業」と位置付ける衣料繊維、エアバッグ用

基布、医薬品製造受託については、それぞれ2025年度まで
の正常化を目指します。
　環境・機能材は、環境課題対応や自動車のEV化の伸展
などにより、大きなビジネスチャンスが想定されます。フィルム、
ライフサイエンスに続く「第三の柱」となることを期待し、
三菱商事（株）との合弁会社（以下、JV新社）において、一層

の拡大成長を目指します。
　このような整理を経て、フィルム、ライフサイエンス、環境・
機能材の3事業を「重点拡大事業」としました。
　2030年度のグループ売上高目標6,000億円のうち、基盤
事業であるフィルムで2,200億円、2025年度以降の成長が
予想されるライフサイエンスで800億円、JV新社を設立する
環境・機能材で2,500億円の達成を目指します。

現在、事業化に向けて取り組んでいるサステナブル食品
も、その一例です。この他にも、リニューアブルポリマー、
急性血液浄化関連製品、核酸医薬品製造原料、有機薄膜

太陽電池材料など、新時代のニーズに応える画期的な
製品・技術の開発に取り組んでいます。
　研究開発投資については、売上高比で業界平均水準で
ある3.6％から3.8％を想定しています。今後、研究開発に
関する設備投資も含めて全体を俯瞰し、資源配分を検討
していきます。
　事業活動全般においてイノベーションを加速していくた

めのIT環境整備についても、さまざまな観点から積極的
に進めています。
　また、2050年度のカーボンニュートラルの達成に向け、
その中間目標として、2030年度のGHG排出量（Scope1、2）
を、2013年度比46%以上削減に設定しました。
（▶P.047 気候変動）

2021年度実績 2025中計目標 2030年度イメージ

｜　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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土台の
再構築

ビジネス・イノベーションを
加速・推進するIT環境を整備

 事業
プロセス・
サービスの
高度化

ビジネス
モデル革新

新ビジネス
創造

カーボン
ニュートラル

オープン
イノベーション

 ビジネス
モデル
共創

構造／非構造データ
活用基盤の整備
同じ情報を見て横串で
対話・議論ができる

働き方の
多様化
(BYOD※)

脱ホスト ID統合 クラウド
ネイティブ

業務システム／ITインフラ整備・セキュリティ強化
「誰でも」「いつでも」「どこでも」安全に仕事ができる
ビジネスや環境の変化に柔軟に対応できる

グループ内外との連携拡大
今までにないビジネスを考案し、すぐに立ち上げられる

IT基盤の
整備

研究・開発
高度化 生産革新 SCM

最適化
顧客接点
高度化

MI、スマートファクトリー、SFA

ガバナンス・コンプライアンス
● ガバナンス体制再構築　● グループ経営管理
● コンプライアンス体制、内部監査機能の強化
● サプライチェーンの人権尊重

モノづくり現場力
● 生産革新活動、
　 エンジニアリング教育の体系化

組織風土改革
● PVVs浸透、組織開発、さん付け運動、
　 まじめな雑談

事業基盤の整備
● リニューアル投資、全社・事業所拠点構想検討
● レガシーシステムの更新

人材育成・働き方改革・ダイバーシティ推進
● 人事制度改革： 考課、教育拡充、ローテーション、適材登用
● 次世代経営人材育成、女性活躍推進(女性リーダー育成)

▶ P.065～070参照

▶ P.073～074  ▶ P.083～090

▶ P.045～046参照

※ BYOD：Bring Your Own Device

　当社グループが保有する四つのコア技術に「マーケティング」
と「デジタル」に関する技術・ノウハウを掛け合わせることで、
長期的な視点でイノベーションの創出を推進しています。

土台の再構築施策
4

　下記の五つのテーマで当社グループの土台の再構築
に取り組んでいます。

　特に、人材に関して、2021年度に人事制度を大きく見直し
ました。年功序列を見直し、役員への若手の登用を実現する
制度を整えるとともに、職責と報酬のバランスをとるジョブ
型を意識して設計しました。また、ダイバーシティ推進の観点

現在、事業化に向けて取り組んでいるサステナブル食品
も、その一例です。この他にも、リニューアブルポリマー、
急性血液浄化関連製品、核酸医薬品製造原料、有機薄膜

太陽電池材料など、新時代のニーズに応える画期的な
製品・技術の開発に取り組んでいます。
　研究開発投資については、売上高比で業界平均水準で
ある3.6％から3.8％を想定しています。今後、研究開発に
関する設備投資も含めて全体を俯瞰し、資源配分を検討
していきます。
　事業活動全般においてイノベーションを加速していくた

めのIT環境整備についても、さまざまな観点から積極的
に進めています。
　また、2050年度のカーボンニュートラルの達成に向け、
その中間目標として、2030年度のGHG排出量（Scope1、2）
を、2013年度比46%以上削減に設定しました。
（▶P.047 気候変動）

では、従来は男性を想定していた昇進の仕組みを女性や
外国人も含め、多様な人材を対象としたものへ見直そうと

検討しています。管理職に占める女性の割合は2021年度時点
では3.7%ですが、2025年度までに5.0%以上を目指します。
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設備投資

　下記の五つのテーマで当社グループの土台の再構築
に取り組んでいます。

　特に、人材に関して、2021年度に人事制度を大きく見直し
ました。年功序列を見直し、役員への若手の登用を実現する
制度を整えるとともに、職責と報酬のバランスをとるジョブ
型を意識して設計しました。また、ダイバーシティ推進の観点

　設備投資は、安全・防災・環境投資を最優先に、サステナ
ブルな成長のための投資を増やし、前回中期経営計画期
間中の約2倍となる2,400億円を投じます。

　このうち、「重点拡大事業」に設定したフィルム、ライフサ
イエンス、環境・機能材の3事業を中心とした成長投資には
1,150億円の投資を計画しています。

資本政策 キャッシュ・フロー・アロケーション

　「2025中計」の4年間で1,440億円の営業キャッシュ・
フローを想定しています。

　上述した設備投資と配当の実施を踏まえ、不足分は外部
調達を予定しています。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
2,400億円

2018~2021年度
前回中計

2022~2025年度
2025中計

1,158億円

● フィルム製膜・加工ライン
● ダイアライザ一貫生産工場
● バイオ新棟
● 研究棟リニューアル  など

● 基幹システム新鋭化
● 事業維持
● 基盤強化

● 安全・防災、品質対応
● 自家発電設備 など

成長投資 1,150億円

つくりかえる投資 920億円

安全・防災・環境投資 330億円

営業キャッシュ・フロー
1,440億円

外部調達
1,100億円

キャッシュイン キャッシュアウト

成長投資

1,150億円

つくりかえる投資

安全・防災・環境投資

920億円

330億円
配当 140億円

1,150億円
成長投資

環境・
機能材

ライフ
サイエンス

フィルム

その他

では、従来は男性を想定していた昇進の仕組みを女性や
外国人も含め、多様な人材を対象としたものへ見直そうと

検討しています。管理職に占める女性の割合は2021年度時点
では3.7%ですが、2025年度までに5.0%以上を目指します。

｜　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　｜

（億円）
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事業別成長戦略

フィルム事業
　環境配慮製品へのシフトを加速させ、バイオマス、リサ
イクル、減容化などのグリーン化製品の比率を2030年度
までに60％、2050年度までに100%を目指します。
　工業用フィルムにおいては、IT市場の成長やモビリティ
の電動化に伴い、高機能フィルムの拡販継続とさらなる設
備投資を行います。また、統合した帝人フィルムソリュー
ション（株）の子会社とのシナジー効果拡大や、リサイクル
フィルムの事業拡大を図ります。
　包装用フィルムにおいては、バイオマスやリサイクル
原料を使用したフィルムを提供することで、脱炭素社会や
循環型社会の実現に貢献します。さらに、フードロス削減
につながるバリアフィルムの海外展開や、減容化につながる
高剛性フィルムの生産にも注力していきます。

ライフサイエンス事業
　バイオにおいては、感染症診断分野のビジネスで世界
トップを目指します。当社の強みである高度なタンパク質
の精製技術を生かし、遺伝子検査用の原料酵素、試薬、
診断薬、診断装置まで、診断ビジネスを拡大します。血糖、
コレステロール、クレアチニン、GOT、GPTなど生化学診
断用酵素では、海外にも拡大していきます。
　また、膜技術では患者のQOL向上を目指し、中空糸の
分離膜技術を駆使して人工腎臓用中空糸膜やウイルス除去
膜を拡大していきます。

 

環境・機能材事業
　当社は三菱商事（株）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、事業を開始する契約
を締結しました。設立した新会社に当社の環境・機能材事
業を分割し、当社と三菱商事が出資します。出資比率は、
当社51 ％、三菱商事49 %です。新会社設立の目的は、
当社の技術力と三菱商事の総合力を融合し、グローバル
市場でさらなる成長を実現することです。
　水、空気、軽量化、電池などの成長が期待される分野
で貢献を目指す事業領域が10ほどあり、2023年4月を
めどに新会社を設立する予定です。

フィルム事業の売上高目標

2021年度 2025年度 2030年度

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
環境・機能材事業の売上高目標

2021年度 2025年度 2030年度
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0

ライフサイエンス事業の売上高目標
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CSV事例

製膜工程中にコーティング層を形成する工程を導入すること。製膜速度で
生産されることにより高生産性が実現する他、コーティング層を形成後に
延伸することでコート層の厚みなどの均一性に優れる

※ 

｜　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　｜

　セラミックコンデンサは、電流を調整したり、電気を一時的
に蓄積する汎用的な電子部品です。さまざまな電子回路、
車載用途、民生機器用途に展開しています。
　当社のセラコン用離型フィルム「コスモピール®」などは
セラミックコンデンサの製造に不可欠なフィルムです。原反
の製造から離型層のコーティング加工まで一貫して行える
唯一のメーカーとして、IoTやAIの普及･進展を支えます。
　また、優れた平滑性を実現する製膜技術を有し、ハイ
エンド向けフィルムをインラインコート※で製造予定です。
2024年度には宇都宮工場にインラインコート設備を導入
します。

　当社グループは、高機能タンパク質を生成する技術を
強みとし、遺伝子検査用の原料酵素、試薬、診断薬、診断
装置まで、診断ビジネスを拡大してきました。
　生化学診断に用いられる診断用酵素を診断薬メーカー
に供給し、また、独自の高速核酸増幅技術によって核酸の
抽出から増幅・検出までを簡便かつ短時間に行うことが
可能な全自動遺伝子解析装置「GENECUBE®」を提供。
病気の早期診断や、薬の適正使用などに貢献しています。
　さらに、新型コロナウイルス検出キット「SARS-CoV-2 
Detection Kit -Multi-」は、(阻害に強い)独自の遺伝子増幅
酵素を使用し、検体から遺伝子を抽出・精製する工程を省
略できます。試薬配合を調整して酵素の働きを最適化したこ
とで、抽出した遺伝子を増幅する工程にかかる時間を従
来の半分以下に短縮。抽出から測定までを約60分で完了で
きます。生化学診断用酵素（血糖、コレステロール、クレアチ
ニン、GOT、GPTなど）で海外の需要にも貢献しています。

　優れたガスバリア性を持つ透明蒸着フィルム「エコシ
アール®」は、食品の長期保存に力を発揮し、フードロス削減
に貢献します。
　金属の蒸着処理がなされていないため電子レンジでの
加熱にも対応しています。また、塩素化合物を含まず、燃焼
時に塩素ガスが発生しないのも強みの一つです。
　透明蒸着フィルム市場は、グローバルで10％/年の成長率
を誇ります。そのような市場において当社グループは、フード
ロス削減に貢献するバリアフィルムの販売量を、2030年度
に2020年度比4倍にすること
を目指しています。
　2020年度からインドネシア
の工場を本格稼働し、グローバ
ルな需要にも対応していきます。

　年々増加する透析患者の治療成績とQOLの向上への
貢献を目指して、人工腎臓用中空糸膜を提供しています。
　当社の中空糸膜は、経時劣化の少ない優れた老廃物
の除去性能を誇ります。天然素材のセルロースを出発原料
としたセルロース系の膜のため、治療中のアレルギー発症
が少なく、優れた生体適合性を実現しています。
　当社は、ニプロ（株）と共同で、中空糸製造からダイア
ライザへの加工・製品化まで
一貫生産ができる工場を新
設することを決定しました。
世界で拡大が見込まれるダ
イアライザの需要増に対応
するため、2024年7月に稼働
開始を目指し、生産体制の
強化を図ります。

フードロス削減に貢献するフィルム
透明蒸着フィルム「エコシアール®」

セルロース系の膜による、優れた生体適合性
人工腎臓用中空糸膜

「エコシアール®」を使用した食品包装
PCR検査など、遺伝子検査分野で拡大
遺伝子検査用原料酵素・試薬・診断薬・診断装置

平滑性に優れるフィルムでハイエンド用途拡大　
セラコン用離型フィルム

CTAダイアライザ一貫生産工場　　　　　　　

当社の中空糸膜を利用した
ニプロ（株）のCTAダイアライザ
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