ゆたかな社会 の 実現を目指し、

140 年歩んできました
Principle

理念

『順理則裕』
なすべきことをなし、ゆたかにする

Vision

めざす姿
〈 順 理 〉と は

私たちは、
素材 + サイエンスで
人と地球に求められる

・ 「なすべきこと」を「する」 （攻め）

ソリューションを

・ 「なすべからざること」は「しない」 （守り）

創造し続ける
グループになります

〈 則 裕 〉と は
・ 順理を貫くことで、
「世の中をゆたかにし」、
「自らも成長する」
・ それを 「 や り き る 」 「 や り と げ る 」 こ と で
ゆたかにしていく
これが私たちの会社の創業精神であり、
私たちの信条である

Values

大切 にする こ と
私たちは、
変化を恐れず、
変化を楽しみ、
変化をつくります

TOYOBO Spirit
挑戦

先取
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9つの 約束

信頼

Challenge

創造
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遂行

協働

Reliability

安全への
こだわり

お客さま
満足

現場・現物・
現実

Collaboration

双方向の
意思疎通

多様性の
確保・活用

やってみる
機会の提供

創業者 渋沢栄一が座右の銘の一つとした『順理則裕』の精神が私たちの原点です。
この言葉は、後に
当社の企業理念となりました。
『順理則裕』
とはすなわち、時代の変化とともに生じるさまざまな社会課題
を解決し、世の中をゆたかにしていくこと、そして自らの成長も実現していくこと。現代のCSV（Creating
Shared Value：共有価値の創造）の考え方を先取りしたものと言えます。
この精神を受け継ぎながら、
東洋紡は2022年、140周年を迎えました。
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資料編

編集方針
当社は、2019年より、財務情報とサステナビリティ
（ESG）情報などをまとめ
「統合報告書」
として発行しています。
この統合報告書を通じて、
株主・投資家
をはじめ、幅広いステークホルダーの皆さまに、当社への理解をより深めて
いただくことを目的としています。
本書では、
2030年に向けた
「サステナブル・
ビジョン2030」
と、そこからバックキャストして設定した「2025中期経営
計画」を中心に、
トップの思いや投資家との対談、社外取締役の座談会
なども掲載し、
多面的に東洋紡の価値創造についてご理解いただけるように
努めました。

当社ウェブサイト

財務関連情報

「株主・投資家情報」

株主・投資家さま向けに、
決算短
信や有価証券報告書、
決算説明
会資料などのIR資料をまとめて
います。
また、
財務・業績の状況、
株式情報やIRカレンダー、
よくある
ご質問などを掲載しています。
https://ir.toyobo.co.jp/ja/
ir.html

サステナビリティ
関連情報

当社ウェブサイト

「サステナビリティ」
ESGに関する当社グループの
取り組 みと各種データを掲載
しています。
https://www.toyobo.co.jp/
sustainability/

参考ガイドラインなど：
GRI「サステナビリティ・レポーティング・スタンダ−ド」
●
国際統合報告評議会(IIRC)「国際統合フレームワーク」
●
環境省「環境報告ガイドライン2018年版」
●
経済産業省「価値協創ガイダンス」
報告対象組織：本文中に記載がない場合は、東洋紡（株）単体を対象としています。
なお、財務情報は、連結ベースの数値です。
報告対象期間：2021年4月~2022年3月(2022年4月以降の情報も一部含んでいます)
発行：2022年9月(次回発行予定：2023年8月)
●

有価証券報告書

ファクトブック

金融商品取引法第24条第1項に
基づき作成し、企業の概況、事業
内容、設備状況、営業状況、財務
諸表などを掲載しています。
https://ir.toyobo.co.jp/ja/
ir/library/securities.html

全社とセグメント別の主要な財務
データを11年分掲載しています。
また、
5 年 分 の 非 財 務データを掲 載して
います。
https://ir.toyobo.co.jp/ja/ir/
library/fact.html

TOYOBO REPORT
（統合報告書）
サステナビリティレポート

コーポレート・ガバナンス報告書

例 年 1 1 月時 点 のウェブサイト 「コーポレートガバナンス・コード」
「 サステナビリティ」の 情 報 を
に従い、当社グループ の考え方や
PDF化しアーカイブしています。 体制を掲載しています。
https://www.toyobo.co.jp/
https://ir.toyobo.co.jp/ja/
sustainability/report/
ir/library/governance.html

本書では企業価値創造に向けた
成長戦略や事業概要を報告して
います。株主・投資家をはじめと
する、
ステークホルダーの皆さま
との対話において積極的に活用
しています。
https://www.toyobo.co.jp/
sustainability/report/
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超 えて い こう、もっと 先 へ

ソリューション別売上高
その他

ライフサイエンス
バイオ関連試薬
● 医用膜
● 医療機器
など

3.1%

フイルム・機能マテリアル
包装用フィルム
工業用フィルム
● 光機能材料
など

●

関連売上高

350億円

●

9.3％

30.4％

売上比率

（2021年度）

関連売上高

45.3％

1,703億円

生活・環境

モビリティ

●

●

海水淡水化用膜
● VOC処理装置
など

関連売上高

1,143億円
003

●
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11.9％

●

エンジニアリングプラスチック
エアバッグ用基布 など

関連売上高

447億円

新コーポレートロゴとタグライン
ロゴマークは、黒い部分が宇宙を、青い部分が地球の輪郭を表して
おり、地球が抱える課題を当社の技術や 製品によって解決する
という強い決意を表現しています。
タグライン
「Beyond Horizons」
には「超えていこう、
もっと先へ」
という意味を込めています。
「 地球
が抱える課題を解決する中で、困難にぶつかることもあるだろうが、
限界は超えるためにある。未来に向かってともに挑み続けよう」
という全役員、全従業員の合言葉です。

ソリューション別製品事例

液晶画面の性能向上
より自然な発色を実現する液晶用フィルム

フードロス削減
透明蒸着フィルム
「エコシアールⓇ」

リサイクル・省資源
リサイクルPETフィルム
「サイクルクリーンⓇ」

事故の時、生命を守る
エアバッグ用原糸・基布

自動車の燃費改善
エンジニアリングプラスチック

未来のモビリティを創る
コンセプトカー
「マニプレーラーⓇ」

水不足の解消
海水淡水化用RO膜モジュール

大気汚染防止と資源回収を両立
VOC回収装置

快適と安心を提供
三次元網状繊維構造体「ブレスエア―Ⓡ」
静電フィルター
「エリトロンⓇ」

診断の高速化
新型コロナウイルス検出キット

手術時間短縮・患者負担軽減
神経再生誘導チューブ「ナーブリッジⓇ」

透析患者の命を支える
安定・安心な品質の人工腎臓用中空糸膜

※ Ⓡあるいは
「ＴＭ」付記の名称は、当社の日本における登録済みまたは出願中の商標です
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