
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

予想・見通しに関する注意事項 

 
当資料に記載されている予想・見通しは、種々の前提に基

づくものであり、将来の計画数値、施策の実現を確約した

り、保証したりするものではありません。 

旭化成株式会社 

開催日時：２０１９年５月２９日（水）１５：００～１６：３０ 

場所  ：大手町サンケイプラザ ３Ｆ 

新中期経営計画（2019～2021） 

“Cs+ for Tomorrow 2021” 

説明会 要旨 
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会社側参加者： 

代表取締役社長兼社長執行役員 小堀 

取締役兼副社長執行役員 柴田 

ＩＲ室長 濱本（司会） 

 

小堀 2019 年度からの新たな成長戦略を示

す新中期経営計画（以下、新中計）“Cs+ for 

Tomorrow 2021”について説明する。前中期

経営計画（以下、前中計）“Cs for Tomorrow 

2018”においては、「Connect」、「Compliance」、

「Communication」、「Challenge」という多様

な「C」をキーワードに、将来の飛躍のため

の基盤作りを進めてきた。また、自動車分野、

環境・エネルギー分野を中心に、約 6,700 億

円の長期投資を決定した。前中計の直前には

旭化成建材㈱による杭工事におけるデータ

流用等が確認されたこともあり、全社を挙げ

て信頼回復に努め、結果として前中計の利益

目標を達成した。株主還元についても、総還

元性向は 39％となり、目標を上回った。 

新中計の策定にあたり、SDGs（持続可能な

開発目標）に象徴されるような持続可能性へ

の期待の高まりや、デジタルトランスフォー

メーションなどの新たなデジタル技術の活

用、米中貿易摩擦などといった対処すべき新

たな課題と機会を踏まえ、次の飛躍への歩み

を進めるために、人と地球のサステナブルな

発展にこれからも貢献していく当社のスタ

ンスを、「Care for People, Care for Earth」

という言葉で表現した。前中計の基本コンセ

プトをベースに、持続可能な社会への貢献と

持続的な企業価値の向上を図るという意味

を込め、新中計の名称を“Cs+ for Tomorrow 

2021”とした。 

＜１．前中期経営計画“Cs for Tomorrow 

2018”の振り返りと経営環境認識＞ 

P４ （１）経営指標 

前中計の最終年度の 2018 年度において、

売上高は２兆 1,704億円、営業利益は 2,096

億円、親会社株主に帰属する当期純利益は

1,475億円となった。売上高、営業利益は過

去最高を更新し、営業利益、親会社株主に帰

属する当期純利益については、2018 年度の

目標としていた 1,800 億円、1,100億円を上

回った。株主還元に関しては、１株当たり年

間配当金を 34 円とし、また 17 年振りに自

己株式の取得を行うことで、総還元性向は

39％となり、目標としていた 35％を上回っ

た。ROIC、ROEといった資本効率も目標を上

回り、成長・収益性の追求を実現できたと評

価している。 

P５ （２）－１ 長期投資実績（過去との

比較） 

資料に 2016 年度から 2018 年度までの３

ヶ年の長期投資の内容と金額を記載してい

る。M&Aを含む積極的な投資を継続し、成長

を加速させた。既存事業に対し年平均約

1,800億円の拡大投資を決定したほか、大型

の M&Aとして、Sage Automotive Interiors, 

Inc.（以下 Sage）を約 1,200 億円で買収し

た。これらを合わせて、３年間で累計約

6,700億円、年平均約 2,200億円の長期投資

を決定した。 
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  2011年度から 2015年度までの５ヶ年の中

期経営計画であった前々中計の“ For 

Tomorrow 2015”においては、ZOLL、Polypore

といった大型の M&A を２件と、年平均約

1,100億円の既存事業への投資を決定し、５

年間合計で約１兆円の長期投資を決定した。

年平均では約 2,000億円であるが、前中計に

おいては、それを約 10％上回る規模の投資

を決定した。その投資の成果を新中計以降で

刈り取ることが重要な課題だと認識してい

る。 

P６ （２）－２ 長期投資実績（ターゲッ

ト市場） 

決定した長期投資の内訳としては、重点分

野である自動車、環境・エネルギーなどが中

心だ。長期投資全体の合計は約 6,700 億円

で、このうち、10 億円以上の大型投資案件

を積み上げた金額は、約 4,000 億円に上る。

その約４分の３は、自動車、環境・エネルギ

ー、住宅、ヘルスケア／生活衛生関連といっ

た重点分野への投資である。自動車分野にお

いては、競争力のある製品の生産能力増強に

加え、Sage やガスセンサモジュールメーカ

ーの Senseair ABを買収した。環境・エネル

ギー分野においては、電池セパレータの生産

能力の増強を逐次図ってきた。住宅分野にお

いては、豪州住宅会社 McDonald Jones Homes 

Pty Ltd との資本提携や、米国建築部材サプ

ライヤーErickson Framing Operations LLC

の買収といった海外事業展開を行った。ヘル

スケア／生活衛生分野においては、クリティ

カルケア事業を展開する ZOLL における M&A

や、高い競争優位性を持つ（ウイルス除去フ

ィルター）「プラノバ」の生産能力増強、医

薬品のパイプラインの拡充に取り組んだ。こ

れらの拡大投資の成果を今後刈り取ってい

く。 

P７ （３） 経営環境認識 

 前中計の３年間で、サステナビリティへの

期待および産業構造の変化が加速したと感

じている。人生 100年時代や世界の人口増加

など、従来より見られた傾向に加え、地球温

暖化対策に向けた温室効果ガス（以下、GHG）

の削減や、海洋プラスチック問題の解決等へ

の注目がにわかに高まっている。また産業分

野においても、第４次産業革命やモビリティ

革命、そしてトランプ政権発足以降の通商環

境の変化など、顕著な動向が現れてきている。

こうした環境を認識しながら、これからの新

中計に取り組んでいく。 

＜２．旭化成が目指す姿＞ 

P９ （１）旭化成が目指すサステナビリ 

ティ 

 新中計の前提である、当社が中長期的に目

指す姿について説明する。キーワードはサス

テナビリティだ。２つの意味があり、これら

の意味を経営の軸としていく。 

 １つ目は、持続可能な社会の実現へ貢献し

ていくこと、２つ目は、当社グループ自身が

持続的な企業価値の向上を図っていくこと

だ。この２つの好循環を実現していくことが、

極めて重要だと認識している。当社グループ

の従業員は、「誠実」、「挑戦」、「創造」とい

う価値観を共有しながら事業活動に取り組

んでいる。これらをベースに世の中の課題に

対し価値あるソリューションを提提し、社

会・顧客からの信頼を勝ち取ることで、収益

性を高めていく。そうして高めた収益性によ
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って更なる拡大投資や研究開発投資、ステー

クホルダーへの還元を行い、企業価値の持続

的な向上を目指す。そして、企業価値の向上

を図りながら、新たな事業開発やイノベーシ

ョンを進めることで、持続可能な社会の実現

へ貢献していく。このような好循環を、社内

外の「Connect」・対話を通じて実現していく

ことが、当社が目指すサステナビリティの姿

である。 

P10 （２）事業展開 

当社の事業展開の歴史を振り返る。当社の

創業者である野口遵は、「吾々工業家は飽く

までも大衆文化の向上を念として、最善の生

活資料を最低廉価に然も豊富に給すること

を以て究局の目的としなければならぬ。」と

述べている。この思想を受け継ぎながら、

1922年の創業以来、100年近くそれぞれの時

代の社会ニーズを捉えてきた。創業当時は生

活基盤の確立、戦後は物資豊富な生活、その

後は豊かで便利・快適な生活、新興国におけ

る生活の向上といった、その時代の社会ニー

ズを捉え、ダイナミックにポートフォリオを

転換し、より良い世界を支える事業を展開し、

社会に貢献してきた。これからも多様性と変

革力によって、持続可能な社会の実現へ貢献

していきたい。 

P11 （３）社会のニーズに向けた価値提供

分野 

持続可能な社会の実現に向け、当社として

価値を提供していく分野を改めて定義した。

当社のグループ理念である「世界の人びとの

“いのち”と“くらし”に貢献する」、そし

てグループビジョンである「健康で快適な生

活」と「環境との共生」の実現は、まさに環

境問題や長寿社会の実現といった世の中の

課題・ニーズに合致するものであり、この理

念、ビジョンをベースに持続可能な社会への

貢献を図っていきたい。それに向けて当社が

注力する分野を、マテリアル領域の

「Environment/Energy」、「Mobility」、「Life 

Material」、住宅領域の「Home & Living」、

そしてヘルスケア領域の「Health Care」の

５つと定めた。 

P12 （４）価値提供の考え方 

 これらの注力分野にどのように取り組ん

でいくかについて説明する。当社の事業基盤

は、これまで培ってきた多様な技術、市場・

顧客との連携、そして変革力である。これら

をベースに、注力分野への経営資源のシフト

や、M&A、CVC（コーポレート・ベンチャー・

キャピタル）やオープンイノベーション、昨

今注目が高まっているデジタルトランスフ

ォーメーションの活用により、事業ポートフ

ォリオの変革と新事業の創出を図る。そして

Global No.１、Only １、高収益等の特徴あ

る事業をつくり出し、「収益性の高い付加価

値型事業の集合体」を実現し、持続的な企業

価値向上を目指していきたい。 

P13 （５）持続可能な社会の実現に向けた

構え 

先ほど説明した５つの価値提供分野への

注力に加え、SDGs に象徴されるような社会

のサステナビリティを常に意識していく。当

社は化学メーカーであることから、重視して

いきたい２つの視点がある。 

 １つ目は、GHGの排出削減だ。当社の製造

プロセスからの排出削減のみならず、世の中

の排出削減に貢献する事業の展開も行って
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いく。２つ目は、昨今関心が高まっているプ

ラスチック問題解決への貢献だ。当社は、従

来より３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）の取

り組みを行っているが、これを一層強力に推

進すると同時に、マイクロプラスチック生成

メカニズムの解明や、真の解決に向けた課題

の共有化に取り組んでいきたい。これに当た

っては、当社のみならず他社との協業や団体

活動も含め積極的に取り組んでいく。 

＜３．新中期経営計画“Cs+ for Tomorrow 

2021”＞ 

P15  （１）“Cs+ for Tomorrow 2021”にお

ける姿勢 

サステナビリティへの期待が高まるにつ

れ、人と地球の未来を考えた事業展開の重要

性の認識を強めており、新中計の基本スタン

スとして、「Care for People, Care for 

Earth」をキーワードに掲げた。 

P16 （２）コンセプト 

前中計においては、多様な「C」、具体的に

は、従業員の行動指針としての「Compliance」、

「Communication」、「Challenge」、そして事

業基盤の強化や新たな価値の創出に向けた

社内外の「Connect」をキーワードに掲げ、

多様性や変革力で成長拡大を図ってきた。そ

の基本的スタンスを維持しながら、新中計で

は、新たな「C」として「Care for People, 

Care for Earth」という概念を加え、持続可

能な社会へ貢献していく。 

P17 （３）計数目標（ポイント） 

 2019年度から 2021年度までの３ヶ年計画

である新中計では、世界の GDP成長率を上回

る利益成長を継続させていくという考え方

の下、最終年度の 2021 年度において、営業

利益 2,400 億円、売上高営業利益率 10％、

売上高 EBITDA率 15％を目標に掲げた。また

2025 年度の展望として、営業利益 3,000 億

円、売上高営業利益率 10％、売上高 EBITDA

率 16％を掲げた。 

2025 年度の展望として、前中計では営業

利益 2,800億円を掲げていたが、新中計では

3,000億円とした。恵まれた事業環境もあり、

2018 年度は前中計の目標を上回る 2,096 億

円という実績となった。当社が目指す姿であ

る「収益性の高い付加価値型事業の集合体」

へ向けて着実に進行していることから、それ

を踏まえ 2025年度の目線を引き上げた。 

P18 （３）計数目標（経営指標） 

収益性については、営業利益、EBITDA、１

株当たり当期純利益を重要指標とし、これま

で行ってきた戦略的投資の果実を刈り取り、

確実に収益につなげていく。資本効率を示す

指標については、将来に向けた拡大投資を継

続しながらも、投資対効果の視点での案件選

別や事業ポートフォリオ転換などを通じ、

ROICや ROEの維持・向上にも努めていく。 

P19 （３）計数目標（財務・資本について

の考え方） 

新中計の３年間で、約 6,000 億円から

7,000億円の営業キャッシュ・フロー創出を

計画している。これを源泉に積極投資のスタ

ンスを維持し、３年間累計で、前中計を上回

る約 8,000億円の設備投資・投融資を決定し

たいと考えている。株主還元については、配

当を基本とする方針で、安定配当とともに継

続的な増配を目指す。自己株式の取得につい

ては、状況に応じて機動的に実施していく。 

 投資に必要な資金について、営業キャッシ
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ュ・フローのみで賄えない部分は、有利子負

債による資金調達を行う。資金調達は、約

2,000億円から 4,000 億円の規模で、D／Eレ

シオ 0.5を目安に実施する考えだ。 

P20 （３）計数目標（配当方針） 

2008 年度にリーマンショックの影響によ

り一度減配をしたが、それ以降、親会社に帰

属する当期純利益の成長に伴い、１株当たり

年間配当金を維持・増配してきた。2019 年

度以降は、利益成長に合わせた増配を目指し、

株主還元の一層の充実を図っていく。 

P21 （３）計数目標（持続可能な社会に向

けて） 

持続可能な社会の実現に向けた計数目標

について説明する。売上高に対する GHG の排

出量の割合を、2013 年度から 2030年度にか

けて 35％削減する。当社グループにおける

GHG の排出削減の推進、エネルギーの低炭素

化推進、GHG排出削減に向けた技術開発とい

った取り組みに加え、省エネと GHG 削減に貢

献する事業の拡大や、クリーンな環境エネル

ギー社会への新技術の開発、実用化等のアプ

ローチを行うことで、持続可能な社会の実現

へ貢献していきたいと考える。 

P22 （４）－１ 成長戦略（マテリアル領

域） 

マテリアル領域の基本戦略は、価値提供注

力分野への経営資源の柔軟なシフトだ。汎用

系事業の収益基盤強化を図ると同時に、高付

加 価 値 系 事 業 に お い て 、

「Environment/Energy」、「Mobility」、「Life 

Material」の３つの分野にリソースを積極的

に投入し、その規模を拡大させていく。2018

年度の営業利益 1,300 億円のうち、高付加価

値系事業は約 800億円であるが、これを 2021

年度には 1,050 億円、2025 年度には 1,350

億円へと拡大させていきたい。 

P23 （４）－１ 成長戦略（マテリアル領

域～Environment/Energy～） 

「Environment/Energy」分野については、

クリーンエネルギーの拡大や低炭素社会へ

の移行といった世界の課題・トレンドがある。

そうした中で、当社は CO2ケミストリーから

半導体まで多様な技術を有しており、これら

によって環境との共生に貢献をしていきた

いと考えている。「Care for Earth」という

スタンスで、クリーンエネルギー、省エネ・

環境改善、そして低炭素社会の実現へ取り組

んでいく。具体的には、電池セパレータの更

なる拡大投資の継続や、CO2センサや水処理

用ろ過モジュール、イオン交換膜といった既

存事業の更なる強化、また研究開発段階では

あるが、アルカリ水電解水素製造システムや

新規 CO2分離・回収システム等を事業化する

こ と で 、 売 上 高 の 拡 大 を 図 る 。

「Environment/Energy」分野の 2018 年度の

売上高は 1,000 億円強であったが、2025 年

には約 2,500 億円規模まで倍増させたい 

P24 （４）－１ 成長戦略（マテリアル領

域～Mobility～） 

2030 年においてもエンジン搭載車が依然

として全体の約９割を占めると考えられる

ものの、自動車全体の販売台数が年率２～

３％の伸びと予想されるのに対し、EV など

の環境対応車は飛躍的に拡大していく。また

自動運転、コネクテッドカー、シェアリング

などといった、「CASE」と呼ばれる大きな変

化が自動車において起きると考えられる。 
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こうした環境認識の中、当社は、安全・快

適・環境技術により、これからのモビリティ

社会に貢献をしていきたい。「Care for 

People, Care for Earth」という概念の下、

安全・安心、快適空間、そして省燃費、EV/HEV

の分野に注力する。当社は、繊維、エンジニ

アリング樹脂、各種センサといった特徴のあ

る数多くの製品群を有しており、これらの製

品群をよりブラッシュアップするとともに、

事業間の横の連携を強化することで、貢献の

度合いを高めていく。先週開催された「人と

くるまのテクノロジー展 2019」に、未来の

車室空間コンセプトとして「AKXY POD」を出

展した。３年前にコンセプトカー「AKXY」を

発表した展示会だ。この中には、開発中のも

のを含め当社の製品・技術が９点搭載されて

いる。こういった活動で注目度を高め、当社

の取り組み姿勢を示し、知名度を高めていき

たい。「Mobility」分野の 2018年度の売上高

は約 2,500 億円であったが、2025 年度には

約 5,500 億円規模まで拡大させていきたい。 

P25 （４）－１ 成長戦略（マテリアル領

域～Life Material～） 

世の中の大きなトレンドとして、世界的な

人口増加、５Ｇによる通信革命といったもの

があり、特長ある製品と技術力で、健康で快

適な日々の生活に貢献をしていきたい。

「Care for People, Care for Earth」の概

念で、快適・利便、健康、フードロス削減・

低環境負荷といった分野での貢献を図りた

い。 

 紙おむつ向け繊維製品などの既存製品の

提供に加え、殺菌用深紫外 LEDのようなモジ

ュールという形で、新たなソリューションの

提供にも注力していく。「Life Material」分

野の 2018 年度の売上高は約 3,000億円弱だ

が、2025 年度には約 4,500 億円規模まで引

き上げていきたい。 

P26 （４）－１ 成長戦略（マテリアル領

域 組織別基本戦略） 

マテリアル領域において、新中計のスター

トに合わせ、グループとしての価値提供注力

分野に経営資源を柔軟かつスピーディにシ

フトできるよう、組織体制を再編した。さま

ざまな産業でゲームチェンジが起きつつあ

る中、従来のように産業区分で事業を考える

のではなく、マーケット区分で事業を考える

ことで、世の中のニーズや課題を確実に捉え、

価値あるソリューションを提供していく。従

来マテリアル領域は６事業本部１事業会社

体制であったが、今後は３事業本部１事業会

社体制となり、より大きな括りで組織分野ご

との強化拡大策を掲げ、経営資源のシフト、

事業の優先順位の見える化を進め、事業ポー

トフォリオの転換を進めていく。 

P27 （４）－２ 成長戦略（住宅領域）① 

住宅領域の基本戦略は、バリューチェー

ン・マネジメントの強化・拡張である。請負・

開発事業、建材事業の基盤強化を図りながら、

新規事業、ストック事業といった事業を成長

ドライバとして拡大を図っていく。新規事業

には、主に海外、シニア、中高層が、ストッ

ク事業には、リフォーム、賃貸・仲介が含ま

れている。 

住宅領域の営業利益は、2018 年度で 680

億円であったが、そのうち新規事業、ストッ

ク事業は 170億円であった。これを、2021 年

度に 270 億円、2025 年度に 440 億円へと拡
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大させ、その割合を大きくしていく。 

P28 （４）－２ 成長戦略（住宅領域）② 

具体的な戦略について説明する。日本の課

題・トレンドとして、自然災害の多発化や、

社会の成熟によるライフスタイルの多様化

が起きている。そのような中で、当社は都市

で培ったノウハウを活かし、良質な社会スト

ックと豊かな暮らしに貢献をしていくこと

を基本戦略としていく。安全・安心、健康・

快適、環境という視点で、「ロングライフ住

宅」である「ヘーベル」ブランドの一層の強

化や、災害に強く家族を守る家、資産価値の

長期維持、温度環境の良い住まい、多様な住

まい方、ZEH（Net Zero Energy House）、そ

して太陽光発電システム等の提案強化に注

力する。また建材事業については、高性能の

断熱材の強化に取り組んでいく。 

住宅領域の 2018 年度の売上高は約 6,600

億円であったが、2025 年度には売上高１兆

円を目標に掲げており、それに向けて前進し

ていく。 

P29 （４）－２ 成長戦略（住宅領域）③ 

新築請負・開発事業から始まるバリューチ

ェーンの強みを活かし、関連市場・成長市場

への事業展開を行っていきたい。具体的には、

中高層、シニアといった都市深耕や、豪州・

北米における海外展開といった前中計から

の取り組みを継続し、これらを成長のドライ

バの１つとしていきたい。ストック事業にお

いては、オーナーとの繋がりを強めることで

ビジネスチャンスが広がる。この事業の価値

最大化も成長が期待できる分野だと考えて

いる。建材事業については、断熱材を成長の

中心とし、住宅分野に限らず非住宅分野、産

業資材やインフラ等の分野での拡大を目指

していきたい。 

P30 （４）－３ 成長戦略（ヘルスケア領

域）① 

 ヘルスケア領域の基本戦略は、グローバ

ル・ヘルスケア・カンパニーへの進化の更な

る加速だ。国内事業の基盤強化を図りながら、

海外市場での利益を成長させていきたい。海

外市場は、ZOLL を中心としたクリティカル

ケア事業や、「プラノバ」等のバイオプロセ

ス事業が中心だが、既存事業領域の海外展開

に加え、新規領域への進出機会を探索し、ヘ

ルスケア事業を当社グループの第３の柱に

することを目指す。2018 年度のヘルスケア

領域の営業利益は 420億円であったが、この

うち海外は 350億円であった。これを、2021

年度に 440 億円、2025 年度に 650 億円へと

拡大していきたい。 

P31 （４）－３ 成長戦略（ヘルスケア領

域）② 

ヘルスケア領域においては、高齢化社会の

進展、そして救命救急等の必要性の高まりと

いった社会のニーズを見極め、医薬品と医療

機器で、健康長寿社会に貢献していく。「Care 

for People」の考え方のもと、高齢化社会の

課題解決に貢献できる整形外科分野の医薬

品、死因の上位を占める疾患に対処する救命

救急分野や、透析分野といった事業の強化を

一層図ることに加え、安全なバイオ医薬品の

提供に貢献する「プラノバ」等のバイオプロ

セス事業の強化を図っていく。 

ヘルスケア領域の売上高は、2018 年度は

3,000億円強であったが、2025年度には倍の

約 6,000億円まで急拡大させ、マテリアル領



- 8 - 
 

域、住宅領域に続く第３の柱への位置づけを

確固たるものにしていく。 

P32 （４）－３ 成長戦略（ヘルスケア領

域）③ 

 ヘルスケア領域の成長戦略において、大き

く２つの視点がある。１つ目はグローバルオ

ペレーションへの移行だ。利益構造の海外比

率が高まることを勘案し、海外を軸としたグ

ローバル事業展開に最適な体制に変革し、グ

ローバル・ヘルスケア・カンパニーへの進化

を加速させる。そのために、グループ内の更

なる「Connect」や国内外のイノベーション

を取り込むことで、新たな製品・サービスの

創出を図る。また Business Developmentの

戦略的推進を行うべく、既存領域に限らず新

領域も視野に M&A 機会を積極的に探索し、持

続的成長に資する案件があれば獲得してい

く。２つ目の視点は、既存事業の基盤強化だ。

医薬・医療事業の収益力を強化し、事業環境

変化に耐え得る事業基盤を築いていく。その

ために、組織体制の強化を中心に、既存品の

販売体制やパイプラインの強化をするよう

な各種施策を実行していきたい。 

P33 （４）－４ 成長戦略（領域別主要計

数計画） 

 マテリアル領域は 2015 年度から 2018 年

度で営業利益が 17.8％増益となり、高い成

長を実現した。石油化学事業において恵まれ

た環境にあったことに加え、競争優位事業の

伸びが貢献した。 

 新中計では、前中計と同様の高い成長性を

見込むのは難しいものの、世界の GDP以上の

伸びを示したいと考え、2021 年度の営業利

益を 1,500億円とし、５％成長という目標を

掲げた。マテリアル領域では営業利益より、

むしろ EBITDA の金額を増やすことでキャッ

シュ・フロー創出力を高めることを目標とし

たい。 

 住宅領域は前中計期間でマイナス成長と

なった。旭化成建材㈱による杭工事における

データ流用等の影響により受注が若干苦戦

したことや、働き方改革に関連して費用が増

加したことなどが要因だ。しかし、2018 年

度の戸建・集合住宅の受注高は 2017 年度比

11％以上の伸びを達成した。 

 このような受注実績を基に、新中計では

2021年度の営業利益を 750億円とし、3.2％

成長を目指す。住宅領域では 2025 年度に営

業利益 1,000億円を掲げており、安定成長を

図りながら営業利益の絶対額を伸ばしてい

く。 

 ヘルスケア領域は 2015 年度から 2018 年

度で営業利益が 4.9％増益となった。国内の

医薬・医療事業を取り巻く環境は前中計策定

時から大きく変化し、薬価・償還価格が低下

する厳しい環境の中で一部戦略を見直した

が、クリティカルケア事業が米国を中心に順

調に伸びたことから、領域全体では 4.9％の

成長を実現できた。 

 新中計では、2021 年度の営業利益を 560

億円とし、10.2％成長という目標を掲げ、

2025 年度には営業利益 800 億円を目指す。

高い成長率を目指す中でも営業利益率は 13

～15％を確保していく。高い利益率を維持し

ながらヘルスケア領域の割合を高めていく

ことは、「収益性の高い付加価値型事業の集

合体」をつくりあげていくための重要な戦略

の１つだと考えている。 
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P34 （５）－１ アクション計画（事業ポ

ートフォリオ転換） 

持続可能な社会へ貢献する事業の展開と、

当社グループの企業価値の持続的成長を両

立させるためには、事業ポートフォリオの転

換に当たり４つの軸での経営判断が必要だ

と考える。１点目は高い収益性を持っている

事業か、２点目はその事業がターゲットとす

る市場が高い成長性を見込めるか、３点目は

当社グループの価値提供注力分野に該当す

るか、４点目は、今後極めて重要な視点とな

る持続可能な社会との親和性があるか、であ

る。この４つの軸で事業ポートフォリオの転

換を行うことで、価値提供注力分野へ人財・

資金等リソースの優先投入・再配分を行い、

また M&A 等による非連続でスピーディなポ

ートフォリオ転換の機会を継続探索してい

く。 

P35 （５）－２ アクション計画（グロー

バルオペレーション強化） 

売上高の海外比率が高まっていく中、グロ

ーバルオペレーションの強化が重要だと考

える。各地域の市場特性に適応する事業の拡

大および各事業との連携で、成長促進とシナ

ジー創出を図っていく。 

 欧州は環境、自動車の先進地域である。前

中計初年度の 2016 年度には Asahi Kasei 

Europe GmbHを新設し、現在事業拡大に向け

自動車分野を中心に活動を強化している。欧

州では、2018年度から 2025 年度の７年間で

年平均売上高成長率 11％を見込む。 

 巨大市場である中国では、年平均売上高成

長率を６％と見込み、活動を強化している。 

米国は、新ビジネスモデルの発信地域であ

り、ヘルスケア先進地域であるという認識の

もと、年平均売上高成長率を 10％と見込む。 

インドは 2025 年頃が成長を期待できる時

期と考え、その頃に向けて着実な施策を打っ

ていく。 

ASEAN 地区は大きな成長市場であること

に加え、当社グループの製造拠点が既に多く

あり、引き続き重要な製造拠点と位置づけ活

動を強化する。 

 各地域拠点では、各地域内における従業員

に向けて企業理念の浸透を図り、各地域のエ

グゼクティブマネージメントの強化、ナショ

ナルスタッフの採用・育成、各地域内での情

報の共有、横断的なマーケティング、各地域

に見合った R&Dの推進等を実行していく。 

P36 （５）－３ アクション計画（新事業

創出）① 

 多様なコア技術、グループ横断的なマーケ

ティング機能に加え、社内外の「Connect」

により新事業を創出していく考えだ。 

2019 年４月の新中計スタートに伴い、グ

ループ横断のマーケティング機能を強化す

るため、マーケティング＆イノベーション本

部を設立した。従来のマーケットチャネルを

超えた新たな視点、広い視点で活動を実施し、

新事業創出に繋げていく。従来の改善・改良

型の用途開発ではなく、マーケットの新たな

規格、基準づくりに関わることができるよう

なマーケティング活動を行い、R&D部門、事

業部門との連携強化を図りながら新事業創

出を推進する。 

P37 （５）－３ アクション計画（新事業

創出）② 

 具体的な新事業創出は、当社グループのコ
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ア技術領域をベースとし、「Care for People, 

Care for Earth」の考えのもと、アルカリ水

電解水素製造システム、セルロースナノファ

イバー等の高機能複合材、深紫外 LED・モジ

ュール、CO2センサ、嗅覚センサ等の新規セ

ンサ、全固体電池・燃料電池等の新規電池材

料などの新事業を開発し、事業化に向け邁進

する。 

P38 （５）－４ アクション計画（基盤強

化（事業高度化）） 

 デジタルトランスフォーメーションによ

る事業高度化を、前中計に引き続き推進する。

具体的には、デジタルマーケティング、マテ

リアルズインフォマティクス、IoT等による

生産技術革新、IP ランドスケープにより、

新事業モデルの創出や、研究開発のスピード

アップ、生産性向上、知財による事業戦略構

築を推進していく。 

 データエンジニアやデータサイエンティ

スト等のデジタルプロフェッショナル人財

を育て、３年後には 150人以上の体制に強化

することで、競争優位の源泉の１つとして確

立していく。 

P39 （５）－４ アクション計画（基盤強

化（人財）） 

 人財について、事業戦略とポートフォリオ

変革との連動を図っていく。事業戦略を考え

ても実行する人財がいなければ絵に描いた

餅に終わる。人財の育成・活躍の場の提供に

向けて、経営層のレベルを更に向上させるた

めの成長プログラム、高度なプロフェッショ

ナル人財の育成・採用や現場リーダーの成長、

グローバル展開に不可欠なナショナルスタ

ッフの登用や活躍の場を作る等の施策を実

行する。加えて、当社グループ全員が高いモ

チベーションを持って積極的・自主的に活動

できる環境整備に向けて、継続的な能力開発

の支援による働きがいの向上、ライフイベン

トのサポートの充実、働き方の選択肢増加等

を推進し、専門性や活力・創造性を高め、多

様性と変革力による新たな価値創造を図る。 

P40 （５）－４ アクション計画（基盤強

化（安全／品質／リスク／コンプライアン

ス）） 

 安全／品質／リスク管理／コンプライア

ンスについては前中計の３年間でも強化を

してきたが、引き続き主要な経営課題として

位置づける。当社グループ全体の底上げを行

うことにより基盤強化を図り、多様性・変革

力で新たな価値を創造していく。 

P41 （５）－４ アクション計画（基盤強

化（ガバナンス）） 

 新たな成長戦略の実現には的確なガバナ

ンス体制が必須であると考え、多様性・変革

力を発揮できるガバナンス体制の推進を継

続的に図ることで、新中計の目標を達成し、

企業価値の継続的な向上を進めていく。 

 

【質疑応答】 

モルガン・スタンレーMUFG証券・渡部氏 マ

テリアル領域の汎用系では収益基盤の確立

を図るとのことだが、足元では汎用系の基盤

マテリアル事業の収益性が最も高い。今後３

－５年の汎用系の事業環境についてどう見

ているか。また、汎用系では大きな投資は行

わなくてよいのか。 

セパレータ事業では当社は強いポジショ

ンにあるが、競争も激化してきているため、
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競合の状況等を含め今後３年の事業環境を

どう見ているか。 

小堀 前中計の３年間では、当社が想定して

いた以上に石油化学関連事業は恵まれた環

境下にあった。米中貿易摩擦の影響や、米国

のシェールオイル・ガス由来のクラッカーの

稼働率が高まってくる状況を考えると、この

状況が維持・継続できると見るのは楽観的で

あり、需給環境は厳しくなると見ている。 

 汎用系では単年度の営業利益ではなく、新

中計の３年間累計で 1,000 億円以上の営業

利益を達成し、ボラティリティがありながら

も収益基盤を強化していく。景気が悪化して

も利益を出し、景気の良い時は思い切り稼ぐ

位置づけだ。 

汎用系での開発をやめるわけではなく、時

間はかかるが、引き続き環境に優しい化学プ

ロセス・触媒開発を継続する。当社は競合メ

ーカーに比べ環境に優しいプロセスでの生

産を行ってきた。それが競争優位性になれば、

当社のプロセスで生産された製品がよりマ

ーケットから選ばれる状況になるかもしれ

ない。汎用系においても環境対応、効率的な

プロセスに向けた技術開発を継続的に強化

しながら、強い事業として存続するための技

術開発を行っていく。 

ただし、汎用系の比率が高い程ボラティリ

ティが大きくなるため、収益基盤を固めなが

ら高付加価値系の比率を高め、景気や市況の

動向に影響されない収益構造を実現する。高

付加価値系については、将来に向けて資源の

投入をより積極的に行っていき、汎用系につ

いては、従来どおり着実に実行していく考え

だ。 

 セパレータ事業では、中国が「中国製造

2025」のもと、国策として電池メーカーやセ

パレータメーカーを強化していく可能性は

あるが、グローバルにおける環境対応車や電

池のマーケットは広がっていくと見ている。

当社は既に先行して生産能力を有し、優れた

耐久性のあるリチウムイオン二次電池（以下、

LIB）用セパレータを提供している。 

中国の電池メーカーが現在は LIB 用セパ

レータを１社から購買していても、マーケッ

トが拡大するにつれて２社購買にするなど

安定供給を求めてくることになるだろう。そ

の中で、当社は大手の技術力の高い電池メー

カーに対して第１ポジションを取れるサプ

ライヤーとしてあり続けることを目標に、技

術開発やマーケットの拡大を考えている。こ

の考え方は競合が出てきても変わりはなく、

また技術優位性は担保できると見ている。 

渡部氏 ヘルスケア領域は海外を軸とした

展開とのことで、現状はクリティカルケア事

業の成長がヘルスケア領域をけん引してい

る状況だが、当面その成長率が鈍化する心配

はないのか。また、海外展開には医薬事業も

含まれると思うが、ART-123の海外臨床試験

の結果が思わしくなく、開発は中止していな

いと思うが 2018 年度決算において減損損失

を計上しているので、そのあたりの展望を含

めて伺いたい。 

小堀 クリティカルケア事業は 2012 年の買

収以降７年間、売上高、営業利益ともに二

桁％の成長を実現してきた。売上高は円に換

算すると、買収当時は約５百数十億円レベル

だったが、現在は 1,800 億円レベルになっ

た。規模が大きくなってきたため、今後も二
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桁％の成長を維持することはハードルが高

くなると思うが、医療機器向け除細動器や

（着用型自動除細動器）「LifeVest」のマー

ケットにおける競争優位性は圧倒的だ。 

「LifeVest」の成長率には一時鈍化が見ら

れたが、新たな施策を実行することで、足元

では再び成長の兆しが見え始めている。マー

ケットについては、引き続き米国を中心とし

たグローバル展開が期待でき、日本の旭化成

ゾールメディカル㈱の売上等も拡大してき

た。クリティカルケア事業では引き続き高い

成長を見込んでおり、ヘルスケア領域の第１

の成長エンジンであると考えている。 

 医薬事業の海外展開について、ART-123の

海外臨床試験はこれまで当社単独で行って

きたが、残念ながら想定した結果を得られな

かった。しかし臨床試験の結果、一定の効果

が見込める分野もあった。従来は ART-123に

より一気に海外展開を考えていたが、武器の

１つとして位置づけを見直し、医薬事業の海

外展開としては、クリティカルケア事業や医

療機器事業とシナジーを生み出せる医薬品

の分野や、当社が得意とする整形外科分野等

に注力したグローバル展開という視点で、海

外展開のチャンスを継続検討していく。 

みずほ証券・山田氏 資源の集中配分につい

て、説明会資料６ページの投資実績を見ると

概ね成長に寄与しているが、環境・エネルギ

ー分野においてはセパレータ事業に 850 億

円の経営資源を投入し、鉛蓄電池用セパレー

タや乾式膜にも投資をしている。Polypore

買収を含めると、セパレータ事業に累積で

3,500 億円程度の投資をしており、ROIC は

５％未満になるのではないかと思う。当社は

競争優位にあり、且つ LIB用セパレータは正

極材や負極材等と異なり技術で差別化が可

能にもかかわらず、アセットターンオーバー

が低い状況になっているが、セパレータ事業

への投資を継続することが本当に適切なの

か。 

小堀 Polypore は 2015 年度に買収が完了

し、連結を開始した。セパレータ事業では、

前中計の３年間で LIB 用セパレータの生産

能力を 2021 年度までに 15.5 億㎡に拡大す

る投資を意思決定したが、2018年度末の LIB

用セパレータの生産能力は湿式膜・乾式膜合

わせて約 7.3億㎡であり、収益への貢献はま

だ低い。投資の意思決定から設備の稼働まで

には、約２－３年のタイムラグがあり、この

決定した投資が収益に寄与してくるのは

2020－2021 年度となる。その頃には収益へ

の貢献を大きく見込んでいる。 

山田氏 説明会資料 23ページで、2025年度

にマテリアル領域の「Environment/Energy」

の売上高が 2,500 億円となり、2018 年度よ

り約 1,500 億円増加する計画となっている。

セパレータ事業の設備投資が 2025 年度まで

に奏功すると考えると、増分の半分以上はセ

パレータ事業によるものと理解してよいか。 

小堀 増分のかなりの部分はセパレータ事

業が占める見通しだ。 

山田氏 新中計において、セパレータ事業の

ように収益貢献まで時間がかかる別のプロ

ジェクトはあるか。 

小堀 マテリアル領域では、設備投資の意思

決定をし、その設備での量産が立ち上がるま

で、プラントの建設、試運転等も含め２－３

年かかるものは多い。例えば（マイクロファ
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イバースエード）「ラムース」は、設備投資

により生産能力拡大を図っているが、2017

年度に意思決定をした設備の量産効果が出

るのは 2019 年度だ。引き続き 2021年度に向

けて拡大を考えているが、マテリアル領域で

は決定した投資が収益に貢献してくるまで

タイムラグがあるため、投資回収期間をどう

早めるか、稼働後にどう垂直立ち上げを行う

かなど、投資効率を高めるための視点を持っ

た意思決定が重要になる。 

山田氏 説明会資料 19 ページの財務計数目

標について伺いたい。8,000 億円の設備投資

等を行えば D／E レシオはこの程度になると

思うが、そうすると、2021 年度に ROE の目

標である 11.1％を達成するためのエクイテ

ィは１兆 6,500億円程度になり、配当性向の

目安が 30～40％では話が合わなくなると思

う。2020 年度に大きく業績が落ちる前提を

置いているのか。あるいは自社株買いを機動

的に行うということなのか。 

柴田 この設備投資額は意思決定ベースの

金額だ。計数目標を立てる際にはキャッシ

ュ・フローベースの金額を前提にしており、

その誤差だと考えていただきたい。 

山田氏 それでもやはり ROE 目標とは整合

しないので、資本が減る計画になっていると

思うが、どうか。 

柴田 30～40％というのは配当の話だ。ただ

し、年度ごとでバランスは異なるだろう。 

小堀 補足だが、19 ページ右側の設備投資

や株主還元の話と、左側の資金調達や営業キ

ャッシュ・フローの話とは、必ずしも常に一

致するわけではない。例えば設備投資・投融

資については、8,000 億円でとどまらないか

もしれない。大型 M&Aを実施すれば、これを

はるかに超える可能性もある。各事業部門で

設備投資への意欲は非常に旺盛だが、財務的

なバランスを考え、設備投資の目標はこのよ

うな金額とした。投資案件については厳選し

ていくつもりだ。当社の競争優位性を高める、

あるいは大きな成長機会をもたらすような

案件があれば、投資金額が 8,000億円を上回

る可能性もあり得る。 

シティグループ証券・池田氏 説明会資料

22 ページで、マテリアル領域の高付加価値

系に関して、営業利益は 2018年度の 800 億

円から 2021 年度に 1,050億円を目指すとし

ている。セパレータ事業については、おそら

く売上高が 600億円程度伸びて、営業利益が

200 億円程度伸びるのではないかと推測し

ているが、そのようなイメージか。電池セパ

レータ以外に、エンジニアリング樹脂の伸び

や Sage 連結の効果等も含まれると思うが、

貢献の大きなものがあれば教えていただき

たい。 

小堀 前中計で多額の投資の意思決定をし

たのはセパレータ事業だが、それ以外にも

Sage 買収や、「ラムース」、低燃費タイヤ向

け合成ゴム（S-SBR）、エアバッグ向けの（ナ

イロン 66繊維）「レオナ」の生産能力増強等、

競争優位性のある多くの製品、事業で拡大投

資を行った。その更に１つ前の中計と比べる

と、M&Aよりもむしろ競争優位性のある既存

事業において多くの拡大投資を実施した。こ

れ を し っ か り 刈 り 取 る こ と で 、

「Environment/Energy」や「Mobility」分野

の事業の拡大につなげていく。 

池田氏 2018 年度はエレクトロニクス事業
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が減速した。セパレータ事業についても、当

社は世界トップのわりに数量があまり出て

いなかった印象だ。エネルギー貯蔵システム

（以下、ESS）向けの販売が当初の期待ほど

伸びなかった等の要因はあったと思うが、何

か技術的な課題があったのか。また、今後セ

パレータ事業が伸びる背景についてどう考

えているか。 

小堀 エレクトロニクス事業では、2018 年

度の後半は中国経済の減速に加え、スマート

フォンの生産が伸び悩んだ。セパレータ事業

も年度後半に ESS 用途で少し減速したが、当

社の製品に技術的な課題があったわけでは

無く、競争優位性が失われたということは無

い。 

池田氏  クリティカルケア事業で、

「LifeVest」の再成長や、（体温管理システ

ム）「サーモガード」等の第３の柱等、この

中計期間中、あるいは 2025 年度に向け、伸

びてくるものについて少し詳しく教えてほ

しい。 

小堀 「LifeVest」に関しては、適応症の拡

大に向けた検討や、エリアマネージャーを始

めとする人員強化等により拡大を図ってい

る。2018年度は成長が若干鈍化したが、2019

年度は復活の兆しが見え始めている。 

 「サーモガード」等に関しては、「LifeVest」、

医療機関向け除細動器に続く第３の柱にし

たいと考えている。また、ZOLLは小型の M&A

等を実施し、パイプラインの強化を図ってい

る。それらの効果も含め、ここ２、３年の成

長に期待している。 

池田氏 第３の柱として、利益貢献もしてく

るということか。 

小堀 ZOLL は患者や医師から高い信頼を得

ており、新しい事業もその点で競争優位性は

高いと考える。高い収益性を期待している。 

野村證券・岡嵜氏 説明会資料 19ページで、

３年間で 8,000 億円の設備投資目標を掲げ

ているが、その内 M&Aの枠はどの程度か。前

中計期間に実行した大型 M&A は 1,200 億円

程度だったと思うが、イメージ感があれば教

えていただきたい。 

小堀 新中計の策定にあたっては、各事業部

門において既存事業の能力増強のための投

資意欲がかなり高かったが、米中貿易摩擦も

含め世界景気が不透明な中、案件をしっかり

精査していく。世の中の状況や財務バランス

を見ながら、適切なタイミングで実行してい

く考えだ。M&Aで非連続な成長機会を窺う一

方で、競争優位性のある既存事業の拡大投資

をしっかり行う。8,000 億円の内、M&A と設

備投資の具体的な配分は設定していない。 

岡嵜氏 前中計の３年間で、設備投資のキャ

ッシュ・アウトは合計 3,000億円程度だった

と思うが、新中計ではどの程度になるか。 

柴田 意思決定ベースの金額が増えるので、

キャッシュ・アウトも増えるとは思うが、検

収のタイミングにもよる。 

岡嵜氏 株主還元について、前中計では

2018 年度で総還元性向 35％を目標としてい

たが、新中計では配当性向の目安が３～４割

で、柔軟に自社株買いを実施するとしている。

言い方が少し変わっている背景は何か。先ほ

ど説明があったように M&A もありうるので、

フレキシブルにしておくという意図か。 

小堀 総還元性向を目標として掲げたのは

前中計が初めてだ。従来は配当性向として約
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３割を目安にしてきた。今後、世の中の経済

の不透明さが増す中で、当社は基本的に持続

的な成長に向けた拡大投資をまず考え、併せ

て株主への還元を考えていく。還元について

は、安定配当と増配を継続して行っていくこ

とが重要であり、配当性向は結果として高ま

っていくものだ。事業活動における投資の自

由度を維持しつつ、世の中の景気動向を見な

がら配当もしっかり実施していきたいと考

え、このような内容とした。 

大和証券・梅林氏 クリティカルケア事業に

ついて、米国以外での展開状況とその考え方

を伺いたい。また、この３年で伸ばしていく

のは「LifeVest」か、それ以外のものか。先

ほど日本でも堅調に拡大しているとの説明

があり、AED等が増えていると思うが、そう

いったところが伸びるのか。 

小堀 基本的には米国での事業拡大が中心

だが、それ以外のドイツ、フランス等での

「LifeVest」の展開や、AED の継続拡大もあ

る。 

 ただしヘルスケア領域の事業は、各国の保

険制度、政策に大きく影響を受ける。

「LifeVest」は、米国では保険制度にうまく

はまる形で順調に成長してきたが、欧州では

国によって保険制度が異なり、個別に対応す

る必要がある。ZOLL 製品が患者に貢献して

いるという価値をしっかり認めてもらい、各

国での保険適用を目指していく。展開を拡大

する中で、少し時間のかかる国や地域もある

だろう。米国についても、ZOLL は当社によ

る買収前に当局と相当交渉を重ねてきてお

り、その結果政策にうまくはまることができ、

高い伸びを実現してきた。そういった活動を

各地域で行っていく。 

 一方「LifeVest」以外の除細動器について

もグローバル展開を進める余地はまだかな

り大きい。特に医療機関向け除細動器は製品

として優れた特長もあり、更なる展開は十分

可能だろう。 

梅林氏 2018 年度のクリティカルケア事業

の売上高の内、米国以外の比率はどの程度か。 

濱本 約２割程度だ。 

梅林氏 住宅領域の戦略について伺いたい。

説明会資料 27ページを見ると、2018 年度か

ら 2021 年度にかけて、今回の中計期間はあ

まり営業利益が増えていない。2019 年度予

算をベースにすると、2020 年度、2021 年度

は微増にとどまるかと思う。 

 一方、2025 年度に向けてはかなり飛躍す

る形で、新規事業も伸び、請負事業もベース

が上がってくる形だ。新規事業について、こ

の３年間はおそらく先行投資的な段階だと

思うが、どのようなアクションをしていくの

か。また、請負事業はおそらく日本が中心か

と思うが、どう伸ばすのか教えてほしい。 

 また、先日同業他社で統合の発表があった

が、消費増税の影響が落ち着いた後、市場が

縮小していく中で、当社のシェアが上がるよ

うな手をこの３年間くらいで打っていくの

か。 

小堀 請負・開発事業については、ご指摘の

とおり消費増税前の駆け込み需要の反動も

あり、2020 年度まで受注は少し伸び悩むだ

ろうという前提で 2021 年度の数字を出して

いる。一方 2025 年度に向けては、都市部を

中心に空き家対策、土地の有効活用、相続対

応等、コンサルティング的な業務も含めて強
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化しブランド力を高め、着実な成長を目指す。

大胆な戦略があるわけではなく、一人一人の

レベルを上げて生産性を高め、またこれから

の住まい方のニーズにしっかり応える住宅

をつくり上げていく、という地道な活動が重

要だと考えている。 

 一方新規事業については、豪州で

McDonald Jones Homes Pty Ltdと資本提携

し、米国で Erickson Framing Operations 

LLC を買収した。それぞれの国の事情に合っ

た住宅を提供することで成長を加速してい

きたい。PMI（買収後の統合作業）を着実に

進め、３－５年後には大きな成長ドライバの

１つになることを期待している。 

 また、シニア関連事業については、都市部

を中心に当社のシニア向け賃貸住宅の実績

が伸びている。すぐに満室になる状態が続い

ており、高齢化社会の中、都市部を中心にシ

ニア向け賃貸住宅へのニーズが非常に高く

なっている。サービスも含めた事業展開を進

めることで、当社ならではの価値を提供でき

ると考えている。 

梅林氏 国内ではトヨタホーム株式会社と

パナソニック ホームズ株式会社の統合等、

集約の動きがあるが、当社の戦略として国内

で再編をしていこうという考えは今のとこ

ろ無いのか。 

小堀 現時点では考えていない。当社はあく

まで都市部に集中し、ブランド力を高め、特

徴ある住宅を提供し、新しい住まい方を提案

することで、引き続き当社ならではの事業展

開を行っていく。その基本的な考え方に変わ

りはない。 

[終了] 


