
トップメッセージ

「進化への挑戦」を掲げた5年間がスタート。
持続的成長に必要な転換を遂げていきます。
社長就任における抱負

不確実性の時代の中で
新中計を達成する。

私は今から18年前の2001年、当社の前身である
ソニーケミカル株式会社に入社し、自分で開発した
製品を自ら顧客に売り込みに行くなど、職務の枠を
越えて新規ビジネスの立ち上げを経験してきまし
た。2010年には、オプティカルソリューションプロ
ダクツ事業の商品開発を統括し、現在当社の柱の一
つとなっている光学弾性樹脂（SVR）の用途拡大を進
めてきました。また、今では大きな市場を獲得してい
る反射防止フィルムも、当時は10年以上赤字が続い
た事業でしたが、これを黒字転換させ、成長ドライ
バーに育成してきました。
やがて当社はソニーから独立し、2015年に株式

を再上場させる転換期を迎えましたが、私はそうし
た変化の中で商品開発の経験を重ね、プロジェクト
の進退や成長投資を決断し、黒字化・利益体質づく
りを目指す経験を積んできました。

2016年には、それまでの事業部制における各商品
開発機能を集約し、全社組織とした商品開発本部を
統括する立場となりました。ここ2年ほどは、自動車

を次の成長分野として、商品開発本部内で成長戦
略・ビジネス戦略を議論し、2019年1月にオートモ
ーティブソリューション事業部を立ち上げました。
現在、当社が置かれている経営環境は、大きな時代

の変化に伴う不確実性を受け、先行きの見通しが困難
な状況にあります。そうした中で当社は、長い目で
見て社会課題を解決する製品・サービスを生み出し、
提供することで、自らの成長を実現していく会社で
ありたい。私はそのように考え、持続的成長の確立
を目指す新中期経営計画の達成が社長としてのミッ
ションであると認識しています。
当社を牽引するリーダーとして、私は今までの経

験を活かしながら、当社グループ事業のさらなる発
展に全力を挙げて取り組んでまいります。

デクセリアルズが持つ強み

最終製品やアプリケーションが
市場から何を求められているか、
ニーズを理解した事業展開。

デクセリアルズという社名は、「巧みな」「機敏な」
という意味の「Dexterous」と、「材料」を意味する

「Materials」を組み合わせたものです。この社名由来
が示す通り、材料分野における自由度の高いスピー
ディーな事業展開は、当社本来の強みであると言え
ます。私自身も過去から大きな自由度と権限を持た
せてもらい、社内ベンチャー的に事業を立ち上げて
きました。経営の舵取りを担うにあたり、そうした強
みを重視し、さらに高めていきたいと考えています。
また、化学材料を扱うサプライヤーとしての当社

は、最終製品に近い領域に位置していますが、当社の
最終顧客の製品やアプリケーションが市場から何を
求められているか、ニーズを十分に理解した上での
製品開発展開に強みがあります。直接の顧客だけで
なく、その先の顧客に対して訴求する技術やソリュ
ーションを提案できる能力は、当社の大きな優位性
となっています。自動車分野を新規領域の柱とする
今後の事業展開においては、自動車業界の大転換を
支えるテクノロジーを提供できるサプライヤーとし
て、部品・電装品メーカーを超えて完成車メーカーと
直に折衝する機会が得られ、成長戦略の新たなステ
ージに移行することができました。
後述する新中期経営計画では、これらの強みをフル

に活かした施策を遂行していきます。
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前中期経営計画の振り返り

営業利益目標も未達となり、
実績としては、極めて厳しい内容。

終了した「中期経営計画2018」（2016年度～2018

年度）は、基本方針に「新規領域の成長加速と確実な
収益貢献」「現行ROE水準を目処として成長を目指
す」の二つを掲げ、3年間にわたる取り組みを進めて

きました。その成果として、反射防止フィルムを売上
高100億円規模に成長させ、自動車向け事業について
も売上高全体の10％を占めるまでに拡大することが
できました。また異方性導電膜（ACF）は、差異化技術
製品である粒子整列型ACFの伸びにより、市場にお
けるシェア拡大を遂げました。
しかしながら実績としては、極めて厳しい内容で

終わったものと捉えています。特に重点テーマであ
る新規領域の成長については、大きな進展を示すこ
とができず、課題を残しました。もう一つ課題として
残ったのは、事業ポートフォリオにおけるコンシュ
ーマーIT製品市場への偏りや、特定顧客への依存度の
高さからの脱却を果たすことができなかったことで
す。こうした問題がリスクとして顕在化し、コンシュ
ーマーIT製品市場の減速による影響を受けたため、業
績目標として設定した「営業利益100億円（2017年4

月見直し後目標80億円）」に対し、最終年度は37億円
にとどまる結果となりました。
経営陣として反省すべきは、やはり新規領域の成

長について、覚悟を持った取り組みが十分でなく、環
境・ライフサイエンス・半導体・自動車などの領域の
中から注力すべき対象を絞り切れていなかったこ
と、そしてコンシューマーIT製品市場の伸びを楽観視
し、計画策定の前提としてしまったことが挙げられ
ます。こうしたことが要因となり、世の中の大きな変
化に対し、危機意識の不足を招いたものと思います。

新中期経営計画を策定・始動

近視眼的な経営判断を避け、
ポートフォリオ転換を確実に
実行すべく、5ヵ年計画を策定。

以上の反省を踏まえ、当社は5年にわたる「中期経
営計画2023」（2019年度～2023年度）を策定し、ス
タートさせました。本計画は「進化への挑戦」をテー
マに掲げ、この5年間を「社会課題が顕在化した新規
領域での事業拡大を通じ、持続的な成長を確立する
フェーズ」と位置付けています。
「中期経営計画2023」では、経営環境認識として、
コンシューマーIT製品市場の成長性を厳しく見立
て、とりわけスマートフォン関連については、需要
の減少を想定しています。5G通信の標準化による
今後の拡大を期待する向きもありますが、アプリケ
ーションとしての成長余地は大きくないと見てい
ます。その中で当社は、特定顧客への依存度を低減
すべく、新規領域を拡大し需要獲得の幅を拡げてい
く方針です。
ここ数年の間に貿易摩擦や地政学上のリスクが世

界で急速に拡がりつつあり、不確実性が高く、先行き
の見通しが困難な経営環境が当面続くことは間違
いありません。しかし基本的には、とどまることの
ないテクノロジーの進化が社会課題解決の原動力
となり、成長機会をもたらしていくでしょう。その
中でも自動車は、都市部一極化など社会構造の変化
を背景に、自動運転をはじめAI、IoT、5G通信技術の
搭載といった大きな変革期に直面しているアプリ

“
”

前中期経営計画では、
新規領域の成長を果たせず、
課題を残しました。
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ケーションです。当社は、これまでのビジネスで培
った技術を自動車領域に展開し、その実績をもと
に、今後IoT化していくであろう社会における諸課
題の解決を通じて事業拡大を図ってまいります。
「中期経営計画2023」を5ヵ年計画とした理由は、
近視眼的な経営判断を避け、コンシューマーIT製品市
場への偏りからの脱却に向け、自動車を中心とする新
規領域への事業ポートフォリオ転換を確実に実行す

るためです。最初の3年間で選択と集中を含めたリソ
ースシフトを行い、残る2年間で自動車を中心とする
新規領域での事業を伸ばしていきます。すでに当社
は、グローバル大手完成車メーカーからほぼ確定し
た大型案件の受注を頂いており、その成果について
は計画期間中に獲得できる見込みです。
従来、コンシューマーIT製品市場では、顧客のニ

ーズを先取りしつつ、基本的に自前主義による事業
を展開してきました。しかし今後、新たに自動車分
野で市場変化の速さに対応しながら、成果を上げて
いくには、エリアごとに協業パートナーと組み、そ
の力を借りながらプレゼンスを高める必要があり
ます。特に欧州では、サステナビリティへの取り組
みが重視されるため、パートナー企業とともにその
仕組みづくりを進めていきます。

３つの基本方針が目指すもの

自動車を中心とした新規領域での成長と
既存領域における転換を推進し、
取り組みを支える経営基盤を強化。

「中期経営計画2023」は、「新規領域での事業成長
加速」「既存領域における事業の質的転換」「経営基
盤の強化」の三つを基本方針として定めました。

> 中期経営計画2023の詳細はPage 18をご覧ください。

新規領域については、これまでご説明してきまし
た通り、自動車向け事業を成長の柱に位置付け、リソ
ースを集中します。前述のグローバル大手完成車メ

ーカーからの大型案件が業績に寄与し、さらにパー
トナー企業との協業が進展していくことで、自動車
向け事業による売上高比率を2018年度の約10％か
ら2023年度には30％まで高める計画です。
自動車向け事業の成長を牽引していくのは、車載

ディスプレイの需要拡大です。世界の自動車生産台
数は、今後大きな伸びが見込めない状況にあります
が、自動車業界では「CASE（コネクテッド化、自動運
転化、シェア・サービス化、電動化）」と呼ばれるトレ
ンドを受け、自動車1台当たりのディスプレイ搭載数
が増加し、ディスプレイ面積も大型化が進んでいま
す。こうした車載ディスプレイの枚数増および大面
積化が当社のACFや光学弾性樹脂、光学フィルムの
売上拡大への追い風となります。
一方、既存領域においては、コンシューマーIT製品

市場の成長性を厳しく見立てながらも、選択と集中
を実施し、粒子整列型ACFに代表される差異化技術
製品などについては、リソースの集中による強化を
図ります。同時に、オペレーションの効率改善を必要
とするものについては、標準化と生産性の向上を徹
底し、効率化により生まれたリソースは、新規分野に
積極的にシフトしていきます。これらの選択と集中
については、年1回の事業再評価を通じて、環境変化
に対応した最適な状態を維持します。

> 事業再評価の詳細はPage 22「CFOメッセージ」をご覧ください。

そして、新規領域における事業のスピードアップ
に向けた自前主義からの脱却と、既存領域における
選択と集中に加え、その転換を進めていく社員一人
ひとりの意識・行動改革を促し、企業体質を強化して

“
”

社会課題が顕在化した
新規領域で事業を拡大し、
持続的成長を確立します。
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いきます。そこに求められるのは、健全な危機意識の
保持であり、「進化への挑戦」を支えるモチベーショ
ンの形成であると考えています。
また、次世代経営層やイノベーション創出の源泉

となるエンジニア人材の育成、コーポレート・ガバナ
ンスの拡充についても、持続的成長の実現に不可欠
な組織づくりと捉え、実行していきます。

ESG経営への考えと取り組み

環境・社会との関わりの中で、
私たちの事業に何ができるかを考え、
実行していくこと。

環境・社会・ガバナンスへの視点を重視し、取り組
みを推進していくESG経営は、事業戦略と別枠で考
えるべきものではなく、持続的成長のための条件と
して、事業に直結させる必要があります。
これまでお話ししてきたように、社会のニーズに

スピード感をもって対応していくことは、例えば自
動車関連製品や各種ヒューズであれば利用者の安
全につながりますし、環境に貢献できる製品も様々
なものがあります。それらを生み育てることがESG

経営の柱であると考えています。
また、当社の製品は納入後も顧客のラインに入り

最終製品化されることから、たくさんの工程におい
て環境に負荷を与えます。そのため、サプライチェ
ーン全体の問題と認識し、環境負荷の低減に向けて
できることを考えていく、というスタンスです。

ACFなどの接合材料では、低温・短時間で固着する
製品を開発することで、顧客の製造現場におけるエ
ネルギー消費を抑えるといった環境負荷低減を果
たすことができます。
社会との関わりでは、社内の職場環境について、

ワークライフバランスを意識した働き方改革の推
進、性別・年齢・国籍などの多様性を重視した人材活
用に取り組んでいます。また、事業を通じて地域社

会の経済発展や雇用創出に寄与しつつ、よき企業市
民として、植林活動や地域清掃活動、スポーツ振興
などによる社会貢献に努めています。
ガバナンスについては、社外役員が過半を占める

取締役会構成を保持することで実効性を高め、経営
の透明性・健全性を担保しています。同時に、社外の
視点による監視と助言・提言を経営に積極的に活か
し、企業価値の向上につなげています。取締役会に
おいては、審議を尽くすところはこれに集中する一
方、オープンな議論の場として機能すべく、自由闊
達な発言および意見交換を尊重し、活性化を図って
います。また、当社は上場企業として、株主のみなさ
まをはじめとするステークホルダーとの対話を重
視し、強固な信頼関係の構築を目指します。

次世代経営リーダーとエンジニア人材の育成

コーポレート・ガバナンスの実効性を
高めながら、人材の厚みを築いていく
仕組みを導入。

このたび当社は、任意の諮問機関である「指名・報
酬委員会」を設置するとともに、委任型執行役員制
度を導入しました。いずれもコーポレート・ガバナ
ンスの実効性を高めながら、次世代経営層の育成と
幹部登用へのモチベーション形成に資する仕組み
として導入したものです。
当社におけるサクセッションプラン（後継者計

画）は、指名・報酬委員会の設置以前から候補者の評

“
”

持続的成長のための
条件として、ESGを事業に
直結させる必要があります。
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価・選定および審査に関するプロセスが定められ、
私自身の代表取締役社長就任も、それらの適用を経
たものでしたが、今後は同委員会の機能により、指
名に関する透明性や公平性、客観性が一層向上する
ものと期待できます。加えて本年10月からは、若手
社員から対象者を選抜した「次世代経営人材育成プ
ログラム」を開始し、継続的に実施することで、経営
層候補の厚みを築いていきます。

イノベーション創出の源泉となるエンジニアに
ついては、テクノロジーの進化に対して、私たちデ
クセリアルズがどう貢献していくかを考え、アプリ
ケーションを支えるためのロードマップを描き、語
ることができる人材を求めています。こうした人材
を育成し、その能力を引き出すべく、当社では海外
への派遣や、テクノロジーセンターとして位置づけ
る栃木事業所における外部とのオープンイノベー
ションを通じた成長機会を設けていきます。また、必
要なエンジニア人材の拡充に向けて、外部からの登用
も積極的に実施する考えです。

ステークホルダーのみなさまへ

人づくりへの注力を通して、
世の中に求められる価値を創造し、
より大きな社会的貢献へ。

「中期経営計画2023」のテーマである「進化への
挑戦」は、今後5年間で領域ポートフォリオの転換を
目指す姿勢を示すとともに、その先を見据え、社会
課題の解決を通じて持続的に成長できる企業体づ
くりへの想いを込めたものです。
さまざまな社会課題がある中で、当社は今までの世

の中になかった価値を生み出し、提供することで課題
解決を図り、自らの持続的成長につなげていきます。
その方向性を明確化したのが、当社の企業ビジョン
「Value Matters　今までなかったものを。世界の価値
になるものを。」です。“

”
これからの時代は、
「人が人であること」が問われる
時代になるでしょう。

2019年10月
代表取締役社長

新家　由久

しかし成長実現のためなら、手段を選ばずに何を
やっても構わないというわけではありません。そこ
では、企業としてのコンプライアンスはもちろん、
社会的責任や倫理にもとづく判断と行動が求めら
れます。それを示したものが、当社の経営理念
「Integrity 誠心誠意・真摯であれ」です。

> 「企業ビジョン」「経営理念」の詳細はPage 01をご覧ください。

当社グループの全社員が、この経営理念を自分の
心の拠りどころとして根付かせ、判断・行動してい
けば、それが結果的にコーポレート・ガバナンスの
拡充となり、持続的成長の実現にもつながっていく
と思っています。
改めて、これら経営理念、企業ビジョンの実践こ

そがESG経営そのものであるとの認識を全社で共
有し、中期経営計画の達成に向けて取り組んでいき
ます。

AIやロボット技術の発展を背景に、これからの時
代はますます「人が人であること」、つまり、新しい
価値を生み出す能力が問われる時代になるでしょ
う。私たちデクセリアルズは、人づくりを通して、世
の中に求められる価値を創造し、より大きな社会的
貢献を果たしてまいります。そして、ステークホル
ダーのみなさまとともに成長し、豊かな未来を拓い
てまいります。
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