
トップメッセージ

自ら「変化」の先頭に立ち、
機敏な対応と自らの進化を通じて、新たな事業機会をとらえていく

社長就任後1年を振り返って

想定していない事業環境の変化の中で、
成長に必要な取り組みを推し進めた

私は昨年、この統合レポートの中で、社長就任に際
しての抱負として、「不確実性の時代の中で新中計を
達成する」と申し上げました。2019年4月に「中期経
営計画2023」を発表した当時も、不確実性の時代に
おいては、想定していない大きな変化が起こる可能
性は常にあると認識していました。しかしながらこ
の1年間を改めて振り返りますと、2019年の米中貿
易摩擦をはじめとする地政学的リスクの顕在化と事
業環境の変化、そして2020年以降は今もなお続いて
いる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による
パンデミックと、未曾有ともいえる想定外の変化に
直面した1年だったと思います。
そのような変化に対してはしっかりと対策を講じ

ながらも、長い目で見て大きな社会課題の解決に資
する製品・サービスを生み出し、当社自身も変化し成
長を遂げるために必要な取り組みを、スピード感を
もって進めることができたと思っています。

新型コロナウイルス感染症対策

パンデミックに対して、
いち早く徹底した感染拡大防止策を展開

COVID-19が中国・武漢を皮切りに拡大しはじめ
ると、2020年1月末には対策本部を立ち上げ、各国で
の対策を先取りする形で全社統一のルールや指針を
策定しました。社員の健康と安全を最優先するとの
方針のもと、全社を対象にリモート勤務体制への切
り替えを一気に進めながらも、製品の安定供給に取
り組みました。今振り返ってみますと、政府の見解や
指針を待たずに、非常にスピーディな対応を取るこ
とができたと思います。
リモート勤務体制については、当初東京オリン

ピック・パラリンピックの開催時期に想定された通勤
困難な状況を見据え、社内インフラの整備を進めて
いたことが奏功し、すぐに全事業所を対象に移行に
踏み切りました。リモート勤務の実施には不安もあ
りましたが、いざスタートすれば意外とできると気
づき、さらに業務内容によってはリモート化により
効率化が進むなどの成果も見られました。2020年12

月現在で本社では約90%の社員がリモート勤務を
続けるなど、当社での働き方の変化が加速しました。

コロナ禍の経営

「変化を恐れない」マインドが社内で
醸成されている

COVID-19の影響は当社でもプラスとマイナスの両
面で受けていますが、世界に対しては極めて大きなイ
ンパクトを与えてきたと思います。まず明らかにデジタ
ル・トランスフォーメーション（DX）の流れが加速しま
した。リモート環境でのコミュニケーションの中で、
人々の間には、移動の制約からの解放、リモート環境下
でもリアリティを高められるテクノロジーへのニーズ
など、さまざまな気づきが生まれています。これらは人
類が解決すべき新たな社会課題にもつながりうるテー
マであり、「デジタル化」を支える製品を多く提供してい
る当社にとっては、その解決を通じて事業機会の拡大
につながるチャンスとも言えます。
また、私は以前から、変化の激しい時代において、
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トップメッセージ

自らが変化できないことが最大のリスクと社員に話
してきましたが、今回のパンデミックという環境変
化に対する危機感から、それぞれの社員にも変化を
恐れないマインドが醸成されはじめています。DX

は、「現場」や「対面」を主体としていた当社の製造・営
業部門でも進んでいますが、リモート化を無理と決
めつけるのではなく、どうすればリモート化を実現
できるのか。VR（仮想現実）やMI（マテリアルズ・イ
ンフォマティクス）の活用なども含め、社員が自ら変
化していこうとする意識が広がっていることを実感
しています。

中計初年度の振り返り

3つの基本方針は着実にあゆみを進めた

昨年、「進化への挑戦」をテーマに掲げた5カ年の
「中期経営計画2023」を策定しました。初年度の

2019年度だけでも世界的に大きな変容があったよ
うに、これだけ変化の激しい時代の中で5年先を見据
えることは非常に困難です。しかし当社は、近視眼的
な経営判断を避けるために、あえて5カ年で中計を
策定しました。それは、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」と位置づけ、コンシューマーIT

製品市場への偏りからの脱却に向けて、最初の3年間
で選択と集中を含めたリソースシフトをおこない、残る
2年間で自動車を中心とする新規領域を伸ばし、事業
ポートフォリオを転換していくという考えからです。
そして基本方針に、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3つを掲げ、2019年度は着実にその施策を進めて
きました。

（1）新規領域での事業成長加速
新規領域では、自動車向け事業を成長の柱にリ

ソースの集中を図り、当社グループの売上高全体
に占める自動車向け事業の割合の拡大を図ってい
ます。
自動車業界は2019年度末にかけてCOVID-19

の影響を大きく受けました。世界各地の工場が一
時、操業停止を余儀なくされ、その影響で世界の自
動車生産台数も一時的に大きく落ち込みました。
しかし2020年度第2四半期以降は、自動車需要も
回復傾向が見られ、各地の生産工場も再開されて
います。自動車産業の今後の方向性を示す「CASE

（コネクテッド化、自動運転化、シェア・サービス
化、電動化）」の流れは、このコロナ禍でも変化して
いません。むしろ逆に「電動化」「自動運転化」に関
連した周辺機器については、そのニーズが加速度
的に高まっているように感じます。当社グループ
は、車載ディスプレイにおける視認性・安全性の向
上や、高耐久化・大型化、曲面・異形対応という点で
競争優位性を発揮する反射防止フィルムや異方性
導電膜（ACF）を軸に、自動車向け事業の展開を図
っています。コロナ禍で停滞した経済対策の一環
として、フランスやドイツなど、電気自動車の購入
に補助金が出されている国もあります。また中国
では、足元の自動車販売台数が前年同期を上回る
ペースで拡大しています。CASEのトレンドの中
で、自動車1台当たりのディスプレイ搭載数の増加
やディスプレイ面積の大型化が進む中、競合との差

“ COVID-19によるデジタル化の
加速の流れを支える製品を通じて、
課題解決に貢献します。  ”
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異化ができている製品を軸に、事業成長を加速して
いきます。

（2）既存領域における事業の質的転換
既存領域においては、スマートフォン用ディスプ

レイなどに代表されるコンシューマーIT製品市場の
成長性を厳しく見立て、当社においては事業の選択
と集中をおこない、粒子整列型ACFなどの差異化技
術製品へのリソースの集中・強化を図っています。
選択と集中を進めていくためのプロセスとして、

すべての事業に対して年1回、事業再評価をおこなう
こととし、2019年末に実施しました。そして事業再

評価での結果を踏まえ、今年8月には、10月1日付で
の組織改編・機構改革の実施を発表しました。組織改
編については、これまでの4事業部を3事業部に改編
し、無機偏光板や無機波長板、スパッタリングターゲ
ットなどの製品を手掛けるマイクロデバイス事業に
ついては、事業部機能を集約させた子会社を設立す
ると同時に、製品の製造については株式会社アウト
ソーシングと合弁会社を設立し、収益基盤の強化と
需要変動に強い事業体制の構築を図ることとしまし
た。マイクロデバイス事業の手掛ける製品の多くは、
今後のVR、AR（拡張現実）、MR（複合現実）の進展、さ
らには自動車におけるヘッドアップディスプレイの

今後の進化に向けてソリューションを提供できる可
能性を秘めています。その将来性への期待から、戦略
事業として継続すべきとの意思決定を下しました
が、継続するからには今の事業構造をさらに強化し
なければなりません。すべてを自前主義で展開する
のではなく、自社で持つべき機能と外部パートナー
との連携等で実現する機能とを見極め、今後、同事業
の強化を進めていきます。

（3）経営基盤の強化
これら2つの施策を進めるうえで重要となるのが

経営基盤の強化です。事業ポートフォリオの転換を
進めていく社員一人ひとりの意識・行動改革を促す
ことはまた、企業体質の強化につながります。今回
のパンデミックもあって、社員に健全な危機意識が
醸成され、「進化への挑戦」を支えるモチベーション
が形成されてきたように感じます。
持続的成長を実現するための機動的な組織体制を

構築する一環として、リーンな経営体制をつくり出
すために特別早期転身支援制度の実施も発表しまし
た。こうした改革を断行するうえでは、執行体制につ
いての刷新も必要です。社内外から新たな人材を登
用して組織の活性化、経営の次世代化も図りました。
次世代リーダーの育成に対しては、2019年10月に管
理職から対象者を選抜した育成プログラムを開始
しました。イノベーション創出の源泉となるエンジ
ニア人材に対する育成プログラムも進めています。

機構改革後における社内体制（2020年10月1日時点）

コネクティングマテリアル事業部

コーポレートR&D部門

経営戦略室

コーポレート総務部

オプティカルソリューション事業部

生産統括本部

DIG推進部

人事部

内部監査部

オートモーティブソリューション事業部

総合企画部門

グローバルセールス&マーケティング本部

グローバルHR推進室

法務・知的財産部

取締役会

社長

執行役員

監査役会

監査役
経営人材育成プログラムの詳細はPage56を
ご覧ください。
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トップメッセージ

COVID-19によって私たち自身の働き方や価値
観に気づきが生まれ、今後のデクセリアルズのあ
りたい姿の議論も出てきています。指名・報酬委員
会における今後の経営体制のあり方に関する議論を
はじめ、働き方の変化に伴い、人事制度の見直しに向
けた検討を開始しました。クリエイティビティの高
い人材が集う会社として、持続的に成長できる仕組
みをどのように構築していくか、今後も引き続き、検
討を進めていきます。

中長期を見据えて

社会課題を解決しながら、
当社自身も持続的成長を遂げていく

中長期を見ても、またパンデミックに直面してい
る今の時期においても、変化に対してどれだけ機敏
に行動できる経営を行っていくかが問われていると
思います。日々大きく変化するこの世の中において、
変わらないこと、変われないことが一番のリスクで
す。私たちは、世の中の変化の先頭に立って、自らも
変化することにチャレンジする、そのような集団で
ありたいと願っています。
足元のCOVID-19対策においても、スピード感を

もってその変化に対応する実践力をお示しできたと
思います。中長期では、環境問題や貧困問題などのさ

まざまな社会課題に対し、私たちがどのようにその
解決に向けて貢献していけるのか、私たち自身の変
化のあり方も含めて考えています。当社はさまざま
な社会課題に対して、それらを解決する一つの手段
としての「デジタル化」の進化を材料から支えている
ソリューションプロバイダーです。このアイデンティティ
を通じて、社会に貢献し、そして自らも成長していく
こと。この両輪が大切です。
デジタル化の推進には通信インフラの整備・拡充

は欠かせません。通信システムが今後5Gへと移行す
る過程では、必然的に基地局の数も増えていきます。
当社の製品は、そうした5Gデバイス向けにも、活躍
の場がさらに広がっていきます。
事業成長を加速していく領域として自動車を挙げ

ているのは、DXも含めたIoTアプリケーションの中
で、自動車が、最も変革を先取りしていくアプリケー
ションだからです。このコロナ禍で、IoTアプリケー
ションの重要性は、自動車以外のさまざまな事業領
域でも再認識されています。例えば、人々の健康管理
をどのようにセンシングし、モニタリングしてい
くのかという視点で、医療やヘルスケアの領域で
のIoTアプリケーションへのニーズが高まってい
ます。世界全体の医療費は年々増加する一方で、国
によっては医療システムの恩恵を受けられる人と
そうでない人との間の格差も広がるなど、医療・ヘ
ルスケアの領域においても解決すべき社会課題は
山積しています。自動車以外にも、医療・ヘルスケア
領域などへのアプローチも図りながら、さまざまな
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トップメッセージ
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フィールドで、社会課題の解決と当社の成長を実現
していきます。

ESG経営

ESGと事業戦略は一体である

社会が抱えているさまざまな課題に対して、その
解決に寄与する事業を生み出していくことができな
ければ、持続的に成長できる企業にはなりえません。
その意味で私は、ESG（環境・社会・ガバナンス）と事
業戦略は切り離して考えるべきものではないと考
え、むしろESGは持続的成長のための条件という位
置づけでとらえ、事業に直結させて考えるべきだと
思っています。私自身も、何かを判断するときには常
に、事業の枠の中だけではなく、ESGやSDGs（持続
可能な開発目標）の概念を指針に意思決定をするよ
うに意識しています。
当社では、事業活動に関連が深く、かつ重要性が

高いと考えられるマテリアリティとして、「新しい
価値の創造・社会課題の解決」「ガバナンス・コンプ
ライアンスの強化」「多様な人財とエンゲージメン
トの醸成」「操業安全と事業継続性の確保」の4つを
特定しています。2019年度はガバナンスの面で、任
意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置したほ
か、社内の権限委譲も進めました。2020年6月の株
主総会では、取締役会の構成について、社内取締役

を1名減らし、取締役全6名のうち4名を社外取締役が
占める体制としました。エンゲージメントに関しては、
特別早期転身支援制度の対象となる管理職社員を中
心に、社員との丁寧な対話の実施と価値観の共有に努
めるとともに、引き続き、株主の皆さまをはじめとする
ステークホルダーとの対話もおこなってきました。

最後に

世の中の変化の先頭に立って、
自らをも変化させながら、
持続的成長をめざす

SDGsのゴールでもある2030年に目を向ける
と、日本では65歳以上人口が全体の3分の1を占め

る時代が到来します。企業においても必然的に、性
別・年齢・国籍などの多様な人材が、働く場所にとら
われることなく、一つのチームとなって事業を推進
していく世界がつくられていくでしょう。そうなれ
ば、旧来からの日本固有の人事制度や働き方の概念
は、変えないわけにはいきません。私たちは、世の中
の変化に機敏に対応し、自ら変化の先頭に立ってさ
まざまなスタディをしながら、持続的に成長できる
会社となるべく、今後も邁進していきます。皆さま
におかれましては、引き続きご支援いただけますよう
お願い申し上げます。

“ 事業と一体化したESG推進により、
持続的成長を実現します。 ”

2020年12月
代表取締役社長

新家　由久
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マテリアリティの詳細はPage28を
ご覧ください。

新規領域での事業の詳細はPage32を
ご覧ください。
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