
ブラザーの企業文化に基づいた競争力の源泉は何であり、
創業の精神とどのような形で結びついていますか？

ブラザーが持続的に優れた価値を創造するための考え方の
基本に、“At your side.”の精神があります。私たちが今後
も継続して成長するためには、自らのビジネスを常にお客様
の立場で行い、「ブラザーがあって良かった」と言っていただ
けるような、お客様から必要とされる会社であり続けること
が重要です。
　ブラザーには110年を超える歴史がありますが、この 
“At your side.”の精神は、ブラザーの「創業の精神」から

脈々と続いているものです。創業当時の日本は工業が未発
達で、ミシンはすべて輸入に頼っていました。また世界恐慌
の影響もあり、働きたくても職がない人たちが多くいまし
た。その中で創業者は、ミシンを国産化し「輸入産業を輸
出産業にする」こと、「働きたい人に仕事をつくる」こと、そし
て従業員にやりがいを持って生き生きと働いてもらうために

「愉快な工場をつくる」こと、この三つを創業の精神として
掲げました。この創業の精神には、事業を通じて社会へ貢
献したいという強い思いが込められていると言えます。
　2022年度から始まったブラザーグループビジョン 
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「At your side 2030」は、次世代の経営を担う40代の 
メンバーを中心に議論を重ねて策定しました。ビジョン策定 
にあたっては、改めてブラザーの存在意義や強みを追求し、 
社会への提供価値を議論しました。そして、ブラザーの 
“あり続けたい姿”を、「世界中の“あなた”の生産性と創造性
をすぐそばで支え、社会の発展と地球の未来に貢献する」 
と明確化しました。
　ブラザーの経営はトップダウン型でなく、従業員の自発
的な発想を尊重して、全員の努力で推進するという特徴を
持っており、これが競争力の源泉の一つにもなっています。
加えて会社が従業員のことを真剣に考え、それに応えるよ
うに従業員も会社の発展をしっかりと考えるという風土も 
あります。ビジョン策定プロジェクトのメンバーにも、全社 
視点でブラザーをどうしていくべきか、どうすれば持続可能 
な成長ができるのかをそれぞれ考えてもらいましたが、 
ビジョンメンバーのみならず、一人でも多くの従業員がそう
いう考えで自律的に仕事をすることが、グループ全体として
変革の大きな推進力になっていくと思います。
　社長としての私の重要なミッションは、従業員とお客様
を幸せにすることです。従業員が「お客様や世の中に貢献
していくんだ」という気持ちを持って皆で課題に取り組んで
いくことが、これからもブラザーが世の中に価値を提供し
続けていく上でとても大切だと考えています。このビジョン 
を「At your side 2030」と命名した理由には、今後も 
“At your side.”の精神で従業員一人ひとりが行動し、 
ブラザーの未来を切り拓いていくことが大切だという考え
があるからです。

“At your side.”の精神で、お客様の声に迅速に対応する
企業文化を醸成するにあたって何に気をつけていますか？

ブラザーは長い歴史の中で、社会や市場の移り変わりに 
合わせて、主力製品を変化させながら成長をしてきました。 
これは、新しいカテゴリーの製品開発に取り組む際、お客様 
からいただいた問題や改善点などのフィードバックを 
生かし、迅速に対応してきたからこそ実現できたものです。 
その積み重ねで、スピード感を持って学ぶ・改良するといっ
た姿勢や体制が磨かれました。お客様が困っていることは、
従業員が皆で知恵を出し合ってサポートをするという風土
が、ブラザーにはあります。実際、開発者を販売の前線に
派遣し、お客様が何に困っているのかを把握してもらい、会
社全体で共有し理解して、問題解決につなげる取り組みを
行っています。私は、お客様の声を全社に広げていくことで、 
“At your side.”で迅速な対応を可能にする環境をさらに
強化していきたいと思っています。
　また、このスピード感については、昨今の働き方改革の動
きも踏まえ、多様な視点でさらに進化させていくことが必要
であると考えています。社長に就任後、最初に策定した前中
期戦略「CS B2021」から、継続的に業務プロセスの変革・
効率化を推進しています。業務効率化の中では新たな発見
が多くありました。例えばITによる業務の自動化を進める
中で、まず業務の棚卸しや見える化を実施したところ、多く
の業務に“無駄”があることが分かりました。そこでこの無駄
を改善したところ、約7割はこのプロセス改善で達成するこ
とができ、AIやRPAなどの自動化で解決する部分は残りの 
3割でした。今後も人間らしい臨機応変な対応が必要な業
務を見極め、繰り返し作業のプロセスを見直すなど、改善を
継続的に図り、業務のスピードアップに取り組んでいきます。

事業環境の変化をどのように認識されているでしょうか。
昨今のさまざまな不確実性の高まりに対して、
どのような経営を心掛けていますか？

これまで経験したことのないような大きな変化が、ここ数年
で起こっています。物流の混乱や地政学リスクなど、想定外
の出来事が継続的に発生しており、常にそのような変化に
対応し続けなければいけません。ブラザーグループがリスク
や危機をチャンスやメリットに変えるためには、こういった
変化にいち早く対応し、ビジネスとしてプラスの方向に変え
ることが重要です。
　新型コロナウイルス感染症が拡大した際、ブラザーは感

染防止のため飛沫を吸収する製品として「エアロゾルクリー
ナー」を短期間で開発し、提供しました。お客様の“今困ってい
る”“今すぐ欲しい”といった声に耳を傾け、それに応える製品
を提供できなければ、ブラザーの使命は果たせません。ここで
重要な点は、変化に合わせて必要な対応を取ることです。
　また、サプライチェーンの混乱により多くの製品で共通使
用している、ある半導体部品があと3カ月で供給が止まると
いう危機にも直面しましたが、ブラザーでは2カ月で100種
以上の製品で設計変更を行い、形状もソフト制御も異なる
別の部品を使用して同じ機能を実現することで製品を供給
し続けることができました。この代替部品も入手可能だった

事業環境認識と経営戦略の方向性
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のは数カ月で、さらに別の部品へ切り替えました。従来であ
れば「不可能」と思われていた短期間での膨大な製品の部
品変更でしたが、危機に直面してもやり遂げてしまう従業
員の大きな成長に感動しました。これからもブラザーグルー
プの使命である「優れた価値を創造し、迅速に提供する」 
ために一層の力を発揮してくれると確信しています。
　急激な事業環境の変化の中でも、お客様視点での行動力
と迅速な対応力を生かし、世の中のニーズに応える製品を
つくることと、お客様への製品の供給を止めないことで、リ
スクをチャンスへと変える。この強みを生かし、不透明な事
業環境の中でもビジネスの成長につなげていきます。

ビジョン「At your side2030」の実現に向けた、
中期戦略「CS B2024」の概要と目標について
教えてください。

中期戦略「CS B2024」は2030年度までのビジョンから
バックキャストで策定しており、事業ポートフォリオの変革と、 
経営基盤の変革に特に注力しています。 P.16-25 参照

　「CS B2024」の業績目標は、2024年度に売上収益
8,000億円、営業利益率10％以上、ROE10％以上として
います。このうち、産業用領域の売上は3,000億円（全体
の37.5％）、プリンティング・アンド・ソリューションズ事
業（P&S事業）は4,000億円（同50.0％）とし、事業ポート
フォリオの変革を進めます。またビジョンの最終年度である
2030年度の目標は、売上収益1兆円、営業利益率12％以
上とし、産業用領域を売上収益の半分にまで拡大させます。

事業ポートフォリオ変革における①産業用領域と②プリン
ティング領域に関するポイントを、事業環境変化のリスクと
機会を踏まえながらご説明ください。

まず①の産業用領域の飛躍に向けた施策では、最近の市場
動向を踏まえ、機会を成長に変えることで産業機器事業と、
ドミノ事業を中心とした産業用印刷領域の成長を加速させ
ます。
　産業機器事業では、強みである高生産性・省エネ性能を
さらに追求し、お客様の求める省人化・自動化・工程集約
といったニーズに応えていきます。特に優れた省エネ性能
は、近年急速に高まりつつあるCO2排出削減への要請に大
きく貢献することができると考えています。また、自動車分
野で進むEV化で必要になる部品や、自動車以外の一般機
械や医療で必要となる部品の加工に適した製品を拡充して
拡販を図ります。
　また、オフィスでのプリントボリューム（PV）は長期的にみ
て減少傾向にある一方で、業務用・産業用印刷の分野では
PVが増加していくと考えています。食品や飲料の製造年月
日や賞味期限、医薬品のトレーサビリティ確保のためのロッ
ト番号の印刷、商品パッケージの多品種少量化に対応した
印刷などが、世界的に増加しています。また直近では、eコ
マースがさらに拡大したことで、物流用ラベル印刷の需要
が増加しています。
　こうした市場の変化を捉え、産業用印刷領域の大幅成長
を成し遂げるためには、お客様のニーズを捉え、製品・サー
ビスをタイムリーに提供することが肝心です。ここでも、お
客様からの情報収集と迅速な開発がカギを握ると考えてい
ます。

従業員のチャレンジ行動の促進が人財育成になり、
一人ひとりの成長につながっています

あたらしい未来へのテイクオフ

ビジョンの実現

産業用領域の
飛躍に向けて1

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革4

2 プリンティング領域の変容に向けて

BVCMの進化 従業員のチャレンジ行動促進 従業員エンゲージメントの向上

事業ポートフォリオの変革

3 未来の事業ポートフォリオに向けて

　②のプリンティング領域の変容に向けた施策では、P&S
事業において、契約型ビジネスの強化などこれまで以上に、
お客様とのつながりを強め、お客様の求める製品やサービ
スの変化を迅速に捉え、価値を提供し続けます。ブラザー製
品に最適な消耗品の開発や、本体ソフトウエアのアップデー
トを継続的に行い、製品をより長期間お使いいただけるよう
にすることで、貴重な資源の有効活用に取り組んでいきます。
さらに、消耗品の注文などがお客様にとって負荷にならない
よう、自動発注が可能な仕組みをつくるなどの取り組みを強
化していきます。

事業ポートフォリオを変革していく中で、
人的資本や製造資本、知的資本など、経営基盤は
今後どのように強化されていきますか？

事業ポートフォリオの変革を進めるにあたり、人的資本、知
的資本、製造資本のすべてが重要となってきます。今後必
要となる人的資本として、自動化やデジタル化の推進がで
きる人財が挙げられます。中途採用も増やしていますが、従
業員一人ひとりが新たにスキルを身に付けることができるよ
うな人財育成を進めています。特にITスキルの向上は前中
期戦略から業務効率化の一環としても取り組んできました。
一人でも多くの従業員が自らの仕事にITを活用する力を身
に付けることが重要です。人生100年時代を迎え、従業員
がこのような力を付けることで将来も活躍し続けることがで
き、従業員一人ひとりの幸せにもつながります。
　P&S事業では、お客様がPCやスマートフォンなどからス
トレスなくブラザー製品を使っていただけるよう、先進的な
グローバルIT企業と連携してきました。一緒に仕事をする
中で、ソフト開発の方法を学ばせていただいた効果も出てい
ます。知的資本の一例ですが、外部との連携で学んだやり
方や技術を社内にとり入れて、一人でも多くの従業員が使
えるように展開しています。新しい知見や技術の社内共有
を強化し、既存の技術に応用することで、新たな価値の創
造につながっていきます。
　また、製造資本に関しては、新型コロナウイルス感染症
によるロックダウンで工場への出勤が困難な状況や採用難、
さらなる生産性向上なども視野に入れ、自動化・省力化設
備の導入を進めています。加えて事業ポートフォリオの変革
に対応するための製造面でのさまざまな施策も実施します。
　こうした経営基盤の変革を後押しする施策として、従業
員のチャレンジ行動の促進に取り組んでいます。例えばブラ
ザー工業では、2015年から、上司と部下の1on1ミーティン
グを強化しています。このミーティングでは、上司が聞き役

になり、「5年後、10年後にどういう人になりたいですか」な
どの質問をし、部下に自身の将来像を語ってもらいます。そ
して上司は「そうなるためには、今から何をしますか」と問い
かけます。これによって、部下はストレッチした目標を自ら設
定することができるようになります。経験学習の理論では学
びの7割は自身の経験からだといわれており、自ら目標を立
てて取り組むことで、学ぶ効果が高くなります。そして、スト
レッチした目標を達成できたら、また次の目標を立てて取り
組みます。このようなサイクルで従業員の継続的成長を実現
していきます。自分の能力を少し超えた負荷のかかる経験に
チャレンジして、これを積み重ねていくことが人財育成での
重要なポイントです。また、従業員がブラザーグループで働く
ことで自らを成長させることができると実感できることが、従
業員エンゲージメントの面でも重要だと考えています。

「CS B2024」の業績目標を達成するにあたっての
成長投資の考え方と期待する効果を教えてください。

ブラザーグループは、事業ポートフォリオの変革や社会的
要請である環境対応などの大きな転換点を迎えるにあたっ
て、未来に向けた先行投資を強化しなければならない時期
にあり、「CS B2024」では成長のための先行投資枠として
1,500億円を設定しました。
　この先行投資のうち、産業用領域の飛躍とプリンティン
グ領域の変容に向けては500億円の投資を計画しており、
具体的には、産業用領域の販売・サービス拠点の増強や、
マシナリー・FA領域の生産能力の強化、インクジェットの
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開発・生産拠点の拡張などを進めていきます。　
　また未来の事業ポートフォリオに向けた戦略投資枠を
300億円としました。働く人々の生産性と創造性を支えるビ
ジネスや、地球の未来に貢献するビジネスなどのマテリアリ
ティ解決につながる新規事業や技術の創出、インクジェット
を核としたプリンティング技術のさらなる進化、応用範囲の
拡大のため、M&Aも視野に入れて活動していきます。
　持続可能な未来に向けた経営基盤の変革については、環

境への取り組みやお客様とのつながりの強化・拡大のた
め、700億円の投資を見込んでいます。具体的には、製品の
地産地消およびサーキュラーエコノミーの実現に向けた工
場投資、グループ拠点での創エネ設備の導入や、2024年
着工予定である本社地区の環境配慮型新社屋の建設など
を進めます。また、サプライチェーン強靭化のための工場の
拡張や複合機能化などへの投資、お客様とのつながりの強
化・拡大のためのDX投資も行っていきます。

2030年度にあり続けたい姿を目指す上で、マテリアリティ
を策定しましたが、ブラザーにとってどのマテリアリティが
最もチャレンジングであると思いますか？

私が、5つのマテリアリティの内、最もチャレンジングだと考
えるのは、「人々の価値創出の支援」です。ブラザーの技術
力は他社と比較して突出しているとは言えないかもしれませ
ん。しかし、製品やサービスをいかにお客様にとって使いや
すくするか、いかにお客様の価値創出のお手伝いをするか
に集中することで業績を伸ばしてきました。変化の激しい時
代であっても、お客様にブラザーの製品を使いこなしていた
だき、その結果としてお客様の生産性や創造性を支えるの
が、ブラザーの提供価値です。そのことから、「人々の価値創
出の支援」は、ブラザーにとって最もチャレンジングで常に
挑戦を続けねばならない終わりのないマテリアリティだと認
識しています。
　「人々の価値創出の支援」の実現にあたりブラザーでは、
例えばプリンターの開発段階でユーザビリティテストを行
い、消耗品交換の手順で一般の方がどこで不便を感じるの
かを分析し、その結果を踏まえてより使いやすく、簡単に作
業が行える方法を考えています。こうした研究を踏まえ、消
耗品や紙を前面から取り換えることができる設計にするこ
とで、設置場所を選ばず、ストレスなく交換ができるように
なるなど、お客様の利便性に貢献しています。
　また、新製品開発には、お客様にとって価格が高くなり過
ぎない範囲で性能がよくなり、使いやすくなる技術を用いる
ことが大切です。そのためには既存の技術の応用が必要で
す。高度な技術を自社で時間をかけて開発することにこだわ
らず、もし新製品開発に必要な技術や部品が自社になけれ
ば、他社から積極的に購入します。こうした取り組みは今後
もさらに強化し、お客様が使いやすい便利な製品を持続的
につくり出し、迅速に価値を提供していきます。今後は製品
の提供だけでなく、活用方法に踏み込んだソリューション提

なビジネスの支援を実現することで、働く人々の生産性や創
造性を支えるビジネスを創出します。加えてCO2排出削減や
省資源にもつなげ、地球の未来に貢献します。ビジョン達成
のためにはお客様のバリューチェーンに向き合い、その流れ
を妨げるボトルネックを見つけ、多様な独自技術やグローバ
ルネットワークを活用しながら各既存事業の周辺領域へと
事業ドメインを拡張していくことが重要です。必要に応じて
ベンチャー投資やM&Aなどの外部の活用も進めます。
　また新たな事業を始める際に私が大事だと思うのは、従
業員が自ら考え、自分事として推進していくことです。これ
までのブラザーの歴史を振り返ると、従業員の提案で新事
業が始まったことが多々あります。その中にはうまくいかな案に一層力を入れていきます。

　次にチャレンジングなマテリアリティを挙げるならば、地球
の未来に貢献するための取り組みとして掲げた「CO2排出削
減」「資源循環」の2項目です。CO2排出削減は気候変動が加
速する中、どの会社にとっても差し迫った課題です。ブラザー
では、2050年にすべての事業活動におけるカーボンニュー
トラルを目指し、具体的な目標値を立て、着実に排出量を減
らしていきます。「CS B2024」の中でも、省エネ活動の推進、
創エネ活動、CO2フリー電力の購入を各拠点で進めていくと
ともに、製品ライフサイクルにおけるCO2排出削減に積極的
に取り組みます。例えば工作機械において、省エネ性能に磨
きをかけ社会全体のエネルギー消費削減に貢献するととも
に、お客様のCO2排出削減のニーズにも応えていきます。
　そして、これまで以上に注力しなければいけないのは「資
源循環」です。ブラザーでは、20年以上前からトナーカー
トリッジを中心とした消耗品を回収してリサイクルしてきま
したが、今後はより資源循環に適したビジネスモデルを構
築することで、製品を含めたリサイクル率を上げていきます。
加えてリサイクル樹脂の採用も増やしていく予定です。

「CS B2024」の柱の一つである「未来の事業ポートフォリオ
に向けて」で掲げている、マテリアリティ解決につながる
新規事業の創出について、どのように取り組んでいきますか？

ブラザーは創業以来、多様な独自技術やグローバルネット
ワークを生かし、新たな事業を生み出してきました。今後も
これらの強みを生かし、ビジョンの達成に向け、「働く人々の
生産性と創造性を支えるビジネス」や「地球の未来に貢献す
るビジネス」などの領域において、新たな事業機会を広く探
索していきます。
　例えばさまざまな機器・機械の多機能化や、コンパクトな
産業用・業務用デバイスによるオンデマンドソリューション
などを通じて生産性の向上・省人化・自動化を推進し、多様

かった例もありますが、従業員がどのようにすれば事業を成
長させられるのかを自ら考えて、不退転の覚悟で取り組んだ
ものは、成功する確率が高いように思われます。新規事業
の立ち上げにはさまざまな困難や壁があります。従業員が
自らの発案で取り組んでいる場合は、このような困難を突
破するために必死になって取り組みます。一方、トップダウ
ンの場合は、壁に直面すると「指示どおりやったが結果が出
なかった」となりがちです。
　従業員の熱量と推進力を発揮できる環境をつくり、社会
要請の変化に応えながら、これまでの取り組みから学んだこ
とを生かして、ブラザーの成長を牽引する新たな事業の柱
をつくっていきたいと思います。

企業価値の向上を考えるにあたり、
ステークホルダーの皆さまとの対話や協働、
関わり方で心掛けていることはありますか？

ブラザーの価値創造に向けたあらゆる取り組みにおいて、ス
テークホルダーの皆さまとのエンゲージメントは極めて重
要であると考えています。新型コロナウイルス感染症でサプ
ライチェーンが混乱しましたが、私たちは、サプライヤーや
ビジネスパートナーの皆さまとの協力関係や、密なコミュニ
ケーションに大変助けられました。さまざまな制約がある中、
誠実に話をして相互にベストを尽くすことは、変化が激しい
時代にこそ必須です。特に、お互いの立場を考えながら、ど
のようにしてともに成長しWIN-WINの関係を築いていくか
が、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションにお
けるポイントであると考えます。
　また、これまで実施してきたIR・SR※活動の中では、多
くの投資家や株主の皆さまと対話をさせていただきました。
対話の中でいただいたフィードバックは経営陣で議論し、改

善につなげています。今後も投資家や株主の皆さまをはじ
め、より多くのステークホルダーの皆さまとのエンゲージメ
ントの機会を増やすことで、長期的な信頼関係を構築し、ご
意見を経営に反映させながら、さらなる企業価値向上を
図っていきます。
　最後に、これからもブラザーグループが持続的に価値を
創造し続けながら成長してくためには、従業員一人ひとりが
成長し、魅力的な製品・サービスを、お客様に納得してい
ただける適正な価格で供給し続けることが必要です。その
ために、従業員一丸となって“At your side.”の精神を極め、
ビジョンで掲げた「世界中の“あなた”の生産性と創造性をす
ぐそばで支え、社会の発展と地球の未来に貢献する」を実
践していきます。これからのブラザーグループの成長にご期
待ください。

※  IR（Investor Relations）とは、企業が株主や投資家向けに経営状態や財務状況、業績の実績、
今後の見通しなどを広報するための活動

  SR（Shareholder Relations）とは、企業と株主との安定的な信頼関係を築くためのさまざま
な活動

マテリアリティと新規事業

ステークホルダーの皆さまへ

エンジニアとしてブラザーのレーザープリンター事業の基礎を築く。開発から商品
企画、品質保証、海外販売拠点のトップなどを経て2018年に社長就任。従業員か
ら「一郎さん」の愛称で親しまれ、「階段は会社が無償で提供してくれる健康ツー
ル」と、6階にある自室まで階段を利用。またオフィスで立って仕事をするのも一郎
流。理由は、工場で生産を支える従業員の努力を忘れないことと、健康促進。アイ
デアが湧くというメリットもある。趣味はウォーキングで、社内のウォーキング大
会で優勝したことも。「お客様に喜んでいただきたい」「従業員の成長を支援したい」
「今より少しでも便利な世の中を次の世代に残したい」という強い信念を持つ。
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