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中期戦略の策定背景
新型コロナウイルス感染症の拡大など事業環境が大きく変化する中、成長基盤の構築を目指した前中期戦略を受け、 
ブラザーグループは、新たな中期戦略「CS B2024」を策定しました。中長期的な事業環境を見据え、ブラザーグループ 
ビジョン「At your side 2030」達成に向けて、「あたらしい未来へのテイクオフ」をテーマに、事業ポートフォリオの 
変革と、それを支える持続可能な未来に向けた経営基盤の変革を目指します。

「CS B2021」の振り返り

事業環境認識とビジョン、マテリアリティの特定

5つのマテリアリティの特定

At your side 2030の策定

2030年に向けた事業環境の変化

課題： 収益性は大きく向上したものの、産業用領域の成長は目標に届いておらず、各種経営基盤も含め将来に向けてさま
ざまな変革が必要と認識

CS B2021の成果 CS B2024に向けての課題

プリンティング領域での勝ち残り ●  堅調な消耗品販売、機種構成改善、価格競争の緩和によ
り大幅な収益向上を達成

● ビジネスモデル変革の加速
● 業務用ラベリング事業の成長

マシナリー・FA領域の成長加速 ●  産業機器事業における自動車・一般機械市場向けの売上
が成長

● 産業機器事業の継続的な売上成長
● ニッセイ事業の成長路線への回帰

産業用印刷領域の成長基盤構築
●  ドミノC&M、ガーメントプリンターは順調に成長
●  ブラザーの開発リソース投入によりドミノ製品ラインアッ

プを強化

● ドミノ事業の成長加速
● 産業用印刷領域での製品開発のための技術基盤の強化

スピード・コスト競争力のある
事業運営基盤の構築

●  業務改革による工数削減などを実現し、コロナ禍における
膨大なイレギュラー業務に対応

●  新型コロナウイルス感染症による混乱で顕在化した自社
サプライチェーンの強靭化

● 産業用領域をはじめとした重点領域への人財最適配置

前中期戦略「CS B2021」では、「次なる成長に向けて」をテー
マに4つの戦略において改革を進め、成長基盤の構築を目指し
ました。財務指標として掲げた、売上収益、営業利益、ROE目
標については、コロナ禍の世界的な影響によって大きくビジネ

「CS B2021」では、プリンティング領域で大幅な収益向上を
達成したことに加え、産業機器事業において売上が拡大、産業
用印刷領域においてもドミノ事業のC&M分野※、マシナリー事
業のガーメントプリンターが順調に成長しました。また、コロナ
禍での膨大なイレギュラー業務に迅速に対応し、業務効率化が
進みました。一方、プリンティング領域でのビジネスモデル変革
の加速や、産業用領域の成長は途上にあり、経営基盤も含め将
来に向けてさらなる変革が必要です。
※ コーディング・マーキング機器

USD 110.69円 105.00円 112.86円
EUR 128.43円 125.00円 131.01円

2030年に向けて、ブラザーグループを取り巻く事業環境の変
化を踏まえながら、ブラザーの存在意義と社会への提供価値を
示した、ブラザーグループビジョン「At your side 2030」を策
定しました。ビジョン達成に向けた重要社会課題として、SDGs

ス環境が変化する中、売上収益は目標に対して未達となりまし
たが、営業利益は目標を大きく上回りました。また、ROEについ
てはほぼ目標並みの水準となりました。

を起点に洗い出した項目に対し、社会および自社にとっての重
要性を評価。外部識者からの意見なども踏まえ、経営会議や取
締役会での議論を経て、5つのマテリアリティを特定しました。

CS B2021 次なる成長に向けて
～成長基盤構築～

プリンティング領域での
勝ち残り

1

• 高PV※1ユーザーの獲得強化
と本体収益向上による事業
規模の維持・収益力の強化

• 新たなビジネスモデルへの転
換加速により、安定収益確保
と顧客とのつながりを強化

スピード・コスト競争力のある事業運営基盤の構築4

• IT活用によるグループ全体の
業務プロセス変革・効率化の
実現

• 不採算・低収益事業の
 梃入れ

• 人材の底上げ・最適人員体制
の確立による組織パフォーマ
ンスの最大化

マシナリー・FA※2領域の
成長加速

2

• 自動車・一般機械市場強化に
よる産業機器分野の大幅な
成長

• 省人化・自動化ニーズを捉え
たFA領域の拡大

産業用印刷領域の成長
基盤構築

3

• シナジー顕在化によるドミノ
事業の成長加速

• インクジェットを核としたプリ
ンティング技術活用による産
業用印刷領域の拡大

※1 Print Volume：印刷量
※2 Factory Automation：工場でのさまざまな作業や工程を、機械や情報システムを用いて自動化する

あり続けたい姿
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

価値の提供方法
多様な独自技術とグローバルネットワークを強みに、
お客様の成功へのボトルネックを見つけ解消する

注力領域
●産業用領域のかけがえのないパートナーになる
●プリンティングのオンリーワンを極め、次を切り拓く

あり続けたい姿
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

●人々の価値創出の支援
●多様な人々が活躍できる社会の実現
●責任あるバリューチェーンの追求

●CO2排出削減
●資源循環

5つの
マテリアリティを

特定

社会の変化
●働き方をはじめ、人々の価値観が大きく変化
●新型コロナウイルス感染症の影響で変化が加速

● サステナビリティに対する要望が高まり、企業の存在
意義・社会的価値を問う動きがグローバルで拡大

ブラザーを取り巻く事業環境の変化
●デジタル化、リモート化
●購買行動の多様化
●マスカスタマイゼーション需要の高まり

● 製造現場における自動化・ネットワーク化の加速
● 災害、感染症、地政学リスク等によるサプライチェーン

リスクの高まり
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中期戦略「CS B2024」
当社グループは、ブラザーグループビジョン「At your side2030」からのバックキャストで中期戦略「CS B2024」
を策定しました。そして、ビジョンにおける「あり続けたい姿」実現に向けて、注力領域や価値の提供方法を深掘りし、

「CS B2024」での重要な取り組みを示しています。今後は、産業用・民生用複合事業企業として成長し続けるため
の事業ポートフォリオの変革と、社会課題の解決や環境への取り組みなどのサステナビリティの要素を組み込んだ
経営基盤の変革を目指していきます。また、特定した５つのマテリアリティの解決を「CS B2024」期間中の重要な
経営課題の一つとして位置付け、全社横断的な活動を推進していきます。

サステナビリティ目標

あたらしい未来へのテイクオフ

ビジョンの実現

中期戦略
CS B2024

産業用領域の飛躍に向けて

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革

1

3

4

2

産業機器事業の大幅成長
● 生産性・環境性能に磨きをかけお客
様の持続可能なモノづくりに貢献

カーボンニュートラルに向けた環境への取り組み
● グループ拠点でのCO2排出削減
● 製品の環境性能向上・省資源設計
● 循環経済型ビジネスの推進

お客様とのつながりの強化・拡大
● 各事業におけるビジネスモデルの変革
● 強靭かつ持続可能なサプライチェーンの構築

プリンティング領域の変容に向けて
P&S事業のビジネスモデル
変革の加速
● 業務用ラベリング事業の拡大
● プリンティング事業のビジネスモデル
転換加速と収益維持

未来の事業ポートフォリオに向けて
● マテリアリティ解決につながる新規事
業の創出

● インクジェットを核としたプリンティン
グ技術の進化、応用範囲の拡大

ドミノ事業の成長加速
● DP分野※の新製品投入とC&M分野
の顧客基盤強化

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

ブラザーグループは、「At your side 2030」達成のため特定した5つのマテリアリティ解決に向けて、「CS B2024」期間中における
サステナビリティ目標を設定し、重要な経営課題として活動を推進していきます。

マテリアリティ 2024年度目標 関連するSDGs項目

社
会
の
発
展

人々の価値創出の支援

●  産業機器事業におけるお客様の生産性向上、CO2排出 
削減に貢献するための製品性能の優位性確保

●  P&S事業におけるお客様のLTV※1向上に向けたお客様と
直接「つながる」ための基盤の構築

多様な人々が活躍できる
社会の実現

●  グローバルベースでの従業員エンゲージメントの可視化と
調査スコアの向上

●  海外拠点責任者の現地登用を促進するための人財育成お
よびガバナンスの強化

●  管理職の健全なジェンダーバランスに向けたパイプライン
の強化および多様な働き方を実現する環境整備※2

責任あるバリューチェーン
の追求

●  サプライヤーに対する人権リスク評価の拡大

●  RBA Gold認証を取得したグループ生産拠点数3拠点

地
球
の
未
来

CO2排出削減

●  [スコープ1,2]2015年度比47%削減
（2022~2024年度の3年間で9%を削減）
参考）2030年度目標：2015年度比65%削減

●  [スコープ3]自助努力での15万t 削減対策の実施
参考）2030年度目標：2015年度比30%削減

資源循環
●  製品に投入する新規資源率81%以下

参考）2030年度目標：65%以下

※1 LTV（Life Time Value/ライフタイムバリュー）：顧客生涯価値。製品・サービス利用期間全体におけるお客様にとっての価値および企業にもたらされる収益
※2 ブラザー工業

CS B2024骨子

事業ポートフォリオの考え方と変化イメージ
産業用領域での飛躍とプリンティング領域の変容により、事業ポートフォリオを変革し、産業用・民生用複合事業企業として成長し続け
ることで、2030年度には売上収益1兆円、営業利益率12％以上達成を目指します。

FY2022※ CS B2024 （億円）

5,000
3,000

4,0003,910

465

※ 2024年度目標と為替等の前提を揃えた比較用参考値

産業用950

4,000

1,000

1,000

2,340

175

8,000億円
1兆円

7,200億円

640億円 10%以上
対売上 12%以上

対売上

売上収益

営業利益

プリンティング
ホーム・カルチャー
他

産業用
民生用

業績目標

売上収益

8,000億円

ROE

10.0%以上
（資本コストを上回る水準）

営業利益率
（親会社の所有者に帰属する

当期利益率）

10.0%以上
（7.0%以上）

業績目標については、サステナビリティ目標と同時に達成を目指
すものとして設定しています。2024年度目標の為替前提は、急
激な円安進行前の1USD=108円、1EUR=125円としており、
売上収益8,000億円、営業利益率・ROEともに10％以上を目
標としています。事業構成では、現在、全体で約30%を占める産

為替前提 為替レート（対JPY）　1USD=108.00JPY　1EUR=125.00JPY

業用領域の売上構成を40％弱に、2030年度には約50％まで
拡大する計画です。一方、売上の50％以上を占めるプリンティ
ングビジネスは、構成比率は低下するものの、ビジネスモデルの
変革により売上規模は維持します。これらの結果、2030年度に
は売上収益1兆円、営業利益率12％以上を目指します。

CS B2024業績目標

※ デジタル印刷機

Introduction 会社情報・株式情報財務セクションサステナビリティへの取り組み経営戦略価値創造ストーリー社長メッセージ

18 Brother Integrated Report 2022 19Brother Integrated Report 2022

中期戦略
経営戦略



「CS B2024」４つの重点テーマ
中期戦略「CS B2024」では、「あたらしい未来へのテイクオフ」をテーマに、事業ポートフォリオの変革と、それを支える持続可能な 
未来に向けた経営基盤の変革を目指します。そして①産業用領域の飛躍、②プリンティング領域の変容、③未来の事業ポートフォリオ
に向けた活動、④持続可能な未来に向けた経営基盤の変革の４つを重点テーマとして定め、活動を推進していきます。

産業機器事業の大幅成長

ドミノ事業の成長加速と産業用インクジェット技術基盤の強化

重点施策

重点施策

売上収益

売上収益

EV関連部品需要の拡大や、カーボンニュートラルの加速などに
より、産業機器事業の工作機械「SPEEDIO（スピーディオ）」シ
リーズにおいて、コンパクトで高い生産性と環境性能に一層磨
きをかけ、お客様のモノづくりの競争力強化とCO2排出削減に

多品種少量印刷需要の拡大や、食品などの安全性確保といった
トレーサビリティに対する関心の高まりを受け、ドミノ事業のデジ
タル印刷機（DP分野）※1やコーディング・マーキング機器（C&M
分野）※2において、新製品投入による製品力の強化やお客様との
関係強化などにより、2024年度には売上収益で1,000億円達成
を目標としています。

製品力・供給能力の強化
● お客様のモノづくりの競争力強化やCO2排出
削減への貢献
– 強みである高生産性・省エネ性能をさらに追求
– 省人化・自動化ニーズへの対応
– 環境性能の効果的な訴求による拡販

● デジタル技術を活用した周辺サービスの提供
● 生産能力・倉庫機能の拡張

顧客基盤の拡大
● 自動車・一般機械市場への拡販

–  加工内容の変化を機会と捉え、EV関連市場へ
本格攻勢

– さらなる成長に向けた非自動車用途の開拓
● 主要市場における販売体制の強化

–  日本・中国・インドにおける販売拠点・人的リ
ソースの拡張・強化

● 新カテゴリー商品の投入 産業機器
高い生産性・省エネ性能をテコに大幅な成長

DP分野
新製品投入による成長の加速

C&M分野
お客様との関係強化による安定成長

専門性の高いソリューション提供力の強化
● 業界最高水準の“Customer Experience”（顧客体験）の追求

– 日用消費財で拡大するトレーサビリティの課題を解決
– デジタル印字技術の専門知識を駆使したソリューション提供
– お客様とのつながりをデジタル技術で強化しアフターマーケットセールスを拡大

● 製品競争力の強化
– ブラザーの開発基盤を活用しDP/C&M両分野で競争力のある新製品を継続投入

産業用インクジェット技術基盤の強化
● 要素技術開発の強化

– 今後の用途拡大やサステナビリティ要請を見据えたヘッド、インクの開発
● インクジェット生産基盤の強化

貢献することで、2024年度には売上収益で1,000億円達成を
目標としています。
　重点施策としては、製品力と供給能力の強化に加え、顧客基
盤の拡大に取り組んでいきます。

　重点施策としては、専門性の高いソリューション提供力の
強化をテーマに、デジタル印字技術の専門知識を駆使したソ
リューション提供などに取り組むとともに、ヘッドやインクの開
発など産業用インクジェット技術基盤の強化も進めていきます。
※1 商品のパッケージラベルなどを印刷
※2 ペットボトルや缶に賞味期限などを印字

事業ポートフォリオの変革

①産業用領域の飛躍に向けて
産業用領域の
飛躍に向けて

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革

1

3

4

2

プリンティング
領域の
変容に向けて

事業ポートフォリオの変革

未来の
事業ポートフォリオ
に向けて

P&S事業のビジネスモデル変革の加速※

マテリアリティ解決につながる新規事業の創出

検討アプローチ 新規事業の検討領域の例

厳しい市場環境にあっても、プリンティング事業は既存領域の
収益性を強化しつつ、契約型をはじめとしたお客様とつながる
ビジネスモデルの転換を加速することなどで、2024年度の売
上収益は4,300億円を達成することを目標としています。

ブラザーグループは、歴史の中で培った多様な独自技術や、グ
ローバルネットワークを生かし、新たな事業を生み出すととも
に、40以上の国と地域で事業を展開してきました。今後は、こ

　重点施策としては、プリンティング事業は既存ビジネスの収
益性を強化しつつ、お客様と継続的につながるビジネスの拡大
を図ります。業務用ラベリング事業では、自動認識領域での販
売強化など事業拡大に取り組んでいきます。

れらの強みを生かし、マテリアリティ解決につながる新規事
業の創出を目指すため、「働く人々の生産性と創造性を支える」

「地球の未来に貢献する」ための事業機会を広く探索します。

重点施策 売上収益

プリンティング事業のビジネスモデル転換加速と収益性強化
● お客様と継続的につながるビジネスの拡大

– 在宅ワークを含む幅広いお客様のニーズに応えるための契約型サービスを拡充
– ラベリング機器のアプリを活用したお客様接点を構築

● サステナビリティ貢献に向けた取り組み
● レーザービジネスの市場ポジション堅持
● インクジェットビジネスの利益を伴う成長

業務用ラベリング事業の拡大
● 自動認識領域での販売強化

– 小売・物流・製造業向けに導入しやすいシンプルなバーコード印刷ソリューションを提供
● ラベルプリンターの用途拡大

– 配線マーキングをはじめとした様々な現場での表示用途に対応した消耗品やアプリを拡充

事業ポートフォリオの変革

②プリンティング領域の変容に向けて
産業用領域の
飛躍に向けて

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革

1

3

4

2

プリンティング
領域の
変容に向けて

事業ポートフォリオの変革

未来の
事業ポートフォリオ
に向けて

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
産業用領域の
飛躍に向けて

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革

1

3

4

2

プリンティング
領域の
変容に向けて

事業ポートフォリオの変革

未来の
事業ポートフォリオ
に向けて

FY2022※ FY2024目標

1,000

630

（億円）

※ 2024年度目標と為替等の前提を揃えた比較用参考値

FY2022※ FY2024目標

1,000
870

（億円）

※ 2024年度目標と為替等の前提を揃えた比較用参考値

FY2022※ FY2024目標

4,3004,160

（億円）

3,910

250

4,000

300

※ 2024年度目標と為替等の前提を揃えた比較用参考値

業務用ラベリング事業 プリンティング事業

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る
ブラザーグループの多様な
独自技術やグローバルネット

ワークを活用

各既存事業の周辺領域へと
事業ドメインを拡張

外部活用の強化
（ベンチャー投資、M&A等）

働く人々の生産性と創造性
を支えるビジネス

産業用を含む様々な
機器・機械の多機能化

コンパクトな産業用・
特殊業務用デバイスによる
オンデマンドソリューション

地球の未来
に貢献するビジネス

多様な
ビジネスを
支援

省人化・
自動化

生産性
向上

CO2
排出削減 省資源

※業務用ラベリング事業はP&S事業におけるラベリング事業のうちの業務用のみを指します
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カーボンニュートラルに向けた環境への取り組み

お客様とのつながりの強化・拡大

すべての変革の礎―BVCMの進化、従業員のチャレンジとエンゲージメント

当社グループは、「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」に
おいて、2050年までにグループの事業活動におけるカーボン
ニュートラルを実現することを宣言、CO2排出削減、資源循環、

ブラザーグループは、各事業においてより多くのお客様とつな
がり、今まで以上に継続的な価値提供を果たしていくとともに、
お客様とのつながりから得られたデータをさらなる顧客価値

ブラザーグループでは、ブラザーグループ自らの「生産性と創
造性」を高め続けるため、すべての変革の礎として独自のマネ
ジメントシステム「ブラザー・バリュー・チェーン・マネジメント

生物多様性保全の目標を掲げ、取り組みを推進しています。あ
わせて、2030年までの中期目標を設定し、CO2排出削減など、
地球規模の環境課題解決に向けた取り組みを加速させます。

提供につなげ、ビジネスモデルの変革を目指していきます。さら
に、サプライチェーンの強靭化を進め、より安定した製品供給
を目指します。

（BVCM）」の進化と、「従業員のチャレンジ行動の促進」「従業
員エンゲージメントの向上」に継続的に取り組みます。

 ④持続可能な未来に向けた経営基盤の変革
産業用領域の
飛躍に向けて

持続可能な未来に向けた経営基盤の変革

1

3

4

2

プリンティング
領域の
変容に向けて

事業ポートフォリオの変革

未来の
事業ポートフォリオ
に向けて

「BVCM」は、「お客様の声」を企画・開発・設計・製造・販売・サービスなどすべての事業活動の原点と考え、お客様の成功
へのボトルネックを見つけ解消し、迅速に優れた価値をお届けするためのブラザー独自のマネジメントシステムです。ブラザー 
グループは、このBVCMを進化し続けることにより、提供価値の最大化を目指します。

価値創出のビジネスモデル：
ブラザー・バリュー・チェーン・マネジメント（BVCM）BVCMの進化

お客様のもとへ優れた価値をお届けする過程を、「デマンド
チェーン」「コンカレントチェーン」「サプライチェーン」の3つの
チェーンでつなぎ、柔軟かつスピーディーに価値創出を行いま
す。またお客様に価値をお届けした後も、お客様や市場の声をも

ブラザーグループビジョンで目指す「循環経済型ビジネスの推
進」や「産業用領域の飛躍」を実現するため、基本のBVCMプロ
セス（白色実線）に、　 循環型経済の確立に向けたチェーンの
双方向化、　 産業用領域を中心とした、開発段階におけるお客

とに改良を加えます。お客様を中心に考えたこのバリューチェー
ンの循環を高速化することで、より優れた製品・サービス・ソ
リューションを迅速にお届けします。

様からのフィードバックに基づき迅速な製品改良を行う流れ、を
加えました。基本のプロセスとともにさらなる高度化、高速化を
図ります。

CS B2024における主要な取り組み

ビジネスモデルの変革

BVCMの進化

環境ビジョン2030年目標

強靭かつ持続可能なサプライチェーンの構築

従業員のチャレンジ行動の促進

全世界のグループ
拠点でのCO2排出削減

製品ライフサイクルに
おけるCO2排出削減

循環経済型ビジネスの
推進

その他

●省エネ活動の推進
●太陽光パネル設置等の創エネ活動
●CO2フリー電力の購入

［スコープ1、2］ 65%削減
［スコープ3］ 30%削減
 （2015年度比）

●さらなる低消費電力化・長寿命化
●再生材の最大活用
●サプライチェーン全体のCO2排出削減に向けたサプライヤーとの連携強化
●プリンター消耗品カートリッジの回収・リサイクル拡大
●製品のリユース促進
●サブスクリプションサービス等のお客様とつながり続けるビジネスの拡大
●植林・森林保全活動
●環境関連ベンチャーキャピタルへの投資

CO2
排出削減

生態系への負荷低減と
生態系の修復・保全活動の実施

生物
多様性
保全

製品に投入する
新規資源率： 65%以下資源循環

2030年までに
3,000万人以上
のお客様とつながる

●主要生産拠点におけるRBA認証の取得推進
●CSR調達の推進
●サプライヤーとの連携強化

労働者の人権
への取り組み

●アジア：低コスト追求から再生・修理を含む複合的な
 機能を保有する工場へ
●欧米：消耗品の地産地消体制を強化
●産業用の生産拠点を拡充

工場の
役割再定義

IoT等を活用したサービスにより顧客関係を深化、
アフターマーケット収益を拡大産業用

契約型ビジネスなどを通じてお客様とつながり、
今まで以上に継続的な価値提供を実現P&S

作品づくりの幅を広げるアプリ、サービス、製品を
通じてお客様とつながりLTVを最大化P&H

各事業の
ビジネスモデルや
主要機能のDX
（デジタル変革）

を推進

お客様との
つながりから

得られたデータを
さらなるお客様価値に

つなげていく

デジタル技術の徹底活用

BVCMの基本プロセスの高度化・高速化

循環型経済に向けたチェーンの双方向化A
産業用領域を中心とした開発段階
におけるお客様からのフィードバック
に基づく迅速な製品改良

B

●従業員の真の自律の支援
●産業用領域やDXを担う人財育成・リスキリングの強化
●一人一人が活躍できる風土の醸成

創業の精神
働きたい人に仕事をつくる
愉快な工場をつくる
輸入産業を輸出産業にする

従業員エンゲージメントの向上
ブラザーと従業員が
同じビジョンを共有

ブラザーと従業員が
ともに成長

DE&Iの推進
（多様性、公平性、
包括性の追求）

お客様

A

B

デマンドチェーン（価値の選択） コンカレントチェーン（価値の創造） サプライチェーン（価値の伝達）
● お客様の真のニーズをグローバル

ベースで把握し、独自の価値提供内
容を決定

● 最適な価値の実現・提供方法を企画・
開発部門が一体となって立案

● 開発部門（機械・電気電子・ソフトウ
エア・化学など）と製造部門、サプラ
イヤーとの間で密に連携

● 社内技術と社外技術を最適な形で組
み合わせて活用

● コスト競争力と変化への対応力を磨
き、最適な地域で最適な製品を生産

● 各国・地域の顧客の特性を熟知し、き
め細かな販売・サービスを提供

お客様

A

B
サーキュラーエコノミーの実現に向けて、インクやト
ナーなどのカートリッジから製品本体までを回収・再
利用して、資源循環を実現する流れ

A

産業用領域や新規事業で、いち早くプロトタイプを試
していただき、お客様からのフィードバックを得て迅速
に製品改良する流れ

B

A

B

BVCMの優位性

BVCMの進化

BVCMの基本プロセスの高度化・高速化
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中期戦略「CS B2024」期間中は、未来に向けた先行投資を積
極的に行いながら、必要な内部留保の確保、キャッシュ・フロー
の状況などを総合的に勘案し、安定的かつ継続的な株主還元
を実施します。

　具体的には、1株あたり年間68円の配当を下限の水準とし、
業績状況などに応じて、配当水準の引き上げを含めた追加的な
株主還元を検討します。加えて、自己株式の取得についても、機
動的に実施していきます。

株主還元

未来に向けた先行投資

テーマ 主な内容 金額

事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の

変
革 産業用領域の飛躍に向けて

プリンティング領域の変容に向けて

•  産業用領域の販売・サービス拠点増強
• マシナリー・FA領域の生産能力強化
•  インクジェット開発・生産拠点拡張

500億円

未来の事業ポートフォリオに向けて
・マテリアリティ解決につながる新規事業・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進化・応用範囲拡大
 （M&Aも視野に入れた活動）

300億円

持
続
可
能
な

未
来
に
向
け
た

経
営
基
盤
の
変
革

環境への取り組み
お客様とのつながりの強化・拡大

•  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導入
•  環境配慮型の新社屋の建設
•  サプライチェーン強靭化（工場拡張、複合機能化）
•  DX投資（お客様とのつながり基盤構築、基幹システム刷新）

700億円

合計 1,500億円

1株あたり年間配当額

•1株あたり年間68円の配当を下限
•業績の状況等に応じて配当水準の引き上げを含め
た追加的な株主還元を検討、加えて、自己株
式の取得については機動的に実施

0

20

40

60

80
安定配当 株主還元方針

基本方針

安定的かつ継続的な
株主還元の実施

（円）

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

30

36

42

54

60 60 60
64

68

（年度）

ビジョンの達成に向けて財務戦略を着実に実行し、
ブラザーグループの健全な成長とサステナビリティの実現により、
さらなる企業価値向上を目指します

常務執行役員
財務部、法務・環境・総務部、気候変動対応戦略部 担当
伊藤 敏宏

財務担当執行役員メッセージ

私は「企業価値の向上」を「ブラザーの将来に対して、社会全
体からの期待を高めること」であると考えています。2030年
度の目指す姿として、ブラザーグループビジョン 「At your 
side 2030」を策定しました。ビジョン達成のための最初の
中期戦略である「CS B2024」の中で、企業価値向上のため
の財務方針として「ROE10％以上」「株主還元強化」「サス
テナビリティへの責任・貢献」という３項目を掲げています。
　ROEの向上については、現有資産や経営資源を最大限活
用し、積極的かつ適切に投資することにより、将来の成長と
健全な利益の創出を実現します。投資については、資本コス
トや投資回収の効率・スピードを意識し、自己資金や営業
キャッシュ・フローに加えて有利子負債も活用していきます。

　株主還元については、安定的かつ継続的に配当すること
を基本方針と定めており、「CS B2024」においては、1株あ
たり年間配当68円を下限とし、業績や資金の状況などに応
じて増配を含めた追加還元を実施するなど、株主還元の強
化を図ります。
　サステナビリティへの責任・貢献については、マテリアリ
ティ解決に向けた取り組み推進のための投資を積極的に実
施します。
　「CS B2024」で掲げた財務戦略を着実に推進すること
が、私の役割です。健全な売上と利益を創出し、同時に、サ
ステナビリティ目標を達成することにより、長期にわたり社
会から必要とされ、期待されるブラザーを目指します。

中期戦略「CS B2024」 財務方針 資本政策
ブラザーグループでは、長期的かつ継続的な株主価値の向上を
目指しており、これは売上・利益の成長だけではなく、サステナビ
リティへの貢献を果たすことによって実現すると考えています。
　中期戦略「CS B2024」では、資本を有効活用し、事業継
続に必要な通常投資に加えて、「事業ポートフォリオの変革」や

「持続可能な未来に向けた経営基盤の変革」を目的とする「未
来に向けた先行投資」を積極的に実施します。また、利益成長
に加えて、資産効率の向上や資本コストの最適化などを進め、
ROEを向上させるとともに、安定的な株主還元につなげます。
加えて、マテリアリティ解決に向けた取り組みなどESGを推進
することで、長期にわたる株主との信頼を醸成します。

資本政策については、株主還元を強化しつつ、事業成長から創
出される営業キャッシュ・フローと有利子負債を活用し、通常
投資に加え、未来に向けた先行投資を積極的に実施します。

未来に向けた先行投資
「事業ポートフォリオの変革」と「持続可能な未来に向けた経営
基盤の変革」を実現するため、総額1,500億円の先行投資枠を
設定しました。
　まず、事業ポートフォリオの変革を推進するため、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500億円の投資を
行います。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、インクジェット分
野の開発・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て、300億円の戦略
投資枠を設定しました。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、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を推進するため、
環境への取り組みやお客様とのつながりの強化・拡大に向けて
700億円の投資を行います。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、本社地区における環境配慮型
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・複合機能化などへの投資や、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。

株主価値の向上に向けた財務方針の全体像

キャッシュアロケーション

ROEの
向上

利益成長 通常投資

事業ポートフォ
リオの変革、環
境への取り組
み、BCP等の長
期的な視点での
投資やM&A等
の戦略投資枠

未来に向けた
先行投資

• 成長戦略の実現
• 収益性の維持・向上

資産効率
向上

• B/Sを意識した
 事業経営

資本コスト
最適化

株主還元 • 有利子負債の活用

サステナビリティ
目標の達成

サステナビリティ
への責任・貢献

• マテリアリティ解決に
 向けた取り組みの推進
• ESG推進による
 長期株主の信頼醸成

株
主
価
値
の
向
上

未来に向けた
先行投資

1,500億円

通常投資

運転資金等

配当

追加還元

800億円

事業ポートフォリオの変革、環境
への取り組み、BCP等の長期的な
視点での投資やM&A等の戦略投
資枠

未来に向けた先行投資

通常投資・運転資金等

株主還元
（安定的かつ継続的に配当）

有利子負債

自己資金

2022-24年度
の実質営業

キャッシュフロー※

※ リース債務の支払
 いを除く

2,000億円

事業の継続成長に必要な投資を
引き続き実施
事業成長による運転資金増や不
確実な状況に備え一定の資金水
準を確保

CS B2024期間中、1株あたり年間
68円の配当を下限とする
業績状況等に応じて配当水準の
引き上げを含めた追加的な株主
還元を検討

財務戦略
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中期戦略
経営戦略



ブラザーグループの持続的な成長のために最も重要な基盤は、人材です。ブラザーグループ
は、「多様な人々が活躍できる社会の実現」をマテリアリティとして定め、2024年度目標とし
て従業員エンゲージメント※の向上」「海外拠点責任者の現地登用促進」「ジェンダーバランス
の取れたパイプラインの強化や多様な働き方を実現する環境整備」を掲げています。中期戦
略で掲げた「持続可能な未来に向けた経営基盤の変革」に向けて、ブラザーグループは、自ら
の生産性と創造性を高め続けるとともに、従業員一人ひとりが働きやすい環境づくりを行うな
ど、人的資本をさらに強化するための活動を今後も推進していきます。
※ 従業員と会社が相互に対等で、互いに価値を提供しあう関係のこと

新しい価値創出のための人的資本強化の取り組み 働きやすい環境づくり

■ グローバル人材の育成
ブラザーグループは、40以上の国と地域に生産拠点や販売・
サービス拠点を設け、世界中のお客様に製品やサービス・ソ
リューションをお届けしています。各国・地域の特色を生かしな
がら、各事業の運営に必要な人材育成と関連制度の充実を図る
ことが、従業員の長期にわたる才能・スキルの発揮に結びつくと
考え、育成環境の整備とさまざまな制度を構築しています。
　グローバル人材育成に向けた取り組みの一つに、「トレーニー
制度※」があります。トレーニー制度は、ブラザー工業と海外のグ
ループ会社の間で人材を派遣する研修で、2008年から実施さ
れています。この研修は、若手の従業員を対象としており、開発
者が営業担当者と一緒にお客様を訪問し、ニーズや使用状況を
お客様から直接聞くなど、海外で経験を積むだけでなく、専門性
とは異なる経験を通じて新たな知見を得る機会でもあります。ま
た、2018年度からは、20代の技術者が1カ月間、海外の生産・
修理現場で学ぶ短期派遣※も実施しています。そのほかにも、グ
ローバルで活躍するために必要なスキルを習得するため、語学
を含むさまざまな自己啓発プログラムを準備しています。
※ 2020年度、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止

■ 経営幹部のグローバル化と現地採用の積極的な推進
ブラザーグループは、経営幹部のグローバル化を進めており、各
国・地域のグループ会社の管理職に国籍を問わず、適任者を登
用し、地域性とグローバル性を両立した経営を行っています。地
域統括拠点の社長を含め、ブラザーグループの各拠点では現地
スタッフを積極的に経営幹部に登用しています。地域責任者の
現地従業員率は、2017年の55%から、2021年には67%に上
昇しました。
　また、生産拠点の新設や拡張を通じて、現地での雇用創出に
よる地域社会・経済の活性化にも貢献しています。2012年に設
立したフィリピン工場では約6,000人を雇用し、ベトナムの拠点
では二つの生産拠点を合わせて14,000人以上の雇用機会を生
み出しています。

■ 従業員エンゲージメント調査の実施

ブラザー工業は、ビジョン達成に向けた変革の実現と従業員の
チャレンジ行動促進を目的に、マテリアリティの2024年度目標
として「従業員エンゲージメントの向上」を掲げており、従業員と
会社が対等で、価値を提供しあう関係を目指しています。従業
員意識調査は2008年から毎年行っていますが、2022年度には

「従業員エンゲージメント調査」を新たに実施しました。調査の
結果、組織からの「成長支援」を感じ、「組織への共感」「貢献感」

■ 女性管理職の登用を推進
ブラザー工業の女性管理職数は、2021年度実績で45人※であ
り、「2025年度までに女性管理職を60人※以上にする」という目
標達成に向けて、さらなる女性管理職の活躍を支援しています。
また、女性管理職比率向上において課題の一つである、女性従
業員の離職を低減するための取り組みも推進しています。2022
年9月からは、「女性リーダー育成研修」を開始し、24人が参加
しました。加えて、時間と場所を問わない柔軟な働き方を実現す
る制度なども検討しています。
※ 管理職相当およびそれと同等の処遇を受ける専門職を含む

■ 女性活躍推進
ブラザー工業は、「女性活躍推進に関する宣言」や「女性活躍推
進に関する行動計画」を策定、働く女性が今以上に活躍できる
職場環境の実現を目指し、2015年度から在宅勤務制度の導
入、有識者を招いての講演会を積極的に行っています。ほかに
も、イントラネット上で社内のロールモデルとなる女性管理職の
キャリア紹介、少人数の社内座談会「キャリアコミュニティ」、社
外取締役の白井氏と女性管理職・女性従業員との語る会などを
実施しています。

■ DX人材の育成
ブラザー工業では、自らの生産性と創造性を高め続け、お客様に
優れた価値を迅速に提供するため、RPA※やAI（人工知能）など
のIT活用によって、定型業務の自動化・効率化を全社的に推進
しています。社内AI研修では、「各部門に1名以上AI人材を配置
する」との目標のもと、所属部署や基礎知識の有無を問わず参加
できる初心者向けのプログラミング講座も設けています。社内AI
研修のうち、講師による授業形式の講座は2021年度までに延
べ449人、テキストを使用して学ぶオンライン講座は延べ4,208
人の従業員が受講しました。
※ Robotic Process Automation：ソフトウエアロボットによる自動化

が高い従業員が約半数を占めており、全体としてエンゲージメン
トが高い状態であるといえることがわかりました。また結果の分
析から、今後も高いエンゲージメント状態を維持し、変革とイノ
ベーションの創出を実現するために重要な要素5つを明らかにし
ました。今後は、これらの要素を維持、向上できるよう、一人ひと
りの目標設定の質を高める取り組みや、自律的なキャリア開発を
促進する取り組みを実施するほか、グローバルでのエンゲージメ
ント調査を進めるなど、ブラザーグループ全体でもエンゲージメ
ント向上を図る予定です。

人的資本

■ 健康経営の推進
ブラザーグループは、従業員が長期にわたり才能とスキルを発
揮するためには、一人ひとりの健康管理が重要であると考えて
います。ブラザー工業は2016年9月に、ブラザーグループ健康
経営理念を制定、従業員が生き生きとさまざまな能力を発揮す
るために、喫煙率10％未満やがん検診二次検査の受診率90％
以上など2025年までに達成すべき長期目標「健康ブラザー
2025」を定めました。そして、ブラザー工業の社長を最高健康
責任者とした健康経営推進体制を構築し、会社・労働組合・健
康保険組合が三位一体となり、運動習慣者比率をさらに向上さ
せる取り組みを進めています。また、健康経営における課題とそ
の解決に向けた取り組みなど一連の流れを可視化できる健康
経営戦略マップを作成するなど、従
業員の健康保持・増進に戦略的に
取り組んでいます。その結果、ブラ
ザー工業は2022年、累計6度目と
なる健康経営優良法人に選定され
ました。

■ 多様な働き方の支援
ブラザー工業は、従業員が安心して生き生きと働き続けられる
ために、フレックスタイム勤務や、育児や介護のための休業、短
時間勤務、看護休暇などワークライフバランスを支える各種制
度を整備しています。2011年度からは「いずれ訪れる大介護時
代に備えた仕事と介護の両立を考えるセミナー」を実施していま
す。特に管理職には参加を義務付け、部下の介護リスクに備える
ための情報提供を行っています。また、ブラザー工業では、男性
による2週間以上の育児休業（以下、育休）取得率を2025年に
60%以上、合計4週間以上の育休取得率を2025年度に30%
以上にすることを目標に掲げています。この目標達成に向けて、
2018年度からは、男性の仕事と育児の両立をテーマにしたキャ
リアコミュニティを開催しており、2021年度までに、育休取得を
検討する男性従業員とその上司、女性従業員も含めた延べ61人
が参加しました。このように、ワークライフバランスを支える各種
制度を整備することに加えて、制度を使いやすくする工夫や多様
な働き方を選択できる組織風土づくりにも注力しています。

両立支援のための各制度の利用者データ

https://global.brother/ja/sustainability/social/workplace#w04

ブラザー工業株式会社 P&H事業 営業企画部
鎌田 仁歩

第2子誕生をきっかけに、1カ月の育休を
取得しました。育休前、上司からは「不在中
のサポートは任せてください！」と理解ある
声かけがあり、同僚からも積極的な支援が
あったおかげで、休職にあたっての不安が
解消されました。育休期間は長男の夏休み

と重なったこともあり、家族全員でいろいろなことにチャレン
ジし、ともに成長できた非常に貴重な時間となりました。
　復職後も、不在中の業務について丁寧な引き継ぎがあり、
スムーズに復帰をさせてくれた職場にとても感謝しています。
　今後、職場での育休取得者がさらに増えるよう、自身の育
休経験を周囲に積極的に伝え、育休を検討するメンバーに
対してもサポートをしたいと思います。

育休制度
利用者の声 育休取得で実感する感謝と成長！

ビジョン共有活動
ブラザーグループビジョン「At your side 2030」の自分ごと化

ブラザーグループでは、従業員
一 人 ひとりが、「At your side 
2030」を理解・共感し、自ら行動
に移すことができるよう、ビジョン
共有活動を推進しています。
　具体的には、ブラザー工業の管
理職約800人がビジョン実現に

向けたミッションをイントラネット上で共有したり、新入社員研修のプ
ログラムに、ビジョン実現に向けてどのような行動ができるのかを議
論する時間を設けたりしています。グローバルにおいても、「ビジョンに
登場する“あなた”は、業務の中で誰を指すのか」といった内容をチーム
で議論し、行動宣言へまとめるなどの活動に取り組んでいます。このビ
ジョン共有活動には、2022年7月現在で、約6,300人の従業員が参
加し、各拠点が自律的に活動を行っています。
　今後も、ビジョン達成に向けて従業員が一丸となって行動できるよ
う、ビジョンを自分ごと化する活動を推進していきます。

TOPICS

ビジョン共有活動の様子（ブラザーインター 
ナショナル（フィリピン）コーポレーション）

■ “At your side.”の精神に共感し、
世界中で活躍する自律型従業員

■ 各機能の高度な連携を支える
 グローバルチーム
■ フラットで風通しの良い組織風土

優位性
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価値創造を支える資本の強化
経営戦略

https://global.brother/ja/sustainability/social/workplace#w04


製造資本

社会関係資本

創業以来の事業の多角化で培った民生用・
産業用両面でのモノづくり技術

1908年にミシンの修理業から始まったブラザーグループは、ミ
シンの修理で得た製品知識を生かし、1932年に国産家庭用ミ
シンの量産化を成功させました。その後、ミシンの開発・製造で
培ったプレス技術や精密加工技術などを活用し、タイプライター
や家電などへ多角化を図る中で、モーター技術や電子技術を磨
き、工作機械、情報通信機器と技術の広がりと組み合わせによ
り、民生用・産業用両面にわたり、さまざまな製品を開発してき
ました。この多様な独自技術の広がりにより、ブラザー独自の製
品を生み出し、ブラザーならではの価値をお客様に提供すること
ができます。

年代 元となる製品・技術 組み合わ
せ・応用 新たな製品・事業

1960年代
ミシンの加工技術、鋳造技術など ⇒ タイプライター

ミシンの加工のための社内技術 ⇒ タッピングマシン
（工作機械分野）

1980年代

電子パーソナルプリンターのサーマ
ル印字技術や、日本語ワードプロ
セッサーの片仮名漢字変換技術

⇒ ラベルライター

サーマル印字技術と情報通信
技術、読み取り技術 ⇒ ファクス

パ ソ コ ン ソ フト 自 動 販 売 機
「TAKERU」のコンテンツ配信技
術

⇒ 業務用通信
カラオケシステム

1990年代 ファクス・プリンターの電子写真技
術やインクジェット印字技術 ⇒ 小型複合機

2000年代 民生用プリンターのインクジェット
印字技術 ⇒ ガーメント

プリンター

■ 自社開発による多様なプリンティングエンジン
1971年のドットプリンターの開発を皮切りに、1982年にはサー
マルエンジンの電子パーソナルプリンターを開発、その後ファク
スに展開。1987年にはレーザープリンター、1997年にはイン
クジェット複合機と、開発を進める中で、自社によるプリンティン
グエンジンの技術力を高めてきました。現在は、サーマル、レー
ザー、インクジェットの三つのプリンティングエンジンを自社で開
発し、ブラザーならではの製品開発に生かしています。例えば、
民生用で培ったインクジェット技術を応用してガーメントプリン
ターを開発するなど、民生用から産業用までカテゴリーを広げて
います。今後も、中期戦略「CS B2024」で掲げた産業用領域の
飛躍とプリンティング領域の変容に向けて、産業用インクジェッ

グローバルな製造戦略によるリスクヘッジと
コスト競争力の実現

主力のP&S事業では、中国、ベトナム、フィリピンの工場を中心
にグローバルな生産体制を構築しています。特に消耗品につい
ては複数拠点での生産を推進し、安定生産・安定供給の実現に
努めています。各工場における生産規模・生産品目は、生産効
率や消費地を鑑み随時見直しを行い、生産能力増強のための
工場規模拡大や経営効率化のための工場集約を適宜進めてい
ます。また、日本、欧州、米国の工場では消耗品のリサイクルを
行い、環境対応工場として循環型社会の実現へ向けた取り組み

■ ともに成長するグローバルなビジネスパートナー
市場や顧客行動など事業環境がめまぐるしく変化する中、40以
上の国と地域に構える販売・サービス拠点からお客様の声を集
めるとともに、お客様と直接つながることで得られる情報をさら
なる価値提供に生かしています。また、販売チャネルや部材サプ
ライヤーとの信頼関係から得られる情報や学びを価値提供につ
なげるなど、ビジネスパートナーとの連携も強化し、互いの成長
につなげています。

トの基盤技術強化や、サステナビリティ貢献に向けた取り組みな
ど、プリンティングの技術基盤の強化を図っていきます。

■ 全世界特許保有件数 約3万件※　※ 2021年度実績

ブラザーグループは、各事業領域の状況に応じて、知的財産の
権利化を行っています。例えば、産業用印刷領域では、当社の基
盤の一つであるインクジェット関連技術の積極的な権利化など
で、事業の飛躍をサポートしています。また、プリンティング領域
では、特許件数の多い業界において、収益性の向上と優位性の
維持を図るため、価値の高い特許権を相当数保有する活動を継
続しています。ほかにも、開発部門と知的財産部門とで連携して
将来有望な技術を見いだし、特許群へと結実させる活動も行っ
ています。このような活動を通じて、全世界特許保有件数は約
3万件となっています。2022年2月には、英国クラリベイト社よ
り、世界のイノベーション・エコシステムの頂点に立つ組織として

「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2022」に選
出されました。
　また、ブラザーグループは、保有権利をさまざまな形で活用し
ています。例えば、権利侵害品の製造・販売により当社事業が
脅かされる場合は、差し止めや損害賠償を求めて、警告や権利
行使をする場合もあります。一方で、第三者の権利を尊重してお
り、新規事業への参入や新製品開発の際、他社の知的財産権を
侵害しないよう、初期から入念な特許調査を行っています。
　これらの活動を強固なものにするために、知的財産に関わる
人材を継続的に育成しています。設計者には、レベルに応じた社
内e-ラーニングや研修など、知的財産に関する知識を深める機
会を提供するとともに、知的財産部門の人材には、数年にわたる
プログラムで、プロとしての専門教育を実施しています。

を行っています。　
　新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社のサプライチェー
ンにも深刻な影響を与え、特に部品調達、生産、出荷物流が滞
ることがありました。現在は、ロックダウンの影響による従業員
の工場出勤停止や新規の採用が困難といった状況を乗り越える
ことに加え、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。今後も起こり得る自然災害や
地政学的リスクなどに備えて、生産拠点の分散、在庫保有、部
品調達先との協業を進めるなど、強靭なサプライチェーンの構
築に努めていきます。

■ お客様とつながるビジネスの拡大
お客様とつながることでさまざまな価値を提供し、当社製品を
使い続けていただく活動を推進しています。P&S事業における
契約型をはじめとしたお客様とつながるビジネスモデルへの転
換の加速、ラベリング機器のアプリケーションを活用したお客様
との接点の構築などを進め、お客様と永くつながり、多様なワー
クシーンを支えます。

保有技術と知的財産権を有効活用しながら、
お客様に信頼される技術力でブランド価値を向上していきます
ブラザーの多様な独自技術を生かし、お客様の求める製品やサービスを創出することが真の
技術力であると考えています。お客様に選ばれる製品・サービス・ソリューションを提供する
ために、お客様と向き合い、どのような技術で実現するか、どのような製品でお客様の役に立
つことができるかを考え、価値創造に取り組んでいます。

グローバルに生産拠点を設け、ブラザーグループが一体となり、
信頼性の高い製品を生産しています
古くからグローバルに拠点を展開してきたブラザーグループは、複数拠点によるグローバル
生産体制を整備し、コスト競争力と柔軟性の高い生産体制を実現してきました。今後は、生産
拠点の分散化や地産地消などにより、さまざまなリスクを低減し、お客様へ安定した製品供
給ができるよう、体制をさらに強化していきます。

世界各国・各地域に販売・サービス拠点を設け、
世界中のお客様に製品・サービス・ソリューションをお届けしています
長年にわたり構築してきたグローバルな販売ネットワークやノウハウを生かしてお客様の声を
集め、ビジネスパートナーとともに成長し、信頼関係から得られる情報をもとに、ブラザーな
らではの価値を付加した製品・サービス・ソリューションを提供しています。

知的資本

■ 創業以来の事業の多角化で培った
民生用・産業用両面でのモノづくり
技術

■ 自社開発による多様なプリンティン
グエンジン

■ 全世界特許保有件数 約3万件※

■グローバルな生産拠点
■ コスト競争力と柔軟性の高い生産

体制

■ グローバルな顧客基盤
■ ともに成長するグローバルなビジネ

スパートナー
■ お客様やビジネスパートナーとの

信頼関係から得られる情報

優位性 優位性

近年、アパレル業界で1枚から必要数だけを生産できる「オンデマ
ンド生産」の需要が急拡大する中で、オリジナルグッズビジネスを
展開するイメージ・マジック社では、マシナリー事業のガーメント
プリンターが活躍しています。イメージ・マジック社の工場では、ブ
ラザーのガーメントプリンター GTX Pro 50台に加え、プリントの

「前処理」と「後処理」を省力化するオンデマンドアパレル加工ライ
ン「DIGITAL LINE」を導入。これまで手作業で行っていた工程を
自動化することで省人化につながったことに加え、迅速で高品質な
生産が可能となり、効率的な生産を実現しています。

事例

P&S事業では、2021年度から米国でサブスクリプションサー
ビ ス「Refresh EZ Print Subscription」を 開 始 し ま し た。

「Refresh EZ Print Subscription」とは、月額課金で消耗品
の自動配送や延長保証を提供するサービスです。お客様に当社製
品を長くお使いいただけるようにさまざまな利用プランを提供して
おり、2022年度からは欧州でも同様のサブスクリプションサービ
スを開始しました。このように、お客様に寄り添った価値提供を続
けていくことで、さらなる信頼関係の構築に努めています。

事例

必要なものを必要な分だけ。持続可能なアパレル産業に貢献

https://sdgsstory.global.brother/j/customer/458

特許権取得状況

国内特許公開件数 1,122件（2021年度）

国内特許登録件数 888件（同上）

米国特許登録件数 622件（同上）

全世界特許保有件数 約3万件（2022年3月31日現在）

優位性
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価値創造を支える資本の強化
経営戦略
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プリンティング・アンド・ソリューションズ事業
プリンティング技術を追求し、多様なワークシーンを支援
お客様のプリンティングニーズに応える、多様なソリューションを提供しています。厳しい市場環境の中でも既存ビジネスの収
益性強化に努めるとともに、ビジネスモデル転換や業務用ラベリング事業拡大など“次”に向けた変革を加速することで、今後
もブラザーの成長を支えていきます。

事業内容
通信・プリンティング機器事業

 自宅などをオフィスとして個人や少人数で仕事をするワークスタイル
「SOHO（Small Office, Home Office）」に対応した製品の開発・
製造・販売。1980年代以降、熱転写ファクスや小型レーザー複合
機を開発し、パイオニアとしてのポジションを確立
 高速印字、耐久性、コストパフォーマンスに優れたレーザープリン
ターや複合機の開発・製造・販売。全世界で多くのビジネスパート
ナーや業界専門誌から高評価
 コンパクトなモノクロ・カラーレーザー複合機、ビジネスインク
ジェット複合機などと、モバイル機器やクラウドに対応できるスキャ
ナーを組み合わせた、インプットからアウトプットまで一貫してお客
様のニーズに応える製品を提供
 お客様層をSMB※市場にも広げ、お客様の生産性向上とコスト最適化
を実現するソリューションやオフィスでの最適製品・最適配置の提案、
印刷管理・消耗品自動配送などを提供する契約型ビジネスを推進

※  Small Medium Business：小規模な事業所や中小企業、複数拠点に分散する企業のオフィスなど

ラベリング事業
 「ピータッチ」ブランドのラベルライターおよびラベルプリンターの開
発・製造・販売。
 30年にわたる開発実績で培った高い操作性や機能性、豊富で多様なラベル
のラインアップ、お客様のご要望に応じたソフトウエアの搭載やインターフェー
スへの対応などにより、オフィス領域でのグローバルトップシェアを保持
 物流、製造、小売りなどの現場で使える業務用ラベルライターおよ
びラベルプリンターの開発

主要製品

P&S

事業環境認識

事業戦略（事業方針）

通信・プリンティング機器事業
 デジタル化の進行による印刷機会の減少
 「所有」から「利用」へ顧客の購買行動の変化
 サテライトオフィスや在宅勤務の普及によるオフィス機能の分散化

  （集中型から分散型への流れが加速）
 在宅勤務・在宅学習需要の高まりと定着化

ラベリング事業
 eコマース、宅配需要の拡大によるラベル印刷需要の増加
 自動認識領域市場の拡大

共通
 持続可能な社会の実現に対する社会要請および課題意識の高まり

通信・プリンティング事業
 全社ポートフォリオ経営を支える中核事業として収益力・競争力のさらなる強化
 顧客とのつながりを強化する新たなビジネスモデルへの転換を加速
 レーザービジネスの市場ポジション堅持
 インクジェットビジネスの成長

ラベリング事業
 ホーム・オフィス領域でのグローバルNo.1を堅持
 ラベリング機器のアプリを活用したお客様接点の構築
 自動認識領域での販売強化
 業務用ラベルプリンターの用途拡大

共通
 持続可能な社会に貢献する、CO2排出削減を目指した製品設計の推進と製造
体制の構築、資源循環型ビジネスの推進

2021年度総括
プリンティング市場では、在宅勤務・在宅学習用途として、小型
複合機・プリンターの需要は各地域で引き続き順調な伸びを示
しました。
　インクジェット複合機においては、供給制約の改善により製
品本体の販売数量は大幅に増加しました。
　レーザー複合機・プリンターにおいては、新型コロナウイルス
感染症再拡大や部材の調達難による工場の稼働率低下を受け
て製品・消耗品ともに生産数が落ち込んだ時期があったものの、
消耗品を空輸することで在庫切れを回避、利益影響を最小限に
抑える活動を実施しました。
　その結果、為替のプラス影響に加え、消耗品も堅調に推移し、
事業全体で増収となりました。
　また、新たな契約型ビジネスも開始し、ビジネスモデルの転換
を加速させました。
　ラベリング市場では、ラベルライター・ラベルプリンター、モ
バイルプリンターを中心とするソリューション分野とも、需要回
復により、大幅な増収となりました。

カラーレーザー複合機

ラベルライター

ラベルプリンターモバイルプリンター

売上収益／事業セグメント利益の推移

（年度）

（億円） （億円）
■ 通信・プリンティング機器（左軸）　■ 電子文具（左軸）
事業セグメント利益（右軸）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2017 2018 2019 2020 2021
0

200

400

600

800

1,000

4,122 4,030 3,907 3,848
4,242

598

3,649 3,531 3,417 3,6693,380

473 499 490 468

573

571
652

522529

購買行動の変化に応える
新しいサービスの展開
お客様の購買行動やニーズは大きく変化してきて
います。所有から利用へ、店舗購買からネット購買
へのシフトなど、より手軽に便利に利用したいとい
うニーズが高まっています。このようなニーズに対
応するために、地域や顧客層に合わせたさまざま
な提案をしています。
　例えば、欧米では月額定額課金や従量課金の
サービスを展開し、プリンターや複合機の消耗品
を自動配送することでお客様の利便性を高めてい
ます。また、新興国を中心に、大容量の消耗品対応
モデルを展開し、長期間買い替えなしで利用でき
る商品ラインアップを強化しています。
　今後も、お客様のニーズを満たし、生産性・利便
性を高めた商品・サービスを展開していきます。

TOPICS

関連する社会課題・マテリアリティ
 人々の価値創出の支援・資源循環
P&S事業におけるお客様のLTV向上と資源
循環型ビジネスの拡大に向けたお客様と直接

「つながる」ための基盤の構築

関連するSDGs

CO2排出削減と資源循環に貢献
持続可能な地球環境を実現するため、CO2の排出を抑え、資源を有効に活用していくことがあらゆる製品に求められている中、P＆S事業では、省エ
ネ・省資源など環境に配慮したプリンター・複合機を提供しています。環境配慮製品の国際的な基準である、国際エネルギースタープログラム※1やブ
ルーエンジェル※2などの第三者認証を得るには、業界トップレベルの省エネ性能が必要です。そこでレーザープリンター・複合機に新しいトナーの定
着方式を採用するなど、さまざまな技術を組み合わせて徹底的な低消費電力設計を行い、製品使用時のCO2排出を削減しています。
　また、トナーカートリッジのリサイクルも推進しています。世界各地でカートリッジの回収を進め、イギリスやスロバキアなどの工場で、カートリッジ
を再利用してトナーを再充填することで、資源の有効活用とともにリサイクル工程でのCO2排出削減につなげています。
※1 1995年10月から実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度
※2 ドイツの連邦環境庁と品質保証・ラベル協会が運営している第三者認証の環境ラベル

事業活動を通じた社会課題の解決

モノクロレーザー複合機

インクジェットプリンター

スキャナー 新興国を中心に販売してい
る大容量消耗品対応モデル
DCP-T420W

米国で展開している
月額定額課金サービス

Refresh EZ Print Subscription

強
み

課
題

通信・プリンティング機器事業
 お客様のニーズや事業環境の変化に対して柔軟に
対応できる製品開発力

ラベリング事業
 業界のパイオニアとしての知見の蓄積

 自然災害や疫病なども含めたBCP（事業継続計
画）対応と商品の安定供給体制の確立
 持続可能な社会への貢献に向けた、環境配慮設
計のさらなる強化と資源循環の実現
 お客様のLTV向上に向けたお客様と直接「つなが
る」ための基盤の構築
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マシナリー事業
お客様のニーズに合わせた製品開発で、お客様の生産性向上に貢献
自動車や一般機械などの部品加工に最適で、高い省エネ性能を備えた工作機械、使いやすさ・高品質な縫製・省エネを実現
した工業用ミシン、衣料品のデジタル印刷ニーズに応えるガーメントプリンターなどを通じて、お客様の生産性向上と新たな
価値創出に貢献しています。

事業内容
産業機器事業
「SPEEDIO（スピーディオ）」ブランドの工作機械の開発・製造・販
売。コンパクトでありながら高い生産性と省エネ性能を兼ね備えて
おり、自動車・一般機械などの部品加工においてお客様から高評価
 周辺機器を含め、多彩なバリエーションの機種展開。より大型の部
品加工、多面加工、旋削加工もできる機種や、加工部品を自動で搬
送・供給できるオプション装置など製品ラインアップの拡充に注力

工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

 布帛の縫製において、常に業界をリードする工業用ミシンの開発・
製造・販売
 成長が見込めるノンアパレル市場の開拓。プログラム式電子ミシン
は、高速縫製と優れた模様精度で、エアバッグや靴などを生産する
お客様から高評価

＜ガーメントプリンター＞
 大量印刷顧客向けガーメントプリンターの開発・製造・販売。新製
品の開発・導入を通して、近年拡大を続けるデジタル印刷市場で
の成長を実現
 大量印刷工場での自動化・省人化を実現

主要製品

関連する社会課題・マテリアリティ強み 課題
 人々の価値創出の支援
マシナリー事業におけるお客様の生産性向
上、CO2排出削減に貢献するための製品性
能の優位性確保

Machinery

事業環境認識

事業戦略（事業方針）

産業機器事業
 社会の環境意識の高まりによるEV関連市場の拡大および省エネ性能の高い 
設備需要の増加
 製造現場における労働力不足と労働環境の改善を背景に省人化・自動化が加速

工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

 エアバッグ・靴を中心としたノンアパレル市場が成長
 生産現場の効率化と労働環境の改善を背景に省人化・自動化が加速

＜ガーメントプリンター＞
 購買行動の多様化により、欧米を中心にデジタル印刷市場が拡大
 オンデマンド印刷に対する顧客の期待感が向上

産業機器事業
 強みである高い生産性と省エネ性能をさらに追求し、製品ラインアップを強化
 主要市場（中国・インド・日本）における営業・サービス体制の強化により、

 自動車・一般機械市場の顧客基盤を拡大

工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

 アパレル市場での需要回復の取り込み
 ノンアパレル市場での成長に向けた製品ラインアップの強化

＜ガーメントプリンター＞
 高いインクジェット技術を生かしたソリューション提供力の強化
 大量印刷工場での自動化・省人化への挑戦

2021年度総括
産業機器事業
前中期戦略 「CS B2021」の重点施策として、製品ラインアッ
プ拡充および中国をはじめ、インド、日本の営業・サービス体
制の強化を図り、自動車・一般機械市場向け顧客基盤を拡大
した結果、売上は大きく成長させることができました。
工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

「CS B2021」期間中は、米中貿易摩擦、新型コロナウイルス
感染症の影響による設備投資減退など厳しい事業環境が続き
ましたが、組織体質の強化により収益力向上を実現しました。
2021年度はアジア・中国向けでのアパレル設備投資需要の回
復により、販売が好調に推移し大幅な増収となりました。
＜ガーメントプリンター＞
ランニングコスト削減に貢献する大容量インクを搭載した

「GTX600」の発売により、大量印刷市場で大きな成長を実現
し、過去最高の業績となりました。

売上収益／事業セグメント利益の推移

関連するSDGs

（億円） （億円）
■ 工業用ミシン（左軸）　■ 産業機器（左軸）　■ 工業用部品※（左軸）
事業セグメント利益（右軸）

0

300

600

900

1,200

1,500

2017 2018 2019 2020 2021
0

60

120

180

240

300

（年度）

311

760

202

326

518

197

276

298

173

242

387

160

340

566

207

140

7

98

144

41

1,273

1,041

748 789

1,113

ガーメントプリンター

産業機器事業
 高い生産性と省エネ性能を実現する製品開発力
 豊富なラインアップにより、お客様のニーズに応え
る多様なソリューションの提供

工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

 大型プログラム式電子ミシンを中心とした競争優
位性のある製品開発力
 幅広い国・地域からの要望に対応できる拠点展開

＜ガーメントプリンター＞
 インクジェット技術に支えられた高い生産性と印刷品質
 多様な独自技術を活用したソリューション提供力

産業機器事業
 急成長するEV関連の需要を獲得
 カーボンニュートラルに取り組む顧客に対し、省
エネ性能のさらなる訴求

工業用ミシン事業
＜工業用ミシン＞

 ノンアパレル市場向け新製品の投入
 提案営業力・サービス対応力の向上

＜ガーメントプリンター＞
 大量印刷市場でのさらなる成長を実現するため
の製品開発
 大量印刷工場の自動化・省人化への挑戦

28本マガジン

組み込み
大型傾斜
ロータリー
テーブル

CO2排出削減と業務効率化に貢献
工場では、CO2排出削減など環境への負荷軽減と、高い生産性の両立が求められます。コンパクトマシニングセンタ「スピーディオ」シリーズは、電源
回生により減速時に運動エネルギーを電気エネルギーに変換し再利用するなど、さまざまな省エネ技術により、一般的なマシニングセンタと比べて
圧倒的に消費電力が少なく、大幅なCO2排出削減に貢献しています。
　「スピーディオ」シリーズとして新たに投入したユニバーサルコンパクトマシニングセンタ「U500Xd1」は、大型傾斜ロータリーテーブルと工具本数
を大幅に増やした28本高速マガジンの組み合わせにより、工程集約の機能が大幅にアップし、お客様の作業の効率化に貢献します。
　ガーメントプリンターのGTXシリーズとして新たに投入した「GTX600」は、高品質・高速印刷をかなえる４つのプリントヘッドにて高速印刷を可能
にしているだけでなく、バルクインクシステムを採用し、お客様の生産性向上に貢献します。
　また、ECO PASSPORT認証※を取得した、環境に優しいBrother純正インクを採用しています。
※ エコテックス国際共同体により、従来の繊維製品に加え、繊維製品に使用する染料等の化学物質に対する国際的な安全の認証として設定

事業活動を通じた社会課題の解決

さらなる高生産性・環境性能を
実現した製品発売
2022年4月、ガーメントプリンターの新製品とし
て、大量印刷ユーザーへの高生産性を実現した

「GTX600」の発売に続き、コンパクトマシニング
センタ Sシリーズ、Rシリーズの後継機種「S300/
S500/S700Xd1」「R450/650Xd1」を発売し、

生産性と省エネ性能を向
上。5月には、EV市 場や変
種変量生産用途で力を発揮
する多面加工が可能なユニ
バーサルコンパクトマシニン
グセンタ「U500Xd1」を発
売し工程集約性を向上させ
ています。

TOPICS

U500Xd1

工業用ミシン

工作機械

※ 事業セグメント区分の変更により、工業用部品がニッセイ事業になりました
　 このグラフは事業セグメント区分の変更前のものです
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ドミノ事業
多様なニーズに、産業用プリンティング機器で迅速に対応
ペットボトル、缶、食品の包装などに賞味期限、ロット番号などを印字するコーディング・マーキング機器（C&M分野）と、商
品パッケージの多種少量化や短納期化に応えるデジタル印刷機（DP分野）を提供し、消費者保護やトレーサビリティ※の確
保、工場における生産性向上などに貢献しています。
※ 栽培や飼育から加工・製造・流通などの過程を明確にし、記録を保存すること

事業内容
 ペットボトル、缶、食品の包装などに賞味期限、ロット番号などを
印字するコーディング・マーキング機器（C&M分野）の開発・製造・
販売。グローバルでトップクラスのセールス・サービスネットワーク
を誇る
 商品パッケージの多種少量化や短納期化に応えるデジタル印刷機

（DP分野）の開発・製造・販売。高い生産性を駆使し、ラベル印刷
業界の課題である小ロットジョブ対応、廃棄削減、職場環境改善
に貢献
 ドミノグループは、産業用プリンティング分野で40年以上安定して
成長

主要製品

Domino

事業環境認識

事業戦略（事業方針）

＜C&M分野＞
 新興国の人口増加に伴う需要増加、製造業者のトレーサビリティニーズの高ま
り、法規制対応などにより、市場が継続的に成長する見込み

＜DP分野＞
 デジタル化の進展に伴う工場の生産性改善などにより、市場が継続的に成長す
る見込み

C&M分野とDP分野における成長を加速させることで、生産者の収益性
向上および生産活動の安定に貢献し、長期的な競争力獲得に向けたインク
ジェット技術基盤の強化を図る
＜C&M分野＞

 お客様との関係強化による安定成長
 印字方式や印字幅など、市場に求められる新製品投入による製品競争力の強化
 製品提供だけにとどまらない、お客様の困り事やボトルネックを解消しうる 
ソリューション提案

＜DP分野＞
 新製品の投入による成長の加速
 コルゲートなどの新規領域の拡大・推進

＜共通＞
 シナジー顕在化によるドミノ事業の成長加速
 インクジェットを核とした、プリンティング技術活用による産業用印刷領域の拡大
 安定供給できるサプライチェーンの構築

2021年度総括
新型コロナウイルス感染症拡大による営業活動制限やサプライ
チェーンの混乱の中でも、食品・飲料・医薬品など生活必需品
の需要の底堅さに支えられ、C＆M分野、DP分野ともに、本体
および消耗品が堅調に推移し、増収となりました。
　前中期戦略「CS B2021」においては今後の成長の基盤
となる新製品を発売しました。C&M分野では、インクジェッ
ト新製品「Gxシリーズ」および「Cxシリーズ」、レーザー新製品

「D310」をグローバルで発売。DP分野では、ブラザー製プリ
ントヘッド搭載のデジタル印刷機「N730i」を発表したことに加
え、コルゲート印刷機「X630i」により、コルゲート（段ボール）
印刷領域に進出しました。
　今後は、C&M・DP分野における製品の拡販とサービス・
ソリューション強化により、売上拡大と収益性の向上を目指
します。 売上収益／事業セグメント利益の推移

（億円） （億円）
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関連する社会課題・マテリアリティ
 人々の価値創出の支援
生産者によるお客様への安心・安全の提供支援および消費者保
護の価値創出の支援
生産者が無駄のない生産をするための支援とそれに伴う廃棄物
およびCO2排出量の削減

関連するSDGs

Gxシリーズ
大容量インクカートリッジ

UVレーザー U510

トレーサビリティ・食の安全性への貢献
食の安全性を示すために、食品のトレーサビリティはとても重要です。ドミノ事業のコーディング・マーキング機器は、トレーサビリティに必要な、賞
味期限や消費期限、ロット番号、製造所固有番号などを、缶、ビン、プラスチックといった容器などに高速で印字します。例えば、レトルトパウチ食品
では、高温殺菌やアルコール消毒をしても印字された情報が消えないよう、加熱、水、アルコールなどに耐性のあるインクが必要です。このように、ド
ミノ事業はお客様の要望に合った多様なインクを提供することにより、トレーサビリティの確保を実現しています。

事業活動を通じた社会課題の解決

製品の競争力を磨き、
お客様の生産性と品質向上に貢献
UVレーザーマーカー※の新製品である「U510」を
2022年5月に発売しました。印字対象に非接触で
マーキングでき、高耐久・高擦過性、印字スピード
や印字品質に強みを持ち、食品や医薬品など、厳
格なトレーサビリティを必要とするお客様に安心・
安全で高品質なマーキングソリューションを提供
します。
　また、2022年3月に、産業用サーマルインク
ジェットプリンター（Gxシリーズ）のオプションとし
て「大容量インクカートリッジ」仕様を発売しまし
た。従来のGxシリーズのインク容量に対して約10
倍のインクが入るので、お客様のランニングコスト
削減とダウンタイム低減に貢献しています。
※  紫外域の光波長のレーザーにより、高発色かつダメージレスな印字が可能

TOPICS

コーディング・マーキング機器

デジタル印刷機

強
み

課
題

 これまでのビジネスで培ってきた信頼の
ブランド
 C&MとDPの両分野を持つことで、顧客
ニーズに最適技術を組み合わせて相乗効
果を生み出すユニークなポジショニング

 売上拡大と収益性の向上
 C&M・DP分野における製品の拡販と
サービス・ソリューション強化

Introduction 会社情報・株式情報財務セクションサステナビリティへの取り組み経営戦略価値創造ストーリー社長メッセージ

34 Brother Integrated Report 2022 35Brother Integrated Report 2022

事業戦略
経営戦略



ニッセイ事業 パーソナル・アンド・ホーム事業
ロボット・FA市場のお客様のニーズに
合わせた高い価値提供を加速
2022年度から、マシナリー事業の工業用部品分野を「ニッセイ事業」とし
ました。幅広い製品バリエーションを持つギアモータ、産業用ロボットや
FA機器の駆動を担う高剛性減速機、高精度・高品質な歯車などを通じ
て、拡大が予想される自動化・省人化分野など、多様化する顧客ニーズに
的確に対応し、お客様の価値創出に貢献しています。

趣味の世界を広げ、
お客様に使いやすさと感動を提供
ソーイングを中心に、クラフト（手作り）を楽しむお客様の創造性
発揮を支援する製品やサービスを提供します。お客様とダイレク
トにつながることで、家庭用ミシンやカッティングマシンにとどま
らず、お客様のつくる楽しみの幅を広げることを目指します。

事業内容
ギアモータ、高剛性減速機、歯車の開発・製造・販売

 ギアモータ：幅広い品ぞろえと短納期対応で工作機械や輸送機市
場のお客様のご要望に対応
 高剛性減速機：成長著しい産業用ロボットやFA機器市場向けに新
たな価値を提供
 歯車：ロボット、工作機械市場などに向けて、高精度・高品質の傘
歯車※などを提供
※  交わる2軸間に運動を伝達する円すい形をした歯車

事業内容
家庭用ミシンやカッティングマシンの開発・製造・販売

 高性能かつ高付加価値の製品を提供できる業界随一の開発力を
生かし、特に高級刺しゅう用ミシンでは、プロジェクター機能など
最先端の技術を使いやすい形でお客様に提供
 台湾、ベトナムの工場において、高級機から普及機までの幅広いラ
インアップの生産
 高級刺しゅう用ミシンなどを販売する大手ミシンディーラーをはじ
め小売店、eコマースなど多様な販売網を構築。有力なビジネス
パートナーと強い信頼関係を醸成

主要製品
主要製品

Nissei P&H

2021年度総括※

前中期戦略「CS B2021」では成長戦略を掲げたものの、米中
貿易摩擦や新型コロナウイルス感染症の世界的流行により需
要が低迷し、一時的に業績が落ち込みました。事業環境の大
きな変化に対し、利益を安定的に確保できる収益力を持ち、変
化に対応できる筋肉質な企業への変革を優先し、事業の筋肉
質化、高剛性減速機の開発、海外戦略の再構築に取り組んで
きました。
　2021年度は設備投資需要の回復や自動化ニーズの高まり
で前年度から大幅な増収増益となりました。「CS B2021」の
売上目標は達成できなかったものの、筋肉質化の取り組みによ
り、収益性は「CS B2021」の目標水準を実質的に達成するこ
とができました。
※ マシナリー事業　工業用部品として

2021年度総括
家庭用ミシンは、巣ごもり特需があった前年度の水準には届か
なかったものの、欧米を中心に中高級刺しゅう用ミシンなどの
販売は引き続き堅調に推移しました。
　高級刺しゅう用ミシンや業務用刺しゅうミシンにおいては、
副業用途やカスタマイズの需要の増加により、売上が好調に
推移しました。特に、主力市場の米国にて展開した、ブラザー
製品を活用した起業や副業をサポートするキャンペーンが売上
を後押ししました。部品費の高騰やベトナム工場の新型コロナ
ウイルス感染症の影響などにより、一般用ミシンの普及機・中
級機は厳しい環境ではあったものの、固定費の削減に取り組
んだ効果もあり、高い利益水準を維持しました。

売上収益／事業セグメント利益の推移

事業環境認識

事業セグメント独立の背景・意図

事業環境認識

事業戦略（事業方針） 事業戦略（事業方針）

 先進国での労働人口減少や新型コロナウイルス感染症の流行によ
る製造・物流・小売業などにおける自動化・省人化ニーズの高まり

 株式会社ニッセイが営む事業は今後大きな成長が期待できる有望
な領域であり、ブラザー・ニッセイ双方のノウハウやリソースを最
大限活用し、事業成長を加速させることを目的に2022年2月に同
社を完全子会社化
 事業の成長加速に向けた積極的な投資を適切なタイミングで実施
するとともに、完全子会社化後の財務パフォーマンスの開示を目的
にニッセイ事業として独立

 刺しゅう用ミシンにおいては、高いマーケットシェアを確保
 一般用ミシンの中級機では、他社ブランドが強く、普及機において
は、新興国メーカーの参入が脅威と考えられ、価格競争がさらに
激化する恐れあり
 IoTやICT※の進化により、プラットホームビジネスなどによる価値
提供や、ネット販売の浸透などにより、製品や販売形態の自由度
が拡大

 高剛性減速機と高精度歯車によるロボット・FA市場での事業成長
機会の取り込み
 ロボット・FA市場を中心とした成長産業の需要に対応するための
生産能力の増強

 事業成長を通じ、ブラザーグループの産業用領域の飛躍、ならびに
事業ポートフォリオの変革に貢献

 技術革新やディーラーとの関係構築、オンライン教育活動の強化な
どを通じて、お客様に感動や使いやすさといった価値を迅速に提供
 趣味の世界の拡大からビジネス向け用途まで手作りの喜びを伝える
情報発信の充実を図ることで、リーディングカンパニーの地位を堅持

 新興国の経済成長は、職業用刺しゅうミシンなどのビジネス市場
や一般用ミシンの普及機の成長を後押し。加えて、ビジネス市場
は、スモールビジネスやカスタマイズの需要増により拡大
 環境規制の拡大やサーキュラーエコノミーへの転換など持続可能
な社会の実現に向けて、事業一体となった製品の環境対策やビジ
ネスモデルの構築が必要

※ Information and Communication Technologyの略

 省エネや修理のしやすさ、原材料への配慮など地球環境に配慮し
た製品開発・サービスへの積極的な取り組み
 お客様とダイレクトにつながることで、提供する製品やサービスの
選択肢を増やし、顧客生涯価値を向上

 刺しゅう用ミシン

 一般用ミシン

 職業用刺しゅうミシン

 カッティングマシン
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 人々の価値創出の支援
信頼性・効率性が高い、ギアモータ・高剛性減速機・
高精度歯車が組み込まれたロボットや無人搬送車
などにより自動化・省人化を実現し、工場や物流現
場での生産性向上や人手不足解消に貢献

 きめ細かなカスタマイズ・高品質・短納期を実現する顧客
対応能力

 高剛性減速機の市場展開の加速
 ロボット・FA市場を中心とした成長産業の需要に対応する
ための生産能力の増強

関連する
SDGs

関
連
す
る
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強
み

課
題

 人々の価値創出の支援
ブラザー製品を活用した起業や副業をサ
ポートすることによる雇用の創出

 トップシェアの刺しゅう用ミシン分野における高いブランド力
 製品に搭載したプロジェクター機能やディズニーコンテンツなど
独創性の高い製品企画力
 ミシンのブランド力、販路とのシナジーでカッティングマシンの新
市場を開拓

 お客様に感動を与える新機能や使いやすさの継続的な追求
 巣ごもり需要によって得た、新たな顧客層へのさらなる価値訴求
 地球環境に配慮した製品開発

関連するSDGs

ギアモータ

ハイポイドギア ダブルギア／
スパーギア

ベベルギア インプットギア

高剛性減速機

歯車
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ネットワーク・アンド・コンテンツ事業
最先端の技術とネットワークを活用し、
音楽エンタテインメントを創造
業務用通信カラオケシステム「JOYSOUND」を開発・提供すると
ともに、通信カラオケで培った配信技術を活用したサービスや製
品・コンテンツを提案することで、新たな顧客価値を追求してい
ます。

事業内容
 連結子会社である株式会社エクシングは、業界最多※の34万曲以
上を搭載した、ハイレゾ対応の業務用通信カラオケシステム

「JOYSOUND MAX GO」や「JOYSOUND 響Ⅱ」を提供
 「JOYSOUND」と連携した会員制カラオケソーシャルメディア「う
たスキ」やスマートフォン・家庭用ゲーム機と連携した独自のカラオ
ケ関連サービスで高評価
 歌うだけではなく、観て楽しめるコンテンツを充実させた新サービス

「みるハコ」では、業界初※のライブ・ビューイングを実現
 グループ会社の株式会社テイチクエンタテインメントや株式会社ス
タンダードとの連携により、川上（コンテンツの創出）から川下（カラ
オケ店舗の運営）まで総合型の音楽エンタテインメントを提供

※ 2022年10月 エクシング調べ

主要製品

N&C

2021年度総括
新型コロナウイルス感染症の再拡大により、カラオケ店舗の営
業自粛・時間短縮営業など、厳しい環境が継続し減収となりま
した。事業セグメント利益については、不採算店舗の閉店など
費用削減の効果などにより、赤字幅が縮小しました。
　今後は、より安心して楽しめる店舗環境づくりや映像視聴、
ライブ・ビューイング、会議室としての利用などカラオケルーム
の多目的利用の促進、音楽をはじめとするエンタテインメント
業界とのさらなる連携による魅力的なコンテンツ開発などに注
力することで、収益力の回復に努めます。

売上収益／事業セグメント利益の推移

事業環境認識

事業戦略（事業方針）

 新型コロナウイルス感染症に起因した、海外各国・日本政府・地方
自治体による規制の強化や緩和動向
 人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス感染症の影響による
カラオケ参加人口の変動

 新型コロナウイルス感染症により縮小したカラオケ市場の早期回
復を目指し、より安心・安全にカラオケを楽しめる製品・サービス
を提供し、その導入を推進することで業績の改善を加速
 アフターコロナを見据えて、歌うだけではない新たなカラオケの価値

（＝観て楽しむ「みるハコ」サービス）の提案、浸透を推進

 多様なコンテンツをサービスする通信技術動向

 カラオケ配信で培ったネットワーク技術を新たなアプリケーション
に適用し、新規ビジネスの創出を図ることによる、ビジネスモデル
の変革と事業の再拡大への挑戦

関
連
す
る
社
会
課
題
・

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ

強
み

課
題

 人々の価値創出の支援
音楽療養コンテンツ提供による、健康づく
りの支援と高齢者介護施設職員の業務負
担軽減

 ネットワーク技術を活用した、業界最多曲数の業務用通信カラオケシステムを提供
 「みるハコ」の本格展開により、観て楽しむという新たな需要の取り込み
 拡大するヘルスケア市場に向けた、音楽療養コンテンツ搭載モデルの拡販による 
社会価値創出
 新型コロナウイルス感染症を背景にスマートフォン向けや家庭向けカラオケサービ
スの利用者増

 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業による業界の冷え込み
 新型コロナウイルス感染症による需要増に伴うカラオケアプリの新たな競合の台頭
 カラオケ事業の低迷を支え得る、新規事業の創出

（億円） （億円）

（年度） 2017 2018 2019 2020 2021

■ 売上収益（左軸）
事業セグメント利益（右軸）
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21
1827JOYSOUND MAX GO※ JOYSOUND 響II※

※  Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを
受けて使用しています。

  ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理により
ハイレゾ相当に変換したものとなります

さまざまなジャンルの映像を
お近くのカラオケルームで楽
しめる映像視聴サービス

カラオケや歌詞などがお手
元の端末で楽しめるスマート
フォンアプリ

JOYSOUND FESTA2

関連するSDGs

ブラザーの産業用印刷領域
ブラザーグループは、中期戦略「CS B2024」で「あたらしい未来へのテイクオフ」をテーマに、事業ポートフォリオの
変革に取り組んでいます。その柱の一つが、ドミノ事業を中心とした産業用印刷領域の飛躍です。豊富な印字技術や
顧客基盤をベースに、幅広い製品群でお客様の生産性と創造性を支えるとともに、社会課題の解決に貢献します。

事業
（サブ事業）

提供価値 トレーサビリティーに関する情報を表示

生産性・業務効率の向上

トレーサビリティーによる安心・安全の提供

廃棄物の削減

安全な職場環境の提供

水資源の保全

環境配慮型製品の提供

オンデマンドで
デザイン性・オリジナリティーを付加

ターゲット
顧客

印字方式

印刷例

主な製品

社会課題
解決

業務用
ラベルプリンター

P&S事業
（ラベリング事業）

物流・製造、小売、医療、
保守メンテナンス

発送ラベル、食品表示
ラベル、伝票・見積書

マシナリー事業
（工業用ミシン事業）

オンデマンドプリント
サービス事業者

衣料品

ドミノ事業

食品・飲料・医薬品など
ブランドオーナー

缶・ビン・ペットボトル・
紙器・段ボール

ドミノ事業

印刷加工業者

パッケージラベル

コーディング・
マーキング機器 デジタル印刷機 ガーメントプリンター

サーマル

T
サーマル

T LB
レーザーインク

ジェット

IJ
インク
ジェット

IJ
インク
ジェット

IJ
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