
外部からの評価

トピックス SDGsスペシャルサイト「ブラザーSDGs STORY」を開設

グローバルな取り組みを幅広くご紹介

工作機械の生産性向上と、CO2排出量
の削減

ぜひご覧ください。

ブラザーが東山動物園のオフィシャル
広報パートナーになりました

ブラザーSDGs STORYはこちら

https://www.brotherearth.com/j/

検索ブラザー SDGs STORY

国連総会において2015年に採択された、2030年をゴールとする
「持続可能な開発目標(SDGs)」は、持続可能な世界を実現するため、
貧困からエネルギー、経済成長、産業、環境、人権などさまざまな
分野で17の目標を掲げ、企業に対しても行動が期待されています。
ブラザーグループにおいても、SDGsの達成に貢献するため、
事業を通じた社会的な価値をグローバルに創出していきます。
2021年3月には、「ブラザーSDGs STORY」をブラザー工業の
ホームページ内に開設し、ブラザーグループのSDGs達成に向けた
貢献について、幅広い取り組みをお伝えすることにしました。

DISCLAIMER
THE INCLUSION OF BROTHER INDUSTRIES, LTD. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE 
A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF BROTHER INDUSTRIES, LTD. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. 
MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
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あり続けたい姿

価値の提供方法

注力領域

業績ハイライト

第２四半期 連結累計期間の業績

変化に迅速に対応し､
さらなる成長と持続的な
企業価値の向上を目指します。

ブラザーグループビジョン「At your side 2030」

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。

ブラザーグループは、1908年にミシンの修理業からはじまり、110
年以上にわたって、時代や環境の変化に合わせ自らを変革し、お客様
のニーズに合った価値を提供し続けてまいりました。昨今、デジタル
化や自動化などの加速によるお客様の購買行動の変化、新型コロナウ
イルス感染症の拡大による社会変容などにより、ブラザーグループを
取り巻く事業環境も大きく、かつ急速に変化しています。

こうした変化の激しい環境に対応しながら、持続可能な成長を実

現していくために、あらたに2022年度から2030年度までのブラザー
グループビジョン「At your side 2030」を策定いたしました。

「 At your side 2030」は、2030年に向けてお客様にどのような価
値を提供していくのかを考え、ブラザーの存在意義を再定義した「あり
続けたい姿」を起点に、どのような方法で価値を提供するのか（「価値
の提供方法」）、何を実現するのか（「注力領域」）を示しました。今後は、
2030年の姿からバックキャスティングで中期戦略を立案し、実行し
ていきます。なお、次期中期戦略については、来年春頃の発表を予定
しております。

・コロナ影響を大きく受けた前年から
業績は改善

・中間配当は、1株当たり30円とする
・通期連結業績予想は、為替のプラス

影響に加え、主に第2四半期における
P&S事業の利益の上振れを反映し、
各段階利益の見通しを上方修正

代表取締役社長　

佐々木一郎

売上収益

その他事業 
1.9%

ドミノ事業

事業分野別売上収益構成比

N&C事業

マシナリー
事業

P&H事業

P&S
事業

事業分野別 
売上収益構成比

 3,505
 億円 58.5%

7.97.9%%

16.4%

3.83.8%%

11.5%

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

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

・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

ブラザーグループは、これからも“At your side.”の精神で、
人と社会の持続的な発展を実現し、地球環境への責任を果たすことで、よりよい未来に貢献していきます。

株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2,901億円
（前年同期比 284億円減）

2020年度 2021年度
（前回*）

2021年度
（今回）

■第2四半期累計   ■■通期

2,901

6,318

6,950
（見込み）

6,950
（見込み）

［億円］

3,417

3,505

3,445



環境への取り組み

TCFD提言への対応
ブラザーグループは、2020年2月に「気候関連財務情報開示タスク

フォース(TCFD)」提言に賛同を表明しました。

このたび、TCFDの提言に基づいた財務影響などの関連情報を開示 

しましたので、ご案内いたします。

ブラザーグループは、2018年に策定した2050年度に向けた環境目

標「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」を改定し、環境対応、環境

分野への投資をさらに強化することで、2050年度にはあらゆる事業

活動におけるカーボンニュートラルと、バリューチェーン全体のCO2

排出最小化を目指します。

CO2排出削減目標については、2030年度中期目標で掲げた「スコー

プ1、2において2015年度比で30％削減する」という目標を現時点で

既に達成しておりますが、今まで以上に持続的発展が可能な社会の

構築に向けた取り組みを強化していくため、今回目標を見直しまし

た。CO2排出量は、2030年度までにスコープ1、2において2015年度

比で65％削減し、2050年度にはあらゆる事業活動におけるカーボン

ニュートラルと、バリューチェーン全体のCO2排出最小化を目指すこ

とで、脱炭素社会の形成に貢献します。

CO2排出削減に向けて、工場をはじめとした世界各地のブラザーグ

ループの拠点では、省エネ活動の推進、太陽光パネルの設置を中心と

した創エネ活動、CO2フリー電力の購入などを行い、2050年度まで

にカーボンニュートラルを実現します。この活動の一環として、瑞穂

工場内に建設する環境配慮型の新オフィスビルの完成に合わせて、

2026年度中に本社地区（名古屋市瑞穂区）におけるカーボンニュート

ラルを達成する予定です。

ブラザーは、今回改定した「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」

の達成に向けて、これからも地球環境に配慮した取り組みを強化して

いきます。

環境配慮型の新オフィスビル（イメージ）

1株当たり配当金

*2021年8月3日公表

事業セグメント利益 親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益

2050年度に事業活動におけるカーボンニュートラルを目指します

長期ビジョン
2050年度

中期目標
2030年度

生物多様性保全生物多様性保全

CO2排出削減CO2排出削減

資源循環資源循環

持続的発展が可能な社会

資源循環の
最大化

生態系への
貢献＞負荷

新規天然
資源量削減

生態系への
負荷低減

スコープ1、2
65% 削減
スコープ3
30% 削減
（2015年度比）

スコープ1、2
カーボンニュートラル

スコープ3
CO2排出最小化

スコープ1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
スコープ2：他者から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
スコープ3：スコープ1、スコープ2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他者の排出)
あらゆる事業活動におけるカーボンニュートラル：ブラザーグループから排出するCO2を全体としてゼロにする

検索ブラザー TCFD詳細はこちら

https://global.brother/ja/sustainability/eco/cc

325億円
（前年同期比 40億円減）

2020年度 2021年度
（前回*）

2021年度
（今回）

■第2四半期累計   ■■通期［億円］ ［億円］
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247億円
（前年同期比 26億円減）

［億円］ ［億円］
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（今回）
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（前回*）

■第2四半期累計   ■■通期
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基本データ　（2021 年 9 月 30 日現在）

商　号 ブラザー工業株式会社 （BROTHER INDUSTRIES, LTD.）

本　社 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
TEL：052-824-2511 （代表）

設　立 1934年1月15日

資本金 192億9百万円

上場証券取引所 東証1部、名証1部

従業員 連結：42,389名　単独：3,864名

役員　（2021年 9月30日現在）
取 締 役 代表取締役会長　　　　　小池　利和

代表取締役社長　　　　　佐々木　一郎
代表取締役副社長　　　　石黒　雅
取締役　常務執行役員　　只　雄一
　　　　　　　　　　　　池田　和史
　　　　　　　　　　　　桑原　悟
社外取締役　　　　　　　竹内　敬介
　　　　　　　　　　　　白井　文
　　　　　　　　　　　　内田　和成
　　　　　　　　　　　　日髙　直輝
　　　　　　　　　　　　宮木　正彦

監 査 役 監査役（常勤）　　　　　　小川　和之
　　　　　　　　　　　　大林　啓造
社外監査役　　　　　　　山田　昭
　　　　　　　　　　　　神田　真秋
　　　　　　　　　　　　城野　和也

株主メモ　
事業年度 4月1日～翌年 3月31日

定時株主総会 毎年 6月

期末配当金受領株主確定日 3月31日

第 2四半期末配当金受領株主確定日 9月30日

基準日 3月31日

公告掲載URL https://global.brother/ja/investor/
※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による
ことができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人/特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL：0120-232-711（通話料無料）

執行役員 常務執行役員　　　　　久野　光康
　　　　　　　　　　　村上　泰三
　　　　　　　　　　　鈴木　剛
　　　　　　　　　　　星　真
　　　　　　　　　　　小出　哲郎
　　　　　　　　　　　伊藤　敏宏
執行役員　　　　　　　長谷川　泰之
　　　　　　　　　　　佐藤　龍也
　　　　　　　　　　　杉本　吉市
　　　　　　　　　　　岩垂　友美子

グループ常務執行役員　野地　勲
グループ執行役員　　　武田　進
　　　　　　　　　　　三島　勉
　　　　　　　　　　　ドナルド　カミンズ
　　　　　　　　　　　ロバート　パルフォード

会社の概要

第129回 定時株主総会について
2021年6月23日開催の定時株主総会につきまして、
当社ウェブサイトに記載の決議通知のとおり、議案は
承認可決されました。

IRウェブサイトのご案内
当社IRウェブサイトでは、最新のIR情報など、さまざまな
情報を提供しておりますので、ぜひご覧ください。

JPX 日経インデックス400 構成銘柄

証券コード　6448
本社  名古屋市瑞穂区苗代町15番1号  〒467-8561

環境に優しい
「水なし印刷」を
採用。
大気中に
揮発性有機物を
排出しません。

インキの石油系溶剤を
大豆油主体とした
植物系溶剤に
100％置き換え、
VOC（揮発性有機化合物）
フリーとしました。

本社 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

※  株主さまの住所変更その他各種お手続きにつきましては、株主さまご自身が口座を開設されている口座管理機関
（証券会社等）にて承りますので、詳細は各口座管理機関へお問い合わせください。

※  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託
銀行株式会社までお問い合わせください。

https://global.brother/ja
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フリーとしました。

株主総会に関する詳細情報はこちら

https://global.brother/ja/investor/meeting

IRに関する詳細情報はこちら

https://global.brother/ja/investor

検索ブラザー株主総会 検索ブラザー IR情報


