
当期の概況
国内は、コロナの影響により工事の先送りや取りやめなどの需
要減退を受け、防食分野の売上は減少しました。船舶分野はコロ
ナの影響による外航船の入渠遅延及び造船市況の低迷により、
売上は減少しました。両分野合計でも売上は前年を下回りまし
た。海外の防食は、アジアでの伸長があり増収で着地しました。

今後の見通し
船舶分野の需要回復の見通しは難しいものの、JOTUN社とのグ
ローバルアライアンスを活かして、新規顧客の獲得を目指しま
す。防食分野につきましては、省工程、省エネ、耐火、環境対応な
どの社会課題の解決につながるニーズを取り込み、拡販へつな
げていく事を目指します。
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●省工程、省エネなどを実現する
製品とユーザーへの提案力

●ロングセラー製品（防食、船舶
用燃費低減製品）

●JOTUN社とのグローバルアラ
イアンス

●オイル＆ガス分野などインフラ
老朽化に伴うメンテ需要拡大

●クリーンエネルギー産業の需
要拡大

●環境規制に伴う燃費低減に寄
与する製品需要の拡大

●グローバル規格に適合する製
品ラインアップの遅れ

●次世代船底塗料の開発遅れ
●世界ネットワークとしての一
体的ブランドが未確立

●顧客企業の業績悪化によるメ
ンテ費用圧縮

●亜鉛や亜酸化銅など、相場原料
の価格高騰による収益性圧迫

●グローバルメーカー（施主と
サプライヤー）の規格市場襲来
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　開発方針の策定においては、3つのマテリアリティ 「快適か
つ安心な暮らしへの貢献」「地球環境との共生」 「新たな事業機
会への挑戦」を重視します。「快適かつ安心な暮らしへの貢献」

「地球環境との共生」の観点から、QOL（Quality of life）や脱炭
素という付加価値を製品やサービスを通じて供給していきま
す。 「新たな事業機会への挑戦」としては、注力すべき3分野を
絞り込みました。具体的には、EVや自動運転など発展の著しい
交通モビリティ関連分野、維持/高耐久化が求められる社会イ

ンフラや新設が進むエネルギーインフラ関連分野、高衛生材料
で健康を守ったり、あるいは高意匠デザインで人の暮らしを心
豊かなものにしたりするライフ関連分野であり、これらをター
ゲット市場として事業の拡大と未開拓事業への挑戦を進めま
す。また、先端的なグリーン（環境適合）技術やデジタル（AI、MI）
技術を塗料開発に融合させ、QOLや脱炭素に貢献する製品を創
出していきます。イノベーションを促進するため、大学・研究機
関や異業種企業とのコラボレーションを積極的に行います。

当社は持続的成長のエンジンとしてR&D部門に戦略的集中投資をしていきます。

新たな事業機会
への挑戦

地球環境との共生

モビリティモビリティ

ライフライフ インフラインフラ

マテリアリティ 注力ビジネス分野

重視する価値

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

イノベーション技術 高エネルギー効率 快適 高衛生
低/易メンテナンス 安全

（開発品）高金属調シルバー 従来汎用シルバー

モビリティ分野向け高意匠色彩デザインの例

グリーングリーン デジタルデジタル

脱炭素脱炭素 QOLQOL

該当マテリアリティ

マテリアリティ SDGsとの関連

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

新たな事業機会
への挑戦

地球環境との共生

持続的利益成長

戦略的集中投資 パートナーシップの拡大
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　業績改善分科会の立ち上げと同時期に、新型コロナウイルス
の感染が世界中で拡大しました。従って、この活動は一度も全
員が実際に顔を合わせることなく、WEB会議やチャット機能を
駆使して行われることになりました。慣れない環境下でも、全
員が前向きに、積極的にコミュニケーションを取り合うこと
で、活動を前進させていきました。異なる意見に対しても決し
て否定をせず、建設的な議論をするという姿勢を貫き、企画か
ら実行までを自分たちで考え抜くことで、メンバーのやりがい
や達成感の創出につながっており、業績を改善することと共
に、人財育成の新しい形として力強い活動を続けています。

業績の改善と人材育成

社会貢献
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快適かつ安心な
暮らしへの貢献

新たな事業機会
への挑戦

多様性への対応

競争力を高め、
利益を最大化するためのボトムアップ活動

　業績改善分科会は2020年4月に約80名で発足した当社史上
初のボトムアップ活動です。
　全社から募った6,912件の改善要望をテーマ設定から企画、
予算化、実行全てを自主自立で解決していく新たな試みであ
り、メンバーは幅広い年齢層、部門から構成され、上下関係なく
自由に意見が言えることを絶対ルールとしています。

　業績改善分科会は、現場で働くすべての従業員の働き方や業
務効率を変え、当社の競争力を向上していくため「全社員で取り
組むべき改革」の第一歩として活動しています。
　全社から集めた改善要望に対してこの業績改善分科会が主導
的に取り組む方策を、「デジタル技術の活用で従業員の困りごと
を素早く解決」「技術開発の効率化で会社の利益に貢献」「デジタ
ル化による煩雑な業務からの解放と顧客対応力の向上」「従業員
がより能力を発揮するための仕組みや制度を構築」の5つに策定
し、全社員の協力のもと実行に移しています。

課題解決に向けた5つの方策

該当マテリアリティ

マテリアリティ SDGsとの関連

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

地域と
産業発展への貢献

新たな事業機会
への挑戦

多様性への対応

地球環境との共生

　日本ではコロナ禍において、接触感染対策テープ、シートが
大ヒットし、一般の方々のみならず、医療機関や教育機関等
様々な場所で使用されています。トルコにおいては、再生可能
エネルギーの一種である風力発電に使用されるブレード用塗
料の開発を進め、ウガンダでは、教育・スポーツ省へ防蚊塗料や
マスクを寄贈するなど、当社グループは世界中で製品による環
境貢献と世の中のためになる活動を広く展開しています。

製品を通じた社会貢献

　当社の創業者である岩井勝次郎は、モノづくりと信頼関係、
長期的な視点と社会貢献という、まさしくESG視点での経営者
でした。この創業の精神に基づいた世界の課題解決のための活
動は、グループ各社にも広がっています。
　スロベニアでは消毒液の寄付や環境対応塗料の教育施設へ
の寄贈、地域の子供達を対象とした塗装・お絵描きイベント等
を開催しています。
　トルコでは図書館への本の寄贈や、学校の壁の塗装支援、タン
ザニアでは女児に対する教育サポート活動を継続しています。

グループ各社に広がる創業の精神

スロベニアでの地域の子供達向けイベント

　インドでは、再生可能エネルギーの活用や水の再利用を積極
的に実施しています。またアフリカでは、清掃・洗浄に雨水を積
極利用するなど、資源効率の向上に努めています。

生産における取り組み

アフリカでは積極的に水を再利用

インドにおける
再生可能エネルギーの活用

著名タレントを起用した接触感染対策テープ 大阪メトロ御堂筋線ジャック広告

戦略的集中投資

徹底的な収益性強化

人財育成

基盤強化 持続的利益成長

戦略的集中投資
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