
三和グループは創業時のシャッター専業から1960年代にドア事業に進出し、
それ以外の製品にも幅広くウイングを広げる「多品種化戦略」を徹底、
更に1990年代以降は「グローバル化」というもう一つの柱を加え、
この2本柱で成長と発展を遂げてきました。
創業者の髙山萬司は、1956年の創立時に「愛情・信頼・勤労」の3つを
基本精神として社標を定めました。
2002年には三和グループの「使命・経営理念・行動指針」を策定。
それ以降、社章の3つの輪が象徴する「安全、安心、快適」を提供することで
社会に貢献する三和グループの精神は、現在まで脈 と々受け継がれています。

多品種化戦略
グローバル化
シャッター業界へ参入
1956年、尼崎市で軽量シャッター事業
を開始し、三和シヤッター製作所を設
立。1960年代にはシャッター業界トッ
プの地位を不動のものとした。6つの工
場の建設工事が完了し、生産能力は世
界最大級へと成長した。

 多品種化の第一歩
三和グループの多品種化は、1960年代
後半に参入したドア事業から始まった。
シャッター事業で培ったノウハウ、既存の
生産設備や販売・施工ネットワークを活
用できる分野に着目し、スチールドアの受
注生産を開始。業界トップとなった。

 海外進出への足がかり
1974年に米国オーバーヘッドドアコーポ
レーション(ODC)と技術提携し、オー 
バーヘッドドアの製造、販売を開始。
1986年には香港に三和シヤッター（香
港）有限公司を設立、業界の中でいち早
く海外市場に着目した。

 拡大する多品種化戦略
企業価値を更に広げるため、M&Aに 
よって多品種化を推進した。1984年の
昭和フロント販売 (現昭和フロント)に始
まり、自動ドアエンジンの昭和建産、間仕
切のベニックス、ステンレスの田島順三製
作所（現三和タジマ）など、製品ブランド
が確立している優良な企業を買収するこ
とで多品種化戦略を加速させた。

 米国市場進出による事業拡大
提携関係にあったODC社を1996年に
買収した。米国トップシェアを誇る新た
な事業会社のグループ入りにより、商品
の共同開発や相互販売、市場開拓が進
められた。

創業当時の初荷風景

多
品
種
化

グ
ロ
ー
バ
ル
化

海外売上高

売上高

非シャッター比率
約62.3％
（1988）

※ 非シャッター比率：三和シヤッター工業の全売上高から重量シャッター・軽量シャッターの売上高を除いた額／三和シヤッター工業の全売上高×100
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1960 1970 1980 19901990

どこへ向かうのか
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 多品種化を推進するPDCA
多品種化を強力に進めるため、三和シ 
ヤッター工業は2011年度に組織改正を
実施し、営業拠点のテリトリーを全面的
に見直すなど地域の建設市場を細分化
し、マーケティング活動の機動性を高め
た。PDCAサイクルを何より重視してきた
社風が日々の事業活動を支えている。

 社会と共生する商品開発
環境に配慮した商品や省エネルギー商品、自然
エネルギーを活用した商品の企画発売を開始し
た。防水機能や耐震などの防災商品も充実させ、
持続可能な社会に貢献。
日本における防火設備検
査の法制化を受けて、メ
ンテナンス・サービスも拡
大している。

 日・米・欧の3極体制を確立
2003年には欧州市場3強の一角である
ドイツのノボフェルム（NF）グループを買
収。多品種化による基幹事業の拡大・成
長に加え、事業・地域両面での多角化を
果たし、グローバルトップブランドへと成
長を遂げる。

 グローバル・メジャーを目指して
2013年に「三和グローバルビジョン2020」を策
定し、「動く建材」のグローバル・メジャーとして、
世界中のお客さまに安全、安心、快適な商品と 
サービスを提供することを目指す。2020年に向
けて、その基礎を確立する「第一次3ヵ年計画」
を実施。

「グローバルビジョン2020」

「三和グローバルビジョン2020」
は、「動く建材」のグローバル・メ
ジャーとして、世界中のお客さまに
安全、安心、快適な商品とサービ
スを提供することを目指していま
す。そのために、①日・米・欧で不
動のトップブランドになる、②サー
ビス分野のビジネスモデル確立、
③アジアを中心に新興国でシャッ
ター・ドア事業を拡大し、トップブ
ランドに育成、④グローバル市場
におけるグループシナジーの推進
――を目標にしています。

防水シャッター

非シャッター比率
約75.8％
（2018）

ノボフェルム
M&A
（2003）

非シャッター比率
約65.5％
（1998）

非シャッター比率
約70.3％
（2008）

史上最高売上高
2018年度 

4,100億円

史上最高海外売上高
2018年度 

1,900億円

海外売上高比率
約46.4％
（2018）

展開国数
25の国と地域
（2019）

「グローバル・メジャー」としての
基礎を確立する3ヵ年

挑戦
2013 -2015

「グローバル・メジャー」としての 
トップブランドの基盤を 
確立する2ヵ年

トップブランドへ
2019 -2020

「グローバル・メジャー」としての
競争力を強化する3ヵ年

飛躍
2016 -2018

オーバーヘッドドア社
M&A
（1996）

1990s 2000s 2010s
2000 2010
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グローバルに「安全、安心、快適を提供する」という普遍の理念を継承し、

PDCAをレベルアップすることで、サステナブルに経営を進化させていく。

代表取締役会長 CEO

どこへ向かうのか
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普遍の理念とビジネスモデル

　1956年の創業以来63年が経過し、その間に時代は大きく変化してきました。私たちは時代の要請に地

道に、かつ迅速に対応し続けることで現在の姿に進化してきたのだという感慨を抱いています。

　グループの最上位概念である当社の使命においては、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢

献します」と当社の存在意義を明確に示しています。この理念は毎年変わるようなものではもちろんありませ

んし、当社グループの共通の価値観として世界中のグループにしっかり根付いている普遍の考え方です。し

かしながら、競争が激化する市場環境への対応、株主・取引先・従業員などステークホルダーとの対話のあ

り方など経営スタイルについては、社会の要請の変化に合わせて確実に進化させなければなりません。

　当社のビジネスモデルは創業以来60年余をかけて着実に進化してきました。特に日本の事業の特徴は、全

国津々浦々に網の目のように張り巡らされた直販組織、そのネットワークを利用して作り上げられた施工・アフ

ターサービスまでの一気通貫のビジネスモデル、そして作り上げられたチャネルを利用した多品種化戦略です。

製品においても、規格品でなく物件ごとにお客さまの要望にカスタマイズされた受注生産という特殊な形態と

なっています。人的資源に大きく依存したビジネスモデルということになりますが、このことが逆に顧客ニーズへ

のきめ細かい対応力と評価され、当社の高いシェアや収益性を維持する結果につながっています。そして、これ

が他業界からの参入を阻むことになり、シャッター業界という特殊な市場を形成しているのです。

日本の建材メーカーからグローバル・メジャーカンパニーへ

　三和グループは高度成長期に工場の全国展開を完成させ、シャッター業界トップの地位を不動のものとし

ました。続いてシャッターの生産設備や販売・施工ネットワークを活かせるスチールドアを手がけ、シャッ 

ター依存体質からの脱却を本格化しました。これは現在の多品種化戦略へのステップとなる重要なポイント

です。その後も住宅建材や間仕切などへの多品種展開を加速させましたが、日本市場はバブル崩壊以降、

供給過剰な状態が慢性化し、それまでの成長を維持していくことが極めて難しい時代を迎えました。私はこ

こで将来を見据えて大きな決断を行い、グローバリゼーションへと成長の方向性の舵を切ったのです。

1996年には以前から提携関係にあった米国のODC、2003年には欧州のノボフェルム（NF）グループを買
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収し、日・米・欧の3極体制を構築しました。今年度から中国・アジアの4社を連結化して世界4極体制とな

り、グローバルグループ体制は新たな局面を迎えています。

　グローバル市場では、その国々で法規制、民族性、風土、歴史など全て異なり、日本でのこれまでの常識

は通用しません。それぞれの地域の特性、ニーズに当社グループの事業を適応させることができなければ、

地域に根を張り、地域で成長を持続させることはできません。私たちは本格的な海外進出以降、商品はもと

より人材のローカル化を進めることで、世界各地で受け入れられる企業グループとなるようたゆまぬ努力をし

てきました。

2030年に向けた第三次中期経営計画の位置づけ

　2018年度の売上高が過去最高の4,000億円に達し、中計の最終年度である2020年度に4,500億円

を目標とし、更にはその先に5,000億円の大台を見据えています。簡単に越えられる山でなく、高い山への

厳しい道のりであることは覚悟しています。したがって、今回の中計は2年計画として策定し、「グローバル・

メジャー」としての基盤を確立する2年間と位置づけました。この期間は次の長期ビジョンを実現するための

種まきの期間として、2020年以降の市場を冷静に見極め、進むべき道と手段を検討する重要な2年間と考

えています。

三和グローバルビジョン2020

2013 2016 2019 2020

2013-2015 第一次3ヵ年計画

「グローバル・メジャー」としての
基礎を確立する3ヵ年

「グローバル・メジャー」としての
競争力を強化する3ヵ年

「グローバル・メジャー」としての
トップブランドの基盤を
確立する2ヵ年

2016-2018 第二次3ヵ年計画 2019-2020 第三次中期経営計画

「動く建材」のグローバル・メジャーとして、
世界中のお客さまに安全、安心、快適な商品とサービスを提供する

どこへ向かうのか
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PDCAサイクルのレベルアップが築く信頼の経営

　当社グループの強みの一つは、非常に勤勉でまじめな集団であるということです。同志的集団という創業

の精神を踏まえつつ、新しい時代の変革に柔軟に対応できるバックボーンといえます。そして私がぶれること

なく経営の軸に据えているのがP（Plan）D（Do）C（Check）A（Action）の実践です。このマネジメントサイ

クルは世界中の従業員の意識に浸透しており、PDCAのスピードを意識した実践こそ、私たちが立案した戦

略の実行力を担保し、三和グループがビジョンの実現、そして成功を勝ち取るための秘訣だと信じています。

次期長期ビジョン実現に向けて「二つの信用　ひとつの三和」

　長期目標に挑戦し、これを達成するためには、経営としての強い信念と覚悟が必要です。私は「二つの信

用」という言葉にその想いを込めて表現しています。各事業の成長によって“業績の信用”を高めることと、

安全、品質、コーポレート・ガバナンスなど“経営基盤の信用”を高めることを通じて、お客さまや取引先との

信頼関係を高め、また世界中の1万人を超える従業員の将来の夢を実現できると信じています。

　当社グループの約1万人の従業員のうち、半分以上は多様な国籍の人材で構成されています。そのような

中においてもビジョン、目的を共有し、信頼関係を築いていくことが何よりも大きなテーマとなっています。人

材の育成、活用を十分行い、一人ひとりの成長を当社グループの繁栄へと結びつけることをいつも念頭にお

きながら、従業員が将来の夢を託せる企業グループであらねばなりません。私は、サステナブルな経営とは

次世代を担う人材を育てることに他ならないと考えています。“ひとつの三和”として成長を続ける当社グ 

ループの、企業価値向上へと邁進する経営の進化にどうぞご期待ください。

代表取締役会長 CEO

髙山 俊隆
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多
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種化

グローバ
ル化

戦略

開発

メンテナンス

施工

製造

調達

多
品

種化

グローバ
ル化

戦略

開発

メンテナンス

施工

製造

調達

世界的な気候変動
による自然災害から
身を守る

頻発する犯罪から
命・財産を守る

国籍や年齢、性別、
障がいの有無など
に配慮する

■ 技術・製造資本
• 開発からメンテナンス・サー
ビスまで一貫したサプライ
チェーン

• 独自の技術開発プロセス
• 業界最多の拠点数

■ 知的資本
• 多品種化を実現する「動く
建材」領域でのノウハウ

• 各地域での研究開発体制
• 経営陣から一般従業員まで
根づいたPDCAサイクル

■ 人的資本
• 365日24時間のフルタイム
サービス

• グローバル人材の活用

■ 財務資本
• ROE、SVAを意識した財務
戦略

■ 社会・関係資本
• ステークホルダーとの信頼
• 各地域に浸透したブランド力

三和グループは、グローバルな社会的課題を解決し、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」という
使命を果たすことで、価値創造活動を行っています。

社会課題 インプット 三和の事業活動

業績の信用
業績計画を確実に達成することで各ステークホルダーから信頼される企業グループ

PlanActi
on

C
h

eck
Do

生産拠点数

60ヵ所

研究開発費

46.1億円

従業員数

1万名超

設備投資額

124億円

製品数

No.1

施工 
技術者数

3,800
名超

どこへ向かうのか
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多
品

種化

グローバ
ル化

戦略

設計

販売

設計

多
品

種化

グローバ
ル化

戦略

安全、安心、快適を
提供することにより
社会に貢献します

災害から身を守ることの
できる安全な暮らし

犯罪から命・財産を守ることの
できる安心な暮らし

使いやすい「動く建材」を
利用した快適な暮らし

■ 財務目標
2020年度目標

• 売上高 4,500億円
• 営業利益 375億円
• 営業利益率 8.3％
• SVA 159億円
• ROE 14.1％

• 重量シャッター・軽量シャッター

日本1位　北米1位

• 産業用セクショナルドア

日本1位　北米1位
欧州2位

• スチールドア

日本1位　欧州2位

• アルミ／ステンレスフロント

日本1位

アウトプット&アウトカム 社会への提供価値三和の事業活動

経営基盤の信用
安全・品質・ガバナンス・コンプライアンスの徹底などを通じた社会から信頼される誠実な企業体質

三和グローバル
ビジョン2020

従業員

施工
技術者

お取引先

株主・
投資家

お客さま

地域
社会
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事業を通じて社会的責任を果たし、安全、安心、快適を提供することにより
社会に貢献する姿をご理解いただくことは、「社会から信頼される企業であり続ける三和グループ」にとって
重要な意味を持っています。そのために、価値創造プロセスの全体像をステークホルダーの皆さまと共有し、
10～11ページに示した当社グループの価値創造活動の内容を解説します。

1  外部環境と社会課題

外部環境
　三和グループの製品は、世界25の国と地域で戸建、集合住
宅、商業施設・オフィス、医療・福祉施設、工場・倉庫などビジ
ネスや生活に必要な施設で幅広く使用されています。そのため、
日本・北米・欧州・アジアを含む当社グループが属する地域の経
済状況や市場動向の変化に適切に対応する必要があります。一
方で、事業を通じた世界共通の社会課題の解決への貢献を事
業成長の好機と捉え、事業活動を展開しています。

社会課題
　三和グループは安全、安心、快適を提供することで、社会に貢
献します。当社グループの事業は、災害や事故からお客さまを守
り、お客さまに快適な暮らしを届けることを使命としています。こ
うした価値を提供し続けるため、「動く建材」は常にお客さまの
期待に応えていかなければなりません。そのために多様な経営
資源を事業活動に投入し、「安全、安心、快適」を世界に広げて
いくことが、私たちが目指す「動く建材」のグローバル・メジャー
の姿です。

2  インプット

技術・製造資本
　三和グループでは、長期的に成長が期待できる製品分野に重
点を置き、あわせて省力化、合理化および製品の信頼性向上の
ための投資を行っています。日本では、間仕切製品の西日本の

生産拠点として2018年4月に大阪工場を新設しました。北米 

では、自動ドアと開閉機の製 造を行っているメキシコの

Matamoros工場を2019年5月に拡張、欧州では2018年に産
業用ドアを製造するオランダのAlpha工場、ドックレベラーを製
造するポーランドのWykroty工場を拡張し、生産能力を増強さ
せています。

知的資本
　三和グループは、高いシェアを持つ事業・製品において、独自
の技術開発プロセスを有しています。「動く建材」領域でのノウ
ハウを研究開発に活かし、シャッターやドアにとどまらず、多品
種化を実現しています。また、品質、安全、施工性の向上とコス
トダウンを推し進めながら開発に取り組み、海外に進出した当
時からグループ各社との研究開発体制を築き、コア技術を共有
して有効活用しています。

人的資本
　三和グループは、会社と従業員がともに成長・発展をし続ける
ことが、製品の品質を向上させると考え、成長戦略に基づいた人
材育成を行っています。グループ約1万名の従業員と3,800名
超の施工技術者は三和グループの成長を支える重要な経営資源
です。従業員一人ひとりの多様性を尊重し、保有する能力を最大
限に発揮できるような制度や職場環境を充実させ、個性創造の
原動力である人材の育成に注力します。

財務資本
　三和グループは、健全な収益、安定的な財政状態を保つ規律
ある財務マネジメントを行っています。ROE、SVAを意識し、資本
効率に配慮しています。こうして生み出されたキャッシュ・フロー

どこへ向かうのか
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三和の価値創造モデル



多
品

種化

グローバ
ル化

戦略

設計

開発

販売

メンテナンス

設計

施工

製造

調達

多
品

種化

グローバ
ル化

戦略

開発

メンテナンス

施工

製造

調達

安全、安心、快適を
提供することにより
社会に貢献します

災害から身を守ることの
できる安全な暮らし

犯罪から命・財産を守ることの
できる安心な暮らし

使いやすい「動く建材」を
利用した快適な暮らし

世界的な気候変動
による自然災害から
身を守る

頻発する犯罪から
命・財産を守る

国籍や年齢、性別、
障がいの有無など
に配慮する

■ 技術・製造資本
• 開発からメンテナンス・サー
ビスまで一貫したサプライ
チェーン

• 独自の技術開発プロセス
• 業界最多の拠点数

■ 知的資本
• 多品種化を実現する「動く
建材」領域でのノウハウ

• 各地域での研究開発体制
• 経営陣から一般従業員まで
根づいたPDCAサイクル

■ 人的資本
• 365日24時間のフルタイム
サービス

• グローバル人材の活用

■ 財務資本
• ROE、SVAを意識した財務
戦略

■ 社会・関係資本
• ステークホルダーとの信頼
• 各地域に浸透したブランド力

■ 財務目標
2020年度目標

• 売上高 4,500億円
• 営業利益 375億円
• 営業利益率 8.3％
• SVA 159億円
• ROE 14.1％

• 重量シャッター・軽量シャッター

日本1位　北米1位

• 産業用セクショナルドア

日本1位　北米1位
欧州2位

• スチールドア

日本1位　欧州2位

• アルミ／ステンレスフロント

日本1位

三和グループは、グローバルな社会的課題を解決し、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」という
使命を果たすことで、価値創造活動を行っています。

社会課題 インプット アウトプット&アウトカム 社会への提供価値三和の事業活動

業績の信用
業績計画を確実に達成することで各ステークホルダーから信頼される企業グループ

経営基盤の信用
安全・品質・ガバナンス・コンプライアンスの徹底などを通じた社会から信頼される誠実な企業体質

三和グローバル
ビジョン2020

PlanActi
on

C
h

eck
Do

従業員

施工
技術者

お取引先

株主・
投資家

お客さま

地域
社会

生産拠点数

60ヵ所

研究開発費

46.1億円

従業員数

1万名超

設備投資額

124億円

製品数

No.1

施工 
技術者数

3,800
名超

どこへ向かうのか
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を、2020年以降の持続的成長のために戦略投資を優先し、企
業価値拡大に向けた経営をさらに推進することで、ステークホル
ダーへ還元していきます。

社会・関係資本
　私たちの事業活動のベースは、ステークホルダーからの信頼
です。当社グループのステークホルダーは、協力会社や代理店等
のお取引先、投資家、従業員、地域社会など幅広い領域にまた
がっています。グローバルに事業を展開し、社会的責任を高度
な水準で果たし、ステークホルダーの皆さまの高いご期待に、長
期にわたり応え続けることで当社グループは存続してきました。

自然資本
　三和グループは、地球環境や地域社会と共生しながら事業活
動を行い、よき企業市民として持続可能で豊かな社会の実現に
貢献します。三和グループは、グローバルな総合建材企業として、
環境を重視した事業活動および環境に配慮した商品、サービス
の提供を行います。また、気候変動リスクへ適切に対応するた
め、CO2をはじめとする温室効果ガスの削減に努め、持続可能
で豊かな社会の実現に貢献します。

3  事業活動

　三和グループは、災害や事故からお客さまを守り、お客さまに
快適な暮らしを届けることを使命としています。こうした価値を
提供し続けるためには、「動く建材」は常にお客さまの期待に応
えていかなければなりません。言い換えれば、開発・販売・生産
のみならず、施工してお使いいただいている間を含めて、責任を

求められているのです。それらの責務を果たし、当社グループ独
自の経営手法であるPDCAを徹底することで、「安全、安心、快
適」を世界に広げていくことが、私たちが目指す「動く建材」の
グローバル・メジャーです。

4  アウトプット＆アウトカム

　価値創造の流れを戦略的に追求していくことにより、中期経
営計画（中計）目標を達成していきます。それぞれの施策の効果
を最大化すべく、積極的に資源配分を行います。
　中計の遂行を通じて、ステークホルダーに対して、グローバ
ル・メジャーとしてのトップブランドを確立することを経営によ
るコミットメントとしてお約束しています。

社会への提供価値

　三和グループは、使命・経営理念に沿って、ステークホルダー
の皆さまに三和グループの独自性を活かした価値提供を行うこ
とを目指しています。業績計画を達成することで各ステークホル
ダーから信頼される「業績の信用」と安全・品質・ガバナンス・コ
ンプライアンスの徹底を通じた社会から信頼される誠実な企業
体質によって構築される「経営基盤の信用」の二つの信用をもと
に、各部門が連携してESGを意識した事業を推進することで、安
心、安全、快適を提供し社会に貢献します。
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財務指標

2018年度の営業利益は前年度比11.5%の
伸びを見せ、当初予想比0.3%増となって計
画を達成しました。この結果、2015年度か
ら2017年度まで3年間は横ばいだった営業
利益率も、2018年度は前年比0.4ポイント
向上し、7.7%となりました。営業利益率は
中長期的には10%到達を目標にしています。

営業利益／営業利益率  
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当社は財務の健全性を重要視しており、その
評価基準の一つであるD/Eレシオは2014年
度をピークに順調に低下しています。2018年
度のD/Eレシオは0.38となり、当初予想の
0.40を下回りました。現行の金利状況など
を勘案すると、当面は十分な安全性を維持す
る見込みです。

D/Eレシオ

2018年度の当期純利益は過去最高の209
億10百万円に達し、ROEも13.5%となりま
した。当社は株主資本コストを8%程度と 
考えていますので、ROEが10%台に達した
2014年度以降、順調に企業価値を高めてい
ます。2020年度のROEは14.1%を目標にし
ています。

親会社株主に帰属する当期純利益／
ROE

当社独自の指標であるSVAは、株主資本に加
えて負債など事業全般の投下資本に対する収
益力を示す重要な指標です。2018年度は、当
初予想の103億円を上回る実績となり、この
結果、ROICも15.0%に達しました。2020年
度の目標値は、SVA159億円、ROIC16.4%
です。
（注） SVA：当社独自の付加価値指標  

＝NOPAT（税引後営業利益）ー投下資本×WACC（6%）  
ROIC：投下資本利益率。税引後営業利益÷投下資本※×100  
※ 当社グループのROICで用いる投下資本は、現金預金と有価証券を差し引いて算出している。  
※ 2018年度より、実効税率40%から33%に変更している。

SVA（Sanwa Value Added）／
投下資本利益率（ROIC）

当社グループでは、長期的に成長が期待でき
る製品分野に重点を置き、製品の信頼性向
上のための投資を行っています。2018年度
の設備投資額（有形無形を含む）は、123億
67百万円でした。2017年度、2018年度は
大規模な戦略投資があり投資額が増加して
いますが、通常は減価償却費と同等の範囲内
での投資としています。

設備投資額／減価償却費※

配当相当分等を除いた実質フリー・キャッ 
シュ・フローは、Ｍ＆Ａや戦略的設備投資な
ど成長のために配分します。ただし、戦略投
資案件が少なく、資金ポジションが予想以上
に高くなったと判断した場合は、自社株取得
など株主還元について具体的に検討するとい
うのが当社の基本方針です。

フリー・キャッシュ・フロー

 営業利益（左軸）　  営業利益率（右軸）   親会社の株主に帰属する当期純利益（左軸）
 ROE（右軸）

 設備投資額　  減価償却費
※ のれん償却費を除く

 SVA（左軸）　  投下資本利益率（右軸）

どこへ向かうのか
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非財務指標

三和グループの連結従業員数は、2018年度
に10,000名を超えました。その内訳を見る
と、日本が約35%、海外が約65%という比
率になっています。2019年度から連結した
アジアグループ各社従業員を加えると海外比
率は更に大きくなります。

従業員数（連結）
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1.121.13 1.15

1.06
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3,868 3,999

4,422
4,6114,611

4,000

施工技術者は当社グループの競争力の源泉
です。大型物件の新設工事や防火設備の検
査などサービス業務に対応するために毎年技
術者数を増強しています。今後、日本では防
火設備定期検査制度の本格化により、メンテ
ナンス･サービス事業の伸びが更に見込ま 
れることから、引き続き人材確保とスキル 
アップのための研修実施に努めていきます。

施工技術者数／施工研修センター
受講者数（三和シヤッター工業）

研究開発活動は、用途別市場に対する品揃
えやプラットフォーム化の推進、商品・部材・
部品の整理統合を図り、品質、安全、施工性
の向上とコストダウンを推し進めながら、新
製品の開発と既存製品の改良に取り組みま
した。2018年度の研究開発費の総額は46
億11百万円となり前年度から4.3％増加しま
した。

研究開発費／ 
対売上高研究開発費比率（連結）

2014 2015 2016 2017 2018

（トン）
35,000

30,000

25,000

20,000

10,000

5,000

0
（年度）

29,757
27,946

30,501

15,000

29,081 28,32528,325

2018年度実績は、省エネ設備の導入や全社
的な省エネルギー活動の推進に加え、電力会
社のCO2排出係数の減少により、売上は増加
したもののCO2排出量は約7％減少しました。

CO2排出量（日本）

 施工技術者数
 施行研修センター受講者数 

 日本　  オーバーヘッドドア社　
 ノボフェルム

2014 2015 2016 2017 2018

（%）
2.00
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1.00
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0
（年度）
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1.06

1.20

0.9

1.6

1.06 1.02

0.8

1.8

1.15

度数率は、労働災害による死傷者の発生頻
度を示す指標で、100万のべ実労働時間当
たりに発生する死傷者数によって表します。
当社国内グループ工場の実績は、2017年度
に製造業平均を下回って0.8となり、2018
年度はわずかに増加して0.9になったものの、
引き続き低い水準を維持しています。
※ 出典：厚生労働省「平成30年度労働災害調査」

労働災害の度数率（日本）

 日本（国内工場）　  製造業平均※

 日本　  北米　  欧州（左軸） 
 対売上高研究開発費比率（右軸） 　

（目標）

（億円） （％）
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2018年度のサービス事業の売上高は前年度
比12.1%の伸びを見せ、2015年度に比べ
ると1.46倍の成長となっています。世界の各
地域において顧客ニーズに合わせたサービス
事業を展開しており、新たな顧客開拓とビジ
ネスモデルの拡大を進めて2020年度には
550億円規模の売上を達成する目標を掲げ
ています。

サービス事業売上高（連結）

  サービス事業売上高（左軸）
 対売上高サービス事業売上比率（右軸）

※ 電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油の使用量から換算
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代表取締役社長 COO

髙山 靖司

第一次3ヵ年計画 実績
（2013～2015年度）

第二次3ヵ年計画 目標 
（2016～2018年度）

2018年度 実績 第三次中期経営計画
2020年度 目標 2018年度比

売上高 3,656億円 4,100億円 4,100億円 4,500億円 +9.8%

営業利益 268.7億円 370.0億円 315.9億円 375.0億円 +18.7%

営業利益率 7.3% 9.0% 7.7％ 8.3％ +0.6%

SVA 83億円 （注1）128億円 127億円 （注3）159億円 +32億円

ROE（注2） 11.4% 15.0%  13.5％ 14.1％ +0.6%

自己資本比率 41.7％ 42.0% 47.4% ー ー

Ｄ/Ｅレシオ 0.54 0.40 0.38 ー ー

（注1） 加重平均資本コスト（WACC）は６％、税率40％で計算（2018年度実績は33%）
（注2）株主資本コストは8％を目処
（注3）加量平均資本コスト（WACC）は6%、税率33％で計算
※ 為替前提  （第二次3ヵ年計画1ドル：110.00円、１ユーロ：125.00円）（2018年度実績1ドル：110.36円、１ユーロ：130.01円） 

（第三次中期経営計画1ドル：2020年度予想1ドル＝105.00円、1ユーロ：120円）

第三次中期経営計画の数値目標
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三和グローバルビジョン2020：第三次中期経営計画の戦略

三和グループの「第三次中期経営計画」は、2019～2020年度の2年間で「グローバル・メジャー」としてのトップブ 

ランドの基盤を確立することを目標に取り組んでいます。特に中計の中核となる地域別の戦略の位置づけを中心に 

ご説明します。

　第二次3ヵ年計画は、第一次3ヵ年計画 (2013～15年度)

の成果を踏まえ、「グローバル・メジャー」としての競争力を強

化する3ヵ年として、2016～18年度に設定されたものです。

最終年度となる2018年度は、当初公表時と比較して売上高

は想定どおりでしたが、利益は鋼材価格や各種コストの予想

以上の上昇が主因となり、3ヵ年計画の当初目標には届きませ

んでした。ただし、売上高および営業利益は過去最高の数字

を更新しました。

　日本事業は、拡大基調が続くものの市場要因により業績の

進捗が後ずれしました。一方、海外は北米事業で住宅用ドア・

開閉機が牽引役となり、量・質ともに成長が続いています。欧

州は構造改革が奏功し、産業用ドア事業を中心に売上が伸

張、利益率も大幅改善を果たしました。中国・アジア事業は2

年連続黒字を維持しましたが、成長スピードは想定以下にとど

まりました。

　三和グループは、第三次中期経営計画を「『グローバル・メ

ジャー』としてのトップブランドの基盤を確立する2ヵ年」とす

ることを目標に、「動く建材」のグローバル・メジャーとして、

世界の中心的存在となり、従来のG7市場からG20市場にお

けるトップブランドとなることを目指しています。長期的には、

全体最適を図るために製販工連携のシステム標準化を進め、

業務の効率化を重点に置きます。

　2018年度日本事業の商品別売上高では、メンテナンス・ 

サービスが約15%増と最も高い伸びを示しました。この事業

は当社の強みであり、また2019年度は防火設備の定期検査報

告制度の本格運用も始まり、更なる成長を見込んでいます。

基本戦略

「グローバル・メジャー」としての
トップブランドの基盤を確立する2ヵ年

コア事業  1   日・米・欧のコアビジネスの事業領域拡大と強化

成長事業  2  サービス分野の強化とビジネスモデルの拡大
 3  中国・アジア事業の基盤拡充

基盤強化  4  働き方改革と生産性向上
 5  ESGを推進し、社会からより信頼される企業体質へ
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■ 日本事業
　2019年度の受注状況は前年度に引き続いて好調を維持し

ています。一方で需給逼迫により、製造から物流、施工のどの

段階でも人手不足が深刻化しています。2018年度は納期集中

と災害復旧対応が重なったという要因はあったものの、納期

管理に問題が発生し、当社グループの供給体制が盤石ではな

いことが明らかになりました。現在、これを解決するための施

策に注力しています。

　サプライチェーンは、本来は当社グループの強みであり、他社

との差別化の最大のポイントだったと言えます。しかし、現状

は製品の供給力と人手不足の問題が喫緊の課題となっており、

新しい中期経営計画では重要なテーマとして取り上げています。

　一方で、原材料費や物流、施工のコストが上昇する中で価格

への転嫁は不可避となっています。これに対しても、業界トッ 

プとしてプライスリーダーの自覚を持って進めていきます。

　当たり前のことですが、2019年度は「高品質のものを正し

い施工で納期どおりに納品する」ということを念頭におき、特

に製造・販売・施工の連携を密にすることによって、高付加価

値を実現します。また、間仕切やステンレス、自動ドア等の成

長戦略商品の拡大により、多品種化の更なる推進に取り組ん

でいきます。

■ 北米事業
　北米は、ここ数年市場環境が良好であり、ドアと開閉機部

門が順調に売上を伸ばしています。2020年度にかけても売上

高、利益の目標達成に向けてコア事業の拡大に取り組んでい

ますが、戦略的な部分ではまだ課題が山積しており、ERP※1の

導入・運用、川下戦略の再構築などの施策に課題を残してい 

ます。

　2018年度には、シャッターの主力工場でERPシステムが稼

働しましたが、これに伴う業務フローの変更などで問題が発生

し、予定どおりの進捗が果たせませんでした。川下戦略につい

ては、どのように販売・施工・サービス業務を自社で取り組むの

か体制を検討し、販売代理店と情報交換しながらメリハリを付

けて進めていきます。また、組織としては、販売・施工専門をド

ア部門内に戻し、長期的な観点で再構築していく考えです。

　既存事業における新商品の投入や製品の品揃え拡大も考慮

し、現在は当社が提供していない製品群を増やしていくことも

検討しています。M&Aによる製品の充実と、欧州で販売して

いる製品のノウハウを北米市場向けに展開するなど、シナ 

ジーを発揮して取り組むことも重要な施策になります。
※1  ERP（Enterprise Resources Planning）：企業経営の基本となる資源要素（ヒト・モノ・
カネ・情報）を適切に分配し有効活用するための「基幹情報システム」。

日・米・欧のコアビジネスの事業領域拡大と強化基本戦略 1

商品開発力の強化

安全意識および 
管理体制の向上

人材戦略・働き方改革

次の10年への布石 
（AI, IoT, ZEB..）

製造・物流・施工体制の 
強化

製品品質の更なる改善と 
品質管理体制の向上

事業拡大に向けた体制の強化

日本 　施策
各事業分野でのポジション確立による、動く建材企業として
の成長

基幹事業 ● 顧客戦略の推進、競合先の追随を許さない商品力

成長事業 ● 競合メーカーとのシェア競争に打ち勝つための戦略

国内グループ ●  連携によるシナジー強化、国内グループ会社の事業最
適化

メンテ・サービ
ス事業

●  防火設備の検査法制化拡大をテコにした修理・メンテ
事業の拡大

北米 　施策
ODC： コア事業の維持・拡大とともに、周辺事業分野への

参入

既存事業 ●  品質および顧客満足度向上による住宅・商業用
ドアのシェア拡大

● 大都市圏への拠点追加などチャネル強化
● 製造・販売における西海岸戦略の実行
● 川下事業戦略の再構築

新規事業 ● セキュリティに対応したアクセス制御の導入
● 周辺事業分野への参入

どこへ向かうのか
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■ 欧州事業
　2018年度の欧州事業は産業用ドア事業が急角度で上伸

し、全体の売上高もユーロベースで10.7%増加、営業利益も

30.0%増と好調を維持しました。欧州市場の特徴は、寡占

化が進んでいないということです。日本のシャッター市場は上

位3社で約90%のシェア、米国もトップ3～4社で70～80%

を占めています。ところが欧州は当社を含めた上位3社でせい

ぜい50%程度という状況です。また多くの国から成り立って

おり、マーケットも様々です。過去3年間での当社の販売は好

調であり、市場の伸びは緩やかながらもシェアを伸ばす余地

はまだ十分あると考えています。第三次中期経営計画の最終

年度である2020年度には売上高を18年度比8%強増やす目

標を立てています。また重点方針は産業用ドア事業、ヒンジド

ア事業の更なる強化と欧州全域への拡販、ガレージドア事業

のシェア拡大により既存事業の拡大と強化を図り、あわせて

デジタル化による業務プロセス改革（見積もり、発注プロセス

のデジタル化、生産・物流・販売における効率的なシステム化）

を推進していきます。

　マーケットの中にはまだ未開拓の魅力的な地域があり、そ

のモザイクのパーツを埋めていくような形でM&Aを進めてい

きます。

■ 中国・アジア事業
　2019年度からは、中国事業では宝産三和、三和シヤッター

（香港）、安和金属工業（台湾）を、アジア事業ではベトナムのビ

ナサンワを連結化しました。売上規模はまだアジア全体で

100億円（非連結を含む）を超える程度と小さく、連結決算に

組み込んでやっとスタートラインに立ったという段階です。中国

では、シャッターの宝産三和、ドアのノボフェルム上海、三和

シヤッター（香港）の3社を面と考え、それらを一体運営して展

開しています。

　その他アジア地域では、ベトナムに続く拠点としてインドネシ

アのサンワマスの設備の増強に取り組みます。この両国は人口

も多く、中間所得層も厚くなっています。また、マレーシアをは

じめフィリピン、ミャンマーなど他のASEAN諸国への拡大も検

討してまいります。

■  サービス分野の強化：伸長著しいこの部門で付
加価値拡大

　サービス事業の2018年度連結売上高は、第二次3ヵ年計

画が始まった2015年度に比べ1.5倍という高い伸びで、490

億円となりました。2020年度にはこれを550億円に、18年度

比で12.2%伸長させることを目標にしています。戦略の骨子は

日・米・欧のコアビジネスの事業領域拡大と強化

施策
中国事業
対象会社：宝産三和、NF上海、安和金属、三和香港

●  宝産三和・NF上海のある華東地区の一体運営
　・ドア事業および物流施設向け事業の強化
● 華南地区の事業拡大
　・三和香港と宝産三和との協業強化
● 台湾事業の拡大
　・生産能力の増強

アジア事業
対象会社：ビナサンワ、サンワマス、ドンバンNF、サンメタル

● 生産および施工体制の構築
　・ ビナサンワの生産能力増強、施工能力強化策の実行
　・サンワマスの設備増強の実行
　・ASEAN全体の生産最適化

欧州 　施策
NF： 産業用製品の更なる強化と、NF4.0によるデジタル化

推進

産業用製品事業 ● トータルソリューションプロバイダーとしての拡販

ヒンジドア事業 ● 製品群拡充による、欧州全体への販売拡大

ガレージドア事業 ●  ブランド力強化、販路拡大による欧州全体での 
シェア拡大

業務プロセス改革 ●  販売・サービス・生産・物流など各プロセスのデジ
タル化推進

中国・アジア事業の基盤拡充基本戦略 3
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（i）日・米・欧・アジアの世界各地域において顧客ニーズに合わ

せたサービス事業を提供する、（ii）新たな顧客開拓やビジネス

モデルの拡大を図る、の2点です。日本では、2019年度に防

火設備の定期検査報告制度の本格運用も始まり、更なる成長

を見込んでいます。サービス分野は当社の強みを活かせる事業

です。M&Aも含めて検討し、トップメーカーのブランド力を発

揮して成長を図りたいと考えています。

■  働き方改革と生産性向上：システム活用で効 
率化

　「働き方改革」は時代の要請であり、避けて通れないテーマ

です。そのために、営業・設計・製造・施工・メンテナンス・管理

の全てのプロセスでAI、IoTなどのシステムを活用し、業務の効

率化を進めています。前ページの地域別戦略でも述べたような

ODCやNFグループのシステム化・デジタル化を含め、世界的な

取り組みを強化することで働き方改革がよりよい方向に進むも

のと考えています。その結果として、生産性の向上が図られ、利

益の拡大にも寄与していくものと思っています。

サービス分野の強化とビジネスモデルの拡大

働き方改革と生産性向上

基本戦略 2

基本戦略 4

各地域において、顧客ニーズに合わせたサービス事業を提供／新たな顧客開拓やビジネスモデルを拡大

施策
2015年度 2018年度 2020年度 予想

サービス売上高（連結） 325億円 490億円 550億円
（18年度比+12.2％）

（注）アジアは含まず

戦略項目

日本事業
● 法定検査シェア拡大
● 一般修理・サービス事業の拡大

ODC
● CDSなど直販部門の事業拡大
● フィールドサービスシステム導入

NF
● 産業用ドア事業を中心に事業拡大
● フィールドサービスシスレム導入

営業・設計・製造・施工・メンテ・管理の全てのプロセスで、AI、IoTなど最新の情報システムの活用による業務効率化、働き方改革
などにより生産性を改善

施策
日本
●  国内グループ会社の事業最適化／販売システム連携／IT活用による業
務効率の向上など

●  施工性向上による施工生産性の改善／省力化商品の開発および時短取
付商品開発

●  製造体制の強化による生産性改善／工場供給力強化と品質向上／物
流システム構築による短納期対応強化

●  働き方改革による長時間労働の是正、IoT、RPAによる効率化

中国／アジア
●  三和上海（管理会社）による上海2社（宝産三和・NF上海）の協業支援
●  各エリアごとの生産供給体制の再構築

ODC
●  ERP導入による業務革新の実現
●  フィールドサービスシステム導入による生産性向上
●  ASD（ドア部門）：生産自動化促進による生産能力・品質改善
●  自動ドア：生産性・品質改善

NF
●  NF3.0による業務効率化継続
●  NF4.0（デジタル化）による業務プロセス改革
●  英国事業の集約（BGS、NFUK、ロバスト社）
●  ドックレベラーの生産供給体制の最適化など
●  産業用ドア工場の生産能力強化

どこへ向かうのか
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キャッシュフローは成長のための戦略投資に300億円配分し、SVAやROICが順調に拡大することで企業価値を積み上 

げます。

　当社は2001年度から業績評価指標としてSVAを採用し、

特に北米、欧州では単に損益だけでなく、資本コストや資本効

率を意識して取り組んでいます。

　2018年度のSVAは127億円、2020年度は159億円を見込

んでいます。またROICは2018年度が15.0%、2020年度に

は16.4%を予想しており、本中期経営計画においては両指標

とも順調に拡大し、企業価値を積み上げるものと考えています。

　業績の中では、以前から営業利益率を重視する方針で臨ん

できました。第一次3ヵ年計画の2015年度実績が7.3%、第

二次3ヵ年計画の2018年度実績が7.7%ですが、目標は

10%への到達です。これを高めることで、ROEなど他の指標

も更に改善できると見込んでいます。

　戦略投資としては、多品種化の推進とサービス事業の強化

やシナジー効果が見込める成長分野を中心に、設備投資と

M&Aに2019年度、2020年度の2年間で約300億円を配分

する予定にしており、M&Aに約200億円を充て、100億円を

設備の戦略的投資とする見込みです。

　株主還元については、期初予想どおり年間32円としました。

2019年度は2円増配し、年間34円を予定しています（8年連

続増配予定）。2018年度の配当性向は34.4%、2020年度

においては35%を目安にしています。

第二次3ヵ年計画における財務方針

キャッシュ・フローの配分方針

グローバル・メジャーへ挑戦するために、
戦略的な投資を最優先

営業ＣＦ745億円 
（３年間累計）

第二次３ヵ年計画 第三次中期経営計画

営業ＣＦ612億円（予想）
（２年間累計）

配 当 ■ 配当性向35%を目安

自 己 株 式 
取 得

■  M&A等への成長投資を優先するが、
M&A等での大きなキャッシュアウトがな
ければ自己株式取得を検討する

設 備 投 資

■  事業の維持・継続に必要な設備投資は、
原則減価償却費の範囲内で実施

■  戦略的設備投資は、フリー・キャッシュ・
フローから配分

配当192億円
自己株式取得50億円

戦略投資176億円

設備投資200億円

有利子負債返済
127億円など

配当155億円
自己株式取得など

戦略投資300億円

設備投資90億円

有利子負債返済
17億円など

資本政策の方針：2年間で300億円の戦略投資

2018年度 実績 2020年度 予想

SVA（実効税率：33%） 127億円 159億円

ROIC（WACC：6%） 15.0% 16.4%
※ SVAは企業価値向上を額で確認、ROICは率で確認

ROE（株主資本コスト：8%） 13.5% 14.1%

配当性向 34.4% 35%目安

FCF（戦略投資配分前） 182億円 280億円

D/Eレシオ 0.38 0.35

自己資本比率 47.4% 47.8%

主要指標について

財務戦略
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ESGを推進し、社会からより信頼される企業体質へ

ESG重要課題について、各部門が連携して推進することで『二つの信用』を高め、将来にわたる持続的成長へつなげる

・温室効果ガスの排出削減

・適切な廃棄物管理

・グリーン調達の推進

・環境配慮商品の提供

･人権の尊重・ワークライフバランス

・ダイバーシティ・人材育成・安全と健康

・ 安全、安心、快適に貢献する商品、 
サービスの提供

・商品の品質管理の強化

・顧客満足度向上・地域貢献・社会貢献

・コーポレート・ガバナンス

・コンプライアンス

・リスクマネジメント

・ステークホルダーダイアログ

・公正な競争

・腐敗防止

 E　環境対応  S　社会との共生  G　ガバナンス関連

業績の信用
業績計画を達成することで各ステークホルダー 
から信頼される企業グループ

経営基盤の信用
安全・品質・ガバナンス・コンプライアンスの徹底
などを通じた社会から信頼される誠実な企業体質

二つの信用

ESGでは人材育成を特に重視し、従業員の能力を最大限に発揮できる制度の充実に取り組んでいきます。安全の確
保は会社の将来をも左右します。安全・品質・コンプライアンスの徹底で社会からの信頼を獲得します。

　企業の持続的成長のためには環境（E）、社会（S）、ガバナンス

（G）のESGの観点が必須です。当社は創業以来、信用・信頼

を大事にしており、市場でESGが重視される以前から当たり前

のこととして取り組んできました。テーマ全てを重視することは

当然ですが、特に重要だと考え取り組んでいるのが社会との関

わりの部分（S）です。20の重要課題を定めて取り組んでいます

が、このうち10がこの領域に属します。ただ、人権や労働慣行、

消費者課題などやや抽象的で漠然とした部分もあり、年 人々々

の意識が変わっている領域でもあるため、施策の方向性をはっ

きりさせることがポイントだと思っています。

　社会（S）の中でも特に重要なのが人材育成です。歴史的に

当社の従業員は職業意識やモラルが高く、離職率も低い傾向

ESGメッセージ：人材育成と安全が重要課題

基本戦略 5

どこへ向かうのか
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にあります。そうした人材は最も重要な経営資源であり、従業

員の能力を最大限に発揮させる制度に心を砕いています。従

業員だけでなく、最終的な品質を担保する施工技術者も同様

に重要です。この分野は高齢化の影響もあり人員の確保が難

しくなっているので、研修制度の充実など様々な制度を整え、

しっかりと取り組むことが課題だと捉えています。当社の業務

は施工に限らず、設計、製造部門でも協力会社への委託ウエイ

トが高いのが特徴です。これらの方々なくして当社は成り立ち

ません。三和ブランドを形成する全ての人々 を大事にする精神、

同志的集団という感覚でこれからも強い信頼関係のもと力を

合わせて取り組みたいと考えています。

　もう一つは安全です。製造や施工現場の事故を限りなくゼロ

に近づける不断の努力を行っています。事故が多い職場には

良い人材も集まりませんので、当社の将来性にも関わる問題と

いう意識を持って取り組んでいます。

　当社の成長基盤は「二つの信用」によって成り立っています。

すなわち「業績の信用」と「経営基盤の信用」です。後者は、安

全・品質・ガバナンス・コンプライアンスの徹底によって社会か

ら信頼していただくと言うことです。両者を同じ比重というより、

後者の方をより重視する姿勢で臨んでいきたいと思っています。

　環境（Ｅ）については、温室効果ガスや廃棄物の削減への取

り組みはもちろんですが、省エネに寄与する環境配慮商品や地

球温暖化による水害から命や財産を守る防水商品の開発・提

供はメーカーとしての責務であるとともに、気候変動における

事業機会であると考えています。

　最後に、ガバナンス（G）の面では、意思決定の透明性をより

意識的に高めていく必要があると認識しています。株主の皆さ

まをはじめとするステークホルダーの信頼を高め、持続的な成

長を図って行きたいと考えています。
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軽量シャッターの製造・販売で創業した当社は、戦後の高度成長による市場の変化とニーズを的確に捉えて1960年代
後半にドア事業に参入し、それ以降、多品種化を進めてきました。これからも世界市場に飛躍する、「動く建材」の
グローバル・メジャーとして多様な製品を提供してまいります。

　1968年にわが国最初の超高層ビル、霞が関ビルディングが竣
工し、70年代に入って超高層建築が相次いで建設されました。
それに伴い防火ドアの需要も急増、当社もいち早くドア事業に参
入し、シェアを急速に拡大しました。更に、1980年代以降は

M&Aによる多品種化を推進し、ストアフロントの昭和フロントに
始まり、自動ドアエンジンの昭和建産、間仕切製品のベニックス、
ステンレス製品の三和タジマ、木製学校間仕切の三和システム
ウォールと、それぞれの分野でブランド力のある優良企業を買収
し、多品種化を図りました。国内の三和グループ子会社は現在

17社を数えています。これにより、シャッター、スチールドア、 

エントランス、開閉機、ガレージドア、間仕切、産業用セクショナ
ルドアなどの幅広い製品ラインアップを取り揃え、安全、安心、
快適な暮らしに貢献する製品数は業界No.1となっています。
　社是である安全、安心、快適を提供する商品・サービスを社会
に提供することこそ、社会的な課題解決につながり、結果として
当社の価値創造につながると考えています。多品種化戦略を通じ
て培った多種多彩な商品群を社会に提供することにより、下記の
ような人々 の社会生活における課題解決を目指します。

災害から身を守ることのできる 

安全な暮らし
犯罪から命・財産を守ることのできる 

安心な暮らし
使いやすい「動く建材」を利用した 

快適な暮らし

ビルの中の三和グループ製品

オフィスエリア

エントランスエリア

防火対策

ビル外壁

パーティション

自動ドア

防火・防煙シャッター

カーテンウォール

トイレブース

防火ドア（スチールドア）アルミ／ステンレスフロント メールボックス 防水シャッター

進化する三和
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