
社長メッセージ
安全、安心、快適を提供することにより
社会に貢献します

三和グループの使命

経営理念

一、お客さま全てが満足する商品、サービスを提供します
一、世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなります
一、個人の創造力を結集してチームワークにより、企業価値を高めます

「PDCA桜」について
三和グループの全従業員は、すべての業務において、現状に満足せず問題意識を持っ
て取り組み、努力を積み重ねるというモットーを持っています。やろうとしたことが予
定どおり実施できているのか、できていないものがあるならその理由は何なのか、常に
良い点を伸ばし悪い点を改善するという、PDCAの基本に立ち返って一つひとつの業
務にあたる―。そうした考えを表象したものが「PDCA桜」と呼ばれるグループのシン
ボルマークであり、グループの主要な事業所には「PDCA桜」が植えられています。

編集方針
本報告書は、当社グループの経営状況や事業概況、外部環境
を財務・非財務の両面からお伝えする目的で制作しています。
編集にあたっては「価値報告財団（VRF、旧IIRC）」が提供する
「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省の提案する「価
値協創ガイダンス」、「気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）」の提言などを参考にしています。

見通しに関するご注意
本報告書中の将来の見通しについては、当社が現在入手可能
な情報から、本報告書の作成時点において行った予測をもと
に記載しているもので、一定のリスクや不確実性を内包してい
ます。したがって、実際の業績が本報告書に記載された見通し
や予測と大きく異なる可能性がある点をご承知おきください。
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私は、従業員へのメッセージとして、当社グループが使命を

果たすには「二つの信用」が大切だといろいろな機会を通じて

伝えています。すなわち上場企業として業績目標の達成によ

る信用、そしてコンプライアンスやガバナンスなどの経営基盤

の信用の両面が、社会の公器としての企業には厳しく求めら

れているということです。この考え方は今や世界中の企業の

在り方としての大きな潮流であるESGの概念に近いものであ

ると考えています。

世界は今、脱炭素や人権・人種問題など、一国では解決で

きない地球規模の課題に直面しています。これはもはや政治

システムだけの問題ではなく、グローバルに事業を営んでい

る企業に課せられた共通の責任だと捉えるべきでしょう。二

酸化炭素排出量についての2030年や2050年までの長期目

標を各社が掲げ、人権尊重などにおいて、国や地域間の格差

是正に企業は事業を通じて貢献することで、サステナブルな

社会を実現しようとしています。

当社グループにおいても、お客さまや協力企業などサプラ

イチェーン間で連携することでこれらの課題に果敢に取り組

み、持続的な未来に向かって世界と歩調を合わせる必要性を

感じています。

株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様にお

かれましては、今後とも当社グループに一層のご指導・ご鞭

撻を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

取締役会長

髙山 俊隆
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※非シャッター比率：国内連結の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／国内連結の全売上高×100

創業者の髙山萬司は1956年に三和シヤッター製作所を設立し、「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。以降、1960年代にはドア事業に進出し、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。さらに、現会長の髙山俊隆が主導し、1980年代はフルタイムサービスの導入、1990年代以
降は「グローバル化」というもう2つの柱を加え、「多品種化・グローバル化・サービス」の3本柱で成長と発展を
遂げてきました。2002年には三和グループの「使命・経営理念・行動指針」を策定し、それ以降、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当社グループの精神は、現在まで脈々と受け継が
れています。

価値創造のあゆみ

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s

約79.6％
2020年度 非シャッター比率（国内連結）

1,960億円
2020年度 海外売上高

565億円
2020年度 サービス事業売上高

非シャッター比率※

約65.1％
1990

非シャッター比率

約69.5％
2000

非シャッター比率

約77.7％
2010

売上高

4,271億円

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。後発企業だったものの、
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。いち早く
6つの工場を建設し、生産能力は世
界最大級へと成長した。

創業当時の初荷風景

1956

オーバーヘッド
ドア社

M&A
1996

三和ドアー工業を

設立1969

24時間 
フルタイムサービスを

全国に展開
1983

ノボフェルム
グループ

M&A
2003

多品種化
多品種化の第一歩
当社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。

拡大する多品種化戦略
企業価値をさらに広げるため、M&Aによって多品種化を
推進した。1984年のアルミフロントの販売会社に始まり、
自動ドアエンジン、間仕切、ステンレス商品などブランドが
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。

気候変動リスクに対応した商品開発
近年、激甚化する自然災害に対応した防水商品や耐風商
品を発売し、気候変動による災害の影響を抑制する取り
組みを強化し、持続可能な社会の構築に貢献する。

海外進出への足がかり
1974年に北米オーバーヘッドドア社（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）を設立、業界の中でいち早
く海外市場に着目した。

北米市場進出による事業拡大
提携関係にあったODCを1996年に買収した。北米トッ
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。

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。

グローバル化

サービスはメーカーとしての責任
シャッターは防犯、防火上で重要な役割を果たすもので
あり、販売から取付、メンテナンスまでの一貫責任体制を
創業から確立。1983年に業界初の24時間フルタイムサー
ビスを全国展開した。これにより、緊急要請に即応できる
体制が整った。

防火設備の法定検査義務化と災害対応
国内では、2016年の建築基準法の一部改正により防火
シャッターや防火ドアなどの定期検査報告制度が義務化
された。サービス人員の確保と育成に取り組み、近年多発
する大規模災害への復旧対応も強化した。

海外におけるサービス事業の拡大
NFグループでは、フランスやイギリスのサービス会社を
買収。これにより、サービス展開地域が拡大し、これまで
の販売サービス網とのシナジーを発揮する。

サービス

社会と共生する商品開発
気候変動リスクに対応する商品や安全な社会を実現する防火や耐震などの防災商品も
充実させ、持続可能な社会の構築に貢献。 798億円

2020年度 気候変動対応商品売上高

展開国数
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。

45.9%

2020年度 海外売上高比率

新たなビジネスモデルの拡大へ
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し、新たな顧客開拓やビジ
ネスモデルを拡大。 13.2%

2020年度 サービス事業売上高比率

26の国と地域
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社長メッセージ

代表取締役社長
執行役員社長

髙山 靖司

新しい時代の「安全、安心、快適」を
ステークホルダーの皆さまとともに
つくり上げてまいります。

当社は「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、当社のあるべき姿として今もなお大切にし続けています。昨今の世界的な
新型コロナウイルスの感染状況、気候変動リスクや災害の激化・増加など、当
社の使命が、あらためて重要なものであると再認識しています。
当社の商品は建物やそこに住む人々をさまざまなものから守ってきました。

もともとは、火災や犯罪から建物や人々を守ることが中心でしたが、近年特に
国内において激甚化するいわゆる集中豪雨や、各地で起きる台風による強風
は強さと激しさを増す一方です。今年は例年にない広範囲の水害がありました
が、自然災害への対策としての防水や耐風の商品はまさに今重要性が増してい
ます。

これまで積み上げてきた知識や経験、製品のノウハウなどは当社グループの
財産であり、今にいたるまで事業に活かされている強みの一つです。ウォーター
ガードシリーズや耐風ガードシリーズは、激しくなる自然災害に対して、社会か
ら求められる商品群です。また、現在のコロナ禍において感染対策に有効な商
品としては、これまでも抗菌などの商品はありましたが、これからは非接触・非
対面の分野に注力して進めていく必要があると思います。具体的には、電動式
トイレブースや宅配ロッカー付きドアなどを新商品としてリリースしています。
このように社会の要請に素早く対応できている背景にはこれまで培ってきた強
みがあることは間違いありません。過去から引き継いできたものに、現在の私た
ち自身の強みが組み合わさり、現場でPDCAが廻っている状況があるからこそ、
事業が安定的に継続できていると考えています。引き続き、社会のニーズに対
応した「安全、安心、快適」を提供し、使命を体現する商品を強化していきます。

2020年度における新型コロナウイルス感染症拡大への対策としては、まず
何よりも従業員の安全と、安心して仕事ができる環境整備に取り組んできまし
た。健康状態のチェックや検温、執務エリアの消毒などはもちろんのこと、飛
沫対策のアクリル板の設置やテレワークの推奨など、基本的なことは徹底して
行ってきました。事業全体として大きな影響を出さなかったのは、社員一人ひ
とりの感染対策に則った行動が奏功したと言えるでしょう。
これらの背景には、働き方改革への対応として、コロナ禍以前にテレワーク
の導入をしていたこともあります。また今では、営業活動のオンライン化やウェ
ブやタブレットといったデジタル化の浸透と活用が進んできました。一方で、
建築の現場ではその場に行かないというわけにはいきません。それでも施工管
理や資料の電子化といったところで効率化や最適化が実践できるような仕組
みを取り入れました。持続的成長のためにはまだまだ取り組むべき領域は多く
ありますが、着実に新しい社会、ニューノーマルへの対応は進んでいます。

当社は世界各地で事業を展開しており、国や地域によってさまざまな建設環
境の影響を受けることが特徴です。
日本においては、2019年度に大型物件の竣工が集中したことにより、2020

～2021年度は端境期であり、都市再開発案件などが少ない状況にあります。
またコロナ禍において、ホテルや小売業といったサービス分野はまだまだ厳し
い半面、ECビジネスの拡大により大型物流施設の需要には今までにない勢い
があります。そして、企業の設備投資についても緩やかにではありますが回復
が予想されています。これら各分野の環境分析を踏まえると、短期的には厳し
い見通しを持っているものの、2022年～2025年にかけては東名阪を中心に再
開発案件が数多く予定されていることもあり、日本における中長期の建設需要
は息長く持続すると認識しています。

創業から積み重ね、
今の時代も

変わらないものと
変えていくものとは

各地域の状況と
取り組みの
進捗について

P.24-27特集 ニューノーマルへの対応
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一方で、基幹商品以外の戦略商品の拡大、いわゆる多品種化戦略について
もグループとして積極的に取り組んでおり、国内グループの連携強化を進めて
いますが、苦戦している状況です。また、この数年高い成長率を維持してきた
メンテナンス・サービスについても、コロナ禍では対面での活動に制約が生じ
ており、早期に成長軌道に戻すことに注力しています。
アメリカにおいては、いち早く昨年の夏ごろから回復が見えています。特に、
住宅の需要が旺盛で、2021年度に入ってからも引き続きマーケットは活況で
す。倉庫などの非住宅分野については、今はまだ住宅ほどの回復は見られませ
んが、住宅に牽引される形で回復してくるものと見ています。しかし、金利変動
などのリスク・不安定要素もあるため楽観はしていません。また、新型コロナウ
イルスの影響により一時的に遅れていた新ERPシステムの導入については、
2021年度から順次再開しており、目下のところ順調に進んでいます。
欧州は当初の落ち込みが最も激しい地域でした。欧州各国の感染防止規制

は他の地域と比べて厳しいものがあり、2019年度に買収したRobust社の統
合作業にも遅れが出ましたが、規制の緩和とともに各国の市場は鈍いながらも
回復をし始めています。
アジア地域においては、当期は新型コロナウイルスの影響はわずかであった

ものの、事業基盤の確立に遅れが見られることに課題を感じています。アジア
事業は今後の当社のグローバル戦略の大きな柱ですので、各種経営資源の投
入を積極的に行い、健全な事業拡大に努めてまいります。世界的に高騰してい
る鋼材価格については、グループ全体として最重要課題として臨む必要があり
ます。また、鉄やアルミなどの主材料だけでなく、ウレタン材や電子部品などの
ほかの材料や物流コストに対しても十分な対応が必要です。

当期は、世界中で新型コロナウイルスへの対応を優先して取り組みました。
したがって実施できなかった戦略や施策を完遂するために、長期ビジョンおよ
び中期経営計画の発表を1年延長するという決断をしました。戦略として実行
できなかったこと、この状況でも実行できたことの両方がありますので、これら
も踏まえて、2022年度から新たにスタートしたいと考えており、現在具体的な
検討に入っています。
また、次の長期ビジョン策定にあたり、先んじてESGマテリアリティの改定

を行いました。従来のマテリアリティは網羅的に社会からの要請に対応しよう
としていたものでしたが、今回、あらためて当社が取り組むべきフィールドを明
確にし、焦点を絞った内容へと刷新しました。特に重要性が高いと判断した気
候変動においては、2030年までのCO2排出量の削減目標を発表しましたが、
これ以外のKPIについても次期中期経営計画と合わせたタイミングで開示すべ
く策定を進めています。

次期長期ビジョン・
中期経営計画に

向けて

ステークホルダーへの

メッセージ

気候変動リスクへの適応および緩和という観点から、激甚化した台風や洪水
からの被害を最小にする商品、またエネルギー効率を向上させるような環境負
荷低減商品の拡充に努め、気候変動リスク対策商品の提供を本業として取り
組む当社ならではの目標にできればと考えています。

コーポレート・ガバナンスへの取り組みでは、今年度に任意の指名・報酬委
員会を設置し、より経営の透明性を向上させました。取締役の報酬について
も、株式報酬型ストックオプション制度部分を譲渡制限付株式報酬制度に変
えるなど、時代の要請にも合わせた形へと進化をさせていきます。また、取締
役会の多様性なども検討し、長期での進化や変化に柔軟に対応できるよう取
り組んでいきます。

まず、従業員の皆さまに対して、コロナ禍という今までに経験のない状況で
の懸命な努力に本当に感謝しています。しかし、まだ油断ができる状況ではあ
りません。気を引き締めて一緒に乗り越えていきましょう。また、施工技術者や
設計・製造の協力会社の皆さまにも改めて感謝申し上げるとともに、引き続き
連携を深めていきたいと考えています。
当社では、「二つの信用、ひとつの三和」を掲げています。しっかりと業績を
残すこと、社会的な信用に応えること。そのためにひとつの三和であること。お
客さま、従業員、施工技術者、取引先、株主・投資家、地域社会の皆さまとと
もに、これからもサステナブルな社会を目指し、本業を通じた社会への貢献と
企業価値の向上に取り組んでいきます。ご期待ください。

P.28-35地域別事業

P.36-53ESGマテリアリティへの取り組み
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P.40-41

P.44-51

価値創造モデル

当社グループは、気候変動やジェンダーにおける平等、働き方改革などグローバルな社会課題を解決し、世界中の
街や暮らしに「安全、安心、快適」を提供することにより社会に貢献します。そのために、経営資源を最大限に活か
し創業以来培ってきた強みを深化させることで、持続的な成長とサステナブルな価値創造に取り組んでいきます。

・ 気候変動
・   エネルギー、資源の枯渇
・ 自然災害の増加
・ 格差の拡大

・ 人権への配慮
・ 労働人口の減少
・ 少子高齢化
・ 働き方の変化

・ 都市化の進行
・ AI、IoT社会の進展
・ ニーズの多様化
・   サプライチェーンの複雑化

社会課題

財務資本

持続的成長のために、
ROE、SVAを意識した財務戦略
・・ フリー・キャッシュ・フロー
 390億円

技術・製造資本

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
経営陣から一般従業員までに
根付いたPDCAの実践
・・ 研究開発費　46億円

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
・・ 生産拠点数　63ヵ所 （海外43ヵ所）

・・ 設備投資額　87.7億円 （海外50億円）

人的資本

価値創造の源泉である 
人材の育成と職場環境の充実
・・ 連結従業員数　11,540名
  （海外従業員比率　64％）

・・ 研修のべ受講者数　3,424名
  （三和シヤッター工業）

自然資本

消費エネルギーの削減
・・ エネルギー消費量（原油換算）
  （三和シヤッター工業）
 8,865kℓ
・・ 取水量（三和シヤッター工業 工場）
 87,650m3

社会関係資本

ステークホルダーとの
エンゲージメント強化
・・ 日本の営業ネットワーク
 約500所課
・・ 24時間修理受付サービス（FTS）
・・ 施工技術者数（日本）
 約3,900名
・・ 北米における販売代理店
  「リボンディストリビューター」
 約400社

目指す姿
三和グループの使命

安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献します

ステークホルダー

三和グループの事業活動を支える多くのステークホルダーとともに
社会課題を解決することで、サステナブルな社会の創造に貢献してまいります。

お客さま 従業員 施工技術者 お取引先 株主・投資家 地域社会

インプット

三和の事業活動

グループの経営基盤

P.36-39

ものづくり

事業を通じた社会課題の解決
環境

持続可能な地球環境の実現

P.42-43

人
働きやすさとやりがいの追求

グローバル化
強 み

2 サービス
強 み

3多品種化
強 み

1
時代の変化に合わせ、

さまざまな社会課題を解決する
幅広い商品ラインアップ

国内同業他社に先駆けて
グローバル展開し、
プレゼンスを拡大する

メンテナンス・サービスまでの
一貫したお客さまサポート

2020年度
非シャッター比率
（国内連結） 79.6％ 2020年度

海外売上高比率 45.9％ 2020年度
サービス事業売上高比率 13.2％

販 売 設 計開 発 製 造 施 工 メンテナンス・
サービス調 達

ESGマテリアリティ ―サステナブルで住み続けられるまちの実現―

アウトプット

中期経営
計画

P.16-19

コアビジネスの
事業領域拡大と

強化

1

コア事業

サービス分野の
強化と

ビジネスモデルの
拡大

2

アジア事業の
基盤拡充

3

成長事業

働き方改革と
生産性向上

4

ESGの推進
5

基盤強化

2020年度
売上高 4,271億円
営業利益 331億円
営業利益率 7.7%

ＳＶＡ 136億円
ＲＯＥ 12.4%

海外売上高／比率 1,960億円 45.9%

サービス事業売上高／ 
比率 565億円 13.2%

気候変動対応商品の
売上高／比率 798億円 18.7%

防災商品の売上高／比率 904億円 21.2%

CO2排出量（日本） 27,009 t-CO2

主要地域の日本・北米・欧州で
高いシェアと多品種ラインアップ

シャッター

日本１位
北米１位

ガレージドア

日本１位
北米2位
欧州2位

スチールドア

日本１位
欧州2位

産業用セクショナルドア
日本1位
北米1位
欧州2位

価値創造ストーリー
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ものづくり
事業を通じた
社会課題の解決

商品、サービスを 
通じた気候変動・防災

への貢献

●  当社グループの商品、技術、サービスによる 
気候変動や災害などの社会課題の解決

● 人々が安心して暮らせるレジリエントな社会の実現
38-39

品質の確保・向上
● メーカーとしてのお客さまや社会への責務を果たす
●  高品質で安定的な“動く建材”による 
社会インフラとしての安心確保

36-37

環 境
持続可能な 

地球環境の実現

脱炭素社会へ
向けた取り組み

●  環境負荷の低減、再生エネルギーの活用による 
サステナブルな地球環境の実現

●  2030年CO2排出量の削減目標30%
40-41

水資源の保全 ●  水資源の有効活用、保全による 
サステナブルな地球環境の実現 41

廃棄物の削減 ●  資源の有効活用、リサイクル推進、廃棄物の削減による
サステナブルな地球環境の実現 40

人
働きやすさと
やりがいの追求

人権の尊重
●  人権尊重による健全で持続的な雇用機会の創出
●  人権侵害の未然防止によるレピュテーションの 
維持・向上

42

人材育成 ●  商品、サービスの安定的かつ継続的な供給
●  優秀な人材の確保・育成によるイノベーションの創出 43

ダイバーシティの推進 ●  多様な人材の雇用創出
●  ダイバーシティ人材によるイノベーションの創出 42

安全と健康 ●  安全で働きやすい職場の確保による健全で持続的な
雇用機会の創出 43

グループの
経営基盤

コーポレート・
ガバナンス

●  経営の透明性の確保による持続的な価値創造 
プロセスの構築

●  株主や投資家への説明責任の履行
44-48

コンプライアンス
●  企業価値毀損リスクの未然防止
●  事業の継続と企業価値の維持・向上 49

テーマ
ESG 

マテリアリティ 提供する社会価値 貢献できるSDGs 掲載
ページ

環境 ～持続可能な地球環境の実現～

ものづくり ～事業を通じた社会課題の解決～

•  脱炭素社会へ向けた取り組み
•  水資源の保全
•  廃棄物の削減

人 ～働きやすさとやりがいの追求～

•  商品、サービスを通じた 
気候変動・防災への貢献

•  品質の確保・向上

•  人権の尊重
•  人材育成
•  ダイバーシティの推進
•  安全と健康

• コーポレート・ガバナンス
• コンプライアンス

E S Gマテリアリティ

当社グループは、ステークホルダーにとって重要であると同時に、当社グループにとって経営インパクトの大きい
課題として、2019年度に20個のESGマテリアリティを特定しました。その後、気候変動問題をはじめ世界的に
サステナビリティの重要性が高まる中、事業活動を通じて社会課題の解決やステークホルダーの期待にお応え
し、企業価値向上につながる取り組みをさらに推進するため、2021年度に見直しを実施し、11個のESGマテア
リティを特定し直しました。

特定のプロセス マテリアリティマップ

ESGマテリアリティ

グループの経営基盤

サステナブルで住み続けられるまちの実現

ESGマテリアリティと提供価値

サステナビリティに関する国際的枠組み、外部イニシアティブ、
ガイドライン等を総合的に勘案し、ESG課題を抽出。

ESG課題の抽出STEP 1

ESG課題に対し、FTSE・MSCI・SASB等の調査機関の評価
ウェイト等を踏まえて、縦軸に「ステークホルダーにとっての重
要度」を評価。横軸に、経営者レビューを経て「当社グループに
とっての重要度」を評価し、マテリアリティマップを作成。

重要度の2軸評価STEP 2

マテリアリティマップから導き出された要素に、事業活動を支え
成長を牽引する“人”に関する要素を加え、11個のESGマテリアリ
ティを特定し、3つのテーマとグループの経営基盤に整理。

ESGマテリアリティの特定STEP 3

定
期
的
な
見
直
し

目指す姿、長期ビジョンの指標等を総合的に勘案し、KPIを設
定予定。

KPIの設定今後の課題

やや
大きい

やや
小さい

小さい

大きい

【当社グループにとっての重要度】
小さい やや小さい やや大きい 大きい

【
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
度
】

ESGマテリアリティ https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/group/materiality.html
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ものづくり

商品、サービス
を通じた
気候変動・
防災への貢献

大規模災害
リスク

●  大型台風や集中豪雨、地震などの大規模
災害による当社供給体制及び調達先の
事業への影響
機 会    気候変動対応（適応）商品、防災商品

（防火、防煙）の提供による収益機会
の増大

●  気候変動対応（適応）商品、防災商品の開
発、提供

感染症リスク

●  感染症長期化に伴う営業機会損失、工事
延期、工事中止による事業への影響

●  顧客ニーズへの対応遅れによる機会損失
機 会    抗菌・抗ウイルス対応商品、非接触商

品等の提供による収益機会の増大

●  顧客ニーズへの対応に向けた取り組みの
実施

●  危機管理対策マニュアルを整備し感染対策 
を強化

品質の
確保・向上

研究開発
リスク

●  先進技術の開発や製品サービスへの適用
遅れ、製品改良不足による競争力の低下
機 会    画期的技術の開発による成長機会

獲得

●  顧客ニーズの情報収集および先進技術力・
開発力の強化

品質リスク

●  生産設備の老朽化に伴う供給力減少によ
る事業への影響

●  納期遅延による事業への影響
●  リコールなど製品欠陥に伴う信用失墜
●  製品および施工事故による信用失墜
機 会  高品質による製品の差別化

●  生産設備の恒常的な更新
●  製造や物流、施工でのシステム連携による
納期対応実施

●  製品品質管理の徹底
●  省施工商品の拡大
●  施工技術の継承

環 境

脱炭素社会へ
向けた取り組み

水資源の保全

廃棄物の削減

環境リスク ●  環境関連の法規制強化によるリスク
●  「三和グループ環境方針」に基づいた、工場・
事業所単位で環境保全への取り組み

気候変動
リスク

●  炭素税負荷や温室効果ガス排出規制、対
応コスト増等の気候変動リスク

●  気温上昇に伴う、施工現場の品質低下や
業務効率の低下、労災事故の発生増加な
どのリスク
機 会  気候変動対応（緩和）商品の拡充に 
　　　よる成長

●  サステナビリティ委員会で気候変動リスク
対策を検討、実施

●  CO2削減目標の設定と達成に向けた取り
組み

●  TCFD提言への賛同表明に向けた取り組み
●  気候変動対応（緩和）商品の開発、提供

人

人権の尊重

人材育成

ダイバーシティ 
の推進

安全と健康

安全と点検
リスク

●  製造人員の減少、製造技術の低下などに
伴う供給力減少による事業への影響

●  施工技術者の減少や高齢化による事業
への影響

●  保守点検の不備による事業への影響
機 会    点検制度法制化の拡充によるサー

ビス事業拡大

●  経年劣化に対応した点検提案の推奨
●  施工技術者の採用拡大と施工研修の強化
●  サービス人員の拡充と教育

人材リスク

●  高付加価値人材の安定確保や継続雇用
のリスク

●  施工技術者の安定確保、高齢化のリスク
機 会    プロ人材育成プランの拡充による

長期的成長機会の獲得

●  高付加価値人材の確保による持続的なイノ
ベーション創出や多様化する顧客ニーズへ
の対応力強化

●  プロ人材育成プランの拡充
●  施工技術者の育成と研修制度拡充

グループの
経営基盤

コーポレート・ 
ガバナンス

コンプライアンス

コンプライアンス
リスク

●  不正・不祥事、法令違反等による信用失墜
●  財務諸表の虚偽記載、粉飾決算による信用
失墜

●  人事、労務上の問題の発生による信用 
失墜

●  「コンプライアンス行動規範」を原則とした
企業風土の醸成

●  コンプライアンス研修の実施
●  社内監査の徹底による不正会計、不正受注
の撲滅

●  労働時間管理システムの導入
●  計画的有休取得の拡充

情報
セキュリティ
リスク

●  情報漏洩、ウイルス感染やサイバー攻撃等
によるシステム障害、データの消失による
影響

●  「情報セキュリティポリシー」に基づいた三和
グループ情報管理体制による、サイバーセ
キュリティリスクへの対応

事業継続リスク
●  大規模災害による当社グループの供給体
制及び調達先の事業への影響

●  BCP策定による事業継続対応

1. 財務リスク

2．ESGマテリアリティに関連付けたリスク
ESGテーマ

財務リスク 財務リスクに関連する事象

マテリアリティ 対応策

当社グループは、全社横断的なリスクマネジメントシステムを実践して、潜在リスクを予測し未然に防止を図る
とともに、事業継続に必要なリスク対策に適切に対応し、安定した事業運営を行います。

主要なリスク
主要なリスクを「1．財務リスク」「2．ESGマテリアリティに関連付けたリスク」に区分し、それぞれのリスクおよび機会とその
対応策を記載しています。

主なリスクと機会リスク
カテゴリー

財務面でのリスクについては以下の通り、有価証券報告書の【事業等のリスク】「1．財務リスク」に詳細を記載しています。

有価証券報告書【事業等のリスク】 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/library/financial_report.html

TCFD＜気候関連財務情報開示タスクフォース＞提言への賛同表明に向けた取り組み
気候変動関連リスクおよび機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示することを推奨

しているため、当社グループにおいても、TCFD提言に賛同すべく取り組みを推進中。

経済動向リスク 景気減退に伴う業績悪化
為替・金利変動リスク 海外子会社業績の円換算や金利変動による業績悪化
地政学的リスク テロや暴動、戦争や紛争等の発生
原材料価格リスク 原材料価格高騰による業績悪化
調達リスク 供給元の状況変化による主要部品・部材の調達不足
会計上の見積りリスク 想定外の会計上の見積り発生による損失
業績の季節変動リスク 下半期偏重型に伴う人員配置・設備投資配分などの不備
買収等投資リスク 買収後の投資先の予期せぬ事象の発生
得意先の経営破綻リスク 予期せぬ得意先の経営破綻の発生
資金調達リスク 金融危機や業績悪化による格付けの低下、資金の枯渇
税務関連リスク 税制改正に伴うコスト増
法規制等リスク 法律・政令の制定、改正に伴う不利、処分等

リスクと機会

● ガバナンス･･･ 気候変動関連のリスク及び機会にかかる組織のガバナンスを開示 
 　「サステナビリティ委員会」を設置し気候変動対応の方針策定

● 戦　　　略･･･ 気候変動関連のリスク及び機会がもたらす組織の戦略、影響を開示 
 2℃と4℃の2つのシナリオ分析を行い、それぞれにおける事業インパクトを算定

● リスク管理･･･ 気候変動関連リスクの評価、管理について開示 
 　「サステナビリティ委員会」から取締役会へ提言報告する体制

● 指標と目標･･･ 気候変動に対応するKPIまたは目標管理状況を開示 
 指標：三和シヤッター工業のScope1+Scope2のCO2排出量 
 目標：2030年度目標30％削減（2020年度比） 
 また、気候変動対応商品の売上高（中計目標）を、緩和および適応で目標設定する。

価値創造ストーリー
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リスクと機会

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/library/financial_report.html


財務指標 非財務指標

営業利益／営業利益率 親会社株主に帰属する当期純利益／ROE

2018 2019 202020172016

26,440 28,322

34,217 33,07731,593

7.5% 7.3%
7.8% 7.7%7.7%

■ 営業利益　● 営業利益率

（年度）

（百万円）

201820172016 2019 2020

17,070

21,64720,910
18,280

12.7% 13.3%

21,251

12.4%
13.5%

12.7%

■ 親会社株主に帰属する当期純利益　● ROE

（年度）

（百万円）

従業員数／女性従業員比率（連結）

設備投資額／減価償却費※

有利子負債／D/Eレシオ

2018 2019 202020172016

8,096 8,419

12,367
11,383

7,290

9,301 8,770
10,010

8,0497,622

■ 設備投資額　■ 減価償却費

（年度）

（百万円）

74,739

63,73061,217
65,945 66,194

■ 有利子負債　● D/Eレシオ

2018 2019 202020172016

0.53倍
0.38倍 0.36倍

0.38倍0.44倍
0.53倍

0.38倍 0.36倍
0.38倍0.44倍

（年度）

（百万円）

SVA（Sanwa Value Added）／投下資本利益率（ROIC）

配当／１株当たりの当期純利益（EPS）

フリー・キャッシュ・フロー

総資産額／自己資本比率

201820172016 2019 2020

81

140
127

90

12.2%
15.4%

136

15.5%
15.0%

12.8%

■ SVA（Sanwa Value Added）　● 投下資本利益率（ROIC）

（年度）

（億円）

2018 2019 202020172016

74.61

97.1492.95
80.97

25

34

96.21

343230

■ 配当　● １株当たりの当期純利益（EPS）

（年度）

（円）

201820172016 2019 2020

15,664 15,679

38,967

10,593
13,360

（年度）

（百万円）

201820172016 2019 2020

323,393
354,023338,432331,686

43.0% 46.3%

375,159

47.9%
47.4%45.2%

■ 総資産額　● 自己資本比率

（年度）

（百万円）

取水量／排水量（三和シヤッター工業 工場）

※のれん償却費を除く

財務・非財務ハイライト

研究開発費／対売上高研究開発費比率（連結）

労働災害の度数率／強度率（国内グループ会社 工場）

※ 出典：厚生労働省「令和2年度労働災害動向調査」

*精度向上のため過年度に遡及してデータを修正

サービス事業売上高／
対売上高サービス事業売上比率（連結）

研修のべ受講者数（三和シヤッター工業）

CO2排出量（国内グループ会社）

気候変動対応（緩和・適応）商品／
防災商品の売上高（連結）

（名）

201820172016 2019 2020

9,051

11,474

16.8%

10,1519,643

2,177
3,147

524

2,8082,545

3,617
3,6763,8193,666

3,257 4,127

11,540

17.9%

3,092

514

3,744

4,1903,5243,432

■ 日本　■ オーバーヘッドドア社　■ ノボフェルムグループ　■ アジア
● 女性従業員比率

（年度）

201820172016 2019 2020

378

542
476

437

10.7%
12.3%

565

13.2%

11.6%11.3%

■ サービス事業売上高　● 対売上高サービス事業売上比率

（年度）

（億円）

2019 20202017 20182016

631

799
742

872
959

709
804

904
798782

■ 気候変動（緩和）商品の売上高　■ 気候変動（適応）適応商品の売上高　
■ 防災商品の売上高

（年度）

（億円）

■ 研究開発費　● 対売上高研究開発費比率

（年度） 201820172016 2019 2020

40
4746

1.13%
1.07%

46

1.08%1.12%1.15%

44

（億円）

3,325

4,292

3,514

4,630

3,424

201820172016 2019 2020（年度）

（名）

201820172016 2019 2020

0.02 0.00 0.04 0.01

1.15

0.07

1.8

1.201.20

0.7

0.10 0.03

1.21

1.3

0.07

0.9

0.10

1.02

0.8

0.08

● 日本（国内工場）度数率　● 製造業平均度数率
● 日本（国内工場）強度率　● 製造業平均強度率

（年度）

（%）

2018 2019 20202017

30,523

17,476

13,047

17,125

11,396

16,165

12,148

15,412

11,597

27,00928,31328,521

■ Scope1　■ Scope2

（年度）

（t-CO2） （千m3）

2017 2018

■ 取水量　■ 排水量

2019 2020

101

39

111

38

84

39

88

37

（年度）

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/esg.htmlESGデータ集
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財務・非財務
ハイライト

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/esg.html
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