
長期ビジョン・中期経営計画

三和グローバルビジョン2020の振り返り
～第三次中期経営計画は1年延長し2021年度まで～

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
過去最高であった2019年度には及ばないものの、
各エリアでの戦略、施策により予想はクリアしました。

第一次3ヵ年計画
（2013~2015年度）

第二次3ヵ年計画
（2016~2018年度）

第三次中期経営計画 
（2019~2021年度）

2015年度 
目 標

2015年度 
実 績

2018年度 
目 標

2018年度 
実 績

2019年度 
実 績

2020年度
実 績

2021年度
予 想

売上高  3,250億円  3,656億円  4,100億円  4,100億円  4,402億円  4,271億円  4,500億円

営業利益  230.0億円  268.7億円  370.0億円  315.9億円  342.0億円  331.0億円  340.0億円

営業利益率  7.1%  7.3%  9.0%  7.7%  7.8%  7.7%  7.6%

ROE  11.7%  11.4%  15.0%  13.5%  13.3%  12.4%  12.0%

D/Eレシオ  0.61倍  0.54倍  0.40倍  0.38倍  0.38倍  0.36倍  0.30倍

SVA  50億円  82億円  128億円  127億円  140億円  136億円  145億円

振り返り
• 国内事業の業績が牽引し、第一次3ヵ年計画の
目標は1年前倒しで達成

• 三和シヤッター工業の営業利益率10%達成

• 欧米事業が回復したものの、国内事業が 
停滞し、第二次3ヵ年計画目標は未達

• 欧州事業のNF3.0による収益性向上

• 2019年度は国内事業が牽引し、過去最高の業績
• 三和シヤッター工業の営業利益率10%回復
• 2021年度はコロナ禍からの回復もあり、 
売上は当初中期目標に達する見込みだが、利益は未達予想

課題

• 国内事業の多品種化推進
• ODCの新ERP導入と川下戦略の推進
• NFの構造改革による収益性向上
• アジア事業の黒字化

• 国内事業の生産・物流・施工能力向上
• 国内事業の販売価格転嫁、コスト管理
• ODCの新ERP導入と多品種化推進
• ODCの周辺分野への進出
• アジア事業の基盤構築

• 各エリアにおけるコロナ禍対応
• デジタル化の推進
• グループでのサービス事業の強化
• アジア事業の基盤構築
• 新ERPの導入
• ESGへの対応

三和グループは、2013年度から長期経営

ビジョン「三和グローバルビジョン2020」を

スタートしました。2019~2020年度の第三

次中期経営計画は「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

とを目指して取り組みを進めてきましたが、

2020年度における新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえ、計画実行における適

切な対応をとり、第三次中期経営計画を1

年延長し、2021年度までに変更しました。

三和グローバルビジョン2020における骨

子と目指す姿は引き続き下記の通りです。

1. 日・米・欧において、各地の市場特性に応
じた発展により、トップブランドの地位を
不動のものとする。

2. 各地域でお客さまが満足する最大の付加
価値を提供するため、サービス分野の強化
を中心にビジネスモデルを拡大する。

3. アジアを中心に新興国におけるシャッ
ター・ドア事業を、グループの事業の一つ
の柱とし、トップブランドに育成する。

4. 各地に展開する強みを結集し、グローバ
ル市場における全体最適を推進する。

「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

三和グローバルビジョン2020

目指す姿

「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3ヵ年
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競争優位を確保するための戦略

長期ビジョン・中期経営計画



三和グループの強みと中期経営計画の進捗

当社グループは「多品種化」「グローバル化」「サービ
ス」の3つの強みを持って「動く建材企業」として事業を
拡大してきました。これらに加えて、社会的な要請と
当社の強みを組み合わせた「ESGマテリアリティ」を踏
まえ、今後も企業価値の向上を目指していきます。

第三次中期経営計画
（2019～2021年度） 「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3ヵ年位置づけ

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りま
した。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、さまざま
な「動く建材」を取り扱う企業として、多
種多様な製品をリリースしてきました。

1974年の北米オーバーヘッドドア社
（ODC）との技術提携から始まり、現
在では日・米・欧・アジアとグローバル
に事業を拡大。「動く建材」のグローバ
ル・メジャーを目指して引き続き各国
でのプレゼンス向上を目指します。

当社グループは、製品開発から、販
売、設計、調達、製造、施工、メンテナ
ンス・サービスまで、一貫してお客さま
をサポートしています。高い専門性で
の対応で「安全・安心・快適」をエンド
ユーザーの皆さまへお届けします。

自社の成長だけではなく、社会的な
課題へも取り組みを進めています。な
かでも当社が取り組むべき優先順位を
定め、サステナブルな社会へ向けて当
社ならではの強みで貢献していきます。

ヒンジドア事業
• Robust社統合計画の推進
ガレージドア事業
• ホームオートメーション対応の 

wifi接続商品の拡大
産業用製品事業
• 生産拡充による供給強化
デジタル化
• ドイツを中心とした 
デジタル化ツールの拡大

ドア事業
• 住宅用改築向けの強化
 商業（非住宅）用ドア…耐風圧製品、 
ハイスピードドアなど新製品追加
開閉機事業
• 住宅市場シェア維持
自動ドア事業
• Won-Door社買収による事業領域の 
拡大

● 日本
• 法定検査の受注強化
• 災害復旧対応
• 経年劣化提案や定期点検契約への 
ビジネスモデル確立

● 北米
• 地域に根付いたサービス展開
● 欧州
• サービス事業体制の再編
• フィールドサービスシステムの導入

● 中　  国：上海地域での事業再編、新工場設立
● 香　  港：三和香港・鈴木香港のシナジーと業容拡大
● 台　  湾：新規設備の円滑導入と今後の成長戦略構築
● ベトナム：ビナサンワは事業の再構築による立て直し

生産性改善、物流体制強化、施工力強化
• 物流管理システム、施工管理システムの導入

ESGマテリアリティの見直し
2030年度CO2排出量削減目標の設定
• Scope1+Scope2のCO2排出量を2020年度比30%削減（三和シヤッター工業）
各ESGマテリアリティに対するKPIの設定
任意の指名・報酬委員会の設置

● 日本
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

サービス事業
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

アジア事業
グループ各社の一体運営強化
および連結対象事業の拡大

時代に合わせた働き方へ
業務効率化、働き方改革などにより
生産性を改善しニューノーマルに
対応した柔軟な働き方を実現

ESGの推進
サステナブルで
住み続けられるまちの実現

● 北米
コア事業の維持・拡大と
周辺事業への参入

● 欧州
産業用製品の強化と
デジタル化推進

シャッター、ドアの収益性確保
• 原材料や工事費等の販売価格への転嫁、 
受注拡大、販売体制の強化を推進
多品種化事業の強化
• グループ連携による多品種強化
 ⇒間仕切、ステンレス・アルミフロント
気候変動ニーズへの対応
 ⇒気候変動対応（緩和・適応）商品の拡大

コア事業

成長事業

基盤強化

基本戦略 ❶

基本戦略 ❷

基本戦略 ❸

基本戦略 ❹

基本戦略 ❺

日・米・欧のコアビジネスの
事業領域拡大と強化

サービス分野の強化と
ビジネスモデルの拡大

アジア事業の基盤拡充

働き方改革と生産性の向上

ESGを推進し、社会から
より信頼される企業体質へ

多品種化

グローバル化

サービス

ESG
マテリアリティ

詳細はp32-33

詳細はp36-49

詳細はp34

詳細はp30-31詳細はp28-29
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当社の使命は「安全、安心、快適を提供することにより社会に
貢献」することであり、これを実現するためには、社会にとって持
続的に意義のある付加価値を提供していくことが必要だと考え
ています。「会社にとって持続的な成長が重要だ」ということは古
くから言われてきていることであり、それは今でも不変です。それ
が今に至るまで変わらず、社会側から求められる前から根付いて
いるのが三和グループです。新型コロナウイルス感染症という大
きな影響はありましたが、引き続き財務・非財務の両方の観点か
ら企業価値向上の戦略策定を進めていきます。

2011年度を起点として売上、利益について拡大を続けてまい
りましたが、当期は昨年の新型コロナウイルス感染症の影響があ
り、修正予想こそ上回ったものの、売上や利益、各経営指標にお
いて減少ないし横ばいで推移しました。
日本においては、三和シヤッター工業、その他国内子会社とも

に数量減の影響がありつつも、製造や物流におけるコスト削減効
果により利益面では修正予想を上回りました。米国ODCにおいて

は、コロナ禍でも操業を維持できたことや、下期における好調な住
宅市場により数量は増加しましたが、一部商品構成変化などもあ

私は経営企画部門の担当として、財務戦略と事業部門の戦略
のバランスをとることが大きな役割の一つだと考えています。サ
ステナビリティという観点から見ても、持続的な成長をするため
に長期を見据えた上で、短期的にもバランスの良い戦略を実施し
ていく必要があります。
当社では経営指標としてSVA（Sanwa Value Added）を採用

し、各グループ会社の業績の指標として、また、M&Aにおける判
断指標の一つとして活用しています。リスクとリターン、売上とコ

2020年度の総括

資本効率を意識した事業の推進

主要指標について

ストの全体的なバランスと効率を最大限高めていくことが、事業
の拡大と企業価値向上を両立させると考えているからです。
また、当社は引き続き株主資本コストを8.0％として、加重平

均資本コスト（WACC）を6.0％と認識しています。これに対し、
ROEの水準は2014年以降10％以上を維持しており、ROICにお

いてもほぼ昨年水準を維持し、スプレッドは拡大しています。株
主価値や企業価値を積み上げ、引き続き効率的・効果的な企業
経営を推進していきます。

り減益となりました。欧州ノボフェルムにおいては、こちらもコロ
ナ禍の影響を受け販売数量は減少したものの、コストダウンに成
功し利益面では修正予想を超えて着地をすることができました。
これらを踏まえて、SVAについては2019年度実績で140億円、

当期は136億円で着地しましたが、来期は145億円を目指します。
ROIC、ROEについては大きな影響を受けなかったこともあり、
引き続き拡大に向けて取り組みを進めていきます。2021年度へ
向けては、2019年度の水準へ戻し、再び成長軌道を描けるよう
各種目標設定をしています。

取締役常務執行役員
経営企画部門担当

山崎 弘之

2019年度実績 2020年度実績 2021年度予想

SVA （実効税率：33%） 140 億円 136 億円 145 億円

ROIC （WACC：6%） 15.4 % 15.5 % 16.5 %

ROE （株主資本コスト：8%） 13.3 % 12.4 % 12.0 %

配当性向 35.0 % 35.3 % 34.8 %

フリー・キャッシュ・フロー 156 億円 390 億円 73 億円

D/Eレシオ 0.38 倍 0.36 倍 0.30 倍

自己資本比率 46.3 % 47.9 % 47.8 %

エクイティ・スプレッド※4 SVAスプレッド※5

※1 SVA＝税引後営業利益（NOPAT）－投下資本×WACC（6%）
※2 投下資本＝運転資本＋固定資産＝純資産＋有利子負債－（現金同等物＋投資有価証券） 

ROIC＝税引後営業利益（NOPAT）／投下資本×100
※3 ROICで用いる投下資本は、現金および現金同等物、投資有価証券を除いて算定

SVA
SVAは、当社独自の経済的付加価値指標として2001年より採用
株主・債権者の期待収益を意識した事業運営を行うために設定

数値は連結数値

2020年度実績
2021年度予想

136億円
145億円

SVA※1

221億円
228億円

NOPAT

15.5%

16.5%
ROIC※3

331億円
340億円

営業利益

税率33%

33%
税金

1,425億円
1,384億円

投下資本※2

1,049億円
999億円

現金同等物
＋

投資有価証券

661億円
551億円

有利子負債

1,813億円
1,832億円

純資産

0.9%

0.9%
負債コスト

8.0%

8.0%

株主資本
コスト

6.0%

6.0%
WACC

85億円
83億円

資本コスト額

※4 エクイティ・スプレッド＝ROE－株主資本コスト
※5 SVAスプレッド＝ROIC－WACC

（%）

（年度）

14.0

12.0

8.0

10.0

6.0

4.0

20192018201720162015 2020 2021
（予想）

8.0 8.0 8.08.08.0

11.4

13.3
12.4

8.0

12.0

13.5
12.7

8.0
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● 株主資本コスト　■ エクイティ・スプレッド　● 自己資本当期純利益率（ROE）

（%）

（年度）

18.0

12.0

14.0

16.0

8.0

10.0

4.0

6.0

2.0

20192018201720162015 2020 2021
（予想）

6.0 6.0 6.06.06.0

12.2

15.4 15.5

6.0

16.5
15.0

12.2

6.0

12.8

● WACC　■ SVAスプレッド　● 投下資本利益率（ROIC）

財務戦略
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当社はフリー・キャッシュ・フローを効果的に振り分け、設備の
効率化やデジタル化への成長投資、さらにM&Aのための資金な
どとして活用し、事業の最適化・拡大に努めてまいります。2020

年度においては当初の第三次中期経営計画2年間で300億円の目
標に対しおよそ190億円の投資を行いました。目標額に対して少
なくなりましたが、2021年4月に実施した米国Won-Door社の買
収もあり、そう遠い数字ではありません。2021年度の設備投資額
は戦略投資を含め年間150億円ほどを予定しています。

銀行からの借り入れもここ数年で半分程度まで減らしてきてい
ます。これらは単純に資本コストだけの問題というより、取り引
き上における関係性や資金需要のタイミング、社債発行なども含
めて全体的なバランスを考慮した上で行っているものです。
また、これらも踏まえた今期のROEは12.4%、ROICも15.5%

となりました。一部では借り入れを増やして、エクイティを減ら

当社は、経営基盤の強化を図りつつ、企業価値増大に向けた
経営をさらに推進しながら、安定した配当性向を維持することを
目指し、連結業績に連動して配当性向は35%を目安とした利益
配分を行うことを基本方針としています。

2020年度の配当については、前年と同額の年間配当金34.0円
（第2四半期末、期末ともに17.0円）としました。2021年度の年
間配当については、2020年度と同額の年間34.0円（第2四半期

現在当社が保有している政策保有株式はおよそ123億円と
なっています。一部では事業を協働で行っているなどの理由もあ
りますが、銘柄数は徐々に減少させています。政策保有株式の保
有の合理性は、銘柄ごとに取得価額に対する保有便益（受取配当
金＋事業取引利益）と当社資本コスト（現状のWACC＝6％）を比
較・検証し、合理性が希薄になった銘柄については随時売却を検
討しています。また、定期的に取締役会で全ての銘柄について保
有便益を精査し、保有の適否を判断しています。

資産を積み上げ、借り入れの返済をしていくという方法もあり
ますが、それでは成長速度は鈍化してしまい、現代の変化の早い
市場においては取り残されてしまうでしょう。M&Aは時間を買う
とも言います。現在の当社のシェアがすでに高いことを考慮する
と、日米においてコア商品の買収は現状のところありませんが、
持続的な成長を実現するため資産・資金については引き続き効
率的かつ積極的に投資に振り分けていきます。

末・期末ともに17.0円）の予想としています。自社株の取得につ
きましては、成長のための投資と手元資金を考慮しつつ、機動的
に検討をしていきます。

し、配当も増やしつつ自社株買いをしてROEをさらに高めよ、と
いう声もありますが、数値ありきで運営をすることはできません。
D/Eレシオも0.3倍程度で、自己資本比率も40%台となっていま
すが、当社における資産構成と健全性という面から見れば現状は
良いバランスに収められていると考えています。

キャッシュ・フローと経営戦略

バランスシートの目指す姿

株主還元の考え方

政策保有株式

第一次3ヵ年計画実績
（3年間累計）

配当
105億円
自社株取得
100億円

配当
190億円
自社株取得
50億円

配当
230億円
自社株取得
100億円

M&A
140億円
戦略投資
100億円

M&A
58億円
戦略投資
118億円

M&A
220億円
戦略投資
150億円

設備投資
130億円

設備投資
200億円

設備投資
170億円

有利子負債
返済

89億円
など

有利子負債
返済

129億円
など

有利子負債
返済

280億円
など

営業CF

664億円
営業CF

745億円

営業CF

1,150億円
（予想）

第三次中期経営計画予想
（3年間累計）

第二次3ヵ年計画実績
（3年間累計）

D/Eレシオ

配当金／配当性向

銘柄数／貸借対照表上の合計額

総資産 3,540 （億円）

2020年3月末

流動資産
2,225
（62.9%） 固定負債

743
（21.0%）
純資産
1,656
（46.8%）

流動負債
1,140
（32.2%）

固定資産
1,314
（37.1%）

（%）は構成比率

総資産 3,751 （億円）

2021年3月末

流動資産
2,406
（64.1%） 固定負債

619
（16.5%）
純資産
1,813
（48.3%）

流動負債
1,319
（35.2%）

固定資産
1,345
（35.9%）

（%）は構成比率

配当
• 2020年度
 年間34円（上期17円、下期17円） ※配当性向35%を目安
• 2021年度（予想）
 2020年度と同額の年間34円予想
自社株取得
• 成長投資と手元資金を考慮し機動的に実施

（円）

（年度）

（%）
70

60

50

40

20

30

10

50

40

20

30

10

00

201920182017 2020 2021
（予想）

30
34 343432

37.1 35.3 34.835.034.4

■ 配当金（左軸）　● 配当性向（右軸）

（倍）

（年度）

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0

201920182017 2020

0.44
0.36

0.30
0.380.38

2021
（予想）

（年度）

（百万円）
50

40

20

30

10

25,000

20,000

10,000

15,000

5,000

00

2019 202020182017

14,429
12,320

9,703

12,396

50（35）

36（24）
41（29）

46（34）

● 銘柄数（左軸） カッコ内は上場企業の銘柄数　■ 貸借対照表上の合計額（右軸）

【戦略投資方針】
多品種化の推進やシナジー効果の見込める 
成長分野を中心投資する
【2019・2020年度 実績】
戦略投資 約190億円
内訳 
M&A　110億円 
（鈴木シャッター、Robust社）

戦略的設備投資　80億円
（国内：新CADシステム、物流管理システム、会計
システム更新など）
（海外：新ERPシステムなど）
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財務戦略



従業員、協力会社、お客さま、取引先
の安全確保を最優先に考え、安心して
働くことのできる職場環境をつくる

社会インフラを支えるエッセンシャ
ルビジネスとして企業活動を維持・
継続する

安全確保
1POINT

事業の継続
2POINT

ニューノーマルに対応した新たな
ビジネス機会の創出

商品を通じた貢献
3POINT

事務所や工場など、出勤しなければなら
ない場所では密閉・密集・密接の3密を回
避するとともに衛生管理の徹底を行いま
した。また、デスクワークにおいては2019
年度よりモバイルPCを導入し、テレワーク
の推進を行うとともに業務効率化を進め
てきました。これによって緊急事態宣言下
においては国内事業所の半数近くでテレ
ワークを実施することができました。あわ
せてテレビ会議システムも刷新し、タイム
リーな情報共有やスムーズな社内外のコ
ミュニケーションを実現しています。

私は4つの拠点におよそ550名の従業員を擁するノボフェル
ム（NF）グループ・フランスの代表を務めており、この地域にお
ける事業戦略や労働組合とのコミュニケーション、従業員向け
の教育プログラムなどの策定も行っています。フランスでは感
染拡大当時、ほとんどの人が外出を控えたため、在宅環境の
改善のための需要が増えました。家具を購入したり、ワーキン
グスペースを確保したりするなかで、ガレージドアの交換も多
くなり、売上の拡大を図ることができました。

私はオーバーヘッドドア社の本社で人事担当ディレクターと
して、各部の従業員に向けて人事サポートと施設の管理業務
を行っています。感染拡大時は多数の従業員は在宅に切り替
えましたが、出社が欠かせない従業員が少なからずいるという
状況でした。一部の地域では感染者が徐々に増えていくなか、
極力出社する人数を抑え、マスクや手袋などを素早く調達し
出社が必要な従業員に配布するなど感染リスクの拡大を抑え
ることができました。

2020年春にフランス全土でロックダウンが実施された際、
当社でも直ちに在宅勤務とビデオ会議を取り入れ、従業員の
安全を図ることはもちろん、顧客やサプライヤーへの対応は中
断せず行うことができました。最初の感染拡大時、従業員から
手助けの申し出や職場への早い復帰の希望を、電話やメール
で数多くもらって、大変勇気づけられました。従業員に対して
も顧客に対しても三和の理念である「安全、安心、快適」に従っ
て活動できていること、そして三和グループの一員として毎日
行動することを、私は非常に誇りに思っています。

また、働く環境も今一度整備し直す必要がありました。人が
集まるカフェテリアなどの場所ではソーシャルディスタンスを
確保できるようにし、会議室に入る人数も制限しました。リ
モートで働ける環境を迅速に整備し、各チームリーダーの協
力もあり、今では従業員のスケジュール管理や生産性のモニ
ターも可能となっています。新型コロナウイルス感染症の拡大
は大きな課題をもたらしましたが、私は従業員の一人ひとりが
安全で快適に働ける状況をつくれたことに感謝するとともに、
彼らと一緒に働けることに大きな喜びを感じています。

コロナ禍のなか、エッセンシャルビジネスとして事業を継続してきた世界各地のメンバー
たち。地域は違えども、人々の営みはかわることはありません。ここでは一丸となって働
いている欧州と北米のスタッフが直面した当時の様子と、どんな思いで活動をしてきたの
かをご紹介します。

経営陣と従業員、
社会的パートナーが
一丸となって困難を乗り越えます

VOICE

困難を乗り越え、
チームとして安全に働けることに
喜びを感じています

VOICE

POINT2
事業の継続

POINT1
安全確保

NF France 社長

Michel Akoum

Overhead Door Corporation
Director of Human Resources

Sandi Denton

当社グループでは、世界中に大きな危機をもたら
した新型コロナウイルス感染症への対策を引き
続き実行するとともに、政府方針である「ニュー
ノーマル（新しい生活様式）」に則り、ポストコ
ロナを見据えながら「安全、安心、快適」な商
品・サービスを提供してまいります。

ニューノーマルへの対応

特 集

共用部分の定期的な除菌、作業スペースへのアクリル板の設置、食堂などでの徹底した安全確保を行いました

海外においても、ソーシャルディスタンスの確保や、会議室の人数制限、出勤前の検温などを実施
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商　品 効　果 商　品 効　果 商　品 商　品 商　品 商　品効　果 効　果 効　果効　果

PICK UPPICK UP

オーバーヘッドドア社の自動ドア事業（Horton）では、Swing 
Door Systemsを発売しています。医療施設や学校、オフィス
などの既存の開き戸に開閉機を取り付けて自動化することで、
非接触での開閉操作ができます。

三和シヤッター工業では、非接触でトイレの
ドアを自動で操作できる電動タイプや一般
社団法人「抗菌製品技術協議会」の「抗ウイ
ルスSIAA」の認証を取得した抗ウイルス仕
様のトイレブースを発売しました。

SWING DOOR SYSTEMSの提供

非接触　

非対面

非対面

非対面 非対面

非接触　

非接触　

抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス

非接触　

非対面

抗菌

※

抗菌

※

抗菌

※

抗菌

※

抗菌

※

抗菌

※

自動ドア

自動ドア
（出入口）

自動ドア

自動ドア 自動ドア 自動ドア

引き戸

トイレブース

宅配ボックス・
メールボックス

間仕切間仕切 間仕切

高速シート
シャッター

窓シャッター

開き戸開き戸・引き戸開き戸・引き戸 開き戸・引き戸 開き戸・引き戸

非対面

非接触　抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス

非接触　

非接触　

非対面

非対面

非対面

非接触　

非接触　

非接触　

非対面 非対面 非対面

非対面

非対面

非接触　非接触　

非接触　 非接触　

非接触　 非接触　 非接触　

非接触　 非接触　 非接触　

非対面

非対面 非対面 非対面

非対面 非対面

非接触　 非接触　

抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス

非対面

非対面

トイレブースに電動タイプや抗ウイルス仕様を追加

換気

換気

換気 換気

換気 換気換気

換気換気換気換気換気

換気 換気 換気

換気

換気換気 換気 換気 換気換気

オーニング オーニング

オーニング

POINT3
商品を通じた
貢献

従来からラインアップしている非接触操作を可能とする商品や抗菌・抗ウイルス素
材を使用した商品の提案に加えて、感染症予防に向けた安全対策やニューノーマル
に対応した商品・サービスの開発に取り組んでいます。

ニューノーマル対応商品

特 集　ニューノーマルへの対応

全商品
対応　

一部商品
対応　

各効果の凡例

センサー

※オプションとして対応可

商業施設・
オフィス

トイレ 工場・倉庫 病　院 学　校 集合住宅・
戸建住宅
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強み リスク

注力テーマ／さらなる成長への取り組み

商品別売上高構成比（三和シヤッター工業）

地域別売上構成比 三和シヤッター工業 （億円）

売上高／営業利益
その他国内子会社 （億円） 
売上高／営業利益 

※売上高および営業利益は内部取引消去前の数値です。

住宅
うち2割

非住宅
うち8割

日本
54%

■■ 売上高　　■■ 営業利益

2018 2019 2020

502517511

353
29

27
25

12

2021
（予想）

（年度）

■■ 売上高　　■■ 営業利益

軽量シャッター
その他
（住宅ドア、窓、エクステリア、ステンレス、フロント、自動ドア）

メンテナンス・サービス

重量シャッター

シャッター関連商品
（オーバースライダー、高速シートシャッター等）

ビル・マンションドア間仕切製品

11.3%

12.1%

9.2%

27.5%7.2%

16.9%

15.8%

製品別 
売上高構成比

時代のニーズに合わせた製品開発と
営業でさらなる成長を目指す

三和シヤッター工業 代表取締役社長

髙山 盟司

来期および中長期的な目標2020年度の振り返りと取り組み

2020年度は防水商品「ウォーターガード」Sタイトドアの防水性
能を強化したほか、高耐風圧シャッター「耐風ガードシリーズ」や
ニューノーマルに対応し非接触でドアを自動開閉するトイレブース
の発売など、商品ラインアップを大きく拡充させた1年でした。
業績面では、新型コロナウイルス感染症の拡大が中小物件やメン

テナンス・サービス分野でお客さまの予算縮小要因となり、売上は
前年比5.2%減の1,994億円となりましたが、新規投入の防災商品
がお客さまに大変ご好評をいただいたほか、巣ごもり需要を背景と
した旺盛な物流倉庫建築需要の取り込みにより、基幹商品の受注は
前年を上回りました。戦略商品は提案営業活動がコロナ禍で抑制
されたことから、受注増にはつながらなかったものの、見積は回復・
増加傾向にあります。グループ会社では、2019年下期にグループ入
りした鈴木シャッターが今期から通年で業績に寄与しております。
一方、2019年度から進めていたモバイルPCの切り替えにより

テレワーク導入が効果的に進んだほか、物流管理システムの導入
が製造・物流費の削減に貢献し売上減の影響を抑制、営業利益
は前年比2.8%減の205.7億円となりました。

2021年度は第三次中期経営計画を1年延長し、新型コロナウ
イルス感染症に影響を受けた戦略を完遂する年としました。
まず商品開発面では気候変動対応商品や防災商品のラインアッ

プをさらに拡充することでお客様ニーズへの対応力を強化します。
販売面では堅調な需要が継続する物流・倉庫建築市場での基幹

商品の受注を進めるほか、戦略商品の受注を巡航速度に回復すべ
く、グループ連携を通じた設計折込を強化します。またメンテナン
ス・サービス事業では、2020年度に延期となった法定検査後の修
繕及び経年劣化に対応したメンテナンス・修理提案に注力します。
生産・物流・施工面では、2020年度に導入した物流管理システ

ムや施工工程管理システムの活用およびデジタル化のさらなる推進
を通じて供給力を強化するとともに、ユニット工法の推進をはじめ
とした工法改善や冶具の開発を通じ施工生産性の改善を進めます。
また、人材面では、営業および施工の教育研修体制の見直し・

強化を通じて新人の早期戦力化と業務執行力向上につなげ、当
社の強みである開発・販売・設計・製造・施工・メンテナンスの
一気通貫体制のさらなるレベルアップを図ります。

太田ドア工場に物流棟を新設

ドアの主力工場である三和シヤッター工業太田ドア工場の敷地内に
物流効率向上と管理徹底による品質向上を目的に物流棟を新設しまし
た。今後は首都圏の重量ドア・軽量ドアの物流拠点として、活用していき
ます。また、脱炭素への取り組みとして新物流棟の屋根を有効活用し、
太陽光発電システムを設置予定です。

内閣官房国土強靱化推進室が発行する「国土強靱化民間の取組事例集」において、高耐風圧窓シャッター
「マドモア耐風ガード」が顧客を守る取組事例の一つとして選定・掲載されました。

TOPICS

日  本
地域別事業

・ シャッターやドアなど6分野におけるトップシェア
・ 開発から施工・アフターサービスまでの一気通貫のビジネスモデル
・ 全国約500ヵ所の営業ネットワークと3,900名超の施工技術者
・ 防災商品など多品種化による社会貢献

・ 市場シェアの維持拡大
・ 生産設備の新規導入、デジタル化推進
・ 工法改善、冶具開発による施工効率化と施工技術者の育成体制強化
・ 顧客ニーズの情報収集及び先進技術力・開発力の強化

・ 鋼材や副資材等の価格高騰による収益悪化
・ 生産設備の老朽化、製造人員の減少
・ 施工技術者の減少や高齢化
・ 先進技術の開発やサービスの競争力低下

「国土強靱化民間の取組事例集」に選定

● アジア

● 北米

● 欧州

完成イメージ

2018 2019 2020

2,0501,994
2,104

1,985

207205211

183

2021
（予想）

（年度）
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注力テーマ／さらなる成長への取り組み

北  米
地域別事業

地域別売上構成比

為替レート

非住宅
うち4割

住宅
うち6割

北米
27%

売上高 （百万米ドル）

2018 2019 2020

1,234

1,1021,0851,057

2021
（予想）

（年度）

営業利益 （百万米ドル）

2018 2019 2020

77.3
72.7

82.7
79.6

2021
（予想）

（年度）

年度 2018 2019 2020 2021（予想）

為替レート（1ドル） 110.36円 109.24円 106.43円 105.00円

歴史の先にある革新を捉え、
さらなる拡大と成長を実現する
Overhead Door Corporation President & CEO

Kelly Terry

来期および中長期的な目標2020年度の振り返りと取り組み

2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、
事業の調整を図り、可能な限り在宅勤務に切り替えるなど安全
対策を行うとともに、当社製品およびサービスの本質を改めて見
直す1年となりました。当社におけるコアバリューを「社員は当社
の最大の強みである」「顧客の満足度向上に最大限注力する」「常
に正しいことを行う」「卓越した存在であることを信じ、さらに良
い未来を築いていく」の4つに定め、低迷する市場に向けては、コ
ストとキャッシュ・フローの管理をしっかりと行ってきました。
第2四半期以降では一般住宅のリフォーム需要や、住宅新築の

急増、商業プロジェクトの再開などで需要の回復が見られまし
た。壁に取り付けられるタイプの開閉機やその他関連商品などの
新規製品が好調だったこと、サービス提供を改善したことによる
主要製品における市場シェア拡大も貢献し、新型コロナウイルス
の感染拡大初期に行った営業費の削減もあり、売上は当初懸念
されたほどの下げ幅はではなく、予想以上の営業利益を達成する
ことができました。

2021年度は、オーバーヘッドドア社がインディアナ州ハート
フォードシティーで創業して100周年を迎えます。1921年にオー
バーヘッドドアを、1926年に電動ガレージドア開閉機を、そして
1954年には自動スライドドアをいずれも初めて発明した業界の
パイオニアである当社の歴史を記念し、これまでの成功を祝した
1年にしたいと考えています。また、ポストコロナの世界で成功し
ていくため、私たちはGTM（Go to Market）モデルの改定をは
じめ、ツールや人材への投資を開始しました。
住宅分野では、専門的なチャネルを通じた流通の拡大、住宅の

リフォームのトレンドを掴んだデザイン開発、CRMや消費者販売
の専門チームの設置、小売りとインターネット販売の大幅な強
化、関連するスマートホーム技術の開発の継続に注力していま
す。非住宅分野では、倉庫や特定産業用の新製品の導入、特定
産業や成長産業に特化した事業開発および販売スペシャリスト
のチームの構築、流通モデルの進化、Horton社の製品を活用し
た低コスト商品の販売に注力することなどを通じて市場シェアの
拡大と販売店のロイヤルティを高めていきます。
私たちは、設備の改善、新製品、隣接分野への業務範囲の拡

大によって、コア事業の強化という戦略的アプローチを継続して
いきます。

Won-Door社を買収

4月に防火ドア・防犯用ドア大手のWon-Door社を買収しまし
た。同社はアコーディオン式の水平スライドドアなどの独自の技術
を有しており、複雑な形の開口部にも対応できます。今回のWon-

Door社買収により、グループ事業領域補完のほか、オーバーヘッド
ドア社が全米に有する販売ネットワークとのシナジーを活かして北
米のドア事業のさらなる拡大を図ります。Won-Door社は、
Horton Automaticsとともにオーバーヘッドドア社のPedestrian 

Access Solution部門を形成し、戦略的一体運営を行う予定です。

TOPICS

・ 一流ブランドであること
・ 高い市場シェア
・ 強固な販売ネットワーク（ディストリビューター、大規模販売店、ネット販売）
・ シェア獲得のための強靭な製造ネットワーク
・ 環境への負荷低減を目指す素材の選択と製造プロセス

・ ディストリビューター販売網の拡大
・ 大規模販売店およびインターネットにおける小売流通の拡大
・ Won-Door社の統合と流通パートナー各社を通じた販売拡大

・ マーケティング、および出荷・配送までのサービス強化
・ 機能強化した情報システムの展開による生産性の向上

・ 鋼材やその他原料コストの高騰
・ グローバルおよび地域のサプライチェーンの混乱
・ 米国各地で見られる労働力不足

強み リスク

自動ドア

開閉機

ドア

70.4%

22.9%

6.7%

製品別 
売上高構成比

商品別売上高構成比（北米）

● 日本
● アジア

● 欧州

ガレージドア

商業用ドア

シートシャッター

オーバーヘッドドア

※売上高および営業利益は内部取引消去前の数値です。
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注力テーマ／さらなる成長への取り組み

欧  州

地域別売上構成比

為替レート

住宅
うち4割

欧州
17%

営業利益 （百万ユーロ）

2018 2019 2020

29.9

25.3

30.229.5

2021
（予想）

（年度）

年度 2018 2019 2020 2021（予想）

為替レート（1ユーロ） 130.01円 122.15円 121.97円 125.00円

広範なラインアップと顧客サービスの
デジタル化で新たな成長を
Novoferm Group CEO

Rainer Schackmann

来期および中長期的な目標2020年度の振り返りと取り組み

2020年度は世界中が新型コロナウイルス感染症の流行に見
舞われた年でした。いくつかの国で厳しいロックダウンが行われ、
欧州におけるすべての事業が一時的に中断されたことで、近年の
成長の勢いは残念ながら維持することができませんでした。しか
し、下半期が好調だったおかげで上半期における損失をカバーす
ることができました。
また、2019年に開始した業務のデジタル化の推進は、特に顧

客へのサービスにおいて人との接触を最小限にしなければなら
ない現状に対し、大きな成果を上げることとなりました。お客様
とのデジタルなネットワークが短期間で大幅に拡大し、近い将来
を見据えたサービスの最適化につなげることができたのです。
2021年以降の当社の欧州における成長は、今年培われたこのデ
ジタル面の優位性によって支えられることになるでしょう。
これらの施策に加えてほぼすべての分野で新製品を投入する

ことで、引き続き市場シェアの拡大を実現していきます。また、統
合したRobustグループとのシナジー効果を発揮することにより
欧州地域における成長とさらなる拡大を目指します。

今後数年間の成長目標を達成するため、当社では顧客サービ
ス・プロセスのデジタル化を強力に推進していきます。複雑さを
増す現代社会においては、製品を簡単に、そして迅速に入手した
いという顧客ニーズに応えていくことは必須といえます。サプライ
ヤーと顧客をつなぐネットワークは進歩・拡大し、取引もますま
す加速していきます。デジタル化により、エラーコストが削減さ
れ、関係者の連携が密になることで、時間的なメリットが増加し
ます。
高品質の製品ソリューションに加えて、ビル管理システムとの

ネットワークが重要な役割を果たします。私たちはまさにここに
重点を置き、メーカーの枠を超えて産業界の好ましいパートナー
としての地位を確立していきます。西欧の主要市場でのプレゼン
スを強化することに加え、東欧や欧州に隣接する地域への展開
も進めていきます。私たちノボフェルムは、強いブランド力と高品
質な製品ソリューションを提供する包括的な製品群を土台とし
て、次のステップに向けて万全の体制を整えています。

耐火スライドドアを発売

ノボフェルム4社（ドイツRiexinger、フランスLutermax、スペイ
ンAlsal、イタリアSchievano）の共同開発による耐火スライドドア
を発売しました。地下駐車場や立体駐車場などに設置されるドア
で、パネルがスムーズに動き素早く開閉することができます。
これまで欧州では耐火基準や仕様が各国で異なっていました

が、2019年に欧州共通耐火基準が施行されました。同製品はこの
基準を満たしており、欧州全土で使用することが可能です。今後は
ノボフェルムグループ全域での製造・販売を予定しています。

TOPICS

非住宅
うち6割

地域別事業

・ 製品開発から施工、アフターサービスまでの一貫したビジネスモデル
・ お客様のニーズに合わせた革新的で幅広い品揃えの製品群
・ 受注や顧客サポートなど顧客視点でデジタル化されたプロセス
・ 経験豊富で優秀な従業員

・ お客様の利便性をさらに高めるための商品開発とサービスの進化
・ お客様のビジネスをサポートするデジタルツールおよびプロセスの強化改善
・ 「お客様のビジネスをより簡単に」をモットーとする
・ すべてのチャネルにおけるブランド認知の向上

・ 新型コロナウイルス感染症の流行が経済や建設業界に与える影響
・ 資材の大幅な価格上昇による利益の圧迫
・ 中期的に建設市場が減速する可能性
・ 建設現場での熟練した労働者の不足

売上高 （百万ユーロ）

2018 2019 2020

614

2021
（予想）

（年度）

592613
565

ヒンジドア

ガレージドア

30.5%

26.8%

製品別 
売上高構成比

強み リスク

商品別売上高構成比（欧州）

● 日本
● アジア

● 北米

ドックレベラーシートシャッター

セクショナルドア

産業用ドア

42.7%

※売上高および営業利益は内部取引消去前の数値です。
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連結対象

宝産三和（中国）

ドンバンNF（韓国）

ノボフェルム上海（中国）

安和金属（台湾）

三和シヤッター（香港）
鈴木シャッター（香港）

サンワマス
（インドネシア）

ビナサンワ
（ベトナム）

サンメタル
（タイ）

注力テーマ／さらなる成長への取り組み

アジア

地域別事業

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

2019 2020

8,458

6,5996,421

2021
（予想）

（年度） 2019 2020

217

△539

△348

2021
（予想）

（年度）

取締役専務執行役員 グローバル事業部門担当

藤沢 裕厚

2020年度の振り返りと取り組み

2020年度における業績は、売上は鈴木シャッター（香港）の新
規連結効果はあるものの、全般的に新型コロナウイルスの影響に
よる現場進捗の遅れにより66億円と微増収に留まりました。営
業利益はビナサンワ（ベトナム）と宝産三和（中国）の営業損失が
響き、△5.4億円と減益になりましたが、特殊要因を除くと黒字
となり次年度以降の利益ある成長に期待しています。
なお、ベトナムで継続していたジョイントベンチャー体制です

が、地場地域企業との協業体制から、迅速な経営戦略の展開を
目指して2021年6月に独資化しました。
また中国、ベトナム、台湾、インドネシアにおいては、生産能

力増強とさらなるコストダウンを目的とした設備投資を行ってい
ます。

来期および中長期的な目標

2022年度から始まるビジョン2030に向けて、中国に新会社
「三和ノボフェルム門業（常熟）」を年初に設立しました。ドア工場
建設を2021年度末までに完了させ、ヒンジドアの生産能力を倍
増させることで、シェア獲得を目指します。併わせて香港を含む
華南地区での業績拡大のため新工場設立に向けた検討を開始し
ました。
ビナサンワ（ベトナム）では、新耐火基準対応のドア生産体制に

向けた大型の新規設備投資を、また安和金属（台湾）では、ヒンジ
ドアの生産能力増強に向け新規生産設備の導入を2021年度末
までに実施します。サンワマス（インドネシア）では新規シャッター
の設備導入を予定しています。

現地でのマネジメント

来期からの中長期的な方針

日本、欧米・アジアのシナジーとは

E-Commerce（インターネット販売）が継続的に拡大してお
り、それに伴い世界中で大型物流倉庫の需要が高まっています。
倉庫の開口部に取り付けられる製品は国によって仕様が異なり
ますが、ドックレベラーに関しては先行している欧州仕様を活用
して中国やアセアン地域および米国での製品化を図っています。
また、遮炎における性能が中心の日本・米国の防火基準と異な

り、日本以外のアジア諸国および欧州では遮炎に加え遮熱性能
が重視されています。あわせて中国・香港・アセアン諸国で急速
に遮熱性能への要求度が高まってきており、こちらも実績がある
欧州市場向けの遮熱ドアをベースモデルに中華圏とアセアン諸国
に共通する標準仕様を開発中です。
特に香港市場で店舗向けに供給した透明（シースルー）シャッ

ターの高評価を受け、北米の店舗向けに同等製品の供給依頼を
受け検討を進めています。これら国による特徴はあるものの、先
行している地域の製品をその他の地域に展開できることも多く、
グループ一体となった製品開発とノウハウの蓄積が行われてい
ます。

将来的には市場特性と商習慣、労務環境に精通したローカル
人材に託したいと考えています。そのうえで彼らに三和グループ
の企業文化と遵法、コンプライアンス意識を持ってもらえればこ
れ以上はありません。

市場ニーズを先取りしたスピーディーな商品開発が可能となる
体制を目指したいと考えています。市場ごとに要求仕様の差異が
大きいドア・シャッター等の建材製品においては、自動車・電気
製品のように完全なグローバル共通商品の開発や提供は現実的
ではありません。
とはいえども、各国それぞれの商品開発をしていたのでは開発

スピードで後れを取り、同時に品質保証の徹底を図ることは難し
くなってしまいます。加えて世界的な潮流である気候変動対応商
品の開発を可能にするためには、海外事業各社のR&D機能を充
実させるだけではなく、本社組織の中にも海外事業会社の商品
開発をリードできる強力な技術開発部隊を保有せねばならない
と考えています。

・ 三和グループの強固な財務基盤を梃子とした資金調達コストの低さ
・ 三和シヤッターブランドを活用した日系企業への販売優位性
・ 欧州ブランドを活用した中華圏での販売優位性
・ 三和グループのPDCAサイクル水平展開による企業競争力

・ 中国（三和ノボフェルム常熟）新工場建設着手（ヒンジドア）
・ ベトナム（ビナサンワ）大型設備投資による新耐火基準対応のヒンジドア拡販
・ 台湾（安和金属工業）ヒンジドア増産体制のためのドア大型設備投資準備
・ インドネシア（サンワマス）シャッター設備投資による競争力UP
・ アジア全体をカバーする新製品の開発（シートシャッター・ドックレベラー）

・ 鋼材、エネルギーコストの上昇
・ 各国の環境対応等、めまぐるしく変わる法改正への対応
・ 感染症・地政学的リスク（ミャンマー）
・ コンプライアンス違反

■ 連結対象

地域に沿ったニーズに的確に対応し、
強みを活かしてさらなる価値向上の
シナジー創出を目指す

グローバル担当役員メッセージ

現時点ではアジア地域においては日本からの派遣人員に経営
を委託していますが、言葉の壁に加えて現地事情に疎いこともあ
り、結果を残せる経営とは言えない状況です。現地の人材、派遣
している人材いずれの経営体制であっても本社のリスク管理にお
ける強い関与が不可欠となってきています。
それを担保するためには本社組織として製品保証、開発・製造

指導、会計・税務監査、ITシステム指導、コンプライアンス指導の
各機能をしっかりと機能させることが今後の重要課題だと考えて
います。

強み リスク

名称：三和ノボフェルム常熟工場
生産開始：2022年4月（予定）

※売上高および営業利益は内部取引消去前の数値です。
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