
会長メッセージ

　私たちIHIグループは，「技術をもって社会の発展に貢献する」と「人材こそが最大かつ唯一の財産である」の2つ

の経営理念に基づいて企業活動を行なっています。

　造船を祖業とした1853年の創業以来，それぞれの時代に求められる独自な技術の開発を続けながら，生活の基

盤となるさまざまな製品・サービスを提供し，社会の発展に貢献して参りました。

　これまでに受け継いできた，ものづくりへの飽くなき挑戦，そして高度なエンジニアリング力と培ってきた技術に

よる実績と信頼で，時代と共に変化する社会課題を解決し，世界の人々の豊かさと安全・安心を支えることが，私

たちの変わらぬ使命です。

技術と挑戦心で，
新たな時代の社会課題を解決する
人々の豊かさと安全・安心を支えることが，
IHIグループの使命です

株式会社IHI
代表取締役会長
最高経営責任者

満岡 次郎
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激変する社会環境に対応し，変革を一層加速していきます
　「持続可能性（サステナビリティ）」をキーワードとして，今，社会の在り方や価値観が大きく変化しています。地
球温暖化，世界的に頻発する異常気象などの対策となる「脱CO2」の動きはその一例です。それぞれの国・地域・
人の暮らしを支える産業に適応した形で，将来の持続的な発展を実現するためには，多様性に富んだソリューショ
ンの提供が求められています。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を的確に理解するには時期尚早ですが，コロ
ナ禍によって社会の構造自体も変化します。

　これまでも，私たちは「社会とお客さまの課題にお客さまと共に真正面から取り組み，新たな価値を創造する」を
長期的な目指す姿として，ビジネスモデルや事業運営体制の変革に取り組んできました。

　こうした環境変化の中，私たちは，今こそ企業としての存在意義に立ち返り，事業の在り方を見直すべきだと考え
ています。

新たな経営体制で，IHIグループを成長軌道に導きます
　2020年6月より，私が代表取締役会長（兼）最高経営責任者（CEO）に，井手博が，新たに代表取締役社長（兼）
最高執行責任者（COO）に就任しました。

　後任の井手は，エネルギー分野の海外営業を中心として，海外現地法人のトップも経験しており，グローバル規
模の広い視野，俊敏な行動力，秀でたコミュニケーション力を兼ね備えた人物です。

　今，この激しい変化の時代に直面し，社会の持続的成長を目指す上で，何を目標にし，何をなすべきかがわかる，
感度の高い人物を社長に据えました。業務執行体制の強化を図ることによって，これまで取り組んできた事業の集
中と選択をさらに進展させ，事業構造の変革を早期に実現させます。

　新たな経営体制のもと，経営陣一丸となって「IHIグループを変えることが課せられたミッションである」という決
意を持って，新たな成長軌道に乗せるべく，取り組んでいきます。当社の「ものづくりへの飽くなき挑戦と高度なエ
ンジニアリング力」の真価を，必ずご覧に入れます。
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社会貢献のDNAと
「打てば響く」マインドを持って，
新たな成長軌道を描く
IHIグループへと変革します

株式会社IHI
代表取締役社長
最高執行責任者

井手 博

社長メッセージ

IHIグループを「変える」覚悟で経営に向き合います

　2020年4月より最高執行責任者，6月に代表取締役社長に就任しました，井手です。事業環境が大きく変わる中，社長と

いう重責に身を引き締めつつ，迷いなくIHIグループを「変えていく」という覚悟を持って経営に臨んでいます。

　私は，これまでエネルギー分野の海外営業やシンガポールの関係会社の社長を経て，3年前から資源・エネルギー・環

境事業の副事業領域長を，昨年からは事業領域長を務めています。2015年に採択されたパリ協定以降，持続可能な社会

の実現のために，「脱CO2・循環型社会」への転換を求められるようになりました。その渦中で，IHIグループが自ら変わら

なければ生き残っていけないという危機感を，長年エネルギー分野の仕事に取り組んできたからこそ，一番肌で感じてきま

した。これまでの3年間の改革の手を緩めることなく，長期視点の目指す姿として掲げる「社会とお客さまの課題にお客さま

と共に真正面から取り組み，新たな価値を創造する」に向けてグループ全体のベクトルを合わせていくことが，私の役目です。

その変革の道筋においては，現状では順調に見える事業であっても，変えるべきものはすべて変えていくという決意です。
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　まずは，「打てば響く」会社への意識改革に取り組みます。これは，お客さまを

含めた周りの困り事に対して, すばやく反応してアクションを起こす会社であり続

けるという意味です。そのためには，従業員一人ひとりが，社会やお客さま，隣で

働いている人の変化を敏感に感じ取って行動につなげる，「響く心」を持つことが，

すべての起点となります。

　では，「打てば響く」会社として，何を変えるのか─。IHIの人づくり，品質，

安全，技術開発，お客さまへの提案の在り方，それらすべてを対象に，改革を進

めていきます。歴史が長い会社であるだけに，過去からの延長線上で将来を考え

る傾向があると認識しています。もちろん，先達が築き上げた歴史があるからこ

そ，社会に役立つ事業を創出してきたことは事実であり，私も大きなリスペクトを

抱いています。しかし，さらなる持続的成長のために，どう変わりたいかをわれわ

れ自身で問いかけながら，速いレスポンスができる会社に変えていかなければな

りません。例えるならば，地球環境の変化に適応できず絶滅した大型恐竜と同じ

ように，私たちも重厚長大の巨体のままでいては生き残れません。変化に適応し

た哺乳類のように，身を軽くして，俊敏に行動していかなければならないと思って

います。

　私は，かつてシンガポールの現地法人で社長を務めたことがあります。多国籍

な従業員の中で日本人は私一人で，周囲の人たちはお手並み拝見という雰囲気

でした。その時，私は，同社の変革への想いを込めた経営方針をつくり，従業員

全員が共有できるまで繰り返し伝えるというアクションを起こしました。同時に，

何か問題が起こった時にはすぐに反応し，課題解決のために一緒になって動くこ

とを徹底しました。そうしたことの積み重ねによって社内の対話が活発になり， 

従業員も日々の仕事で感じる小さなリスクも隠すことなく話してくれるようになり

ましたし，現地のお客さまのところへどんどん連れていってくれるようになったの

です。

　当時実行していたことと，IHIの社長としてこれからやろうとしていることの，根

幹にあるものは変わっていません。私自身が，あらゆるステークホルダーの皆さま

との対話を大切にしながら，「打てば響く」を自ら実践する経営者でありたいと思っ

ています。

「打てば響く」会社へ意識改革に取り組みます

コロナ禍で変化する社会に対応し
事業の再構築に向けて動き出します
　このたびの新型コロナウイルスの感染拡大も，私たちが直面している大きな環

境変化の一つです。足元では，インフラや設備装置に対する新規の投資が停滞し

ており，特に民間向け航空エンジンについては，旅客需要の急激な減少やエアラ

インの経営状況悪化などが，業績に大きな影響をおよぼしています。一方で，既

存設備の長寿命化や生産効率の向上など，新たなニーズも生まれています。私た

ちが「グループ経営方針2019」で示した，お客さまに納めたインフラや設備を安
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心して長く使っていただけるよう，ライフサイクルを通じて包括的に運用を支援す

る「ライフサイクルビジネス」が，こうした動きへの答えであると考えています。

　私たちは，グループビジョンに「地球と人類に豊かさと安全・安心を提供する」

と示しています。コロナ禍にあっても，気候変動が社会におよぼす影響は甚大で

あり，私たちが取り組むべき社会課題であると考え，緩和と適応の両面に貢献し

ていきます。また，衛生面を含めた安全・安心がより強く求められる社会において，

人々が安心して暮らせるインフラを提供することこそが，私たちの存在意義である

ことを改めて確認しました。コロナ禍においても，IHIグループが目指す方向性に

変わりはありません。一方で，変貌する社会や産業を見据え，現在の事業領域の

枠にとらわれることなく，将来の成長事業の構想を含めた事業ポートフォリオの

再構築を進めていきます。

　IHIグループの「目指す姿」の実現において，当社の最も重要な経営資源は，「技

術」と「人材」です。167年の歴史の中で培ってきた技術力や人の力，そしてお客

さまとの関係性は，大事にしなければいけない基盤です。

　企業の活力の源として欠かせない「人材」については，多様化が進む社会を見

据え，どのように育成していくのか，採用の方法はこのままでいいのか見直してい

ます。また，グローバル社会に豊かさと安全・安心を提供する当社にとって，多

様性を受け入れ組織の中で活かすこと，すなわちダイバーシティ＆インクルージョ

ンは非常に重要なテーマです。なぜなら，何に「豊かさ」を感じるかは，国や地域，

個人によってまったく異なる価値観だからです。画一的な人種・性別・年代で構

成された組織が，果たしてそれを提供することができるでしょうか。答えは「NO」 

です。

　「技術」をもって社会の発展に貢献することは，変わらない私たちの経営理念

であり社会的使命です。変化のスピードが加速する中においては，いかに速く社

「技術」と「人材」を磨き上げ
正しい危機感を共有して現場と共に歩みます
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会の要請に応えられるかが重要になってきます。自分たちの強みである技術を研

ぎ澄ましてどう活かすか，誰とパートナーシップを組むのがよいのか。自前主義に

こだわらず柔軟に，技術についての考え方も変えていかなければなりません。

　加えて, リスクマネジメントの観点から，三現主義に基づく品質保証・安全・

コンプライアンスの強化に取り組んでいます。三現主義は「現場・現物・現実」

を重視した行動であり，私たちのビジネスのすべての出発点です。リスクを適正に

管理していくためには，正しい危機感を持つことが重要ですが，経営側から一方

的に危機感を説いても，現場は具体的なリスク要因を想像できず，この先何があ

るかわからない不安が先行してしまうでしょう。だからこそ, それぞれの持ち場に

いる従業員が何を考えているのか，対話を通じてそのギャップを埋める機会を継

続して持ちたいと思っています。経営層が向かうべき方向や起こりうる事態を具

体的に示すことで，不安は正しい危機感に変わり，現場はリスクを発現させない

よう具体的な対策を講じることができるようになります。

　IHIグループには，創業以来，社会の発展と共に産業や社会のインフラの構築

に尽力してきた歴史があります。今もそのDNAは脈 と々受け継がれており，災害

時のインフラ被災には何を置いても駆けつけるなど，社会と共にありたいと願う

風土が根づいています。これは，従業員一人ひとりの真摯な取組みの積み重ねで

形成されてきた当社の強みであり，一朝一夕にできることではありません。私も，

海外のエネルギープラントを担当していた時には，何もない場所に発電所ができ

て電気が通り，人々が集い，新しいまちがつくられていく様子を目の当たりにして，

IHIグループの一員として歴史のひとコマに参画できたことへの誇りと喜びを感じ

ていました。

　これからは，新たな道を拓く経営者として，従業員と共に唯一無二のDNAをつ

なぎ，社会から選ばれ続けるIHIグループをつくり上げていくことに，全力を注い

でいきます。

安全パトロールの様子
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外部環境の変化 IHI グループの重要な資産 ソリューションと持続的成長の基盤

環境
環境負荷の低減

社会
豊かな社会の実現

脱CO2・脱化石燃料の
流れの加速

デジタル技術の
急速な普及

災害多発による防災・減災・
国土強靭化への早急な対応

コロナショック

P.27～持続的成長の基盤

価値創造プロセス

リーン＆フレキシブル
環境変化への柔軟な対応

技術をもって
社会の発展に貢献する

人 材 人材こそが
最大かつ唯一の財産である

グローバルでつながるチームワーク私たちの強み

多様な技術の結集による課題解決力私たちの強み

381億円
2019年度

研究開発費

28,964名
2019年度

グループ従業員数

技 術
ビジネスモデル変革

新たな価値創造に
向けた変革の推進

社
会
課

題の
認識

        お客さま課
題
の
発
見

製品・
サー
ビス

によ
る

ラ
イ
フ
サ
イクルにわたる

課題
の解

決

価
値
の提供
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IHI グループの価値創造ストーリー

P.13

P.17

P.15暮らしの豊かさの実現

脱CO2社会の実現

防災・減災の実現

社会にもたらす価値

社会
豊かな社会の実現

ガバナンス
誠実な企業経営

持続可能な社会に
求められる

新たな価値を創造する

「グループ経営方針2019」
10年後の目指す姿

地域・お客さまごとに最適な総合ソリューションを
提供することにより “脱 CO2・循環型社会 ” に貢献する

資源・エネルギー・環境

先進技術により，航空輸送，防衛システムおよび
宇宙利用の未来を切り拓き，
豊かで安全な社会の実現に貢献する

航空・宇宙・防衛

橋梁・トンネルを軸に安全・安心な社会インフラの実現に
グローバルかつライフサイクルにわたり貢献する

社会基盤・海洋

お客さまと共にオペレーションの最適化をライフサイクルで
徹底追及することにより産業インフラの発展に貢献する

産業システム・汎用機械

売上高

2兆円規模
安定して
営業利益率

10%以上

豊かさと
安全・安心
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豊かさと安全・安心のために
IHIグループは，地球と人類に豊かさと安全・安心を提供することをビジョンとして掲げています。
私たちが取り組むべき社会課題は，昨今，多発し大規模化している気象災害の要因となる「気候変動」であると考えています。
この社会課題に「緩和」と「適応」の両面から解決に臨み，豊かで安全・安心な暮らしを実現します。

国連防災機関（UNDRR）（旧国連国際防災戦略事務局：
UNISDR）が2018年に発行した報告書「Economic 
Losses, Poverty and Disasters 1998-2017」では，自
然災害による経済損失について，左図のように報告されて
います。

1998年～2017年の20年間に自然災害によって世界全体
で130万人が死亡し，経済損失額は2兆9,080億ドル（約
330兆円）に上ります。このうち大半を占める77%の2兆
2,450億ドルは気候変動に起因する災害であり，その前の
20年間と比べると，2.5倍に増加しています。

参考文献：国連防災機関(UNDRR)／ルーベン・カトリック大学災害疫学研究 
 センター（CRED）
  「Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017」より和訳

気象災害による
経済損失額の増加

気象災害の
多発

大気中の
CO2増加 気温上昇

■ 高所得 
■ 高中所得
■ 低中所得
■ 低所得

プエルトリコ
71.7

メキシコ
46.5

アメリカ
944.8

日本
376.3

タイ
52.4

インド
79.5

フランス
43.3

ドイツ
57.9

イタリア
56.6

中国
492.2

地震

洪水

洪水

洪水

暴風雨

暴風雨

暴風雨

暴風雨

洪水

地震／津波

1998年～2017年　国別の自然災害の経済損失総額 （上位10位）（10億US$）

気候変動

価値創造ストーリー

11



IHIグループのソリューション

脱CO2社会の実現

暮らしの豊かさの実現

鹿児島市にて，
県内最大級のバイオマス発電所が営業運転を開始

IHI Terrasun Solutions が，
北米でエネルギーマネジメントサービス事業を展開

防災・減災の実現

航空機の電動化で，安全でクリーンな空の移動を実現

微細藻類から製造するバイオジェット燃料が，
国際規格認証を取得

CASE 1

CASE 1

バングラデシュの 3橋をリニューアルし，
安全性向上と長寿命化を実現

CASE 1

CASE 2

CASE 2

簡易遠隔操縦装置 「ロボQS」が，災害復旧の現場で活躍CASE 2

P.13

P.15

P.17

CO2排出量の削減

緩　和

気候変動による
影響への備え

適　応
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エネルギーをつかう

IHIグループは，エネルギーや産業分野において，バリューチェーン全体の
CO2排出量を削減することで，脱CO2・循環型社会を実現します。

価値創造ストーリー 1 気候変動の緩和 ①

国連環境計画（UNEP）が公表した，世界の温室効果ガス排
出量に関する年次報告書2018年度版において，「2020年か
ら2030年の間に毎年，排出量を7.6％ずつ削減していかなけ
れば，2015年のパリ協定の目標を達成する機会を失う」と警
告しました。

2040年までに太陽光発電による発電が他の手段を超えて1位に
なると予測されるなど，脱CO2のための有力な方策として既存の 
エネルギーから再生可能エネルギーへの転換が加速しています。

再生可能エネルギーを安定的に利用するためには，電力の需
要と供給のバランスの調整や，電力を蓄えておくシステムが必
要となります。

IHIグループは，バリューチェーン全体のCO2排出量削減のために，自社の事業活動によるCO2排出量はも
ちろん，お客さまのCO2排出量の削減に向けて，さまざまな技術と製品・サービスで応えます。

バリューチェン全体に低炭素・脱CO2技術を導入することにより，2035年までに，
お客さまのCO2排出量50%削減を目指します。

●  水素・アンモニア・バイオマスの利用
●  CO2の回収と有効利用（CCUS）
●  エネルギーマネジメントによる再エネの利用促進

●  ロジスティクスの最適化
●  製造プロセスの効率化・省エネ化
●  車両用ターボチャージャーの電動化　

社会課題
ソリューション

社会にもたらす価値

エネルギーをつくる

国内資源 海外資源カーボンニュートラル

バイオカーボン
リサイクル

分散型
火力

CO2CO2

バイオマス
化学プラント

バイオマスバイオマス

再エネ由来
水素キャリア

再エネ
ファーム

エネルギー
燃料
原料

分散型エネルギー供給

地域エネルギー供給

大都市

脱CO2社会の実現

世界の発電容量

出典：国際エネルギー機関（IEA）「World Energy Outlook 2019」

2000 2010 2020 2030 2040 2018 2030 2040

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

公表政策
シナリオ

持続可能な
開発シナリオ

太陽光

風力
天然ガス
水力
石炭

原子力
その他再生エネルギー

蓄電池貯蔵
石油

（単位：GW）

2000 2010 2020 2030 2040 2018 2030 2040

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

公表政策
シナリオ

持続可能な
開発シナリオ

太陽光

風力
天然ガス
水力
石炭

原子力
その他再生エネルギー

蓄電池貯蔵
石油

（単位：GW）
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　IHIおよび出資会社8社で設立した七ツ島バイオマスパワー
合同会社が建設した，七ツ島バイオマス発電所（鹿児島県鹿
児島市）が2019年1月より営業運転を開始しました。
　本発電所の出力規模は49MWであり，これは一般家庭の
約77,000世帯分の年間使用電力量にあたります。発電した
電力は，「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法」に基づき，20年間にわたって全量を九
州電力株式会社に売電していきます。
　発電には，パーム椰子殻，木質ペレット，間伐材の3種類の

　気候変動の緩和のため，太陽光発電をはじめとした再生可
能エネルギーの必要性が世界中で高まっています。再生可能
エネルギーを活用するためには，天候や時間帯によって出力
が変わる電気を蓄電池などに貯めておき，必要なタイミング
で放出するといったマネジメントを行なうことが必要となり 
ます。
　IHI Terrasun Solutions, Inc.（以下， Terrasun社）では，
再生可能エネルギーを有効利用するためのエネルギーマネジ
メントサービス事業を，北米を中心に展開しています。高度な
ハードウェアとソフトウェア，データ分析技術をベースとして，
設計・建設だけでなく，プロジェクトのライフサイクル全体を

  CASE 1      鹿児島市にて，県内最大級のバイオマス発電所が営業運転を開始

  CASE 2      IHI Terrasun Solutionsが，北米でエネルギーマネジメントサービス事業を展開

燃料を用います。カーボンニュートラルなバイオマスで発電を
行なうことで，年間で約200,000トンのCO2排出量削減につ
ながります。また，間伐材は鹿児島県産を年間で15,000トン
使用しており，健全な森林の整備にも貢献することができ 
ます。

［出資会社］
株式会社IHI，東京センチュリー株式会社，株式会社九電工，鹿児島海陸運
送株式会社，株式会社島津興業，南国殖産株式会社，日本瓦斯株式会社，
株式会社鹿児島銀行，九電みらいエナジー株式会社

通じて，お客さまの利益を最大化するためのサポートを行
なっています。
　2019年度に実施した米国Convergent Energy + Power
社とのプロジェクトでは，カナダ・オンタリオ州における電力
のピークカットに関する電力料金制度を活用し，蓄積した電
力をピーク時に放出することで，料金の大幅な削減が可能な
システムを納入しました。
　Terrasun社では，こうした事例をはじめとして，これまで
に合計320MWh以上のプロジェクトを手がけており，2021
年度には600MWhに達する見込みです。

年間CO2

排出量削減量

北米における
プロジェクトの総電力量

約200,000トン

320MWh

七ツ島バイオマス発電所

オンタリオ州サーニアでのプロジェクト（蓄電池）
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社会課題

電動化

IHIグループは，環境性能を向上させた新たな航空機システムの実現によって，
CO2排出量削減に貢献し，安全でクリーンな空の移動を実現します。

航空業界においては，新型コロナウイルス感染症によって，航空
輸送の需要が減少していますが，気候変動への対策は変わら
ず優先的に取り組むべき社会課題ととらえています。

日本航空機開発協会の調査によれば，国際航空輸送で排出さ
れるCO2排出量は5.6億トン（2016年）で，これは全世界の
CO2総排出量である約328億トンの約1.7%に相当するとされ
ています。
国際民間航空機関（ICAO）の総会にて，国際航空からの
CO2排出量削減について「2020年以降，総排出量を増加さ
せない」というグローバルな目標が設定されました。

IHIグループは，航空エンジン部品の軽量化，航空機・航空エンジンの電動化，藻類バイオ燃料の開発，さ
らにはデジタルツインによる運航の最適化支援など，多角的にCO2排出量の削減に取り組んでいます。

人と物のよりスムーズで経済的な移動を実現するとともに，国際航空運送協会（IATA）が掲げる，航空機
のCO2排出量を2050年に2005年比で50％に削減する目標達成に貢献します。

●   炭素繊維強化複合材（CFRP） 
 ファンケース・ファンブレード

●   セラミックス基複合材料（CMC） 
 タービン翼※

●  自律分散空冷システム
●  エンジン内蔵型電動機
●  電動燃料システム

ソリューション

社会にもたらす価値

軽量化・高耐熱化

2010 2020 2030 2040

無対策の場合

2020年レベル

新技術の導入・
運航方式の
改善により削減

代替燃料の
活用や経済的
手法により削減

バイオ燃料の活用
経済的手法

新型
機材
の導
入運航

方式
の改
善

（単位：CO2（Mt））
2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

※  JAXAの「En-Coreプロジェクト」（2018～
2023年度）において共同研究を実施中

デジタルツイン
●   高速で増殖する微細藻類から油分を
 抽出し，バイオジェット燃料を生産

●   デジタルツイン・シミュレーションによる 
 航空機の運航の最適化支援

バイオジェット燃料

微細藻類

ファンケース 航空エンジンのモデル

運航データ

予測・診断

価値創造ストーリー 2 気候変動の緩和 ②

暮らしの豊かさの実現

国際航空からのCO2排出量予測と排出削減目標のイメージ

センサー

出典：国土交通省（2016年9月20日プレスリリース）
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　地球規模の気候変動対策として，航空機におけるCO2排出
量の削減が課題の一つとなっています。国際航空運送協会
（IATA）は，航空機のCO2排出量を2050年に2005年比で
50%削減する目標を掲げています。この実現のためには，従
来の技術改善のみならず，安全性・経済性を維持しつつ，環
境性能を飛躍的に向上させる新たな航空機システムの実現
が必要です。
　IHIは，航空機システム全体の電動化・最適化を実現する
ために，国内の航空関連企業とともに2012年に「MEAAP
（More Electric Architecture for Aircraft and Propulsion：
ミープ）プロジェクト」を立ち上げ，2030年代の実用化を目指
して研究開発に取り組んでいます。

　航空輸送におけるCO2排出量を削減するため，再生可能な
代替航空燃料の開発が，世界的に求められています。IHIは，
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）からの委託を受け，高速で増殖する微細藻類（高
速増殖型ボツリオコッカス）※からバイオジェット燃料を安定
生産する技術の開発事業を進めています。
　2017年度から開始した本事業では，鹿児島県（七ツ島）
およびタイ（サブラリ―県）において，事業化に向けた培養試
験を行なうとともに，藻から抽出した油を改質して燃料を製
造する，一貫したプロセスの開発に取り組んできました。

  CASE 1      航空機の電動化で，安全でクリーンな空の移動を実現

  CASE 2      微細藻類から製造するバイオジェット燃料が，国際規格認証を取得

　最大の課題の一つが，消費電力の増大に対応する大容量
の電動機の開発です。IHIは，エンジン内蔵型電動機※1を開
発し，2020年2月に，地上実証試験にて定格出力250kWを
達成しました。また，同年5月には，航空機用としては世界で
初めて，100kW級高出力パワーエレクトロニクスの空冷化※2

実証試験に成功しました。さらに，開発中の燃料システムと
与圧空調の電動化と連携してシステム最適化を実現します。
　IHIは，航空機のトータルエネルギーマネジメントの実現を
通して気候変動の緩和に貢献するため，さらなる先端技術の
開発を進め，航空機業界での新たなポジションの確立を目指
します。

　このたび，日本法人として初めて，国際規格であるASTM 
D7566 Annex7の承認を取得しました。この規格に適合し
た燃料は，そのまま既存の燃料と混合して使用することがで
きるため，エンジンや燃料供給のインフラを改修する必要が
ありません。
　今後は，本技術開発の成果を踏まえ，早期にバイオジェッ
ト燃料生産の商用事業化を目指します。2020年度中には，
生産した燃料を国内線定期航空機に供給し，商用飛行デモ
フライトの運航を予定しています。
※株式会社GGTが所有する株 タイにおけるパイロットスケール試験設備

※1  電動化航空機で使用する大量の電力をまかなうための，耐熱性に優れたエンジ
ン直結型の電動機。エンジンのテールコーン内部に搭載する。

※2  パワーエレクトロニクス（半導体による電力変換・制御システム）の冷却用として，
これまでの冷却水などを用いた冷却装置に代わり，機外に排出していた客室内の
空気を活用する，クリーンで効率のよい冷却装置。

Bio Jet

培養 乾燥 抽出 改質

藻油乾燥藻

太陽光

CO2

光合成
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社会課題

IHIグループは，気候変動により多発する気象災害に対し，被害を最小化
する社会インフラを提供することによって，安全・安心で住み続けられる
まちづくりに貢献します。

気候変動は自然災害の頻度と強度を増大させています。

国連防災機関（UNDRR）の報告によると，1998年から2017
年の20年間全体の自然災害発生件数は世界で7,255件であ
り，このうち，気象に起因する災害が全体の91%を占めていま
す。また，洪水，暴風雨，干害，熱波などの気候変動災害では，
特に洪水と暴風雨による被害が大きく，その件数は，前20年
間に比べて2.2倍に増えています。

IHIグループは，社会インフラを適切に維持・管理し強靭性を保つこと，気象データを利用してダムや水門を
適切に制御することなどにより，気候変動による災害を最小化します。
また，災害復旧のための製品・サービスで，短期間で日常を取り戻すことに貢献しています。

気象災害による死亡者数，被災者数，経済損失を減少させることに貢献します。

●  インフラの維持・管理 ●  気象観測システム
●  ダム・水門の遠隔制御
●  雨水貯留浸透槽
●  放水路

●  応急用橋梁（トライアス）
●  簡易遠隔操縦装置（ロボQS）

ソリューション

社会にもたらす価値

3,148

43.4% 28.2% 7.8% 5.6% 5.2% 4.8% 3.5% 1.4% 0.2%

2,049

563
405 378 347 254

99
12

洪水

暴風雨

地震 異常気象 地すべり 干ばつ 山火事
火山活動

山すべり

（単位：件）

参考文献：国連防災機関（UNDRR）／ルーベン・カトリック大学災害疫学研究 
 センター（CRED）
  「Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017」より和訳

強靭さで守る 災害に対応する 早期に復旧する

高圧ラジアルゲート橋梁の床版取替工事 トライアス

価値創造ストーリー 3 気候変動への適応

防災・減災の実現

1998年から2017年までの災害数
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　IHIのグループ会社である株式会社IHIインフラシステムは，
株式会社大林組，清水建設株式会社，JFEエンジニアリング
株式会社と共同企業体を組成し，バングラデシュ人民共和国
において橋梁の建設ならびに既存橋の改修を行ない，2020
年1月に引渡しを完了しました。
　首都ダッカと重要な港のあるチッタゴンを結ぶ国道1号線
は，バングラデシュの経済活動において重要な道路です。近
年では，交通量の増加による渋滞の悪化や，既存橋の損傷・
劣化が問題となっていました。

　近年増え続けている台風や大雨による土砂災害の現場で
は，被害の拡大を防止するため迅速な作業が求められます。
二次災害の危険を伴うため，安全な場所から遠隔操作で建
機を動かして作業する必要がありますが，災害用の特殊建
機は高価であるため，配備できる台数が限られます。
　こうした課題を解決するために，IHIは，国土交通省九州
地方整備局九州技術事務所（以下，九州地整），株式会社
フジタと共同で，建機を遠隔操縦するための装置「ロボQS」
を開発し，販売を行なっています。
　「ロボQS」を，汎用的な建機（バックホウ）の運転席に取

  CASE 1      バングラデシュの3橋をリニューアルし，安全性向上と長寿命化を実現

  CASE 2      簡易遠隔操縦装置 「ロボQS」が，災害復旧の現場で活躍

　この問題を解決するため，ダッカ・チッタゴン間の国道1号
線上に位置するカチプール橋，メグナ橋，グムティ橋の改修
および既存橋に並行する第2橋の建設などを行ないました。
洗掘※対策や耐震性の向上などによって，既存橋梁の安全性
の向上と長寿命化を実現するとともに，急増する交通需要に
対応することができました。なお，本事業は，日本の円借款に
よる政府開発援助（ODA）案件です。
　IHIグループは，社会インフラの構築を通じて，安全・安心
な社会の実現に貢献していきます。
※ 海･川の周囲の土が雨風・波により削り取られること。

り付けることで，リモコンによる遠隔操縦ができるようになり
ます。また，取り付けは非常に簡単で，装置をつけたまま搭
乗操作することも可能です。現在は，共同開発先である九州
地整に配備されたのをはじめとして，中国地方整備局中国技
術事務所にも配備され，災害復旧の現場で活用されてい 
ます。

メグナ新橋完成時 （左側が既存橋，右側が新橋）

2017年度　全日本建設技術協会　全建賞受賞

2019年度　日本ロボット学会　実用化技術賞受賞 バックホウに装着した「ロボQS」（簡易遠隔操縦装置）

ロボQSの受賞歴
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■ 資源・エネルギー・環境事業

■ 社会基盤・海洋事業

■ 産業システム・汎用機械事業

■ 航空・宇宙・防衛事業

■ その他・調整額

橋梁
1883年に民間企業として初めて横浜市の都橋
を製作して以来，国内外の橋や高速道路の設計・
製作・建設・維持管理を数多く行なっています。

建設実績

12,000 
橋以上

シールド掘進機
前面のカッターを回転させながら土砂を切削し，
地下鉄や道路トンネルなどを掘削する機械です。
トンネルの内壁となるセグメントの自動組立シス
テムでも国内トップの実績を有しています。

国内シェア

44%

資源・エネルギー・環境 社会基盤・海洋

水門
ダムや河川に設置し，ゲートの開閉により水の
流れを制御する施設であり，水力発電や河川の
治水・利水に活用されています。

建設実績

4,000 
件以上

ボイラ
多様な燃料を効率よく燃焼させることによって，
発電や生産プロセスに使用するための蒸気を
供給。排煙に含まれる化学物質の除去やCO2の
低減にも取り組んでいます。

※  各項目の金額は億円未満を四捨五入しているため，各セグメントの
合計が100％にならない場合があります。

超々臨界圧ボイラの 
国内シェア

35%

原動機
陸用では，ガスタービンやガスエンジン，ディー
ゼルエンジンを用いて電気や熱を供給。舶用で
は，艦艇や高速船向けに小型から大型まで多様
なエンジンを提供しています。

多様なラインナップ

2MW～ 

50MW

グローバル・プラントエンジニアリング
発電，石油・化学，製鉄などのさまざまな海外プ
ロジェクトにおいて，設計・調達・建設からメンテ
ナンスまでをジュロンエンジニアリンググループ
で展開しています。

サービスネットワーク

13ヵ国

ボイラ   　7%

原動機   　6%

プラント   　4%

原子力   　2%

その他　5%

橋梁・水門   　6%

都市開発   　1%

その他   　4%

車両過給機  　11%

パーキング 4%

回転機械   　3%熱・表面処理   　3%

運搬機械 2%

その他 6%

その他 4%

航空エンジン 31%

1,528億円
11%

3,277億円
24%4,808億円

35%

4,064億円
29%

186億円
1%

13,865億円

売上高比率
（2019年度）

事業の全体像
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産業システム・汎用機械 航空・宇宙・防衛

車両用ターボチャージャー
排気ガスのエネルギーを利用してより多くの空
気を送り込むことで，エンジンの出力を増強しま
す。自動車などのエンジン排気量を下げ，燃費と
環境性能を向上させることができます。

世界シェア

20%

パーキング
1962年に日本で最初のタワーパーキングを納
入して以来，タワー式，地下式，自走式など，都
市のニーズに合わせたさまざまなパーキングシ
ステムを提供しています。

エレベータパーキング 
の国内シェア

42%

圧縮機
空気やガスを圧縮してタンクに貯め，各種設備
へ供給する工場に欠かせないユーティリティー
の一つです。省エネルギー，省メンテナンス，エ
コロジーなど多様なニーズに応えるラインナッ
プを揃えています。

汎用ターボ圧縮機の 
国内累計納入台数

9,600台

民間向け航空エンジン
独自技術を基に，小型から超大型まで各種民間航空
エンジンの国際共同開発事業に参画し，エンジンモ
ジュールや部品を開発，供給しています。それに加え
て，エンジンの整備や修理も実施しており，航空エン
ジンのライフサイクル全体をサポートしています。

ロングシャフトの 
世界シェア

1位
防衛省向け航空エンジン
防衛省が使用する多くの航空機エンジンの開発・生
産を主契約者として担っています。特にわが国の戦
闘機用エンジンは，全機種を担当しています。また，エ
ンジンのメンテナンスや技術的支援を通じて，航空
機の効率的な運用をサポートしています。

国内シェア

1位
ロケットシステム・宇宙利用
日本の基幹ロケットH3のエンジンの心臓部となる
ターボポンプや固体ロケットブースタの開発・生産，
およびイプシロンロケットの開発・製造の取りまとめ
を行なっています。また，衛星データ利活用といった，
宇宙利用分野の開発にも取り組んでいます。

イプシロンロケットの
打ち上げ成功率

100%

1,969億円
14%

3,169億円
23%4,201億円

31%

4,201億円
31%

198億円
1%

2,296億円
15%

5,212億円
36%

4,936億円
34%

1,908億円
13%

266億円
2%

北米 
3,646億円

26%

アジア 
1,238億円

9%

中南米
90億円

1%

欧州
686億円

5%
その他
63億円

中国 
906億円

7%

海外
48%国内 

7,235億円
52%

国内 
7,235億円

52%

13,739億円

受注高比率
（2019年度）

14,620億円

受注残高比率
（2019年度）

13,865億円

地域別売上高比率
（2019年度）

提供：JAXA

20



概　要 外部環境 機会とリスク

産業の発展，豊かな生活に欠か
せないエネルギーを，地球にや
さしい方法で生み出す私たちの
製品・サービス。脱CO2・循環型
社会に向けて取組みを進めてい
きます。

気候変動への対策の動きや脱CO2への世の中の流
れの加速に伴い，社会やお客さまの抱える課題も多
様化しています。
また，再生可能エネルギーや分散型電源の普及と
エネルギー供給のためのエネルギーマネジメントも
強く求められています。

資源・エネルギー・
環境

社会インフラの整備は世界中の
人びとと社会にとって「要」にな
るもの。長年の実績により培った
技術力と豊かな感性で，安全・
安心なインフラをこれからも支え
続けます。

国内では，昨今の災害の激甚化や進行するインフラ
老朽化から，強靭化・長寿命化のニーズが急速に高
まっています。
海外では，設計・建設から運営・維持管理までを包
括したコンセッション事業が普及し，橋梁・トンネル
が含まれる道路・鉄道建設プロジェクトが進展して
います。

社会基盤・海洋

物流システムや圧縮機，真空熱
処理設備などさまざまなソリュー
ションを提供。製品，技術，シス
テムと，あらゆる面から「ものづ
くり」の未来をサポートします。

中国に端を発した自動車産業の世界的な市況の低
迷と，それに付随した関連部品産業の落ち込み，
新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞
の長期化などが，当事業領域の，特に自動車関連
事業に大きな影響を与える懸念があります。

産業システム・
汎用機械

次世代エンジン，ロケットの研
究開発・製造など，私たちの世
界最先端を追求する技術力，組
織力によって，航空・宇宙分野の
未来を切り拓いていきます。

新型コロナウイルス感染拡大による航空旅客需要の
急減が，航空エンジンおよびスペアパーツ販売へ影
響しています。
当社のエンジンは，環境性能に優れた新しいタイプ
の航空機に搭載されているものが多いことから，優
先的に運用が再開され，整備やスペアパーツの販売
などによる収益の早期回復が期待されます。

航空・宇宙・防衛

［  機　会  ］ • 新興国のエネルギー需要の拡大
 • 環境規制の強化によるクリーン電力需要の拡大
 • 分散型電源の需要拡大
 • 再生可能エネルギーの導入進展に伴う調整用電源の需要拡大
 • アジア地域へ進出する企業の増加
［  リスク ］ • 化石燃料による発電設備市場の縮小
 • 地域特性の違いや新規参入によるカントリーリスク

［  機　会  ］ •  老朽化・災害対策としての長寿命化・強靭化需要の拡大
 •  インフラ投資の効率化を目的としたプロジェクトの大型化
 •  人口増加に伴う電力需要，治水・利水需要増大によるアジア地域の新設需要の拡大
 •  人材不足による維持管理の民間委託化
 •  ASEAN諸国・中東・トルコなど都市化の進展による地下鉄向け掘削需要の拡大
 •  洪水・雨水貯留対策用トンネル需要の拡大
［  リスク ］ •  国内の新設需要の縮小による競争激化
 •  政情や経済状況の悪化，法令改正などによる海外大型プロジェクトの採算性悪化
 •  過当競争による大型プロジェクトの低採算化
 •  中国メーカーのグローバル市場への進出

［  機　会  ］ •   自動車エンジンのダウンサイジング化・環境負荷低減を目的とした
  車両用ターボチャージャー需要増加
 • 東南アジアおよび中国の都市化の進展による需要の拡大
 • 環境意識の高まりによるエネルギー効率が高い機械への志向
 • EC（電子商取引）の拡大による効率的な物流設備に対するニーズの高まり
 • 衛生面を意識したトレーサビリティへの関心の高まり

［  リスク ］ •  自動車電動化の進展によるエンジンを搭載した自動車市場の縮小
 • 車両用ターボチャージャー市場のコモディティ化
 • 国内における自動車保有台数の減少
 • 新興国をはじめとする海外メーカーとの競争の激化
 • 設備投資意欲減退による新設ニーズの減少

［  機　会  ］ •  エンジン製造メーカーのネットワークによる整備事業の拡大
 •  将来戦闘機・エンジン開発の本格化
 •  後方支援業務の民間移転の進展
 •  防衛装備品の海外移転の進展
 •  小型衛星の打ち上げ需要の増加によるロケット需要の拡大
 •  衛星データ利活用市場の拡大

［  リスク ］ •  政府間海外調達増加による国産防衛装備品購入費の圧迫
 •  ロケット打ち上げ分野での競争激化
 •  衛星データビジネスの競争激化

事業の概況
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売上高 営業利益 受注高・受注残高 設備投資額・減価償却費

設備投資額 減価償却費

（単位：億円）

（年度）

6,000

4,000

2,000

2017

4,904

2018

3,770

2019

3,277

（単位：億円）

（年度）

100

0

△100

2017

△148

2018

33

2019

47

（単位：億円）

（年度）

9,000

3,000

6,000

2017

3,780

2018

2,855

2019

3,169

6,485
5,231 5,212

（単位：億円）

（年度）

60

40

20

2017

46

2018

52

2019

58
50

40

52

設備投資額 減価償却費

（単位：億円）

（年度）

2,000

1,000

1,500

500

2017

1,545

2018

1,431

2019

1,528

（単位：億円）

（年度）

200

150

100

50

2017

139

2018

142

2019

134

（単位：億円）

（年度）

2,400

1,200

1,800

2017

1,639

2018

1,244

2019

1,9692,061
1,916

2,296

600

（単位：億円）

（年度）

120

60

90

30

2017

77

2018

38

2019

117

60 59
68

設備投資額 減価償却費

（単位：億円）

（年度）

4,800

3,600

2,400

1,200

2017

4,590

2018

4,410

2019

4,064

（単位：億円）

（年度）

250

200

150

100

50

2017

189

2018

231

2019

114

（単位：億円）

（年度）

4,800

2,400

1,200

3,600

2017

4,740

2018

4,589

2019

4,201

1,610 1,803 1,908

（単位：億円）

（年度）

160

80

120

40

2017

99

2018

134

2019

121128
108

124

設備投資額 減価償却費

受注高 受注残高

受注高 受注残高

受注高 受注残高

受注高 受注残高

（単位：億円）

（年度）

6,000

4,500

3,000

2017

4,637

2018

4,922

2019

4,808

1,500

（単位：億円）

（年度）
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2017
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2018

464
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（年度）

6,000

4,500
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5,330 5,626
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（単位：億円）

（年度）
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400

200
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2018

350
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427

160 175
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ボイラで工事進捗遅れ
による減収，プラント
で前期に大型プロジェ
クトが進捗した反動で
減収となりました。

シールドシステムで減
収となったものの，橋
梁・水門で増収となり
ました。

車両過給機や熱・表
面処理で減収となった
ほか，小型原動機事
業を譲渡した影響によ
り，減収となりました。

防衛省向け航空エンジ
ンで減収となりました。

ボイラでの減収の影響
や原動機での工事下
振れはあったものの，
プラントでの前期の採
算悪化が収束してきた
影響により増益となり
ました。

シールドシステムでの
減収により減益となり
ました。

車両過給機や熱・表
面処理の減収により
減益となりました。

民間向け航空エンジン
で，新型エンジンのコ
ストダウン活動の成果
は表れてきているもの
の，整備事業の検査プ
ロセス厳格化による影
響やプログラム費用の
負担追加の影響など 
により，減益となりま
した。

プラントで減少したも
のの，ボイラで海外
向け大型案件を受注
したことで，受注高が
増加しました。

橋梁・水門で海外向け
大型案件を受注したこ
とで，増加しました。

運搬機械は大型案件
を受注したことで増加
したものの，車両過
給機や熱・表面処理
が減少したことで，減
少となりました。

防衛省向け航空エン
ジン，民間向け航空
エンジン，ロケットシ
ステム・宇宙利用で減
少しました。
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　IHIグループは‚ 2019年度を初年度とする「グループ経営方針2019」を策定しました。 
　「グループ経営方針2019」では，取り巻く社会環境の変化を踏まえて，長期視点での持
続可能な社会の実現へ貢献するというIHIグループの“目指す姿”を定義しました。その上で

“目指す姿”の実現に向けて，社会とお客さまの課題に真正面から取り組み，事業の中身を
組み替えつつ，新たな価値を創造する企業へと変革を本格化する3年と位置付けて，事業変
革への取組みを進めています。

社会とお客さまの課題にお客さまと共に
真正面から取り組み，新たな価値を創造する

長期視点での「目指す姿」

「グループ経営方針2019」の概要と進捗 

「グループ経営方針2019」
社会とお客さまの課題に真正面から取り組む

事業変革の本格化

事業基盤の
強化

堅固な事業運営
体制の構築

将来に向けての
準備を加速

お客さまと共にライフサイクル視点で
アフターマーケット事業展開を加速

リーン&フレキシブルな
経営体質への変革

価値創造に向けた
ビジネスモデル変革の推進

ライフサイクル全般を視野に，
お客さまのオペレーションに入り込んで，
アフターマーケット事業の展開を加速し，
お客さまの課題解決に貢献します。

成長・注力分野へ人材や
資金などの経営資源を最適に
配分し，変化に強い経営体質を構築します。

持続可能な社会の実現のために，
将来に向けて新たな価値を生み出す
ビジネスモデルへの変革を加速します。

3つの取組み

変革を支える人づくり

安全と品質 リスクマネジメント

「グループ経営方針 2019」　1年目の総括・評価

主な取組み 課 題

ソリューション提案‚ O&M
（オペレーション＆メンテナン
ス）事業の展開‚事後保全提
案やアフター事業の高度化
の取組みが進捗

アジア・太洋州でのライフサ
イクル事業展開が本格始動

社内外の連携強化によるラ
イフサイクル事業の高付加
価値化

海外ライフサイクル事業の加
速・拡大

事業統合や機能の一元化な
ど最適なリソース配分を実現
する事業構造改革の取組み
が進捗

IoT活用による業務プロセス
改革‚スマートファクトリー化
の取組みが進捗

キャッシュ・フローの改善

収益事業へのリソースシフト
の加速

新たなビジネスモデル創出の
ための国内外のお客さま・
パートナーとの連携が進捗

各事業領域において技術開
発ならびに事業開発につい
て一定の進捗

商用化，事業化の加速

バリューチェーン視点での事
業化検討の加速

事業基盤の
強化

堅固な
事業運営体制の

構築

将来に向けての
準備を加速

グループ経営方針
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2020年度の取組み
　2年目を迎える中期経営計画「グループ経営方針 2019」のもとで，持続可能な社会の実
現に貢献すべく‚ライフサイクルの視点で社会とお客さまの課題にお客さまと共に真正面から
取り組み，新たな価値を創造する企業へと大きく変革していくことを目指します。
　また ‚今回の新型コロナウイルス感染拡大により，これまでの価値観が変化し‚社会や生活者
の行動が変容することで，企業の事業基盤の再構築，デジタル化の進展などが一層加速していく
ことが想定されます。「グループ経営方針 2019」で定めた目指す姿について，アフター 

コロナの新たな常態に対応する持続可能な企業の在り方を再確認し，事業の方向性の見極
めと構造改革およびポートフォリオマネジメントの推進に取り組みます。

　新型コロナウイルス感染拡大については，民間向け航空機エンジン事業において，旅客需
要の急激な減少やエアラインの経営状況悪化により，エンジンおよびスペアパーツの販売が減
少するなど，業績への大きな影響が避けられない状況にあります。また，自動車産業における
中国市場での早期回復期待はあるものの，世界的な自動車需要の減少や自動車会社の工場生
産停止の影響により，車両用ターボチャージャーの販売も減少することが想定されます。
　これらの状況を踏まえ，現中期経営計画の点検を行ない，次期中期経営計画の策定を進
めていきます。

取り巻く環境の変化

・ 新型コロナウイルスの影響は甚大なものとなり，
 　当社グループを取り巻く環境は大きく変化

 ・ アフターコロナの社会・経済は大きく変容し，
 　変化を見据えた企業経営が求められる

1 アフターコロナを見据えた事業の方向性
• 社会・価値観の変容，産業・市場の動向を把握・予見し，各事業の
 方向性を見極める
• 対策事業の再生・再編を早急に実行

長期視点の「目指す姿」
• 「グループ経営方針2019」
   に示す目指す方向性
• 変革の3つの取組み

コロナ感染拡大への対策

• 環境変化への耐性を備えた
   筋肉質な企業体質変革

持続可能な事業ポートフォリオの検討

• アフターコロナの
   社会・経済を想定した
   事業ポートフォリオの検討

現
中
期
経
営
計
画
の
点
検（
下
期
公
表
予
定
）

次
期
中
期
経
営
計
画

2 成長事業の創出
• 将来の軸となる新事業を創出し，持続的な成長を図る
• 成長有望分野へ経営資源を重点的に配分

3 環境変化に打ち勝つ事業体質
• 環境変化に機動的に対応したリソースシフトを促進
• 業務プロセス改革による効率化・スリム化

4 キャッシュ・フロー改善・財務基盤の強化
• キャッシュ創出力の強化とアセットマネジメントによる，
   投資原資の確保と堅固な財務基盤の構築

重点課題
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財務戦略

航空・宇宙・防衛事業領域などを中心に， 
成長事業分野への投資を実行しました

　中期経営計画「グループ経営方針2019」では，社会課題
の解決を通じて企業価値の向上を図るため，事業活動におけ
るキャッシュ創出力を強化し，ビジネスモデル変革の原資に活
用することを考えていました。しかしながら，2019年に発生し
た民間向け航空エンジン整備事業における不適切な検査事
案を是正するため，多額の運転資本を抱える航空・宇宙・防
衛事業領域において一時的な生産効率の低下を避けることが
できず，結果としてキャッシュの創出は不十分だったと評価し
ています。

　IHIグループとして，安全と品質を最優先とすることを徹底
し是正に努めた結果，生産性は概ね従前どおり回復しました。
しかし今年度に入って，民間向け航空エンジン事業は新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う移動規制の影響を大きく受けて
います。今後も収支の改善活動は継続して推進して参ります
が，短期的には多様な資金調達を活用した手元流動性の確
保を最も重視します。

　今回の中期経営計画においては，収益性と効率性を両立す
ることで十分なキャッシュを創出し，それを原資にして3年間で
4,200億円の成長投資の実行を計画していました。年平均す
ると1,400億円の投資規模になります。投資審査などを通じ
て事前に投資効果を確認してから実行しているため，2019年
度の実績は想定していた規模には至りませんでしたが，航空・

宇宙・防衛事業領域を中心に，成長事業分野と位置付けてい
る事業に約7割を投資配分することができました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を
最小化しつつ，企業体質を変革していきます

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により，民間向け航空
エンジン事業を中心に，売上高が大きく減少し，利益だけで
なく，キャッシュ・フローも大きく悪化することは不可避だと
認識しています。その対策として，短期的には手元流動性を
確保するための資金調達手段の確保，投資の一部凍結・抑制，
総費用・固定費の圧縮などを実行します。このような短期的
な投資の一部凍結・抑制は，経営資源を投下すべき事業の絞
り込みが一層重要になることを意味します。

　したがって，私たちは「グループ経営方針2019」を達成す
るために，ウィズコロナを前提とした事業ポートフォリオや，
企業体質の見直しを迅速に進めていく必要があります。まず，
勤務体制や業務プロセスの徹底的な見直しによって，従業員
の安全を確保した事業継続体制を構築した上で，民間向け航
空エンジン事業の早期回復に加えて，ESGを意識したビジネ
スモデルへの変革を加速していきます。そして，運転資本圧縮
によって創出したキャッシュや人的リソースを，競争優位性の
高いビジネスへ機動的に配分していきます。この経営資源の
配分にあたっては，事業の成長性・収益性と投資効率を重視
しつつ，お客さまや社会の課題解決への貢献をバランスよく
見極めていきたいと考えます。「グループ経営方針2019」の経

事業環境の変化を見据え，事業ポートフォリオの組替えと
グループ全体の投資効率の向上を目指します

代表取締役副社長
副社長執行役員

山田 剛志
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営目標については，以上のような検討の結果を踏まえて，見直
しをさせていただく予定です。 

政策保有株式については，保有方針のもと7銘柄
を全株売却，2銘柄の一部売却を実施しました

　当社グループは，政策保有株式について「原則として保有
先企業との十分な対話を行なった上で，政策保有株式の縮減
を図っていきます。ただし，当社の中長期的な成長・企業価
値の向上を目的として業務提携・共同研究をはじめとした戦
略的パートナーの株式を保有することがあります」との保有方
針を定めています。
　取締役会において，すべての政策保有株式について上記の
保有方針に基づいた検証を毎年行なうことにより，保有の適
否を確認しています。
　2019年度は，政策保有株式57銘柄（退職給付信託へ拠出
した26銘柄を含む）のうち，7銘柄を全数売却，2銘柄を一部
売却しました。

連結配当性向30%程度を目安に， 
安定的な配当の実施に努めます

　当社の株主還元の方針は，連結配当性向30%程度を目安
に安定的に配当を実施する方針に変わりありません。しかし，
2020年度については，当社の連結業績に対する新型コロナウ
イルス感染拡大の影響額を，合理的に算定することが現時点
では困難であり，期末時点における配当原資の確保が確実で
はありません。そのため，誠に遺憾ではありますが，中間配当
を見送ることとさせていただきました。期末配当につきまして
も，業績予想を慎重に検討する必要があるため，現時点では
未定としています。

「グループ経営方針2019」に掲げた活動を通して 
社会課題の解決を目指します

　コロナ禍の現在，当社グループは経験したことがない事業
環境の変化にさらされています。しかし，今後も当社グループ
は従業員の健康に配慮して事業を継続し，「グループ経営方

針2019」に掲げた活動を実践することで社会課題を解決し，
企業価値を向上するとともに，ステークホルダーの皆さまのご
期待に応えることを目指します。
　引き続きご理解とご支援を賜りたくよろしくお願い申しあげ
ます。

営業利益率，ROIC，ROEの推移 研究開発費・設備投資費・減価償却費 キャッシュ・フロー（CF）の推移
（%）
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● 営業利益率 ● 営業CF● ROIC ● フリーCF● ROE ● 投資CF ● 財務CF研究開発費 設備投資費 減価償却費

　 2017年度 2018年度 2019年度
営業利益 722億円 824億円 607憶円
営業利益率 4.5% 5.6% 4.4％
ROIC※1 7.7% 8.7% 5.7%
D/Eレシオ※2 0.92倍 0.93倍 1.38倍
ROE※3 2.6% 11.8% 3.8％
自己資本比率 19.9% 21.0% 18.7%
CCC※4 83日 97日 120日

配当
中間 3円／株
期末30円／株

（期末は，株式併合後）

70円／株
（中間30円，期末40円）

50円／株
（中間30円，期末20円）

※1 税引後（営業利益＋受取利息・配当金）／（自己資本＋有利子負債）
※2 有利子負債／純資産
※3 親会社株主に帰属する当期純利益 ／（前期末・当期末平均　自己資本）
※4 運転資本／売上高×365日

業績推移（連結）
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