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事業活動を通じた社会課題の解決を通して、
持続的な成長と高収益体質に向けた変革を推進します。

安全・安心な社会の実現に加え、全ての人々の
ウェルビーイング向上のための取り組みを実施しています。

安全・安心・ウェルビーイング※向上に
向けた取り組み

　1945年の創業以来、IDECはさまざまな製品やサービ
スを社会に提供してまいりました。2019年に制定した新
しい理念『The IDEC Way』では、Visionとして「Pioneer 

the new norm for a safer and sustainable world. 

（いつも、ずっと、みんなに新しい安心を）」を掲げており、
ものづくりの未来と新たな可能性を創造し、明日の「当た
り前」となる、新しいスタンダードの開拓者になるとともに、
全ての人々に幸福と安心をもたらす、より安全で持続可
能な社会の実現を目指しております。
　また、事業活動を通じた社会課題の解決により、「持続
可能な開発目標（SDGs）」を達成していくためのさまざま
な取り組みを行っております。2009年から国連グロー
バル・コンパクトに加盟し、10原則に基づいた活動を推進
しており、2018年4月にはCSR委員会を立ち上げました。

環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）、そしてIDECの強み
である安全（Sa）と品質（Q）を重点分野と定め、継続的
なCSR活動を推進しております。
　2018年1月には、国連の専門機関である ILO（国際労働
機関）傘下のISSA（International Social Security 

Association）が推進する労働安全衛生のVision Zero

キャンペーンに日本で初めて賛同、登録いたしました。こ
れはトップマネジメントが主導し、企業における「安全・健
康・ウェルビーイング」を追究するアプローチです。
　IDECでは創業当時から、「人の命を守る」製品を開発・
提供する企業として、グローバル社会での安全で快適な
環境づくりのため、安全・安心を推進するだけでなく、社内外
全ての人々のウェルビーイングを向上するための取り組み
を推進しております。
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2020年度※の事業概要

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、2020年
度はグローバルで厳しい事業環境となりました。中国は年
間を通じて売上高が堅調に推移したものの、日本、米州、
EMEAは、経済低迷の影響から売上高が減少いたしま
した。また注力業界である、工作機械や自動車業界などに
おいても、需要低迷や設備投資の先送りなどにより受注が
減少いたしました。

※2020年度は2020年4月から2021年3月までの期間です。

　しかし、下期からは徐々に売上、受注ともに回復傾向が
みられるようになったことから、2020年度の連結売上高は
540億円（前年度比7.5％減）となりました。利益については、
スイッチ事業など主力製品群の売上減少の影響などから、
営業利益は40億円（前年度比14.1％減）、営業利益率
7.5％となりました。
　一方、事業の構造を改革し持続的な成長を実現する
ために、デジタルマーケティングや国内外の事業拠点の
再編などを推進しております。   P15

人と機械の最適環境の創造により、
多様化する社会課題の解決に貢献し、
持続的な成長を目指します。

全ての人々のウェルビーイング向上を目指して

　IDECでは人間性尊重経営を掲げ、ライフワークバランスや健康経営に取り組むとともに、
安全・安心を実現する多様な製品を社会に提供してまいりました。誰もが健康で、幸せに、生き生き
と暮らすことができる社会を実現するため、創業以来「安全・安心・ウェルビーイング」の向上に
取り組んでおります。
　社員に対しては、ヘルスケアセンターやフィットネスジムを設置することで心身の健康維持を図っ
ております。社会に対しては、人と機械が共存する「協調安全／Safety2.0」により、Missionである
人と機械の最適環境を創造することで、全ての人々のウェルビーイング向上を追究してまいります。

TOPIC

Well-being

Safety & ANSHIN

Relationships

Mental HealthPhysical Health

Community

Environment

※ ウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、
社会的に良好な状態にあることを意味する概念。 
（出典：厚生労働省ホームページ）
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2021年度の取り組み

　世界経済に関する先行きの不透明感はありますが、働き
方改革の推進や、IoT、DX（デジタル・トランスフォーメー
ション）などによる産業構造の変化に加え、感染防止対策な
どの新たなニーズも生まれていることから、時代の変化を踏
まえた事業体制の構築が必要不可欠となっております。こ
ういった背景を踏まえ、IDECグループのVision、Mission

の達成に向けて、成長戦略の推進、収益性の向上、経営基
盤の強化、ESGへの取り組み強化、という4つの基本戦略に
基づいた取り組みを行うことで、持続的な成長と高収益体
質に向けた変革を推進し、売上高600億円、営業利益は
過去最高額となる62億円、営業利益率10.3%を目指し
てまいります。
　成長戦略の一環として、インドや中国など成長市場の
売上拡大に向けた取り組みを推進しております。インドに
は2020年1月に販売拠点を設立し、本格的な売上拡大
に向けた営業活動を行っております。中国においては、生
産・物流体制の最適化や、需要が拡大している安全関
連機器の販売強化、Eコマースなどデジタルインフラの
整備を推進することで、より一層の事業拡大を目指してお
ります。また、グローバル拠点の再編を行うことで地産地
消を推進するとともに、地域や業界ごとに異なるニーズ
に合った製品開発を行うことで、売上高の拡大と収益
性の向上を図ってまいります。
　収益性の向上においては、材料・製品の統廃合を継続的
に実施することで、コスト削減や生産の効率化を推進し、高
収益体質への変革を図ってまいります。
　経営基盤の強化では、グループ管理業務の集約による効
率化の推進や、柔軟な働き方に対応するためのコミュニ
ケーション基盤の整備などを行っております。

1株当たり配当金と配当性向の推移
 1株当たり配当金（円）  配当性向（%）

Pioneer the new norm for a safer and sustainable world.
いつも、ずっと、みんなに新しい安心を

To create the optimum environment for humans and machines.
人と機械の最適環境を創造

スマートRFIDリーダ
「KW2D形」

社会課題への対応

　グローバルな社会課題に対応するため、ESGへの取
り組み強化を図っております。主な取り組みは以下のと
おりです。

　新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、「非接触」や
「遠隔監視・操作」、人が介在しない「自動化」や「省力化」が、

環境
環境負荷低減に向けた
取り組みの推進

 再生可能エネルギーの積極的な活用
などによるCO2排出量の削減

 環境配慮型製品の開発促進や環境
に配慮した素材の検討

社会
ダイバーシティの

推進

 女性活躍推進、LGBT教育など各
研修・プログラムの企画・実施

 各種休暇の取得率向上や健康維持・
増進の施策実施など、社員が家庭
と仕事を両立しやすいディーセント
ワークの実現

ガバナンス
経営の透明性・
効率性の向上

 実効性評価の結果を踏まえた取り
組みの実施

 指名委員会を設置し、次世代幹部
候補者育成を推進

 グループでのリスクマネジメント体制
の構築

キーワードとして改めて注目を集めています。IDECグルー
プでは、こういったニーズに最適な製品を数多くライン
アップしていることから、社会が求める最適なソリュー
ションを提供し、現場の課題解決を推進しております。
　例えば、2020年に発売した
スマートRFIDリーダは、IC
カードなどを読み取る非接触の
製品です。主力とするFA（ファ
クトリー・オートメーション）
業界だけでなく、医療など
Non-FA業界でも安全・安心

基本戦略への現在・未来のアプローチ

 Push-in対応製品のラインアップ拡充
 Safety2.0を実現する製品の発売による啓発、浸透
 IoTソリューションの拡販
 アジア・パシフィックでの事業拡大
 協調安全ロボットシステムの導入加速

「成長戦略」
の推進

 地域・業界ニーズへの対応によるグローバル市場での競争力強化
 IoTソリューションの加速
 安全のみならず安心を考えたイノベーション製品の創出
 中国やインドなど成長市場における事業拡大
 Non-FA業界を含めた事業領域の拡大

 『The IDEC Way』のさらなる浸透
 従業員意識調査結果等を踏まえた人事制度改革の検討
 グローバルなIT基盤導入による効率化の推進
 経営環境に応じた人材確保と育成の強化

「経営基盤」
の強化

 人事制度改革の推進
 業務標準化、デジタル化、IT・オフィス基盤の見直しなどによる効率化の推進
 人材の確保・育成、戦略的配置による体制強化
 APEMとのシナジーの追求

 グローバル生産・販売拠点の最適化
 生産の自動化
 業務プロセスの見直しと効率化

「収益性」
の向上

 製品統廃合の推進による生産性の向上
 グローバルサプライチェーンの見直しによる在庫削減・納期短縮
 不採算製品や事業の構造改革

 材料・製品の統合・品目削減
 在庫削減・納期短縮
 コストダウンの推進
 事業の選択と集中

 成長に紐づく新製品の投入
 技術課題解決型の販売強化
 販売チャネルの再編・強化
 事業領域の拡大

基本戦略 2020年度の取り組み 2021年度の取り組み

 働き方改革の推進
 構造改革の推進
 コミュニケーションの活性化
 PMI※推進による基盤強化
※PMI（Post Merger Integration）：M&A成立後の統合プロセス

に使っていただけることから、新規チャネルの開拓などを
積極的に行っております。
　また、日本を中心に販売体制の見直しを行っており、
既存の販売網を活用したコンポーネンツビジネスの強
化に加え、開発部門・生産技術部門・グループ会社が連
携することで、お客さまの課題解決につながる多様なソ
リューションを提供できる体制づくりを行っております。
　新型コロナウイルスの世界的感染拡大により、人々
の意識やライフスタイル、社会ニーズなどは大きく変化
いたしました。変化は次の成長につながる大きなチャン
スでもあります。多様化する社会課題の解決に、IDEC

グループがこれまで培ってきた制御技術、安全技術を
核とするさまざまな製品やソリューションで貢献するこ
とで、真のグローバル企業として持続的な成長を目指し
てまいります。

20202016 2017 2018 2019 （年度）

50
5040

49.6

29.3

44.4
52.5

5050

53.9

ESGへの
取り組み強化 本ページ上部の「社会課題への対応」をご覧ください。

株主還元

　IDECグループでは、財務体質と経営基盤の強化を
図るとともに、株主さまに対する安定的な配当の維持と
適正な利益の還元を実施することを経営の最重要施策の
一つと認識しております。2020年度の1株当たりの年間
配当金は50円となりました。

14

CEO Message

13

IDEC Report 2021




