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ウイルス感染症という大きな困難に見舞われましたが、現在
においても考え方や方針に変更はなく、変化していく事業

「変革」がもたらす

新たな価値創造に向け、
歩みを進めていく
代表取締役 社長

Masanari Yasuda

さらなる事業成長に向けて
当グループは本田技研工業株式会社を主要顧客とし、

環境の中で培ってきた技術を活用し、
これまでにない新たな

そのグローバルパートナーとして着実な成長を遂げてきた

価値を創造すること、そして、社会と共に継続的な成長を

一方、2030年に向けてさらなる事業成長を果たすために

遂げることが私たちに課せられた使命だと考えています。

は、ホンダビジネス以外の商権拡大と新たな顧客の獲得

2030年に向けた最初の一歩となる第14次中期経営計

が不可欠です。第14次中期経営計画では、主要顧客以外

画1（2021年３月期～2023年３月期）
では
「ESG経営による

からの新規商権受注目標3630億円を掲げ、
さまざまな取り

企業進化」
を掲げ、
「攻め」
の施策である
「事業成長に向けた

組みを加速させています。2022年３月期は、ポーランドに

進化」
と
「守り」
の施策である
「進化を支える事業体質強化」

欧州自動車メーカーをターゲットとしたシート製造子会社

の２軸を企業重点施策とし、
７つの企業施策への取り組み

を新設、2023年３月期からは拡販機能と欧州事業の管理・

を加速させています。
２年目となる2022年３月期は、前期

統制を図るため新たに｢新事業統括本部｣ 3を設置するなど

から続く新型コロナウイルス感染症影響や、
これを受けた

積極的な取り組みを続けた結果、各地域で徐々に大きな

サプライチェーンの混乱による自動車メーカーでの減産、

商権を受注できるようになっており、今後の拡販に向けて

さらなる原材料価格の高騰など、依然として厳しい状況が

確かな手応えを感じています。

続きました。そのような中でも、今後の成長に不可欠な領域

しかしながら、事業拡大に向けた成長ドライバーとするに

へは経営資源 を惜しまず投入し、次世代技術開発や新規

は、
これまで以上にスピード感をもって展開していく必要が

顧客・新商権獲得といった将来を見据えた取り組みを加速

あります。拡販に向け、世界のメガサプライヤーとの競合を

させています。また、攻めの施策に加え、米州でのトリム

避けては通れない中、当グループのリソースだけではなく、

カバー生産体制再編などの事業体制最適化や、各領域から

新たなビジネスパートナーとの強固な連携が重要になると

の徹底した原価低減など、グループ全体で収益性を高める

考えています。そのために、世界各地域の事業環境とその

体質づくりに努め、
この状況を確実に乗り切り、将来の飛躍

変化をいち早く捉え、事業拡大に向けて必要な投資は惜し

につなげていきます。

まずに行っていく方針です。当グループにとって足りない部
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経営方針： ESG経営による企業進化

当グループは、技術革新やモビリティの進化といった
変革の渦中にある自動車業界において、2030年ビジョン

ない状況の中、長きにわたり医療現場などでご尽力されて

として
「Innovative quality company ―新たな価値を創造

いる皆さまに敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。

し続ける―」
を掲げています。スタート時点から新型コロナ

3

月期

から既に２年以上が経過しました。いまだ終息の気配を見せ

新たな価値を創造し続ける

3

月 期 〜２ ０ ２ ３ 年

新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が始まって

2030年のあるべき姿を目指す

次中期 経営計画
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Innovative quality company
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2030 vision – statement

オリジナル技術の商品化
戦略的商権の拡大

事業成長に
向けた進化

事業体制の最適化
サステナブル社会への貢献
品質No.1評価の獲得

進化を支える

持続的な収益体質の強化

事業体質強化

人・組織の生産性最大化

1 第14次中期経営計画
2 経営資源

▶︎ P.27

▶︎ P.10

3 新規商権受注目標 / 新事業統括本部
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分をいかに効率よく手の内化していくのかを考え、アライ

トリム開発・製造で培ってきたさまざまな技術やノウハウを

である｢TSフィロソフィー｣ 5の実践が何よりも大切だと考

アンスなども積極的に活用し、拡販につなげていきます。

融合し、次世代自動車をターゲットとした新たな車室内空間

えています。この根幹となる企業理念「人材重視」
「 喜ばれ

を追求しています。また、次世代モビリティを見据え、
テトラ・

る企業」は、サステナビリティやESGの考え方に深く通じ

アビエーション株式会社 ※1と空飛ぶクルマの内装部品の

ており、企業のサステナビリティ取り組みの必要性が声高

共同開発契約を行うなど、新たな付加価値を持った魅力

に叫ばれる以前から、私たちはさまざまな取り組みを行っ

ある商品開発を行うための投資を積極的に行っています。

てきました。特に、2017年から開始した第13次中期経営

「変革」がもたらす新たな価値創造
ご存じの通り、自動車業界は大変革期の真っ只中にあり、
ユーザーニーズの変化、熾烈な開発競争、新たな競合の台
頭や業界再編など、事業環境の変化がさらに進んでいま
す。また、EV化・コネクテッド・自動運転など、次世代モビリ
ティに向けた技術革新は、自動車の価値観を大きく変え、

計画では、経営方針として
「ESG」
を明文化することで、そ

キャビン全体をコーディネートし
お客さまへ提供する

2030

定やTCFD対応、社会（S）領域でのサプライチェーンマネ

ものと車室の活用、さらには生活を豊かにするアイテムと

センシング

ジメント強化や社員エンゲージメント向上の取り組み、ガ

してその価値を変化させています。自動車メーカーやわれ
われ内装システムサプライヤーにとって、ユーザーが車内で
過ごす時間に何を提供できるのかが重要となっています。
そのような中で、
より一層の成長を遂げていくためには、
今までのやり方や価値観に対して疑問を持ち、
「 変化」
では
なく
「変革」
をしていかなければなりません。これまで当グ

生体情報/
乗員状態検出

ACT制御

車室内空間全体提案

快適な
ACT制御

新価値商品化
照明・加飾
照明加飾/
動きの制御

2021

温熱・省電力
高効率温熱/
快適・省電力制御

車室内空間の価値向上

スタートアップ
企業とのオープン
イノベーション
他業種との
アライアンス活用

魅力的な革新技術開発
製品品質の向上

社会

サステナブル社会の実現に向け、

「環境にやさしいモノづくり」
による負荷低減
気候変動対応
資源循環、有効活用

環境

バナンス
（G）
領域での監査等委員会設置会社への機関設

自然との共生
多様性を尊重し個々の能力を最大化する
仕組みの構築

計変更など、E・S・Gそれぞれの領域で体質強化を図って

人権の尊重

きました。
2022年３月期には、当グループを横断したサステナビ

事業基盤

多様性を活かした働き方改革
ガバナンスの強化

リティ統括機関として｢サステナビリティ委員会｣ 6を設置
しました。これに加え、前期に特定した持続可能な社会の
実現に向けて、優先的に取り組んでいく重要課題（マテリ

ループは、
シートとドアに事業ドメインを集中し、安全、安心

革新的で魅力ある新商品・新技術の提供

2050年カーボンニュートラル達成に向けた長期目標の策

プライベート空間の提供やさまざまなシーンでの車その
HMI

世の中の期待を超える

の取り組みをさらに加速させています。環境（E）領域での

要素技術進化

直感的な
情報伝達/
入力

特定したマテリアリティ項目と主な課題

ステークホルダーの皆さまへ

で快適な製品を、効率的に開発や生産をすることで、収益

各国での電気自動車普及目標の見直しや、自動運転技

アリティ）7の各項目について、関連するKPIを定め、2030

先を見通すことが困難な時代にあっては、前例に固執せ

拡大を追求してきました。
しかしこれからは、安全性などは

術の進歩スピードなど、次世代における自動車産業には不

年時点でのあるべき姿を指標化した2030年目標 7を策定

ず、常に前を向いて、その時々で必要なことに全力を尽く

もちろんのこと内装部品に乗員と車をつなぐHMI
（Human

確定要素が多く、到達点がどのような姿になるかはいまだ

し、達成に向けた取り組みを加速させています。

すことが企業経営に求められると考えています。2023年4

Machine Interface）
としての機能を持たせるなど、
これま

推測の域を脱していないのではないでしょうか。
しかしなが

こうした取り組みが評価され、世界的な社会的責任投資

月から始まる第15次中期経営計画に向けては、変革の手

でにない機能やサービスを提案できなければ、時代に取り

ら、
どのような未来が訪れたとしても、ユーザーの求める最

評価会社であるS＆P Global社の
「Sustainability Awards

を緩めることなく、さらなる一手を検討し尽くしこれに臨

残されてしまいます。この変革期を勝ち残るためには、キャ

適な製品を常にお客さまに提案できる基盤をしっかりと整

※2
2022」
において、
「Sustainability Yearbook Members」

んでいく所存です。事業規模の拡大に向けた施策はもとよ

ビン全体をコーディネートし、お客さま、そしてユーザーに対

えておくことが重要であり、あらゆる可能性を検討し常に

および
「Industry Mover」 に選定されるなど、高い評価を

り、
コーポレート・ガバナンス体制のさらなる進化や資本政

し、新たな価値を提案する企業へ変わらなければなりませ

先を行く研究開発をもってこれを達成していきます。

いただいています。今後も外部からの評価や指標 を通じ、

策 9 の見直しなど、持続的な成長を可能とする企業基盤の

ん。そして、世界のお客さまから欲しいと言っていただける価

※1 空 飛ぶクルマの研究開発・販売を行うスタートアップ企業。アメリカ

社会的要請を正しく把握することで、サステナビリティ取り

強化を含め、企業価値を一段と高めるべく不断の努力を

組みの有効性を高め、当グループの企業価値向上と持続

重ねていきます。

値創造を、独自技術の進化と異業種とのコラボレーション
やスタートアップ企業との共同開発 で実現していきます。
4

その取り組みの一環として、アルプスアルパイン株式会
社と業務提携契約を締結しました。同社が持つソフトウェア
によるシステムインテグレーションといった強みと、当グ
ループが持つシートにおけるセンシング技術、シート・ドア

の ボ ー イン グ 社 が 後 援 する 空 飛 ぶクル マ の 世 界 大 会「 G o F l y 」
で、2020年大会唯一の受賞チームとなるなど、高い技術力を誇る日本
の空飛ぶクルマ分野におけるトップランナー。

サステナビリティ取り組みによる企業価値向上
先行きが見通せず、将来予測が困難な今だからこそ、

※3

8

的な成長を実現していきます。
※2 調 査対象のうち、S&P Global社が評価するESGスコアが各業界上位
15％以内にあたる企業に与えられる賞
※3 ｢ Sustainability Yearbook Members｣のうち、業界で最もスコア
が向上した企業に与えられる賞

変 革を通じ、より一 層ステークホル ダー の 皆さまから
「存在を期待される企業」
になるべく邁進してまいります
ので、今後とも末永いご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

テイ・エス テックのぶれない軸であり、私たちの存在価値

4 異業種とのコラボレーションやスタートアップ企業との共同開発
▶︎ P.12

5 TSフィロソフィー

▶︎ P.1

6 サステナビリティ委員会

▶︎ P.13

7 重要課題（マテリアリティ）/ 2030年目標 ▶︎ P.14–15
8 外部からの評価や指標

▶︎ P.66

9 資本政策   ▶︎ P.18–19
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