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プロファイル

東レグループは基幹事業として繊維事業、プラスチック・ケミカル事業、戦略的拡大事業として情報通信材料・

機器事業、炭素繊維複合材料事業、重点育成・拡大事業として環境・エンジニアリング事業、ライフサイエンス

事業の、3つの事業カテゴリーと6つのセグメントで、グローバルな事業活動を行っています。

私たちが提供している製品は、衣料品やインテリア製品、家電製品やエレクトロニクス製品、自動車や航空機

などの素材・部材、そして、水処理用機能膜や機器など、皆様の身近な日常生活のなかで使用されています。

現在、私たちは世界23カ国・地域で事業を展開。当グループで働く社員をはじめ、お客様、ビジネスパートナー、

事業を行っている地域や国の人々、株主や投資家の方々との密接な関係のもと、日々の活動を行っています。

東レグループの企業理念は、“新しい価値の創造を通じて社会に貢献”していくことです。

企業理念実現のためにも、私たちは全てのステークホルダーの皆様との関係を大切に、今後も新しい価値を

創造し続けていきます。

＜企業理念＞

“わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します”

＜経営基本方針＞

お客様には、新しい価値と高い品質の製品とサービスを。

社員の人々には、働きがいと公正な機会を。

株主の皆様には、誠実で信頼に応える経営を。

そして、社会の一員として責任を果たし相互信頼と連携を。

業務予想に関する注意事項
本報告書中の2012年度の業績見通し及び事業計画についての記述は、2012年8月6日における将来の
経済環境予想等の仮定に基づいており、当社の将来の業績を保証するものではありません。

Imagine it...
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Imagine it...

私たち東レ
は、先端素材が生み出す

新しい価値が人々の生活をより快適

なものに変えていけると考えてい
ます。

素材には、社会を変える力があります。たとえば丈夫で軽い

炭素繊維は、旅客機に大幅な省エネをもたらし、効率の良

い中型機で世界を自在に行き来できる時代を生み出そうと

しています。また高機能な合成繊維は、薄くて軽いインナー

ウェアに暖かさを与えました。しかし、新素材を生み出す

ことはたやすいことではありません。東レは研究・技術開発

に粘り強く取り組むことで、付加価値の高いさまざまな新素

材を世に送り出してきました。そして、さまざまな場面で、 

東レの生み出した新しい素材が社会を変え始めています。

03    



アニュアルレポート 2012

28

16

05

16 株主・投資家の皆様へ

23 東レのグローバル活動

42 サステナブルマネジメント

技術で素材を変える。
素材で社会を変える。

 05 Message 1 .......軽量化の実現。
 07 Message 2 .......服に機能を。
 09 Message 3 .......新エネルギーの拡大。
 11 Message 4 .......医療の高度化。
 13 Message 5 .......水資源の確保。

28 セグメント別活動状況
	30	 繊維事業
	31	 プラスチック・ケミカル事業
	32	 情報通信材料・機器事業
	33	 炭素繊維複合材料事業
	34	 環境・エンジニアリング事業
	35	 ライフサイエンス事業

	52	 企業情報	
	55	 投資家情報 /	企業概要	

Contents

Walktogether

05

42
	36	 研究開発・知的財産	



　あらゆる乗り物にとって「軽量化 」は、永遠のテーマで

あり続けてきました。自動車も航空機も、船舶や宇宙ロ

ケットも、軽量化によって燃料の消費を抑えることができ、

より遠くまで移動することが可能になります。そのために

鉄から、アルミニウムやチタンなどの合金、プラスチックな

ど、軽量化素材を常に求めてきました。

　そうしたなか、技術の進化により軽量素材の本命とし

て浮上してきたのが「炭素繊維 」です。鉄に比べて比重は 

4分の1で比強度は10倍。つまり軽くて頑丈。航空機では、

徐々に使用部位が拡大し、2011年には、機体構造の50％

（重量比 ）に炭素繊維複合材料を使った旅客機ボーイン

グ787が就航し、世界の空を飛び始めています。

Message

1

軽量化の実現。
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...in action

ボーイング787

東レの
炭素繊

維複合
材料を

、翼や
胴体な

どの主
要部を

含む

構造重
量の5

0％に
採用し

て大幅
な軽量

化を実
現した

「ボー

イング
787」

。炭素
繊維の

大幅な
採用が

寄与す
るのは

、軽量

化によ
る省燃

費・C
O2の
排出削

減だけ
ではあ

りませ
ん。機

体

強度が
増すこ

とで窓
を大き

くする
ことが

できま
した。

また、
炭

素繊
維は
錆び
ないの

で客
室内
を快
適な
湿度
環境
に保つ

こ

とがで
きます

。炭素
繊維を

使用し
たこの

航空
機は、

これま
で

にない
快適な

空の旅
も実現

してい
ます。

TEEWAVE®AR1（コンセプトEV）
炭素繊維複合材料が、自動車にどん
な変革をもたらすのか。それを具体
的に示すため、東レは自らEV（電気
自動車）のコンセプトカーTEEWAVE®	
AR1を製作し、2011年の東京モー
ターショーに出展しました。このEV
は、F1のマクラーレン・チームでチー
フデザイナーを務めたゴードン・	
マレー氏に設計を依頼し、炭素繊維
複合材料を活用することで車体重量
846kgという軽量化を実現しました。
電池やモーターなどにも東レの素材を
用い、東レの総合力を結集したコンセ
プトカーになっています。

軽くて丈夫なボディ素材、炭素繊維
　今、あらためて注目が集まる炭素繊維ですが、その工業化は50年ほど前まで遡ります。以降、

軽くて丈夫、そして錆びないといった多くの特長を持つ炭素繊維の事業化を目指し、多くの企業
が参入しました。しかし投資回収までに時間がかかることや、高品質な繊維を安定的に生産する

ことが難しく、多くの会社で撤退が相次ぎました。

　そうしたなか、炭素繊維の将来性を信じ、粘り強く市場開拓と技術開発を続けてきたのが東レ

です。東レは、炭素繊維市場の本格拡大にいち早く対応し、航空宇宙、スポーツ、一般産業の各用

途において用途開発を加速するとともに、日・米・仏の世界三極生産体制によるグローバルオペ
レーションを推進することで成長市場の取り込みをはかってきました。東レは、世界No.1（シェア 
3割強）＊の炭素繊維メーカーです。

＊販売量ベース（東レ推定）
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　綿や羊毛、絹や麻など、古くから服に用いられてきた天

然繊維は、保温性や耐水性、汗の吸いやすさや乾きやす

さなど、ファッション的な観点とは別に、それぞれに異なる

特長があり使い分けがなされてきました。

　合成繊維の登場は、そうした天然素材並みの機能を

持った繊維を化学的に作り出し、低コストかつ安定的に

供給することでアパレルの世界に大きく貢献してきまし

た。そして今、合成繊維はさらに先へすすみ、より多様か

つ高度な機能を備え、着る人に一層の快適さを与えるも

のへと進化を遂げています。

　人が発する熱を保つだけでなく、その熱を受けた繊維

自体が熱を出し吸汗性にも優れ、しかも薄くて軽い。こう

した繊維の新たな機能は「服」に対する考え方を変え、私

たちの生活を大きく変え始めています。

...in action

ボーイング787

東レの
炭素繊

維複合
材料を

、翼や
胴体な

どの主
要部を

含む

構造重
量の5

0％に
採用し

て大幅
な軽量

化を実
現した

「ボー

イング
787」

。炭素
繊維の

大幅な
採用が

寄与す
るのは

、軽量

化によ
る省燃

費・C
O2の
排出削

減だけ
ではあ

りませ
ん。機

体

強度が
増すこ

とで窓
を大き

くする
ことが

できま
した。

また、
炭

素繊
維は
錆び
ないの

で客
室内
を快
適な
湿度
環境
に保つ

こ

とがで
きます

。炭素
繊維を

使用し
たこの

航空
機は、

これま
で

にない
快適な

空の旅
も実現

してい
ます。

服に機能を。

Message

2
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...in Betterment

発熱する服、
ヒートテックの衝撃
　服には「機能」という魅力があることを、

多くの方たちに知らせることができたの

が、東レがユニクロと共同で開発した発

熱・保温・吸汗速乾等の機能を併せ持つ

ヒートテックです。

　ヒートテックが 初 めて 登 場した の は
2003 年のことでした。当初は、保温性の
高いアクリル繊維と水蒸気から熱を生む

レーヨン繊維を組み合わせたもので、翌

年には吸汗速乾機能を付加するためポリ

エステル繊維を追加。さらに2007年には

ストレッチ機能を追加するためポリウレタ

ン繊維を加えることになり、4 種類の繊維
からなる素 材が開発され、新しいヒート
テックは2,000万枚を販売するヒット商品

になりました。ヒートテックはその後も進

化を続け、2009年は5,000万枚、2011 年
には1億枚と販売は年々拡大しています。
　東レとユニクロは2006年に「戦略的

パートナーシップ」構築に関する合意書を

締結し、素材から商品まで、企画・開発・

生産・物流に至る一体のトータルインダス

トリーを実現しました。2011年からスター

トした「戦略的パートナーシップ」第二期

5ヵ年計画では、2015年までの5年間にお

ける両社の取引額累計 4,000 億円を目指
します。

　この戦略的パートナーシップのもと、東

レとユニクロはヒートテック以外にも、シ

ルキードライやウルトラライトダウンなど

のヒット商品を生み出しています。
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　社会や産業、一般の人たちの暮らしに欠かすことのでき

ない電力の供給を、安定的かつ将来にわたって持続可能

なものとするためには、太陽光や風力などの再生可能エ

ネルギーや、エネルギー効率が高く環境汚染物質の排出

が非常に少ない燃料電池の利用を拡大する必要がありま

す。そして、それを実現するために求められるのが、新時代

の発電システムをより実用的、効率的なものにする機器や

材料の革新です。

　さらに、貴重な電力を有効に利用する上で、「蓄電池」

の重要性にもあらためて注目が集まってきました。これま

で主に、電子機器など小型のものや、自動車でもエンジン

の始動など補完的な役割だったバッテリーが、電気自動

車では動力源の主役になります。また、天候状態の影響を

受けやすい自然エネルギー発電の電力を蓄えて安定化さ

せる、電力利用の少ない時間に電池に蓄えておいた電気

をピーク時に使う、といった用途でも蓄電池の活躍が期

待されています。

Message

3

新エネルギーの拡大。
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先端材料の力で電池の未来を拓く
　東レは「有機合成化学」「高分子化学」「バイオテクノロジー」「ナノテクノロジー」をコア技

術として、先端材料の研究開発に取り組んでいます。そして、新世代のエネルギー分野でこれ

らの技術力が活かせるものとして特に力を注いでいるのが、太陽電池、リチウムイオン電池、

燃料電池などの電池用部材です。

　2020 年には 12 兆円の市場規模までに拡大すると予想される太陽電池において、東レは
バックシート向けポリエステルフィルムを中心に、高機能素材を提供しています。ハイブリッド

カーや電気自動車の普及拡大により、2020 年に 5 兆円以上の市場規模になると予測される
リチウムイオン電池では、重要な部材であるバッテリーセパレータフィルムを製造・販売する

東レ東燃機能膜合同会社を100％子会社化し、東レバッテリーセパレータフィルムを設立し

ました。また、燃料電池用部材の開発もすすめています。

　こうした幅広い素材を持つことを強みに、東レは電池材料の総合メーカーとして世界No.1
になることを目指しています。

...in Progress



　医療の高度化は、未だ有効な治療法が見出されていな

い難病の克服など未開の地を拓くだけでなく、さらなる安

全性の向上や患者さんの負荷軽減といった、医療の「質」

を高めることにも多くの貢献を果たしています。

　たとえば、人工透析に使われる人工腎臓の進化は、透

析治療をより効果的なものにしています。

　また、近年先進的な外科的治療法の一つとして導入が

広がっているカテーテルを使った手術も、患者さんの負担

軽減に結びつくものの一つです。医療技術の進化はもち

ろん、新製品の開発と高度化により、新たな治療が生まれ

ています。

　患者さんの負担軽減という視点から、医療は進化を続

けています。

医療の高度化。

Message

4
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...in support

高機能な中空糸膜で、血液を浄化する

人工腎臓トレライト®NV

　人工透
析は、血液

を体外に
循環させて

人工腎臓
内の中空

糸膜を通
すことで血

液中の老

廃物や余
分な水分

を取り除き
血液を浄

化します。

　東レは、
1977 年に中空糸膜タイプの人工腎臓の生産販売を始めて

以来、独自
の技術で

医療の現
場に貢献し

てきました
が、2011

年には機
能を向上さ

せたトレラ
イト®N

Vの販売を

開始しまし
た。トレラ

イト®NV
は、中空糸

膜表面へ
の血小板

の付着を
自社従来品に比べて

1/100以下に抑え、
透析を終え

るまで性能
を維持しま

す。

　さらに、
アジア・新

興国での
人工腎臓

の需要拡
大に対応

するため、
中国・青島

即墨市

で人工腎
臓の新工

場建設に
も着手しま

した。新工
場で生産

する製品
は2014年

から販売

を開始す
る予定で

、同工場で
の生産開

始により、
東レグル

ープのトレ
ライト®シ

リーズの

供給能力は倍増します。

血栓捕捉フィルター

　医療の
現場では

かねてか
ら、血液に

含まれる血
小板がうま

く機能しな
くなり血液

内で

固まってし
まうことや

、血流が滞
る状態等

になると血
液中の血

小板やタン
パク質が

“血栓”

と呼ばれ
る塊となっ

て付着・活
性化する

ことが問
題になって

います。こ
の血栓が

血管を

通って脳や
肺まで流れ

れば、脳梗
塞や肺梗

塞などを引
き起こす危

険性があ
るためです

。

　こうした
危険を防ぐ

ため、血栓
を捕捉する

血栓捕捉
フィルター

が使用さ
れますが、

比較

的短時間
で血栓が

原因で詰
まってしま

うという問
題がありま

した。東レ
は独自の

高分子

設計技術
により、従来品の20 倍以上という長

い留置時
間でも使

用可能な
フィルター

材料

の開発に
成功し、2

012	年3
月に発表し

ました。当
社は本技

術を適用し
た血栓捕

捉フィル

ターの開
発をすすめ

ていますが
、さらにそ

の他の循
環器領域

の医療機
器などにも

本技術

を適用して
いく予定で

す。
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　水の惑星とも呼ばれる地球。しかし地球上に存在する

水の 97.5％は海水で、淡水は 2.5％しかありません。人

が生活や産業に利用できる淡水は、さらにそのうちのわ

ずかで、水全体の 0.01％ほどに限られてしまいます。そ

れほど貴重な資源であるにもかかわらず、気候変動や環

境破壊によって利用できる水は減り、世界の人口は増加

するとともに、新興国の経済発展が進むなど、水に対す

る需要は増え続けています。水不足は、世界各地で深刻

な社会問題になっています。節水や環境保全など、水不

足への対応は始まっているものの、もともと水資源に乏

しい地域も多く、より大きな効果をあげるものとして期待

を集めているのが海水の淡水化であり、その要となる製

品が「逆浸透膜」です。

...in support
水資源の確保。

Message

5
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...in Conception
海水を飲み水に変える逆浸透膜
　海水を飲み水に変える淡水化プラントでは、従来の蒸発法に比べてエネルギー消費や

コストなどでメリットのある、水処理膜を利用したシステムが増えています。東レは、ナノテ

クノロジーを活用した高分子分離膜技術などの高度化によって、淡水化に最適な「逆浸透

（RO）膜」を開発しており、世界市場で約3割のシェア＊1を獲得しています。

　また、水処理膜にはRO膜以外にも、除去できる物質や透水性が異なる３種類の膜があり

ますが、その全てを自社で開発・生産しているのも東レの特長です。用途に応じた最適な膜

を提案することにより、海水の淡水化だけでなく、排水の再利用などでも多くの実績をあげ

ています。

　東レの水処理膜は技術的な評価も高く、近年はサブナノメーターの精度で孔径などの
微細構造を制御することに成功しました。これより、世界最高レベルのホウ素＊2除去性能と

高造水量を併せ持ったRO膜を生み出し、アフリカ（アルジェリア）・アジア（シンガポール）

最大の海水淡水化プラントなど大規模プロジェクトに採用され、市場が急拡大する中国でも

採用が広がっています。これまでに出荷された東レのRO膜は、世界の9,800万人分の飲料水
を作り出している計算になります。

＊1	 	出荷量ベース（東レ推定）
＊2	 	ホウ素：体内に摂取されると、特に生殖阻害毒性を引き起こすことが知られる飲料水中の規制物質

の一つ

14    



15    



Design it...
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Design it...

株主・投資家の皆様へ

代表取締役社長
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株主・投資家の皆様へ

　株主・投資家の皆様には、平素から格別のご理解とご支
援をいただき厚く御礼申し上げます。本冊子では2011年度
（2011年4月-2012年3月）の連結業績を報告するとともに、
現在私ども東レグループがすすめている重点課題の状況及
び目指す方向性について説明させていただきます。

中期経営課題“プロジェクトAP-G 2013”を
スタート
　2011年度は、東日本大震災の影響に始まり、その後もタ
イの大洪水や歴史的円高、欧州の信用不安など当社の事業
にもさまざまな影響がありましたが、取引先企業の皆様の
ご理解、東レグループの社員の懸命な努力により、この影響
を最小限に抑えることができました。こうした厳しい事業環
境のなか、東レグループは2011年4月から３ヵ年を推進期
間とする中期経営課題“プロジェクトAP-G	2013”をスタート
させました。“AP-G	2013”は、従来の中期経営課題を引き継
ぎ、たゆまぬ改革は継続しつつも、経営姿勢を“攻め”	へと転
じ、新たな成長軌道を目指しています。

厳しい事業環境のなか、過去最高益を記録
　当社を取り巻く経営環境は依然として不透明な状況では
ありますが、成長戦略の方向性は決して変わるものではあ
りません。

　“AP-G	2013”では「成長著しい分野及び国や地域での事
業拡大」を通して積極的な成長戦略を実行するだけでなく、
トータルコスト競争力のさらなる強化も目標としています。
　事業区分別には、「繊維」と「プラスチック・ケミカル」を当
社グループの安定的な事業拡大・収益拡大を牽引する「基
幹事業」とし、「情報通信材料・機器」と「炭素繊維複合材料」
の両事業については、戦略的かつ積極的に事業拡大をはか
り、中長期にわたる収益拡大を牽引する「戦略的拡大事業」
とし、さらに「環境・エンジニアリング」と「ライフサイエンス」
の両事業を次の収益の柱として育てていく「重点育成・拡大
事業」とそれぞれ位置付け、持続的に成長が可能な事業構
造を目指しています。
　2011年度における業績は、情報通信材料・機器事業が薄
型テレビ市場の低迷によるフラットパネルディスプレイの
生産調整の影響を受けましたが、衣料用途・産業用途とも総
じて堅調に推移した繊維事業や、航空機用途や環境・エネ
ルギー関連用途での拡販を推進した炭素繊維複合材料事
業を中心に、着実な業績を確保しました。
　こうした結果、売上高は前年度比3.2％増の1兆5,886
億円、営業利益は7.6％増加し1,077億円、当期純利益は
10.9％増の642億円となり営業利益・当期純利益ともに過
去最高を更新しました。
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経済危機や災害などさまざまな逆風のなか、

東レグループは2011年度過去最高益を達成しました。

今後も「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」

という企業理念を具現化し、持続的な成長を目指します。

“
� ”



財務ハイライト
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東レ株式会社及び連結子会社
3月31日終了年度

連結売上高 キャッシュ・フロー
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■	連結営業利益（左舳）
●	売上高営業利益率（右舳）

■	営業活動によるキャッシュ・フロー
■	投資活動によるキャッシュ・フロー
●	フリー・キャッシュ・フロー

注記:2013年3月期の見通しは8月6日に発表したものです。

2012 2011 2010 2009 2008 2012

連結会計年度
売上高 ¥1,588,604 ¥1,539,693 ¥1,359,631 ¥1,471,561 ¥1,649,670 $19,373,220

営業利益 107,721 100,087 40,107 36,006 103,429 1,313,671

当期純利益（損失） 64,218 57,925 (14,158) (16,326) 48,069 783,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,410 129,214 166,215 38,447 110,367 1,273,294

投資活動によるキャッシュ・フロー (104,002) (50,734) (121,723) (113,373) (164,151) (1,268,317)

フリー・キャッシュ・フロー 408 78,480 44,492 (74,926) (53,784) 4,976

連結会計年度末
総資産 ¥1,581,501 ¥1,567,470 ¥1,556,796 ¥1,523,603 ¥1,698,226 $19,286,598

純資産 674,149 640,970 518,216 512,610 642,159 8,221,330

1株当たり指標（円及び米ドル）
当期純利益（損失）:
潜在株式調整前 ¥��������39.41 ¥       36.41 ¥     (10.12) ¥     (11.66) ¥      34.34 $           0.48

潜在株式調整後 37.46 34.43 — — — 0.46

配当金 10.00 7.50 5.00 7.50 10.00 0.12

純資産 384.90 363.90 336.65 335.04 423.78 4.69

財務指標
売上高営業利益率 6.8% 6.5% 2.9% 2.4% 6.3%

自己資本比率 39.7% 37.8% 30.3% 30.8% 34.9%

ROA 6.8% 6.4% 2.6% 2.2% 6.1%

ROE 10.5% 10.9% (3.0)% (3.1)% 8.1%

D/Eレシオ 0.77倍 0.83倍 1.34倍 1.42倍 1.00倍

（百万円） （千米ドル）

注記:記載されている米ドル金額は、便宜上2012年3月31日の為替レート(1米ドル=82円)により換算されたものです。



株主・投資家の皆様へ

　当期の営業利益率は6.8％と前年より0.3ポイント上昇し、
ROAは6.8％、ROEは10.5％となりました。また期末におけ
る総資産は1兆5,815億円とほぼ前期末と同水準で、自己資
本比率は1.9ポイント上昇し39.7％となりました。年間配当
金につきましては、前期比2.5円増配の1株当たり10円とさ
せていただきました。

“プロジェクトAP-G 2013”の順調な進捗
　「成長著しい分野及び国や地域での事業拡大」とともに
「トータルコスト競争力の強化」を実行する“AP-G	 2013”で
は、グループ横断的な枠組みでの活動により、大きな効果が
期待できる「グリーンイノベーション事業拡大」「アジア・新
興国事業拡大」「トータルコスト競争力強化」の3つのテーマ
については、全社プロジェクトとして推進しています。
　	“AP-G	2013”では、2011年度からの3年間で累計3,500億
円の設備投資を実行する計画です。このうち、2/3を成長投
資に充て、そのうち60％をグリーンイノベーション事業に投
資していきます。また、全体の50%をアジアに投資する計画
です。研究開発費は、3年間累計で1,600億円を投じる計画
で、そのうち50％をグリーンイノベーション関連の研究・開
発に充てていきます。

「グリーンイノベーション事業の拡大」
　東レグループは、地球環境問題や資源・エネルギー問題の
解決、持続可能な低炭素社会の実現に向けて、グリーンイノ
ベーション事業拡大（GR）プロジェクトの重要性が今後さらに
増すと考えています。特に、世界No.1事業である炭素繊維複合
材料、既に世界のリーディングカンパニーの1社でありNo.1の
座を確実なものとすべく事業拡大をはかっている水処理膜に
加えて、電池用部材、バイオマス素材などについても重要領域
と位置付けて、世界No.1ポジションの確立を目指しています。
　グリーンイノベーション事業の2011年度の売上高は4,282
億円で、2013年度の目標である5,000億円に向け、着実に
拡大しています。そして、2020年近傍には売上高を1兆円規
模に拡大することを目指します。
　2011年度の重点領域における成果については、以下の通
りです。

●	炭素繊維複合材料：日本・米国・フランス・韓国の世界4
極で炭素繊維の生産能力増強を決定しました。

●	水処理膜：シンガポールでアジア最大の海水淡水化プラ
ント向けに逆浸透（RO）膜を受注しました。

●	電池用部材：合弁会社であった東レ東燃機能膜合同会社
を100％子会社化し、東レバッテリーセパレータフィルム
を設立しました。

●	バイオマス素材：世界初の「完全バイオマス原料由来ポリ
エステル繊維」の試作に成功するとともに、味の素（株）と
「バイオベースナイロン」共同研究契約を締結しました。
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純資産及び自己資本比率
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2013年度（目標）前提：
為替レート80円／US$
原油価格　95US$／B(DUBAI FOB)

ROA=営業利益／総資産
ROE=当期純利益／自己資本

“aP-g 2013”業績指標の目標

2010年度（実績） 2011年度（実績） 2013年度（目標）

売上高 15,397 15,886 18,000

基幹事業 9,664 (63%) 10,362 (65%) 10,000 (56%)

戦略的拡大事業、重点育成・拡大事業 5,733 (37%) 5,524 (35%) 8,000 (44%)

成長国・地域向け 5,403 (35%) 5,601 (35%) 7,200 (40%)

グリーンイノベーション事業 3,780 (25%) 4,282 (27%) 5,000 (28%)

営業利益 1,001 1,077 1,500

営業利益率 6.5% 6.8% 8.3%

ROA 6.4% 6.8% 8%

ROE 10.9% 10.5% 11%



「アジア・新興国事業の拡大」
　アジア・新興国事業拡大（AE）プロジェクトでは、今後大き
な経済成長が見込まれるアジアやその他地域の新興国で、
東レグループの事業を積極的に拡大し、当該国・地域の成長
を取り込んでいきます。
　2011年度の成長国・地域向けの売上高は、5,601億円と
なり、全売上高に占める割合は35％でした。2013年度には
売上高7,200億円、全売上高に占める割合を40％まで拡大
し、2020年近傍には全売上高の50%にまで拡大することを
目指します。
　2011年度の成果を以下の通りご紹介します。

●	中国：人工透析機器の生産工場新設に続き、人工腎臓の
生産工場新設を決定しました。また、上海で繊維以外の
分野の研究・開発拠点を強化しました。

●	韓国：リチウムイオン電池用バッテリーセパレータ製造設
備の増設を決定しました。また、炭素繊維の新工場建設
をすすめています。

●	インドネシア：乳幼児用紙おむつ向け高機能ポリプロピ
レン長繊維不織布事業の開始を決定し、生産設備の新設
に着手しました。

●	その他の新興国：インドに事務所を設立するとともに、ブ
ラジルにも拠点の新設を決定しました。

　なお、東レグループは、日本国内においても、これまで同様
に先端材料の開発をすすめ、高付加価値品の生産を継続、強
化していきます。日本国内での技術開発や高度な生産体制
の構築が海外事業を展開する上でも重要であり、グループ全
体としてのさらなる事業拡大やコスト競争力の強化のため
に日本と海外の拠点がしっかりと連携していくことが、AEプロ
ジェクトを推進するための鍵であると考えています。

「トータルコスト競争力の強化」
　リーマンショック後、東レグループはあらゆる領域の費用
を徹底的に削減し、固定費・比例費合計で1,000億円以上の
コスト削減を実施しました。
　持続的発展を遂げるためには、GRプロジェクト、AEプロ
ジェクトのような成長戦略を推進するだけでなく、強靭な
企業体質を保持することが必要だと考えています。“AP-G	
2013”の一環であるトータルコスト競争力強化（TC-Ⅱ）プロ
ジェクトは、こうした持続的発展を遂げるために非常に重要
な取り組みであり、グループ全体で推進しています。

21    

2010年度（実績） 2011年度（実績） 2013年度（目標）

売上高 15,397 15,886 18,000

基幹事業 9,664 (63%) 10,362 (65%) 10,000 (56%)

戦略的拡大事業、重点育成・拡大事業 5,733 (37%) 5,524 (35%) 8,000 (44%)

成長国・地域向け 5,403 (35%) 5,601 (35%) 7,200 (40%)

グリーンイノベーション事業 3,780 (25%) 4,282 (27%) 5,000 (28%)

営業利益 1,001 1,077 1,500

営業利益率 6.5% 6.8% 8.3%

ROA 6.4% 6.8% 8%

ROE 10.9% 10.5% 11%

（ ）内は、売上高に対する比率

（億円）



株主・投資家の皆様へ

　“AP-G	2013”では、比例費については、毎年3％以上、3年
間合計で10％（約700億円）以上の削減を目標として取り組
んでいます。2011年度は前年対比3.6％の241億円を削減し
ました。また固定費に関しても、事業拡大局面における適
正規模管理を行うため限界利益増加率以内に固定費の増
加率を抑制し、2011年度の実績として予算比で143億円を
削減しました。

長期的な視点に立った経営姿勢と
“AP-Growth Toray 2020”
　2011年度も、事業経営に重要な影響を及ぼすさまざまな
環境変化が発生しました。しかし長期的観点に立って将来
を考察すると、世界の人口増加は継続し、アジアやその他
地域の新興国は成長を続けると思われます。同時に世界の
環境問題への対応をはじめ、食糧、水、エネルギー等への
対応策がますます重要になっていくことは明らかです。
　私たちは昨年2月に、10年先を見据えた長期経営ビジョ
ン“AP-Growth	Toray	2020”を策定しました。当ビジョンで
は、先端材料の革新とグリーンイノベーション事業で世界に
飛躍していくことを基本に、2020年近傍には売上高3兆円、
営業利益3,000億円を目指しています。そして2011年度から
スタートした“AP-G	2013”は、この長期経営ビジョンの第一
歩になります。

東レ株式会社
代表取締役社長

　東レグループは素材メーカーです。そして素材メーカーに
は技術の蓄積が何より重要だと私たちは考えています。実
際東レでは、現在の逆浸透膜を生み出すまでに40年以上、
炭素繊維は50年も研究を続け、事業を拡大してきました。
革新的な素材の開発は一朝一夕にしてできるものではあり
ません。東レグループは、10年、20年先を見据えた経営を行
うことにより、世界で存在感のある素材メーカーであり続け
たいと思っています。

革新的な素材を生み出し、
豊かな社会の実現に貢献します
　私たち東レグループが目指すのは、社会の発展と環境の保

全・調和に積極的な役割を果たしながら、持続的に収益を拡

大し全てのステークホルダーにとって高い存在価値のある企

業グループであることです。

　環境問題にしても、資源エネルギー問題にしても世界は

今、本質的な変革を求めています。

　東レグループは世界の素材産業のリーディングカンパニー

として、継続的な技術開発により革新的な素材を生み出し、

より豊かな社会の実現に向け、「素材」で皆様のくらしに貢

献したいと考えています。

　株主・投資家の皆様におかれましては、引き続きご理解と

ご支援のほどよろしくお願いいたします。

2012年7月

share it...

22    

業績指標のイメージ

2015年近傍	
（イメージ）

2020年近傍	
（イメージ）

売上高 20,000 30,000

成長国・地域向け 9,000 (45%) 15,000 (50%)

グリーンイノベーション事業 6,000 (30%) 10,000 (33%)

営業利益 1,800 3,000

（ ）内は、売上高に対する比率　　

（億円）



東レのグローバル活動

share it...
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現在東レグループの海外従業員数は、全従業員数40,227人の57％を占める22,948人であり、

それぞれの国や地域では現地採用した優秀な人材が東レの海外事業を支えています。

22,948人

東レグループのグローバルな生産活動の展開は、1963 年、タイ

で繊維生産を開始して以来、50 年にわたる海外事業の拡大によ

り、今では世界 23 の国や地域に広がるネットワークを築き、海外

生産の比率は繊維事業で 59％、フィルム事業で 77％、グループ

全体の売上高も海外比率が45％を占めるまでになっています。

地域社会とともに
発展する東レの展開力、
深化する東レの先端技術
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50年にわたって進化を続ける東レのグローバル展開
　東レグループのこれまでのグローバル展開は、おおむね3つの段階を

経てきました。1956年に香港の商事会社に出資し、1963年にはタイで

合成繊維の生産活動をスタートした初期段階は、発展途上国における

繊維需要の取り込みと、欧米先進国への輸出拠点の構築が主眼でした。

1980年代の第２段階には、欧米各国を中心に、事業買収戦略なども駆

使しながら非繊維事業の拠点を構築していきます。フランスにおける炭

素繊維事業や、米国、フランスにおけるフィルム事業などで現地生産化

をすすめます。1990年代には、本格的に中国に進出を果たします。南通

市にポリエステル繊維の重合・製糸・織布・染色一貫の生産工程を構築

しました。また、韓国ではセハングループの繊維・フィルム事業を買収

し、ここに電子材料などを持ち込みました。その後、中国では水処理膜

や医療機器を、また、韓国では炭素繊維などの生産を順次開始し、さら

に、インドやブラジルでの生産活動も視野に入れていきます。現在、東レ

グループのグローバル展開は、アジア・新興国の力強い経済成長を自ら

の成長の推進力にする新たな段階に入っています。

蓄積した経営資源を強みに新興国での事業拡大を実現
　世界各地に生産拠点を置き、どの工場でも東レならではの高品質な

製品が供給できる体制を整える。そして、為替の変動や需給の動き、大規

模な災害にも機敏に対応して、最も競争力に優れた拠点で生産し、生産

品の相互融通も柔軟に行って販売機会を逃さない。こうして環境変化の

影響を最小限に抑えることで、東レグループはグローバルな事業展開を

独自の強みに高めてきました。

　東レグループのような素材産業は、工場にノウハウや技術が蓄積され

ていくので、一度立地した工場は、中長期の視点で運営し、その地域とと

もに発展し根付いていくというのが、グローバル展開における基本的な

考え方です。これまでの50年に及ぶ活動で蓄積してきた、世界各地の工

場・設備や人材、そして目には見えないさまざまな各地域ごとの経営ノ

ウハウといった資源は、今後の海外事業拡大においても大きな強みにな

ります。法制度や文化の異なる海外の地で、スピーディーに生産を立ち

上げることができるのも、経験に裏付けられた多様なノウハウがあるか

らこそです。現在力を注いでいるアジア・新興国での事業拡大も、これら

の経営資源を効率良く活かすことで円滑かつ迅速に実現していきます。

各事業で拡充がすすむグローバルな生産体制
　東レグループは、製品ごとに最適な場所を選んで生産のグローバル化

をすすめており、現在では世界23の国や地域で事業を展開しています。

　最も早くから海外生産を始めた繊維については、中国、ASEAN地域

を中心に原糸・紡績糸・織布・染色・縫製品等の生産拠点を展開して

います。またエアバッグ向け原糸・基布の生産をタイやチェコ、中国で

行っています。その他、自動車の内装などに用いられる人工皮革をイタ

リアで、紙おむつ向けポリプロピレン不織布を韓国と中国で生産する

など、まさに世界を網羅した事業展開となっています。

　プラスチック・ケミカルでは、中国、韓国やASEANなどのアジア地域

を中心に樹脂とフィルムの海外生産を行うとともに、フランスや米国に

45％

2011年度の海外事業の売上高は

7,124億円、全体売上高の45％を

占めました。東レは海外各社の持

つ豊富な経営資源・インフラを最

大限に活用して、東レグループとし

ての総合力で海外事業を拡大して

います。

2011年度地域別売上高比率  

55%

13%

18%

14%
■	日本
■	中国
■	その他アジア
■	欧米他
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もPETフィルム等の工場を展開し、世界規模で製品を供給しています。

また、今後さらなる需要拡大が期待される炭素繊維については、現在

工場がある日本・米国・フランスに加え、韓国で2013年1月に新工場が

稼働開始の予定であり、世界四極生産体制を確立し、さらなる事業拡

大を目指します。環境・エンジニアリング事業でも海外展開を広げてお

り、水処理膜については、従来から生産拠点のあった米国に加え、2011

年には中国でも生産を開始しました。

グローバル展開における2011年度の主な取り組み
　ASEAN地域では近年、急速な経済成長に伴って乳幼児用の紙おむ

つの販売が大きく伸びています。この旺盛な需要を確実に取り込むた

め、東レグループは2011年に紙おむつの材料となる高機能ポリプロピ

レン長繊維不織布（PPスパンボンド）の生産会社「P.T.	Toray	Polytech	

Jakarta」をインドネシアに設立しました。同社は、2013年6月の立ち上げ

を目指して年産約20,000トンの工場を建設中で、中国と韓国の拠点と合

わせたPPスパンボンドの供給能力は、年産約121,000トンに高まります。

　炭素繊維については、日本・米国・フランス・韓国の生産拠点の増強も

決定しました。現在の東レグループの生産能力は年産17,900トンです

が、日本・韓国で建設中の設備と合わせて、2015年３月には27,100トン

まで拡大し、世界各地のお客様に対する高品質・高品位の炭素繊維の安

定供給体制を拡充します。

　さらに、医療保険制度の整備などに伴って中国で需要の高まる人工

透析機器・人工腎臓において、	2011年6月に「青島即発集団股份有限公

司」との合弁で「東麗医療科技（青島）股份有限公司」を設立しました。同

社は2012年上期から人工透析機器、2014年下期から人工腎臓の生産・

販売を開始する予定です。

成長国向け売上高の割合を2013年度には40％まで高める
　攻めの経営へと転じる中期経営課題“AP-G	 2013”の基本戦略に

沿って、グローバル展開においても成長性の高い国や地域での事業展

開に力を注ぐ「アジア・新興国事業拡大（AE）プロジェクト」をグループ

横断で推進しています。このプロジェクトでは、以下の4つを重点施策

としました。

　東レグループは、アジアやその他の新興国など成長国・地域向けの売

上高を2011年度の約5,600億円から2013年度には7,200億円へ、全売

上高に占める割合を35％から40％に拡大することを目標にしています。

00年度
（実績）

10年度
（実績）

11年度
（実績）

13年度
（目標）

15年度
近傍

（イメージ）

20年度
近傍

（イメージ）

（億円）

0

10,000

30,000

10,754

15,88615,397

18,000
20,000

30,000

2,515

5,6015,403
7,200

9,000

15,000

20,000

全売上高 成長国・地域（アジア他）

成長国・地域向け売上高の推移

●	アジア・新興国の固有ニーズに対応する製品・素材を開発・提供する
とともに、市場浸透のための営業力を強化。

●	既存拠点の生産基盤強化と未参入地域における生産拠点確立を推
進することに加え、各地での技術サービス機能を拡充。

●	生産・販売の拠点などの既存の経営資源を最大限に活用するととも
に、現地有力企業とのアライアンスなどにより事業の早期拡大を実現。

●	富裕層及び中間所得層の拡大に伴う需要の飛躍的増加に対して、先
端材料を軸に積極的に事業を拡大。
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為替変動への対応力
1960年代以降海外に生産拠点を戦略的に確立し、グループ全体として生

産・販売の最適化をすすめています。このため、現在では為替変動の影響

を受けにくいグループ運営体質を実現しています。

「Made	in	TORAY」という思想のもと、どの国・地域で生産されても東レの技術・品質基準が浸透

した信頼できる製品を提供しています。2011年10月、タイで発生した洪水の際にも、グループ内

他工場からの製品融通により、お客様に対する製品供給に大きな支障を与えませんでした。

Made in TORaY
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セグメント事業カテゴリー

基幹事業

戦略的拡大事業

重点育成・拡大事業

繊維事業

プラスチック・ケミカル事業

情報通信材料・機器事業

炭素繊維複合材料事業

環境・エンジニアリング事業

ライフサイエンス事業

65.3%

57.2%

19.7%

33.2%

14.2%

8.5%

セグメント別活動状況

Realize�it... 

＊	上記カテゴリー以外に、その他の売上高133億円（0.8％）、
	 営業利益13億円（1.1％）と、調整額の営業利益△194億円があります。

売上高

営業利益

売上高

営業利益

売上高

営業利益
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ナイロン・ポリエステル・アクリル等の糸・
綿・紡績糸及び織編物、不織布、人工皮革、ア
パレル製品等

ナイロン・ABS・PBT・PPS等の樹脂及び樹脂
成形品、ポリオレフィンフォーム、ポリエステ
ル・ポリプロピレン・PPS等のフィルム及び
フィルム加工品、合成繊維・プラスチック原
料、ゼオライト触媒、医・農薬原料等のファイ
ンケミカル、動物薬等（下記「情報通信材料・
機器」に含まれるフィルム・樹脂製品を除く）

情報通信関連フィルム・樹脂製品、電子回路・
半導体関連材料、液晶用カラーフィルター及
び同関連材料・機器、プラズマディスプレイ
パネル用材料、磁気記録材料、印写材料及び
同関連機器等

炭素繊維・同複合材料及び同成形品等

総合エンジニアリング、マンション、産業機
械類、環境関連機器、水処理用機能膜及び同
機器、住宅・建築・土木材料等

医薬品、医療製品、分析・調査・研究等のサー
ビス関連事業等

•			紳士服、婦人服（コート：人工皮革、ドレスシャツ：ポリエステル綿混織物、ストッキング：ナイロン
製品、アパレル製品、水着）
•			自動車（カーシート：ポリエステル繊維、エアバッグ：ナイロン繊維、シートベルト：ポリエステル繊維）
•		スポーツウェア
•			家具・インテリア（ソファ：人工皮革、カーペット：BCFナイロン、カーテン：非ハロゲン難燃加工素材）
•		紙おむつ：ポリプロピレン長繊維不織布
•		テント：ポリエステル繊維

•	 自動車（ラジエータータンク：	 ナイロン樹脂、インテークマニホールド：ナイロン樹脂、コネクター：
	 PBT樹脂、ハイブリッドカーのコンデンサー：ポリプロピレンフィルム）
•		家電製品（洗濯機、掃除機、エアコン等のハウジング：ABS樹脂）
•		電動工具ハウジング（電動丸ノコハウジング：ナイロン樹脂）
•		ヘルメット：ナイロン樹脂
•		太陽電池パネル：PETフィルム
•		ポテトチップスの袋：ポリプロピレンフィルム
•		動物薬（イヌ用、ネコ用）

•	 薄型テレビ（PETフィルム、PDP背面板ペースト、カラーフィルター製造用機器）
•		パソコン：回路材料、PETフィルム、ポリイミドコーティング剤
•		携帯電話：カラーフィルター、LCP樹脂、回路材料、PETフィルム
•		印刷：水なし平版、樹脂凸版、機器
•		デジタルビデオカメラの記録用	フィルム：PETフィルム
•		自動車：車内マルチメディアLAN：光ファイバー
•		半導体：半導体用コーティング材料

•		飛行機の構造部材：炭素繊維複合材料
•		橋の補強部材：炭素繊維織物
•		パソコン筐体：炭素繊維成形品
•		風力発電用風車：炭素繊維
•		船舶・ボート：炭素繊維
•		産業用機器部材：炭素繊維、同成形品

•		海水淡水化設備：水処理機能膜及び同機器
•		下排水処理設備：水処理機能膜及び同機器
•		マンション
•		建材：住宅用外壁材、ビル内装用建材
•		工場・生産装置：総合エンジニアリング

•		医薬品（天然型インターフェロンβ製剤、プロスタサイクリン、止痒薬）
•		医療機器（血液透析機、人工透析用ダイアライザー・装置）
•		物性分析サービス

主要製品 用途例
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5,841 6,384

324
453

セグメント別活動状況

　繊維事業

2011年度連結業績の概況
　国内では衣料用途で機能性インナーウェア向けが堅調に推移する

とともに、産業用途では自動車メーカーの東日本大震災後の稼働回

復に伴って、期後半には自動車関連用途向けの販売が復調しました。

　海外では、タイの洪水の影響を生産・販売面で受けたものの、中

国やASEANのポリエステル長繊維・短繊維事業や衣料用織物事業、

韓国や中国の紙おむつ向けポリプロピレン不織布事業、タイやチェ

コのエアバッグ用基布事業、イタリアのスエード調人工皮革事業等の

各事業が、拡販や高付加価値品へのシフトをすすめた結果、衣料用

途・産業用途とも総じて販売が堅調に推移しました。

　2011年度の繊維セグメントの売上高は前期比9.3％増の6,384億

円、営業利益は39.7％増の453億円となりました。

2012年度OUTLOOK
　国内では、産業資材用途は、東日本大震災後の自動車生産の回復や

復興需要が見込まれることから、総じて堅調に推移する見通しですが、

衣料用途は、個人消費に力強さを欠いており、円高の定着や原燃料価

格の乱高下などもあり、総じて市況は厳しさを増す見通しです。

　海外では、新興国を中心に需要は拡大傾向が期待できるものの、欧

州市場の低迷に加え、原燃料価格の乱高下によるユーザーの買い控え

も懸念され、全般的に厳しい事業環境が継続する見通しです。

　こうした事業環境のなか、当社は中国をはじめとした成長地域や、

自動車用途や紙おむつ用途、環境分野等の成長分野の需要を積極的

に取り込むとともに、素材開発に立脚した企画提案型の縫製品事業を

強化・拡大し、基幹事業として期待される利益の確保とグローバルな

事業拡大を目指します。

TOPICS
繊維事業における

「グリーンイノベーション事業」
拡大への取り組み

　「グリーンイノベーション事業」の拡大は、	
現在推進中の中期経営課題“AP-G	2013”にお
ける最重要テーマの一つです。繊維事業にお
ける「グリーンイノベーション事業」拡大のた
め、「グリーンイノベーション事業」の成長戦略
の立案、事業企画・事業化推進、及び各事業
で展開中の「グリーンイノベーション事業」の
支援を行う「繊維グリーンイノベーション室」
を2011年6月に新設しました。
　東レは、省エネルギーに貢献する暖か素材
や清涼素材、バイオマス由来繊維等の事業拡
大や、新製品の開発・事業化推進を加速し、
2010年度679億円、2011年度825億円の繊維
セグメントのグリーンイノベーション事業の売
上高を、“AP-G	2013”最終年度となる2013年
度には930億円に拡大する計画です。

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 5,841	 6,384 +9.3%		 6,800

営業利益 324	 453 +39.7%		 490

ROA： 10.9%
営業利益率： 7.1%
設備投資額： 213億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

基幹事業
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3,823 3,978

271 274

プラスチック・ケミカル事業

2011年度連結業績の概況
　樹脂事業は、国内では、東日本大震災の影響を受け減少した自動

車関連用途への販売量が、第2四半期以降は回復しましたが、海外

では、世界的な景気減速を背景に汎用ABS樹脂を中心に需要が低迷

しました。

　フィルム事業は、第2四半期までは、国内では工業材料用途、包装

材料用途とも総じて堅調に推移し、海外でも米国や欧州、アジアで販

売を拡大しました。しかしながら、第3四半期以降は、国内外ともに世

界的な景気減速等の影響で需要が減退するとともに価格競争が激化

しました。

　2011年度のプラスチック・ケミカルセグメントの売上高は前期比

4.1％増の3,978億円、営業利益は1.0％増の274億円となりました。

2012年度OUTLOOK
　原燃料価格の乱高下が見込まれるとともに、日本国内ユーザーの

海外生産シフトは継続するものの、東日本大震災後の自動車生産の

回復や、中国・ASEAN・新興国での需要拡大により、市況の回復が見

込まれます。

　こうした事業環境の中、樹脂事業では、自動車用途での拡販や、中

国・ASEAN・新興国での拡販を見込むとともに、原燃料価格上昇分

の販売価格への転嫁を速やかに行い、スプレッド（＝販売価格－原燃

料価格）の維持・拡大に努めます。また、フィルム事業では、ユーザー

からの値下げ圧力は強いものの、工業・包装材料用途で高付加価値

品の拡販をすすめます。

TOPICS
PPS樹脂 “トレリナ®”の
国内生産能力増強に着手

　東レは、PPS（ポリフェニレンサルファイド）
樹脂	トレリナ®の生産能力増強を決定しま
した。
　国内の東海工場に年産5,000トンの生産設
備を増設し、2013年1月の稼働開始を目指し
ます。これにより、PPS樹脂生産能力は年産
19,000トンまで拡大します。
　PPS樹脂は、耐熱性や耐薬品性、機械的強
度、難燃性等に優れたスーパーエンプラで、
自動車の電装部品や電気・電子機器、OA機
器、住設関連部品等に使用され、利用領域が
拡大しています。PPS樹脂コンパウンドの世
界需要は約80,000トンと推定され、今後も年
率8％の成長が見込まれています。
　東レは、PPSを樹脂コンパウンドの他に、
フィルムや繊維分野にも展開する総合PPS
メーカーであり、世界No.1の事業規模を有し
ています。今後もPPS樹脂の需要拡大に対応
するため、引き続き生産能力増強を検討して
まいります。

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 3,823 3,978 +4.1%		 4,300

営業利益 271 274 +1.0%		 270

ROA： 6.6%
営業利益率： 6.9%
設備投資額： 231億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

基幹事業
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2,620 2,434

422
345

セグメント別活動状況

2011年度連結業績の概況
　スマートフォン用等の中・小型ディスプレイ関連部材の需要は期を

通して堅調に推移しました。しかしながら、薄型テレビ市場の低迷に

よるパネル生産調整の影響から、フィルム及びフィルム加工品をはじ

め、液晶及びPDPテレビ関連製品の需要は低調に推移しました。

　2011年度の情報通信材料・機器セグメントの売上高は前期比

7.1％減の2,434億円、営業利益は18.3％減の345億円となりました。

サブセグメント （単位：億円）

2010 2011 増減率 

ディスプレイ材料 1,056 903 －14%
電子部品・半導体・回路材料 927	 862 －7%
記録材料 328	 341 +4%
機器他 309	 328 +6%

2012年度OUTLOOK
　パネルメーカーの生産調整からの回復に伴い、大型FPD向け材料の

需要については、上期は緩やかな回復に向かい、下期に入り需要が伸

びていく見通しですが、ユーザーからの価格下落圧力は強まっていま

す。スマートフォン関連部材の需要は、引き続き拡大する見通しです。

　こうした事業環境のなか、FPD用途及び電子部

品用途のフィルム・フィルム加工品の拡販をすす

めるとともに、高付加価値製品の開発推進やコス

ト競争力の改善に取り組みます。また、半導体関

連材料、印写材料等の拡販も推進します。

TOPICS
台湾で表面保護フィルムの
生産拠点を新設

　東レフィルム加工（株）は、2011年5月に台
湾・高雄市に「東麗尖端薄膜股份有限公司」を
設立し、自己粘着性表面保護フィルムトレテッ
ク®の生産工場新設を決定しました。新工場は
2013年1月からの稼働開始予定で、同年夏ま
でには生産能力を17,000トンに順次拡大す
る計画です。
　トレテック®は現在、液晶ディスプレイをは
じめとする各種光学用フィルムの製造時にお
ける工程紙をはじめ、プラスチック板の表面
保護フィルムなどに幅広く使用されています。
　今回の台湾での生産拠点新設は、導光板の
生産で世界最大シェアを誇る台湾の主力メー
カーからの要請や、台湾・中国間のECFA（両
岸経済協力枠組協議）締結による輸出競争力
向上などを勘案し、決定しました。

戦略的拡大事業

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 2,620 2,434 −7.1%		 2,700

営業利益 422	 345 −18.3%		 310

ROA： 10.4%
営業利益率： 14.2%
設備投資額： 272億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

情報通信材料・機器事業

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度
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670 699

33

77

2011年度連結業績の概況
　円高進行の影響はあったものの、航空機や圧縮天然ガス（CNG）タ

ンク等環境・エネルギー関連の需要が堅調に拡大し、航空宇宙用途

や産業用途への拡販を推進しました。また上期には、好調な需要を背

景に、スポーツ用途及び産業用途等で汎用品を中心に値上げを実施

しました。下期に入ると、国内外での景気低迷の影響を受け、スポー

ツ用途の需要は弱含みで推移しました。

　2011年度の炭素繊維複合材料セグメントの売上高は前期比4.3％

増の699億円、営業利益は133.5％増の77億円となりました。

サブセグメント （単位：億円）

2010 2011 増減率 

航空宇宙 277	 267 －4%
スポーツ 138	 133 －4%
一般産業 255	 299 +17%

2012年度OUTLOOK
　炭素繊維の世界需要は、2011年には、スポーツ用途ユーザーでの

在庫調整の影響はありましたが、航空機用途及び産業用途の拡大に

より、前年比14%増加しました。2012年も、スポーツ用途市場での在

庫調整が進展し需要が回復基調にあることに加え、引き続き堅調な

航空機・産業用途の拡大により、前年比15%程度の需要の伸びが見

込まれます。

　こうした市場環境のなか、ボーイング777やエアバスA320等の既存

機向けに加え、ボーイング787向けの出荷が堅調に推移する航空宇宙

用途、下期以降に本格的な需要回復が見込まれるスポーツ用途、CNG

タンクをはじめとする環境・エネルギー用途で需要が拡大する産業用

途、の各用途で拡販を推進するとともに、中国をはじめとする新興国

市場の開拓をすすめます。

TOPICS
炭素繊維の日本・米国・
フランス・韓国における
グローバル生産能力増強

　日本・米国・フランス・韓国の世界4拠点に
総額約450億円を投じて合計年産能力6,000
トンの炭素繊維生産設備を導入し、2014年
から2015年にかけて順次生産を開始する予
定です。
　2011年のPAN系炭素繊維の世界需要は
37,000トンに拡大したと推定され、今後も年
率15％以上の高成長が見込まれています。
　東レグループは現在、年産17,900トンの炭
素繊維生産能力を有していますが、2013年
1月までに年産21,100トンに能力を増強する
予定です。さらに今回の生産能力増強計画に
より、2015年3月には現在の約5割増となる年
産27,100トンにまで拡大します。
　日本では、航空機・高級自動車用途向けを
中心とする高機能炭素繊維生産設備を建設
し、海外3拠点では、ボーイング787の生産本
格化に確実に対応するとともに、今後大きく
拡大することが期待されるCNGタンクをはじ
めとする環境・エネルギー分野等の産業用途
市場やスポーツ用途市場への安定供給体制
を拡充します。

戦略的拡大事業

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 670 699 +4.3%		 900

営業利益 33	 77 +133.5%		 120

ROA： 4.0%
営業利益率： 11.0%
設備投資額： 130億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

炭素繊維複合材料事業

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度
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1,782 1,702

33
49

セグメント別活動状況

2011年度連結業績の概況
　東レ本体の水処理膜事業は、前期にあった大型案件の出荷が

なかったことに加え、円高の影響もあり減収となりましたが、逆浸透

（RO）膜をはじめ各種水処理膜の受注活動を世界各地ですすめて

います。

　国内子会社は、水処理エンジニアリング子会社の大型案件が順調

に進捗し、また、建設・不動産子会社の売上も拡大しました。

　2011年度の環境・エンジニアリングセグメントの売上高は前期比

4.5％減の1,702億円でしたが、営業利益は45.8％増の49億円となり

ました。

2012年度OUTLOOK
　水処理事業では、市場の先行きは不透明なものの、米国・欧州・

アジアの市況は緩やかに回復に向かうと見られるため、さらなる拡

販や新製品の確実な市場投入を行うとともに、徹底的なコストダウ

ンを推進します。

　エンジニアリング事業においては、事業環境は厳しいものの、リチ

ウムイオンバッテリー関連機器や太陽電池関連機器における受注の

拡大を目指します。

TOPICS
シンガポールでアジア最大の
海水淡水化プラント向け
逆浸透膜を受注

　東レは、シンガポールのチュアスⅡ（Tuaspring）
海水淡水化プラント向けに逆浸透（RO）膜エレ
メントの納入を受注しました。
　同プラントの生産水量は318,500m3/日で、
中東を除くアジア地域の海水淡水化プラント
では最大規模となります。当社からのRO膜エ
レメント納入は本年2012年中、プラント稼働
開始は2013年の予定です。今回の受注獲得に
より、シンガポールのRO膜エレメントにおけ
る東レのシェアは7割に達することになり、シ
ンガポールでの安定的かつ高品質な水資源
確保により一層貢献してまいります。
　東レは、逆浸透（RO）膜、ナノろ過（NF）膜、
限外ろ過（UF）膜、精密ろ過（MF）膜の4種類
全ての膜を自社開発でラインナップし事業展
開する世界唯一のメーカーです。引き続き世
界トップレベルの水処理膜技術を柱に、世界
市場での積極的な受注拡大をはかります。

重点・育成拡大事業

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 1,782 1,702 −4.5%		 1,850

営業利益 33	 49 +45.8%		 60

ROA： 2.9%
営業利益率： 2.9%
設備投資額： 24億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

環境・エンジニアリング事業 

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度
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524 556

61 60

2011年度連結業績の概況
　血液透析患者向けの経口そう痒症改善剤レミッチ®＊等の医薬品

の拡販に加え、エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器ト

レミキシン®及びポリスルホン膜人工腎臓トレライト®等の販売が拡

大しました。

　2011年度のライフサイエンスセグメントの売上高は前期比6.0％

増の556	億円となりましたが、営業利益は開発費負担の増加もあり

前期比2.4％減の60億円となりました。

＊レミッチ®は鳥居薬品（株）の登録商標です。

2012年度OUTLOOK
　医薬品・医療機器市場は、総じて堅調に拡大すると見込みますが、

医薬品の後発品拡大による競合激化は継続すると認識しています。ま

た、2012年4月の薬価改定・償還価格改定による販売価格低下の影響

もあります。

　こうした事業環境のなか、医薬品では、レミッチ®のさらなる拡販を

すすめ、医療機器では、トレライト®をはじめとした人工腎臓の拡販を

推進します。さらに、新薬の開発、既存薬の適用拡大及び医療機器等の

新製品開発についてもすすめていきます。

重点・育成拡大事業

■	売上高　■	営業利益

年度 2010 2011 増減率 2012見通し

売上高 524 556 +6.0%		 600

営業利益 61	 60 −2.4%		 70

ROA： 10.2%
営業利益率： 10.8%
設備投資額： 36億円

（単位：億円）

2012年度の見通しは、2012年8月6日に発表したものです。

ライフサイエンス事業 

TOPICS
中国で人工透析機器及び
人工腎臓の生産工場を新設

　東レと東レ・メディカル（株）は、2011年6
月、中国・山東省青島即墨市に「東麗医療科技
（青島）股份有限公司」（TMQ）を中国企業と
の合弁により設立しました。
　TMQでは、人工透析機器の生産工場を新
設し、2012年4月から生産を開始しました。
また、人工透析機器生産工場の隣接地に約
60億円を投じて、人工腎臓の生産工場も新
設する計画で、2014年後半からの販売を予
定しています。
　世界の人工透析機器及び人工腎臓の市場
は、今後もアジア・新興国を中心に需要が拡
大すると予測されます。特に、中国市場では
医療保険制度整備などの国家施策の後押し
により、大きな需要増加が見込まれています。
　東レグループは、今回の設備増強で中国
での供給体制を構築することにより、人工透
析機器及び人工腎臓のグローバルな事業拡
大を推進します。

2010
年度

2011
年度

2010
年度

2011
年度
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研究開発・知的財産 

東レは創業以来、「研究・技術開発こそが明日の東レを創る」という

考えを実践し、基礎素材メーカーとして独創性の高い先端材料・

先端技術の研究・技術開発に取り組んでいます。

コア技術

高分子化学

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

バイオテクノロジー

有機合成化学

創薬・製剤・薬理

焼成加工技術

フィルム加工技術フィルム技術

高機能化技術

極細繊維技術

微細構造制御

テキスタイル技術

微細化・複合化技術

微細構造制御

成形加工
高性能化技術高分子設計

繊維技術

医薬品

ファインケミカル、動物薬

人工臓器、医療システム

印写材料

人工皮革製品

繊維・プラスチック
原料モノマー

電子材料

高機能膜・水処理システム

産業資材
アメニティー製品

エンジニアリング
プラスチックス製品

テキスタイル・アパレル製品

炭素繊維・複合材料

高性能フィルム

合成繊維

Explore  it... 
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コア技術

高分子化学

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

バイオテクノロジー

有機合成化学

創薬・製剤・薬理

焼成加工技術

フィルム加工技術フィルム技術

高機能化技術

極細繊維技術

微細構造制御

テキスタイル技術

微細化・複合化技術

微細構造制御

成形加工
高性能化技術高分子設計

繊維技術

医薬品

ファインケミカル、動物薬

人工臓器、医療システム

印写材料

人工皮革製品

繊維・プラスチック
原料モノマー

電子材料

高機能膜・水処理システム

産業資材
アメニティー製品

エンジニアリング
プラスチックス製品

テキスタイル・アパレル製品

炭素繊維・複合材料

高性能フィルム

合成繊維
R&Dの重点戦略
■  成長分野への取り組み
　「環境・資源・エネルギー新時代」及び「少子高齢化の進行」の流れを
大きなビジネスに変えるため、①エネルギー利用の高効率化、②新エ
ネルギー、③バイオベースポリマー、④水処理、⑤ヘルスケアの５分野
を成長分野のコアととらえ、当社の圧倒的優位性を確保するブレークス
ルーを創出。

■  オープンイノベーションの推進
　研究初期から総合的ソリューション創出、新たなサプライチェーン構
築を目指して、ビジネスモデルと課題に応じた垂直統合型社外連携を
積極的に推進。自動車・航空機開発センター（A&Aセンター）、環境・エネ
ルギー開発センター（E&Eセンター）を中心に、お客様等と一体となった
開発連携の推進。

■  グローバル研究・開発の強化
　日本、米国、欧州、アジア、中国等21ヵ所の研究・開発拠点と約3,500
人の研究・開発要員のシナジー効果を最大化。各国・地域に対応した研
究・技術開発を推進するとともに、世界の優秀人材を活用し、世界の先
進顧客・先端的研究機関との研究初期からの連携強化、異分野・異文化
交流による新たな発想強化により、基礎研究領域を強化。
　また、海外関係会社が従来の「生産技術移転型企業」から「開発型企
業」への転換をすすめるため、テクニカルセンターを順次設置。知的財
産戦略のグローバル展開を推進し、競争力強化。

■  基礎・基盤研究の強化
　市場が求める先端材料のベースとなる革新的な基幹素材創出を目的
として、「本質追求｣､｢革新につながる現象追求｣､｢技術融合｣を理念とし
た「基礎・基盤研究」への継続的な取り組み。当社のコア技術「有機合成
化学」「高分子化学」「バイオテクノロジー」「ナノテクノロジー」の深化と
融合、新規炭素材料などの新技術獲得で革新的先端材料を継続的創出。

Explore  it... 　先端技術の創出によって、社会が求める新しい価値を創造する。東レの変わ

らない研究・技術開発における基本方針です。近年の歴史的な転換点におい

て、地球温暖化や化石資源・エネルギーの枯渇、少子高齢化といった広い意味

での地球規模の課題に対して、創業以来培われてきた「有機合成化学」、「高分

子化学」、「バイオテクノロジー」、「ナノテクノロジー」など「化学の力」を駆使し

て、未来を先導する先端材料及びそれを用いたソリューションを提供し、これに

より、持続可能な低炭素社会の実現に貢献していきます。

　特に、現在推進中の中期経営課題“AP-G 2013”で、東レは「グリーンイノベー

ション事業の拡大」を重要テーマの一つに位置付けています。2011年度から

2013年度に及ぶ“AP-G 2013”の3年間で1,600億円規模の研究・開発費の投入

を予定。このうち50％をグリーンイノベーション関連の研究・開発に充当する計

画です。R&Dにおける重点戦略は以下の通りです。

R&Dの基本方針と重点戦略 

37    



研究開発・知的財産 

　東レグループの研究・開発は、基幹事業である繊維、プ

ラスチック・ケミカル事業の安定収益基盤強化・収益拡大

を推進するとともに、成長する重点4領域（1.環境・水・エネ

ルギー、2.情報・通信・エレクトロニクス、3.自動車・航空機、

4.ライフサイエンス）に絶え間なく先端材料を供給する役割

を担っています。

　2011年度の東レグループの研究・開発費は、515億円で

した。

各事業分野に関連した研究・開発費と成果

■  繊維事業
　基幹事業として安定収益基盤の強化と収益拡大及び極限

追求による高機能製品や繊維先端材料の創出・拡大に主眼を

置いた研究・開発を推進しています。

　当期の主な成果として、扁平八葉断面を持つ吸水速乾性・接

触冷感に優れたナイロン・マイクロファイバーボディクール®を

開発し上市しました。また、精密複合紡糸技術の極限追求によ

り、世界で初めて異形断面のナノファイバーを創出することに

成功しました。

■  プラスチック・ケミカル事業
　持続可能な循環型社会の発展に主眼をおいた研究・開発

を推進しています。

　当期の主な成果として、PPS樹脂トレリナ®の従来比60％

のポリマー低ガス化技術を開発し、当社東海工場での年産

5,000トンの増設プロセスに適用しました。

■ �情報通信材料・機器事業
　戦略的拡大事業の中核として研究・開発に取り組んでいます。

　当期の主な成果として、タッチパネル向け材料において、世

界最高レベルの透明性、導電性、優れたフレキシブル性を実

現した「銀ナノワイヤーインクを用いた透明導電フィルム」を

開発しました。また、次世代半導体保護膜向けとして、残留応

力を半減し、かつ170℃で硬化できる「低温硬化型ポジ型感光

性ポリイミド」を開発しました。

■��炭素繊維複合材料事業
　東レの代表的No.1事業であり、戦略的拡大事業、環境配慮

型事業として研究・開発に取り組んでいます。

　当期の主な成果として、ナノ構造制御技術の追求により、射

出成形用の炭素繊維強化熱可塑性プラスチックにおける炭

素繊維と樹脂の新たな複合化技術を開発しました。

.
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次世代型EVコンセプトカー�

“TEEWAVE®”AR1
2011年9月、東レはグリーンイノベーション製品と
位置付けるCFRP＊1など環境配慮型の先端材料や
先端技術を駆使し、次世代のEV（電気自動車）コン
セプトカー“TEEWAVE®”AR1を発表しました。

　車体基本構造にはCFRP製のRTM一体成形モノコック
とCFRP製衝撃吸収体を採用し、軽量化と同時に優れた
車体剛性と衝突安全性を実現。また、ボンネットハッチや
ルーフには1分程度のハイサイクル成形が可能な熱可塑
CFRPを使用しています。
　内装材には、リサイクルポリエステル繊維を使用した
人工皮革ウルトラスエード®及び各種バイオマス繊維や
発泡体、さらに塗装代替技術として金属光沢調フィルムピ
カサス®やフィルム加飾技術など、先端材料・先端技術を
最大限活用しています。
　今回発表した“TEEWAVE®AR1”と、現在市販されてい
る従来素材・構造のEVとを比較、検証した結果、車体重
量が約2/3に軽量化でき、CO 2排出量は約9％低減でき
ることが確認されました。またCFRPエネルギー吸収体の
効果によりエネルギー吸収量が約2.5倍になることから、
非常に高い衝突安全性が期待できます。今後は、今回の
“TEEWAVE®AR1”制作において得られたノウハウと経験
を活かし、自動車分野での材料、成形、設計に関する技術
開発を加速するとともに、自動車メーカーや部品メーカー
との共同開発を強力に推進していきます。

＊1  CFRP：炭素繊維強化プラスチック

＊ 意匠デザイン、構造設計、制作は英国の環境対応タウンカーの企画・
設計会社「Gordon Murray Design Ltd.」が担当しています。

■��環境・エンジニアリング事業
　重点育成・拡大事業として研究・開発に取り組んでいます。

　当期の主な成果として、水処理分野において優れた透水性

能と、ホウ素やイオンに対する高い分離性能を実現した「細孔

制御逆浸透膜の開発と工業化」が「平成22年度高分子学会賞

（技術）」を受賞しました。

■��ライフサイエンス事業
　重点育成・拡大事業として研究・開発に取り組んでいます。

　 当期 の 主 な 成 果として、医 薬 分 野で は、そう痒 症 改 善 剤

TRK-820について、田辺三菱製薬（株）との間で北米における

そう痒症に対する独占的開発と販売に関するライセンス契約

を締結し、血液透析におけるそう痒症を対象に臨床開発を開

始することで合意しました。

　医療分野において、2010年度に抗血栓性に影響する血小板

の付着抑制を飛躍的に向上させることに成功しましたが、独自

の機能性高分子設計技術とナノテクノロジーをさらに発展さ

せ、従来の血小板付着に加え、血液凝固タンパク質の活性化も

同時に抑制する機能性高分子を開発しました。また、本技術を

適用した血栓捕捉フィルターの開発もすすめています。

■��基礎研究、基盤技術開発
　事業セグメントに属さない基礎研究、基盤技術開発、将来の

新事業・新製品創出のための研究・開発にも力を入れています。

　当期の主な成果として、世界最高レベルの耐熱性と高い難

燃性を有し、空孔率が高く、均一な孔構造を持つ「微多孔アラ

ミドフィルム」を開発し、電気自動車やハイブリッド車用のリ

チウムイオン二次電池のセパレータをはじめとするエネル

ギー分野を中心に用途開拓をすすめています。

　バイオマス素材では米国Gevo社と共同で完全バイオマス原

料由来ポリエチレンテレフタレートの重合ならびに繊維、フィ

ルムの試作に成功したほか、味の素（株）との間でバイオベー

スナイロンの事業化に向けた共同研究契約を締結しました。

What’s
next...    
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炭素繊維強化プラスチックの
新技術開発
20～30％の軽量化を実現

　東レはポリプロピレン（PP）やポリフェニレンサ

ルファイド（PPS）といった熱可塑性樹脂に、炭素繊

維が均一に密着する新技術を開発しました。

　この新技術により樹脂に混ぜる炭素繊維の減量

が可能となり、ガラス繊維強化プラスチックに比べ

同じ強度で20〜30％の軽量化が可能になります。

　今後、自動車や携帯用電子機器などガラス繊維

で軽量・高強度を実現している部材の代替用途が

期待できます。

完全バイオマス原料由来
ポリエチレンテレフタレート

（PET）の展開

　現在、一般的なPETは、石油を原料として製造さ

れていますが、PETを再生可能なバイオマス原料

のみから製造することは重要な課題であり、東レは

本課題の解決に対して精力的に取り組んでいます。

　その取り組みの一環として、東レは、再生可能化

学品及び先端バイオ燃料のリーディング企業であ

る米国Gevo社との間で、同社が建設予定のパイ

ロットプラントで製造するバイオマス原料由来のパ

ラキシレンを一定量引き取るオフテイク契約を締結

しました。

　この契約締結によって、東レは完全バイオマス

原料由来PETに関して世界で初となるパイロットス

ケールでの実証が可能となり、2013年からエンド

ユーザーであるパートナーに供試し市場評価を開

始する計画です。

知的財産戦略
　知的財産戦略は事業戦略、研究・開発戦略と有機的な連

携が不可欠であり、この連携によって経営方針に沿った三位

一体の知的財産戦略を推進しています。

　現在は、中期経営課題“AP-G 2013”における「グリーンイ

ノベーション事業の拡大」に沿って、環境・水・エネルギー、

情報・通信・エレクトロ二クス、自動車・航空機、ライフサイエ

ンスの4つの重点分野での特許出願・権利化を強化。特に今

後ますます緊急性・重要性を増す環境問題解決型事業領域

における特許網の構築をすすめています。

　また、成長国・地域での事業拡大を支えるため、グローバ

ルに展開している東レグループの各事業及び研究・開発活

動と知的財産活動のグローバル融合を戦略的に推進。東レ

本体からの海外特許・権利化の強化をはかるとともに、世界

各国のグループ研究・開発拠点での発明の適切な保護のた

め、海外グループ会社からの特許出願・権利化の動きを積

極化しています。

　2011年度における東レグループの特許出願件数は国内

1,580件、海外3,150件で、2011年度末特許保有件数は国内

871件、海外741件となっています。

知的財産の基本方針と重点戦略

研究開発・知的財産 

TOPICS

http://www.toray.co.jp/ir/library/
lib_005.html
東レでは、東レグループの知的財産に関する取り組みを

「知的財産報告書」として発行しております。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
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Enable it...
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Enable it...

サステナブルマネジメント

東レグループは、「安全・防災・環境保全」に加え、

「企業倫理・法令遵守」を最優先の経営課題として、

本業を通じた社会貢献を軸とし、国際社会からも評

価・支持される、あらゆるステークホルダーにとって

存在価値の高い企業グループを目指しています。

経営基本方針

製品の安全と品質
グリーンイノベーション

事業
CSR調達

人権推進と人材育成
安全・防災・環境保全

社員のために
働きがいと
公正な機会を

お客様のために
新しい価値と

高い品質の製品と
サービスを

株主のために
誠実で信頼に
応える経営を

社会のために
社会の一員として
責任を果たし

相互信頼と連携を

安全・防災・環境保全
コミュニケーション
社会貢献活動

企業統治と
経営の透明性

企業倫理と法令遵守
リスクマネジメント

CSRガイドライン
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サステナブルマネジメント

CSR活動への取り組み

　東レグループでは「わたしたちは新しい価値の創造を通

じて社会に貢献します」という企業理念のもと、創業以来、

本業を通じて社会に貢献することを目標にしてきました。現

在も、CSR活動の推進を経営理念の実現そのものだと考え、

計画的に取り組んでいます。

　「経営基本方針」では、「株主」「お客様」「社員」「社会」の

重要な4つのステークホルダーに対する方針を明示し、「企

業行動指針」ではよき企業市民を目指して社員一人ひとりが

取るべき行動目標を掲げています。また経営理念をサポー

トする「企業倫理・法令遵守行動規範」では、社員一人ひとり

の具体的な行動の参考となる規範を示しています。

　また、東レグル ープで は C S R 活 動 全 体 の 推 進 計 画をグ

ループ全体で共有し、継続的なPDCAに取り組むためにCSR

ロードマップを策定しています。2011年度は第四次ロード

マップの初年度となり、より中期経営課題に沿った内容と

なっています。

東レグループの経営理念とCSR

LCM環境経営の推進
　東レグループは、現代社会が抱える気候変動や資源枯渇、

廃棄物削減、リサイクルなどの地球環境問題解決に向けてソ

リューションを提供することを目指し、あらゆる事業活動の

軸足を環境に置くことを宣言しています。

　具体的には、環境負荷低減と経済性を総合的に評価する

手法「T-E2A」を用いて環境負荷収支やコストを分析・把握

し、その情報を事業戦略・経営戦略の判断基準とする、ライ

フサイクルマネジメント（LCM）環境経営を推進しています。

また、LCMによる環境関連事業の拡大方針に沿って、CO2削

減に向けた産業・社会全体での取り組みを促すべく、グロー

バルなマーケットで広く社会への働きかけも始めています。

地球温暖化対策への取り組み
　東レグループは、地球温暖化防止及び循環型社会構築に

向けた取り組みを充実するために、2000年から中期的な環

境基本施策として「環境3ヵ年計画」を策定し、自主的な取り

組みを推進してきました。

　2011年度からは、環境への取り組みをより一層充実させ

るため「第4次環境中期計画」を策定し、プロセス改善による

省エネルギー推進、及び重油から都市ガスへの燃料転換な

どを通じた温室効果ガス（GHG）削減に計画的に取り組んで

います。今後は、計画最終年度である2015年度での目標達

成を目指し、グループ全体で計画的な取り組みを推進してい

きます。

化学物質大気排出量の自主削減
　東レグループは、化学物質大気排出量の削減を環境負荷

低減の最優先課題の一つとして掲げ、グループ全体で取り

組んでいます。

　2011年度からは「第4次環境中期計画」で定めたPRTR法

対象物質及びVOC（揮発性有機化合物)の2015年度削減目

標の達成に向けて、計画的な自主削減に取り組んでいます。

環境経営への取り組み　

経営理念と行動規範の概念図

経営理念体系

企業理念

経営基本方針
企業理念を細分化した

各ステークホルダーについての
基本方針

企業行動指針
企業理念と経営基本方針を
実現するために必要な要素

企業倫理・法令遵守行動規範
倫理・法令遵守に関する具体的な規範

東レグループが
よき企業市民として
なすべきことについての宣言
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大気汚染・水質汚濁防止への取り組み
　東レグループは、生産時の環境保全対策として、大気汚染

防止、水質汚濁防止に継続的に取り組んでおり、グローバル

に脱硫装置の設置や燃料転換によるSOx削減や、排水処理

設備の増強によるCOD削減等に努めています。

水資源管理の取り組み
　東レグループは、従来より以下の方針に基づき、水処理事

業を通じた世界各地の水資源に関する課題解決と、自らの

事業活動による取り組みの両面から水資源の問題に取り組

んでいます。

　１． 東レグループは、水は人間にとって最重要資源の一つで
あること、世界の多くの地域で人々が水資源に関わる問題
を抱えていることを認識します。

　２． 東レグループは、製品・技術及びサービスを通じて世界の
水資源問題の解決に貢献します。

　３． 東レグループは、地域の水資源の状況を常に注視し、貴重
な水資源を地域社会と分かち合うとの基本的な考えのも
と、適切な水資源管理を行います。

廃棄物削減への取り組み
　東レグループは、持続可能な循環型社会の形成に向けて

ゼロエミッションに取り組んでいます。「第4次環境中期計

画」ではゼロエミッションに向けた取り組みを表す指標とし

て、単純処分率、埋立率及びリサイクル率について、それぞ

れ数値目標を設定し、目標達成に向けて活動しています。

生物多様性保全への取り組み
　東レグループは、生物多様性保全を温室効果ガスの削減

とならび、地球環境問題の重要なテーマと位置付け、2010

年度に「東レグループ生物多様性基本方針」を制定し、生物

多様性の保全と持続可能な利用に関する取り組みを推進し

ています。

事業活動と生物多様性の関係性マップを作成
　東レグループは、原材料調達から始まる事業活動のライ

フサイクルにおいて、生物多様性にさまざまな形で影響を

与えています。社内でワーキンググループを編成し、リスク

側面と機会側面に分けて整理し、その関係性をマップにまと

めました。

CSR調達・購買活動
　先端材料メーカーとして素材・製品を提供している東レ

は、調 達 する原 料・資 材 や 生 産 設 備 などにつ いて、エンド

ユーザーのニーズを反映した源流管理が重要であると考え

ています。この考えと公正な取引を実現するために「購買基

本方針」を制定しています。また、調達パートナーであるサ

プライヤーとともに社会的責任を果せるバリューチェーン

を築き、お客様に環境や社会面に配慮した素材製品を供給

するために、「CSR調達ガイドライン」を制定しています。

　さらに東レは、ユーザーであるお客様へCSR推進状況を

正確に報告できるようにCSR調達対応ルールを全社的に定

めて運用しています。

環境を重視した物流施策
　東レはまた、「物流基本方針」を制定し、取引の公正性・公

平性とともに、環境保全への配慮を重要な方針として掲げ

ています。物流に関する環境負荷低減と品質向上に継続的

に取り組むとともに、毎年、物流パートナーに向けて「物流

基本方針説明会」を開催し、東レの物流施策への理解促進

と、パフォーマンスの向上を目指しています。

CSR調達

東レグループが
よき企業市民として
なすべきことについての宣言
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サステナブルマネジメント

人権推進への取り組み
　東レグループは、「人権の尊重」は欠くことのできない企業

運営の基本であると考えています。人権意識の啓発・向上に

努めるとともに、人種、信条、性別、学歴、国籍、宗教、身体的

特徴などに基づくあらゆる差別的な取り扱いを、募集・採用

活動から配置・処遇・教育・退職にいたるまで一切禁止して

います。また、国連人権宣言やILO条約などの国際ルールを

尊重し、いかなる場合においても強制労働や児童労働を禁

止するとともに、各国・地域の法令遵守を徹底しています。

基幹人材の確保
　東レは「雇用を守る」を経営の基本とし短期的視点での雇

用調整は行わず、基幹人材については、景気動向や会社業績

に関係なく、長期的視点に立って安定かつ継続的に採用して

います。

　今後は、東レグループがグローバルな事業拡大に力を入

れているなか、高い「志」をもってグローバルに活躍できる優

秀な人材の採用・育成を国内外で積極化していきます。

　また、グローバルな事業拡大を展開していくなかで、あら

ゆる階層・分野の社員に対して、マネジメント力の強化、営

業力・生産技術力や専門能力の向上、グローバル化対応力

の強化などを目的としたさまざまな研修を実施しています。

ダイバーシティの推進
　東レグループは、多様な人々がそれぞれの能力を十分に

発揮し、いきいきと働くことのできる職場の構築に向けてダ

イバーシティの推進に取り組んでいます。東レは、女性の積

極的活用と女性が働きやすい職場環境の整備に創業当初か

ら取り組んできています。また最近では、男女ともに多様な

ライフスタイルを選択できるよう、ワークライフバランスの

実現をサポートする制度の充実をはかっています。特に、育

児や介護、母性保護に関連した制度は法令で求められてい

る以上の内容を設け、各々の人が状況に合わせて利用しや

すいように整備しています。

　東レグループは、ステークホルダーとのコミュニケーションの

改善を、重要な経営課題の一つと認識しています。適時・適切な

情報開示と誠実なコミュニケーションに努め、株主、お客様、社

員、社会など多岐にわたるステークホルダーとの相互理解の向

上に取り組んでいます。

ステークホルダーコミュニケ—ション
　株主・投資家の皆様とのコミュニケ—ションに関しては、四

半期ごとの決算説明会を開催するとともに、個人投資家説明会

を定期的に開催しています。また投資家・アナリストとの個別対

応を随時行い、直接のコミュニケ—ションをはかっています。

　またアニュアルレポートをはじめ、各種資料を作成・配布し

ているほか、ウェブサイトでも株主・投資家の方々に有用な情

報を掲載し、公平な情報開示に努めています。

　お客様とのコミュニケーションについては「お客様第一の

東レ」を実現するために、営業部署を中心に積極的なコミュニ

ケーションを展開するとともに、お客様向け展示会・説明会に

も多数参加しています。

　社員とのコミュニケーションでは、社内報やイントラネット

をはじめさまざまな媒体を活用し、社長からのメッセージを

掲載しているほか、経営・事業トピックス等の情報の共有・理

解促進に努めています。

　東レグループは、各社、事業場・工場が立地する地域社会と

の対話も重視し、近隣住民と定期的に懇談会を行っています。

事業内容や製品の説明会の実施や、工場周辺の河川や道路

の清掃活動などを通じ、地域の人々との良好な関係作りに取

り組んでいます。

人権推進と人材育成

コミュニケーション

http://www.toray.co.jp/csr/index.html
東レでは、東レグループのCSRの取り組みを

「東レグループCSRレポート」として発行しております。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

CSR活動への取り組み

当社が採用されている主なSRIインデックス
●FTSE KLD Global Climate 100 Index
●モーニングスター社会的責任投資株価指数　　　

（2012年3月31日現在）
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社会貢献活動

　東レグループは、インドネシア、タイ、マレーシアなどASEAN地域で、40年以

上にわたって事業を行っています。なかでもインドネシアにおいては、繊維、プ

ラスチック・ケミカル、商事など幅広い事業を展開してきました。

　インドネシアにおける東レグループのCSRモデル企業として位置付けられ

るISTEM/ACTEM社は、「CSR遵守経営による持続的成長の確実な実現」を経

営ビジョンとし、現地社員をリーダーとして育成することで、現地に根ざした

CSR活動を着実に推進しています。

［ISTEM/ACTEMのCSR活動］
●  人材の育成—基幹人材の育成に注力するとともに、2008

年より英語の社内共用語化を推進。

●  安全な職場作り—ローカルスタッフと日本人スタッフの相
互アイデアにより、安全な職場作りを推進。2011年の東レ
グループ安全大会で「安全優秀賞」を受賞。

●  環境保全—法定基準を上回る徹底した排水処理を実施し
ており、金魚が泳ぐ処理池は社員の誇りでもあり、現地の
環境格付けでも高い評価ランクを取得。

●  社外評価—多くの日系企業を含めたインドネシアでISO
認証を取得している約3,000社のなかで、「ISO活動報告コ
ンテスト」で第2位に入賞。

●  地域社会との対話—CSRリーダーであるローカルスタッフ
により、周辺地域の孤児院をはじめ小学生から高校生を対
象とした地域社会へのさまざまな貢献活動を継続。

［ISTEM/ACTEM社について］

P.T.�Indonesia�Synthetic�Textile�Mills（略称：ISTEM）
工場所在地： タンゲラン地区
設立： 1970年8月
事業内容：  ポリエステル/レーヨン織物の製造・販売　　

（紡績・織布・染色）
従業員数： 295名

P.T.�Acryl�Textile�Mills（略称：ACTEM）
工場所在地： タンゲラン地区
設立： 1973年4月
事業内容： アクリル紡績糸の製造・販売（紡績・染色）
従業員数： 204名

インドネシアにおける CSR活動の推進
地域に根ざした CSR活動

東レグループの社会貢献の考え方
　東レグループは、企業理念である「わたしたちは新しい価

値の創造を通じて社会に貢献します」のもと、本業を通じた

社会への貢献を目指しています。それと同時にさまざまな

形で社会に貢献するため、「東レグループ社会貢献方針」に

基づき、1960年に設立した（財）東レ科学振興会への拠出

をはじめとした幅広い活動を行っています。

未来を担う世代のために
　東レグループは、未来を担う子供たちのために、自社の製

品や技術、人材を活用した教育支援を行っています。

　社員が小・中学校で特別講師として授業を行い、理科実験

の楽しさや地球環境問題の解決に役立つ技術を紹介してい

ます。また、東レと東レリサーチセンターは、科学を志す高校

生の科学技術体験プログラム「サイエンスキャンプ」に参加

しています。現場の研究者・技術者が、全国から集まった高

校生に実験などを通して直接指導をしています。
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サステナブルマネジメント

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する状況

　東レは、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考

え方として、経 営 基 本 方 針 に、株 主 の た め に「誠 実で 信 頼

に応える経営を」行うことを明記し、さらに、企業行動指針

に「高い倫理観と強い責任感をもって公正に行動し経営の

透明性を維持して社会の信頼と期待に応える」ことを定め

ており、これを経営上の最も重要な方針の一つと位置付け

ています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要及び
その体制を採用する理由
　東レの取締役会は取締役26名で構成しています。

　東レグループは、基礎素材産業に属している企業であり、

有機合成化学、高分子化学、バイオテクノロジー、ナノテクノ

ロジーといったコア技術をベースとして幅広く事業を展開

しており、かつ、グローバルな展開地域も広く、事業に精通

した取締役が取締役会での意思決定や経営執行に当たる

のが株主に対する経営責任の完遂という観点から重要と考

え、現在の体制としています。

　また、東レは監査役会制度を採用しており、監査役会は監

査役4名、うち社外監査役2名で構成しています。

　監査役会は経営の透明性や経営監視機能の客観性・中立

性を確保するべく取締役会から完全に独立しています。　

なお、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関

する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取

引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお

り、社外監査役は独立の立場から取締役の業務執行監査の

充実に努めています。

内部統制システムに関する基本的な考え方及び
その整備状況
　東レは、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に

貢献します」という「企業理念」、「経営基本方針」及び「企業

行動指針」に示される経営理念を、東レグループの全役員・

全従業員によって具現化するために、適切な組織の構築、

規程・ルールの制定、情報の伝達、及び業務執行のモニタ

リングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持し

ます。また、これを適宜見直しつつ改善を行い、適法かつ効

率的に業務を執行する体制の確立をはかります。具体的に

は、以下の体制等について整備を行っています。

■  取締役・使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制

■  取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制

■  取締役の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制

■  損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

■  監査役への報告体制及びその他監査役の
監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制

■  監査役の職務を補助すべき使用人に関す
る事項及び当該使用人の独立性に関する
事項

■  東レグループにおける業務の適正を確保す
るための体制
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ガバナンス体制図
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経営戦略会議・常務会

国内
事業本部
各工場

国内
関係会社

海外
関係会社

東レグループは、社会の信頼に応えるために、誠実で透明性が高い独自のガバナンス体制を整備しています。
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サステナブルマネジメント

コーポレート・ガバナンスに関する状況

監査役監査と内部監査
　社外監査役を含む監査役は、財務・会計等に関する相当程

度の知見を有しており、取締役会をはじめ社内の重要な会議

に出席し、さらに、全取締役・本部長・部門長及び部長層との

ミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への往査を実

施し、取締役の業務執行を十分に監視する体制としています。

　なお、監査役は、CSR（Corporate Social Responsibility）の

重要項目である企業倫理や法令遵守徹底のために設置してい

る「倫理委員会」や「全社法令遵守委員会」にオブザーバーとし

て出席する等、内部統制部門との連携をはかっています。

　また、内部統制部門の一つとして、関係会社を含めた内部

監査を実施する社長直属の部署として監査部を設置してお

り、監査部が実施し社長に提出した内部監査報告書の全て

を監査役にも提出する等、随時情報交換を行っています。

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 賞与 退職慰労引当金
当期繰入額

株式報酬型
ストックオプション

取締役 1,800 1,160 160 266 214 33
監査役（社外監査役を除く） 86 73 6 7 — 2
社外監査役 23 22 2 — — 2

（注） 1 対象となる役員の員数には、当期に退任した取締役5名を含んでいます。
　　 2 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額87百万円は含まれていません。
　　 3 当社は、2011年6月24日をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。

役員の報酬等
（Ⅰ）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　　　　　　　　　　　　　

　

氏名
連結報酬等

の総額
（百万円）

役員
区分

会社
区分

報酬等の種類別の総額（百万円）

基本報酬 賞与 退職慰労引当金
当期繰入額

株式報酬型
ストックオプション

榊原 定征 151 取締役 提出会社 111 17 7 16
日覺 昭廣 131 取締役 提出会社 91 17 7 16

（注） 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
　　 2 当社は、2011年6月24日をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。

役員ごとの連結報酬等の総額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ⅱ）役員の報酬等の額の決定に関する方針

　役員報酬は、経営の透明性・公平性を確保するとともに短

期及び中長期の業績向上ならびに企業価値向上への貢献

意欲を高めることを目的に、取締役は例月報酬、賞与及び株

式報酬型ストックオプション、監査役は例月報酬、賞与で構

成しています。

　株主総会において、例月報酬は報酬総枠の限度額が決

議され 、賞与は支給の可否ならびに支給総額がその都度

決議されています。

　株式報酬型ストックオプションは株主総会において取締

役に対して付与する新株予約権の総数の上限ならびに報

酬総枠の限度額が決議されており、その限度の範囲内にお

いて、取締役への割当個数は、取締役会にて当社の定める

一定の基準に基づき決定しています。

　なお、役員退職慰労金制度については2011年6月24日

開催の定時株主総会において廃止しました。

企業倫理と法令遵守に関する基本的な考え方

　企業倫理及び法令遵守は、東レグループの最も重要な

経営課題の一つです。経営トップ自らが明確な姿勢を示し、

その主導のもとで、東レグループに在籍する社員全員が、

高い倫理観と強い遵法意識を持って行動する企業グルー

プを目指します。

企業倫理・法令遵守推進体制
　東レでは、企業倫理に関する全体方針を審議する「倫理委

員会」（委員長は社長）を設置し、労使一体となって取り組み

を推進しています。

　倫理委員会の下で自主的な活動を推進する「全社法令遵

守委員会」では、各ラインの課長層を中心とするメンバーと
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役員層とのコミュニケーションを重視した運営を基本に、全

社共通の活動課題に取り組んでいます。

　さらに、各本部・部門、各事業場・工場では「CSR・法令遵守

委員会」を設置し、社員一人ひとりが現場に根ざした活動を

実践しています。

　また東レでは、現場における行動規範と詳細な留意事項など

を「企業倫理・法令遵守ハンドブック」にまとめ、全ての役員・社員

（嘱託、パート、派遣を含む）に配布し、周知徹底をはかっていま

す。ハンドブックは法改正などに合わせ適宜改改訂しています。

　なお、CSR・法令遵守委員会が設置されている国内・海外関

係会社においても、同様の行動規範、ガイドライン、ハンドブッ

クなどを作成して徹底をはかっています。

リスクマネジメントに関する基本的な考え方

　東レグループは、リスクマネジメントを企業経営の根幹と

して捉えています。東レでは平常時から経営活動に潜在する

リスクを特定し、リスクの低減及びその発生の未然防止に努

めるとともに、「危機管理規程」を定め、重大な危機が発生し

た場合に、危機の拡大防止と早期復旧を実現する全社危機

即応体制を整備しています。

全社リスクマネジメントの推進
　東レグループでは、経営に影響を及ぼすと考えられるリス

クを全社的な視点で評価し、対策を実行しています。

　2011年度は、3年に1度実施する全社リスクの洗い出し・再

評価を行う年に当たり、全社リスクマネジメントのスキーム

に沿って、社内リスクアンケート調査と個別ヒアリングを実施

し、2008年度に評価した全社リスクの再評価を行いました。

また合わせて、既存の優先対応リスクの3年間でのリスク対

策度合いについても、社内の認識調査を行い、その成果を確

認しています。

　これらの再評価結果を踏まえて、2011年度は次の3年間

の優先対応リスクを新たに選定しました。

　また国内・海外関係会社においても、各社における優先

対応リスクの見直しを実施しています。

　優先対応すべきリスクのなかで、（1）情報漏洩リスク対策、

（2）サプライチェーンにおけるリスク対策、（3）新型インフルエ

ンザ対策については、ワーキンググループを設置し対策をすす

めています。

クライシスマネジメントの体制
　東レでは、「危機管理規程」において、東レグループで重

大な危機が発生した場合の全社対応の基本原則を明確に

定めており、危機発生時にはその運用を徹底しています。

　2011年10月に発生したタイ大洪水で当社の現地工場が

被災した時も、危機管理規程に沿って速やかに全社対策本

部を設置し、迅速且つ適切な対応をとり、当社への影響を最

小限に抑えることができました。

事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan）の推進
　東レは、従来から大規模地震を重要リスクの一つとして位

置付け、「大規模地震発生時の事業継続計画」に基づいて安

否確認システムの訓練やサプライチェーンを含めた地震被害

状況確認・報告要領の整備・運用などをすすめてきました。

　2011年3月に発生した東日本大震災では、一部の設備・建

屋に被害が見られたものの、東レグループ従業員への被害は

なく、震災直後に社長直轄の対策本部を設置し、いずれの事

業場・関係会社においても3月中に順次生産を再開、最も時

間を要した関係会社でも5月中に通常の事業活動への復帰

を果たすことができました。

　震災後、東日本大震災への対応を自己評価する社内アン

ケート調査を実施し、その結果を踏まえ、将来発生が予測さ

れている首都圏直下型地震や東海・東南海・南海地震等の大

規模地震に備えた対策を実施しました。

　また、今後も震災での経験を、より実効性のあるBCP作りに

活かせるよう計画的に取り組んでいきます。

企業倫理・法令遵守推進体制（東レ）
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倫理委員会
＊委員長は社長

全社法令遵守委員会

各本部・部門、各事業場・
工場のCSR・法令遵守委員会



企業情報

代表取締役取締役会長
榊原�定征

代表取締役社長

代表取締役副社長
藤川�淳一
総務・法務部門

（安全保障貿易管理室）全般担当
経営企画室長
IT事業SBU長

代表取締役副社長
小泉�愼一
海外全般担当 
国際部門全般担当

代表取締役副社長
鈴井�伸夫
製品安全・
品質保証企画室全般担当
生産本部長

代表取締役副社長
田中�英造
営業全般担当 
マーケティング企画室・
自動車材料戦略推進室・
支店全般担当
繊維事業本部長
大阪事業場長

役員及び監査役
（2012年6月22日現在）

専務取締役 丸山��和博

専務取締役 阿部��晃一

専務取締役 大西��盛行

専務取締役 奥田��慎一

常務取締役 橋本��和司

常務取締役 内田��章

常務取締役 村山��良

常務取締役 山口��進

常務取締役 枡田��章吾

常務取締役 梅田��明

常務取締役 出口��雄吉

取締役 佐々木��久衛

取締役 村上��洋

取締役 大谷��洋

取締役 吉永��稔

取締役 佐藤��昭夫

取締役 吉田��久仁彦

取締役 深澤��徹

取締役 大矢��光雄

取締役 萩原��識

監査役（常勤）園屋��和雄

監査役（常勤）福地��潔

監査役 矢作��光明

監査役 松尾��眞
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取締役会

社長・副社長

経営戦略会議・常務会

監査役会

監査役

組織図
（2012年7月1日現在）

エンジニアリング部門

医薬・医療信頼性保証室

製品安全・品質保証企画室

地球環境事業戦略推進室

国際部門

宣伝室

マーケティング企画室

自動車材料戦略推進室

購買・物流部門

広報室

監査部

知的財産部門

情報システム部門

IR室

経営企画室

総務・法務部門

人事勤労部門

財務経理部門

電子情報材料事業本部

医薬・医療事業本部

水処理・環境事業本部

複合材料事業本部

関連事業本部

繊維事業本部

樹脂・ケミカル事業本部

フィルム事業本部

技術センター

生産本部

研究本部
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ヨーロッパ
イギリス
連結子会社
  ● Toray Textiles Europe Ltd. (TTEL)
  ■ Toray International U.K. Ltd. (TIUK)
フランス
連結子会社
 ■ ● Toray Films Europe S.A.S. (TFE)
  ■ Toray Carbon Fibers Europe S.A.(CFE)
スイス
持分法適用子会社
  ● Toray Membrane Europe AG (TMEu)
イタリア
連結子会社
  ● Alcantara S.p.A.
持分法適用子会社
  ■ Toray International Italy S.r.l. (TIIT)
チェコ
連結子会社
  ● Toray Textiles Central Europe s.r.o. (TTCE)
ドイツ
連結子会社
  ■  Toray International Europe GmbH (TIEU)　　　　

他

アジア
中国
連結子会社
  ■ Toray Industries (China) Co., Ltd. (TCH)
  ● Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd. (TFNL)
  ●  Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. 

(TSD)
  ● Toray Polytech (Nantong) Co.,Ltd. (TPN)
  ● Toray Jifa (Qingdao) Textile Co., Ltd. (TJQ)
 ■ ● Toray Plastics (Shenzhen) Ltd. (TPSZ)
 ■ ● Toray Plastics (China) Co., Ltd. (TPCH)
 ■ ● Toray Sanko Precision (Zhongshan) Ltd. (RKZ)
 ■ ● Toray Sanko Precision (Hong Kong) Ltd. (RKH)
  ■ Toray Industries (H.K.) Ltd. (THK)
  ■ Toray International (China) Co., Ltd.(TICH)
  ■ Toray Film Products (Zhongshan) Ltd.
  ■ Toray Film Products (Hong Kong) Ltd.
  ● Toray BlueStar Membrane Co., Ltd. (TBMC)
   他
持分法適用子会社
  ■ Toray Industries (South China) Co., Ltd. (TSCH)
   他
持分法適用関連会社
  ■ Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd. (YTP)
韓国
連結子会社
● ■ ●  Toray Advanced Materials Korea Inc.
  ●  STEMCO, Ltd. (STEMCO)
持分法適用関連会社
  ●  STECO, Ltd. (STECO)
   他
台湾
持分法適用子会社
  ■   Toray International Taipei Inc. (TITP)　　　　　　

他
マレーシア
連結子会社
  ●  Penfabric Sdn. Berhad (PAB)
● ■ ●  Penfibre Sdn. Berhad (PFR)
 ■ ●  Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad (TPM)
   他
持分法適用子会社
  ■  Toray Industries (Malaysia) Sdn. Berhad (TML)
持分法適用関連会社
  ■  Toray BASF PBT Resin Sdn. Berhad (TBPR)
シンガポール
連結子会社
  ■  Toray International Singapore Pte. Ltd. (TISP)

日本
連結子会社
 ● ■  一村産業株式会社
● ■ ●  東レ・ファインケミカル株式会社
 ■ ●  東洋プラスチック精工株式会社
 ■ ●  東レフィルム加工株式会社
  ●  東レKPフィルム株式会社
  ●  東レバッテリーセパレータフィルム合同会社＊  
  ■  曽田香料株式会社
 ● ●  東レエンジニアリング株式会社
  ●  東レ建設株式会社
  ●  水道機工株式会社
  ■  東レ・メディカル株式会社
  ■  株式会社東レリサーチセンター
  ■  東レインターナショナル株式会社
  ■  蝶理株式会社
   他
持分法適用子会社
  ■  東洋ビジネスサポート株式会社
   他
持分法適用関連会社
● ■ ●  東レ・デュポン株式会社
  ●  東レ・オペロンテックス株式会社
 ■ ●  東レ・ダウコーニング株式会社
  ■  三洋化成工業株式会社
   他
インドネシア
連結子会社
  ● P.T. Acryl Textile Mills (ACTEM)
  ● P.T. Century Textile Industry Tbk (CENTEX)
  ● P.T. Easterntex (ETX)
  ● P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills (ISTEM)
  ● P.T. Indonesia Toray Synthetics (ITS)
持分法適用子会社
  ■ P.T. Toray Industries Indonesia (TIN)
   他

持分法適用関連会社
  ■ P.T. Petnesia Resindo (PNR)
   他
タイ
連結子会社
  ●  Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd. (LTX)
  ●  Thai Toray Textile Mills Public Co., Ltd. (TTTM)
● ■ ● Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (TTS)
持分法適用子会社
  ■ Toray Industries (Thailand) Co., Ltd. (TTH)
持分法適用関連会社
  ■ Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC)

北米
アメリカ
連結子会社
  ● Toray Fluorofibers (America), Inc. (TFA)
 ● ■ Toray International America Inc. (TIAM)
  ■ Toray Plastics (America), Inc. (TPA)
  ■ Toray Resin Co. (TREC)
  ■ Toray Carbon Fibers America, Inc. (CFA)
  ■ Toray Composites (America), Inc. (TCA)
  ● Toray Membrane USA, Inc. (TMUS)
   他

本社（第2�本社ビル）
〒279-8555
千葉県浦安市美浜1-8-1
電話 : 047-350-6001
FAX : 047-350-6075

大阪本社
〒530-8222
大阪市北区中之島3-3-3
中之島三井ビルディング
電話 : 06-6445-4101
FAX : 06-7688-3774

国内主要拠点 海外支社・営業所

ニューヨーク
Toray Industries（America）Inc.（TAM）
461 Fifth Ave., 9th Fl., New York,
NY 10017, U.S.A.
Telephone: 1（212 ）697-8150
Facsimile: 1（212 ）972-4279

ロンドン
Toray Industries, Inc., Europe Office（TEU）
Verulam Gardens, 70 Gray’s Inn Road,
London, WC1X 8NH, U.K.
Telephone: 44（20 ）7663-7760
Facsimile: 44（20 ）7663-7770

北京
Toray Industries, Inc., Beijing Office
Beijing Fortune Bldg., No. 917,
5, Dong San Huan Bei-Lu, Chao Yang 
District, Beijing 100004, China
Telephone: 86（10 ）6590-8961～3
Facsimile: 86（10 ）6590-8964

ソウル
Toray Industries, Inc., Seoul Office
10th Floor, LG Mapo Bldg., 275,
GongdeoK2-dong, Mapo-gu, Seoul,
121-721 Korea
Telephone: 82（2 ）707-0381～2
Facsimile: 82（2 ）707-0067

インド
Toray Industries, Inc. India Liaison Office 
Unit No. 504, 5th Floor, Vatika City Point, 
MG Road Gurgaon, Haryana 
122002, India
Telephone: 91(12)4387-7900
Facsimile: 91(12)4387-7901

■ 統括会社
● 繊維事業
■ プラスチック・ケミカル事業
● 情報通信材料・機器事業
■ 炭素繊維複合材料事業
● 環境・エンジニアリング事業
■ ライフサイエンスその他
■ 商社

日本 海外 計

連結子会社 60 83 143
持分法適用子会社 27 24 51
子会社合計 87 107 194
持分法適用関連会社 13 24 37
連結決算に含まれる
子会社・関連会社合計 100 131 231

（2012年3月31日現在）

東レグループ海外ネットワーク
（連結対象会社のみ記載）
（2012年3月31日現在）

＊2012年7月に東レバッテリーセパレータフィルム株式会社になりました。
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東レ株式会社

本社
〒103-8666
東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー
電話: 03-3245-5111
FAX: 03-3245-5054
URL: http://www.toray.co.jp

設立
1926年1月

資本金
147,873,030,771円

従業員数
40,227名
　東レ単体: 6,976名
　国内子会社: 10,303名
　海外子会社: 22,948名

投資家情報
（2012年3月31日現在）

企業概要
（2012年3月31日現在）

株価推移
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4月

2009年
4月

2010年
4月

2011年
4月

2012年
3月

株式総数
発行済株式総数 1,630,116,616株（自己株式を除く）
株主数 187,710名

株主総会
毎年6月に東京にて開催

上場取引所
東京証券取引所、大阪証券取引所、
他国内3証券取引所
海外は、ロンドン、ルクセンブルグ

独立監査法人
新日本有限責任監査法人

株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1-4-1 （※）持株比率は、自己株式（1,364,787株）を控除して計算しております。

大株主及び持株数 持株数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 106,975 6.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 88,145 5.41

日本生命保険相互会社 71,212 4.37

三井生命保険株式会社 37,170 2.28

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS 32,019 1.96

株式会社三井住友銀行 30,022 1.84

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 23,422 1.44

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 19,619 1.20

三井不動産株式会社 19,460 1.19

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 17,779 1.09

1株当たり配当金 2012年3月期 2011年3月期

年間 ¥10.00 ¥ 7.50

中間 5.00 2.50

株式所有者分布
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金融機関
604,130千株
37.03%

個人・その他
487,631千株
29.89%

外国人
362,214千株
22.20%

証券会社
30,221千株
1.85%

その他の法人
147,285千株
9.03%
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“わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します ”

東レ株式会社
〒103-8666  
東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー
TEL：03-3245-5111（代）   FAX：03-3245-5054（代）

東レ株式会社IR室
TEL：03-3245-5113   FAX：03-3245-5459
e-mail: ir@nts.toray.co.jp

［本レポートの内容に関するお問い合わせ先］

together




