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（Web用簡易翻訳版）



　私は自らが「素材には人々の生活文化を本質的に変革する力がある」と確信しつつ、

素材メーカーとしての王道を歩む東レ株式会社の経営に携わっています。その王道の行きつく目的地は、

「先端材料で世界一を目指す」企業集団です。

　1926年、人類初の人造繊維であるビスコースレーヨンの製造会社として創業した東レは、

80数年を経て世界有数の先端材料メーカーに成長しました。そして、この間に我々が創り出した素材の力で、

現在、地球環境問題をはじめ、21世紀の人類が抱えるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。

　本年のアニュアルレポートでは、そうした東レの原点とそれをDNAとする東レの特徴、

そして幾多の経験とその経験から学んだ東レの強み、そしてこれから目指す企業像と方向性など、

即ち我々のコーポレートストーリーを、ステークホルダーの皆様にご紹介したいと思います。

本年のアニュアルレポートでは、80数年の経験から培った
東レの特徴・強み、そしてこれから目指す企業像と方向性について
ステークホルダーの皆様にご紹介したいと思います。
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業務予想に関する注意事項
本報告書中の2013年度の業績見通し及び事業計画についての記述は、
2013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。
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本年のアニュアルレポートでは、80数年の経験から培った
東レの特徴・強み、そしてこれから目指す企業像と方向性について
ステークホルダーの皆様にご紹介したいと思います。

代表取締役社長
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　「ついに完成した。しかも非常に良い糸ができた。喜んでくれ。」

　1927年8月16日、東洋レーヨン（現・東レ）滋賀工場の技師長だったジェームス・スターレーが、同社会長

であった安川雄之助に打った電報です。

　当時はドイツ、イギリス、イタリアなど欧州の先進企業が新しい技術をリードしていました。そして日本で

も新産業の育成が急務でした。こうした中、東レはそれらの先進国から各分野の技術者27名を採用する

とともに、彼らを日本に招き、化学繊維製造工場を建設。1927年8月、「光る糸」の意味をもつレーヨン

の生産についに成功しました。

　1927年は、リンドバーグが大西洋無着陸横断飛行を成功。近代科学の成果が人々の生活のなかに次々

と実現され始めた頃でした。

　そのような中で東レが新時代の化学による新しい素材を世に送り出し、その後に続く未知の技術への

挑戦の歴史をスタートさせたのです。

“ 未 知の新 素 材 への挑 戦 ”

Toray IndusTrIes, Inc.4
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　創業時から1930年代にかけて東レは日本国

内で主力工場を次々と拡大するとともに、自社

技術をより確かなものにしていきました。そして

1930年代後半には、人類初の合成化学による

新素材・ナイロン糸の開発という次の挑戦が始ま

りました。

　東レは、第２次世界大戦直後の1946年に、独

自技術によるナイロン糸の生産を開始しました。

　一方、ナイロンの開発では、米国デュポン社が

先行して特許権を取得していました。東レは、ナ

イロンの本格的な事業化にあたり、デュポン社

と技術提携をしたほうが有利と判断し、他社が

デュポン社の技術を導入してナイロン市場に参

入することを防ぐ意味もあり、1951年にデュポ

ン社と技術提携契約を締結し、ナイロン糸に関

するデュポン社が持つ特許の独占的実施権も得

ました。ただし、この契約はノウハウの提供を含

まないものでした。

　しかし東レには、レーヨンで培った製糸技術の

蓄積があり、また合成化学の将来の発展に対す

る強い確信もありましたので、ナイロンの本格事

業化に全社を挙げて取り組みました。

　東レはナイロンの技術開発と事業化を通して、

先端素材の研究・技術開発戦略と、国際ビジネ

スの場における特許戦略の、いずれもの重要性

について、多くを学びました。

　そして、日本における初めてのナイロン糸の工

業化は、1950年代から60年代の東レに莫大な

利益をもたらし、それがその後の発展の基盤とな

りました。

“ 合 成 化 学を基にする新 時 代 へ ”
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“ 試 練からの脱 却 ”

　東レは1958年にはポリエステル繊維、1964年にはアクリル繊維の生産をスタートし、ナイロンを含む

三大合成繊維による３事業体制を確立しました。

　1960年代初頭、東レは日本一の高収益企業になりましたが、その高収益を支えていたのが、売上高の

半分近くを占める輸出でした。ところが、1960年代中頃以降、後発企業のナイロン、ポリエステルへの

参入が相次ぎ、日本国内では過当競争から、合成繊維業界は構造不況業種となりました。

　さらに71年のニクソンショックによる円高進行と日米繊維協定による米国向け輸出の減少、さらに

73年、79年の二度にわたるオイルショックで東レは長い苦難の時期を迎えます。

　一方で、1970年に東洋レーヨンから社名を変更した東レは、フィルム、樹脂などのプラスチックス事業、

さらに炭素繊維などの新素材事業やライフサイエンス事業などへと事業多角化を推進し、持続的な成長

をはかることとしました。

　また、東南アジアをはじめとする海外における生産を拡大し、為替変動を受け難い事業構造と、ユー

ザーのグローバル展開に対応し得る体制を作り上げることにしました。

Toray IndusTrIes, Inc.8
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“グローバルオペレーション”

Toray IndusTrIes, Inc.10



　東レグループが海外生産を開始したのは50

年前のことで、1963年のタイにおける繊維生産

が最初でした。インドネシアとマレーシアでの生

産開始からは、40年が経過しました。

　これらの事業は、1980年代までは、オイルショッ

クなどのネガティブな影響もあって、安定収益の

確立には苦難を経験してきました。

　東南アジアでの事業を立ち直らせたのは、コス

ト管理の徹底と、各国の内需に頼らず欧米向け

輸出に対応できる品質の向上でした。

　海外事業は、技術や管理システムを移転する

だけでは簡単に成功はしません。先見性のある

経営の方向付け、現地社員の育成、共有できる

価値観作りなどが必要であり、それは長い年月を

要するものなのです。

　東レグループが確立した海外生産基盤が、いま

やグローバルマーケットにおける生産・供給体制

の戦略拠点となっており、これまでの経験の成果

が、現在のグローバルオペレーション戦略の基本

になっています。
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 “ 東レのD N A ” 

　東レは創業以来、素材メーカーとして、常に先端の技術開発を行ってきました。「研究・技術開発は明日

の東レを創る」——この言葉を体現していくこと、即ち「研究・技術開発力の維持・強化」は、東レの中で

脈々と受け継がれているDNAの一つです。

　東レのコア技術は、有機合成化学、高分子化学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーの４つの技術

です。これらの技術を高度化する中で、新たな融合技術も生まれています。

　東レのDNAともいえる特徴の一つに、独自のマーケティング力、即ち「お客様との戦略的パートナー

シップの確立」があります。常に新しい素材を送り出してきた東レは、同時にその用途を開拓する努力を

積み重ねてきました。

　時代のニーズを敏感にとらえ、新しいファッションやライフスタイルを川中や川下のパートナー企業と

協力して提案していく。

　それが、もう一つのDNAとして、東レグループに脈々と受け継がれています。

Toray IndusTrIes, Inc.12
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 “ 新しい価 値の創 造で社 会に貢 献 ”

　2011年、機体重量の50％に東レの炭素繊

維を使用した「ドリームライナー」とも呼ばれる

新型旅客機「ボーイング787」が営業飛行を開

始しました。航空機構造材への炭素繊維の全

面採用は、世界に先駆けて炭素繊維の開発を

スタートした東レの長年の夢でした。これによっ

て機 体は軽 量 化され、二 酸 化 炭 素 排 出 量が

20％減少する地球環境に優しいフライトが実

現しています。

　世界の水不足解消に役立つ海水淡水化用の

逆浸透膜でも、東レグループは世界一の実績を

持っています。水問題は、エネルギー問題と並

ぶ21世紀の人類の課題ですから、その解決に

寄与することは大いなる社会への貢献と言える

と思います。

　東レグループはエネルギー関連では、太陽電

池や燃料電池など新エネルギー関連部材、ま

た、バイオマス原料由来の繊維や樹脂などのグ

リーンイノベーションで時代をリードしていきま

す。さらに、革新的な医薬品・医療機器の創出

によるライフイノベーションへの挑戦を通じて、

東レは人類・社会に貢献していきます。
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Toray’s way

 “そして輝く未 来 へ ”

　モノの形をかえるだけでは大きな変化は起こらないが、素材を変えることで人々の生活を本質的に

変えるようなまったく新しい製品を生み出すことができる。私たちはそう信じて、先端材料の開発に取り

組んできました。

　私たちは、グリーンイノベーションを通じて地球環境問題など人類共通の課題解決に取り組んでいきます。

また、ライフイノベーションを通じて、人々の生命とQOL（Quality of Life)に貢献していきます。

　「ケミストリーの力」で引き続きイノベーションを引き起こし、常に先端材料をお客様に提案していく——

それが東レグループの使命だと、私たちは考えています。

Toray IndusTrIes, Inc.16
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プロファイル

連結売上高 当期純利益（損失）連結営業利益及び売上高営業利益率
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　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。

Toray IndusTrIes, Inc.18 Toray IndusTrIes, Inc.18
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財務ハイライト

（千米ドル）

注記:2014年3月期の見通しは8月6日に発表したものです。

キャッシュ・フロー 1株当たり配当金純資産及び自己資本比率
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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

2013 2012 2011 2010 2009 2013

連結会計年度
売上高 ¥1,592,279 ¥1,588,604 ¥1,539,693 ¥1,359,631 ¥1,471,561 $16,939,138

営業利益 83,436 107,721 100,087 40,107 36,006 887,617

当期純利益（損失） 48,477 64,218 57,925 (14,158) (16,326) 515,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,815 104,410 129,214 166,215 38,447 1,072,500

投資活動によるキャッシュ・フロー (107,525) (104,002) (50,734) (121,723) (113,373) (1,143,883) 

フリー・キャッシュ・フロー (6,710) 408 78,480 44,492 (74,926) (71,383)

連結会計年度末
総資産 ¥1,731,830 ¥1,581,501 ¥1,567,470 ¥1,556,796 ¥1,523,603 $18,423,723

純資産 779,615 674,149 640,970 518,216 512,610 8,293,777

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 ¥        29.75 ¥        39.41 ¥       36.41 ¥     (10.12) ¥     (11.66) $           0.32

潜在株式調整後 28.90 37.46 34.43 — — 0.31

配当金 10.00 10.00 7.50 5.00 7.50 0.11

純資産 444.95 384.90 363.90 336.65 335.04 4.73

財務指標
売上高営業利益率 5.2% 6.8% 6.5% 2.9% 2.4%

自己資本比率 41.9% 39.7% 37.8% 30.3% 30.8%

ROA 5.0% 6.8% 6.4% 2.6% 2.2%

ROE 7.2% 10.5% 10.9% (3.0)% (3.1)%

D/Eレシオ 0.73倍 0.77倍 0.83倍 1.34倍 1.42倍

（百万円）

注記:記載されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レート(1米ドル=94円)により換算されたものです。
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株主・投資家の皆様へ

東レグループは10年先を見据えた長期経営ビジョンと、その実現のための
中期経営課題を策定し、「持続的な収益拡大」を目標に「攻め」の経営をすすめています。

代表取締役社長

Toray IndusTrIes, Inc.20



グリーンイノベーション事業拡大（ＧＲ）プロジェクト
「ケミストリーの力」を駆使してグリーンイノベーション事業をグローバルに展開
アジア・新興国事業拡大（ＡＥ）プロジェクト
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事業を積極的に展開
トータルコスト競争力強化（ＴＣ－Ⅱ）プロジェクト
グループ横断プロジェクトへの取組みにより強靭な企業体質を確保

中期経営課題"AP-G 2013"の基本戦略 

東レグループは10年先を見据えた長期経営ビジョンと、その実現のための
中期経営課題を策定し、「持続的な収益拡大」を目標に「攻め」の経営をすすめています。

　株主・投資家の皆様には、平素から格別のご支援を賜り
厚くお礼申し上げます。
　2012年度（2012年４月〜2013年３月）の世界経済
は、欧州債務問題による欧州実体経済の低迷が長期化す
る中で、中国経済の減速、米国の景気回復鈍化も重なり、
厳しい状況で推移しました。
　国内経済については、東日本大震災からの復興関連需
要などを背景に緩やかな回復の動きは見られたものの、海
外経済の減速を主因に夏場以降は踊り場局面が続きまし
た。一方で2012年末に誕生した安倍政権の経済政策によ
り円高修正と株式市場の活性化がすすむなど、一部に明る
い兆しも見え始めています。
　このような事業環境の中で、当社グループは中期経営課
題“プロジェクトAP-G 2013”に基づき、「成長分野及び
成長地域における事業拡大」を要とした成長戦略を実行
するとともに、トータルコスト競争力のさらなる強化に努め
ています。

中期経営課題“AP-G 2013”では、
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

　東レグループは2002年以降、10年先を見据えた長期経
営ビジョンと３〜５年間の中期経営課題を策定し、順次見直
しつつ経営改革を推進してきました。
　2011年4月に、「持続的に収益を拡大する企業グループ」
を目指す経営活動の統一指針として、長期経営ビジョン
“AP-Growth TORAY 2020”を策定し、その最初の３カ年
の中期経営課題として「成長分野及び成長地域における事
業拡大」と「コスト削減等を通じた事業基盤の一層の強化」
を基本思想とした“AP-G 2013”を推進中です。
　“AP-G 2013”では、従来の中期経営課題で推進してきた
弛まぬ改革を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。
　“AP-G 2013”の中間年となる2012年度の当社グルー
プの連結業績は、売上高が前期比0.2％増の１兆5,923億
円、営業利益は同22.5％減の834億円、当期純利益は同
24.5％減の485億円となりました。
　成長分野及び成長地域における事業拡大により、売上高
は前期比増収を確保したものの、世界的な需要低迷による
販売価格の下落などが影響し、前期比減益となりました。 
一方、“AP-G 2013”で掲げた成長戦略の推進と収益基盤の
強化は着実に進展しています。

長期経営ビジョン達成のために、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に、グループ全体で取り組んでいます。
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株主・投資家の皆様へ

グリーンイノベーション事業の売上高及び売上高比率

 2010年度
 (実績)

 2012年度
 (実績)

2015年近傍 
（イメージ）

2020年近傍
（イメージ）

売上高 3,780億円 4,504億円 6,000億円 10,000億円
売上高比率 25% 28% 30% 33%

“AP-G 2013”は順調に
進捗しています

　“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（GR）プロジェクト」「アジア・新興国事業拡大

（AE）プロジェクト」「トータルコスト競争力強化（TC−Ⅱ）
プロジェクト」の３つのテーマについて、全社プロジェクトと
して推進しています。

グリーンイノベーション事業拡大（GR）プロジェクト
　「ケミストリーの力」を駆使して、地球環境問題や資源・エ
ネルギー問題といった地球規模の課題解決に貢献し、それ
を成長に結びつけていくのが「グリーンイノベーション事業
拡大（GR）プロジェクト」です。
　特に、グリーンイノベーション事業の中核的事業として、
次の４つの事業を重点領域と位置づけ、技術開発と事業拡
大を推進しています。
①  世界ナンバーワン事業であり、多様な用途で飛躍的な拡

大を目指す炭素繊維複合材料
②  世界のリーディングカンパニーの１社であり、ナンバー

ワンの座を確実なものとするためにグローバル展開の
強化を推進する水処理膜

③  当社グループの総力を結集し電池材料の総合メーカー
として世界ナンバーワンを目指す太陽電池・燃料電池・
リチウムイオン電池用部材

④  植物由来原料を活用した新製品の開発・事業化を推進
するバイオマス素材

　2012年度のグリーンイノベーション事業の売上高は
4,504億円で、連結売上高の28％を占めました。2015年
近傍には6,000億円、2020年近傍には1兆円に拡大する
ことを目指します。
　GRプロジェクトにおける2012年度の主なトピックスは
以下の通りです。

●  炭素繊維複合材料:「株式会社童夢カーボンマジック」の全
株式及び同社のタイ生産子会社の株式75％を取得し、子
会社化しました。

●  水処理膜:アラブ首長国連邦のアル・ザウラ（アジュマーン首
長国）ならびにガリラ（ラス・アル・ハイマ首長国）の海水淡
水化プラント向けに逆浸透（RO）膜納入を受注しました。

●  印刷用版材:チェコ共和国にある子会社「Toray Textiles 
Central Europe s.r.o.」で生産工場の新設を決定しま
した。

アジア・新興国事業拡大（AE）プロジェクト
　今後大きな成長が見込まれるアジアやその他地域の新
興国で、当社グループの事業を積極的に展開し、当該国・地

グリーンイノベーション事業は、炭素繊維複合材料や
水処理膜などを中心に着実に拡大しています。 
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成長国・地域向け売上高及び売上高比率

 2010年度
 (実績)

 2012年度
 (実績)

2015年近傍 
（イメージ）

2020年近傍
（イメージ）

売上高 5,403億円 5,695億円 9,000億円 15,000億円
売上高比率 35% 36% 45% 50%

域の成長を取り込むのが「アジア・新興国事業拡大（AE）プ
ロジェクト」です。
　AEプロジェクトでは、アジア・新興国における固有ニーズ
に対応する製品開発と営業力強化、既存生産拠点の基盤強
化と未参入地域での拠点確立、現地有力企業とのアライア
ンスによる事業拡大のスピードアップ、富裕層・中間所得層
拡大による需要の増加に対応した先端材料事業の拡大など
に取り組んでいます。
　2012年度のアジア・新興国向けの売上高は5,695億円
でした。2015年近傍には9,000億円、2020年近傍には
１兆5,000億円への拡大を目指します。
　AEプロジェクトにおけるこの1年の主なトピックスは以下
の通りです。

●  ASEAN:タイで自動車エアバッグ用ナイロン繊維の生産設
備の増強、インドネシアで樹脂コンパウンド拠点の新設、マ
レーシアで食品包装用フィルムの蒸着加工設備の増強、を
決定しました。

● 韓国:炭素繊維の焼成設備の稼働を開始しました。
●  中国:成都で樹脂コンパウンドの新会社を設立しました。
●  新興国:ブラジルで営業拠点を拡充したほか、トルコでは東

レインターナショナル株式会社のイスタンブール駐在員事
務所が営業を開始しました。

トータルコスト競争力強化（ＴＣ－Ⅱ）プロジェクト
　強靱な企業体質を確保するために、グループ横断プロ
ジェクトとして比例費の削減と固定費のコントロールに取
り組むのが「トータルコスト競争力強化（TC−Ⅱ）プロジェ
クト」です。
　比例費については、“AP-G 2013”の３年間において、
2010年度比で毎年３％以上、３年間合計で10％、金額に
して約700億円以上の削減を目標としています。これを実現
するために、国内工場で培った原単位改善手法の国内外関
係会社への展開、事業戦略と一体化した購買・物流費の削
減、グローバル調達体制の構築などを推進しています。
　2012年度は前期比4.0％、246億円の比例費削減を実
行しました。
　固定費については、事業拡大局面での適正規模管理
を実施するために、固定費の増加率を限界利益増加率で
割ったＰ（Performance）値を管理指標として導入し、こ
れを1.0以下に抑制または予算との対比で事業毎に管理し
ています。
　2012年度については予算比では173億円を削減しました
が、Ｐ値は1.05と予算の1.00に対しては未達となりました。

ASEAN諸国をはじめ、中国、韓国などで成長拡大投資や拠点の新設拡充を実行し、
成長国・地域における事業拡大を推進しています。
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株主・投資家の皆様へ

長期的業績指標のイメージ

 2010年度
 (実績)

 2012年度
 (実績)

2015年近傍 
（イメージ）

2020年近傍
（イメージ）

売上高 15,397億円 15,923億円 20,000億円 30,000億円
営業利益 1,001億円 834億円 1,800億円 3,000億円

当社グループは中期経営課題“プロジェクトAP-G 2013”に基づき、
「成長分野及び成長地域における事業拡大」を要とした成長戦略を実行するとともに、
トータルコスト競争力のさらなる強化に努めています。

“AP-G 2013”の最終年度である
2013年度は過去最高益の更新を
目指します

　2013年度の世界経済は、欧州債務問題への対応を巡
る不確実性は依然として残っているものの、全体としては
中国はじめ新興国経済の成長や、米国経済の拡大への期
待などにより、緩やかな回復が見込まれます。
　日本経済についても、先行き不透明感はあるものの、円
高修正が進む中での輸出持ち直し、復興関連需要の顕在
化、安倍政権の経済政策への期待によるマインド改善など
を背景に、景気は徐々に持ち直しに向かうことが期待され
ます。
　このような状況の下、当社グループは“AP-G 2013”へ
の取り組みに引き続き注力し、グループ一丸となって成長
戦略の推進と収益基盤の強化に努めることにより、2013
年度については前期比増収増益で、過去最高益の更新を目
指します。

高い存在価値のある企業を目指す
“AP-Growth TORAY 2020”

　先にも述べましたとおり、当社は2011年２月に、10年
間程度の期間を見据えた長期経営ビジョン“AP-Growth 
TORAY 2020”と、3ヵ年を推進期間とする中期経営課題
“プロジェクトAP-G2013”を策定いたしました。
　長期経営ビジョン“AP-Growth TORAY 2020”では、事
業収益の拡大や、グローバルな事業拡大を一層推進すると
ともに、グリーンイノベーション事業の拡大により注力して
いくことで、「持続的に事業収益拡大を実現する企業グルー
プ」、「社会の発展と環境の保全・調和に積極的な役割を果
たす企業グループ」、そして「すべ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」を目指しています。
　この長期経営ビジョンに基づいた中期経営課題“プロ
ジェクトAP-G2013”を推進し、国内外ともに厳しい事業
環境が続く中で、成長戦略の実行と企業体質の強化に総
合的かつ強力に取り組んでいます。
　また、各事業分野でのグローバルな拡大に向けた設備投
資を推進しており、将来の新製品・新技術につながる研究
開発についても着実に進展しています。
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　当社グループは、これまで触れた諸施策を通じて、社会の
さまざまな課題を解決することにより持続的な成長をはか
り、当社グループの経営理念である「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」を具現化してまいり
ます。

より豊かな社会の実現に向け、
「素材」で貢献していきます

　東レグループは「Innovation by Chemistry」をスロー
ガンとして、「ケミストリーの力」で先端材料の開発をすす
め、より豊かな社会の実現に向け、「素材」で社会に貢献し
ていく企業集団であり続けることを基本的な姿勢としてい
ます。
　すべての製品の基となる「素材」には、社会を本質的に変え
る力があり、だからこそ、われわれ素材メーカーは先頭を切っ
て技術革新に挑戦し続けなければならないと考えています。
　特に先端材料の開発では、大きなブレークスルーを必要
とするために、より長期の視点に立って研究開発を継続す
ることが欠かせません。そして、長期にわたる開発は信念が
なければ継続できず、そうした信念こそがイノベーションを
生み出す原動力になると私たちは信じています。

　東レグループは、世界の素材産業のリーディングカンパ
ニーとして力強い成長を続けつつ、社会全体から良きパー
トナーとして信頼される企業集団を目指します。
　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。

2013年7月

東レグループは長期的視点を基本に、革新的な先端素材の開発により
「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」という経営理念を実践していきます。

東レ株式会社
代表取締役社長
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東レのグローバル活動

長期的視点に立った
「Made in TORAY」＊の精神で
グローバルに展開
国内外のグローバル生産拠点を活用した、
為替や需要変動に柔軟に対応しうる体制の強化・拡大。

＊�どこで生産しても、それが東レグループの製品であれば、つねに同一の品質である「Made�in�TORAY」として、東レがその品質を保証すると言う考え方
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　東レグループの海外生産活動は、
1963年、タイから始まりました。
　日本企業としては極めて早い時期
からの海外現地生産の開始であり、
60～70年代には東南アジア、80年
代には欧米、90年代には韓国と中国
へと拠点を広げていきました。
　現在では、それら海外拠点と国内拠
点の有機的連携を強化したグローバル
オペレーション体制を構築しており、こ
れが為替や需要変動に柔軟に対応でき
る東レグループの強みとなっています。
　東レの製品はどの国・地域で生産さ
れたものでも「Made� in�Toray」とし
ての東レ独自の高い技術・品質水準を
満たしていなければなりません。
　私たちは日本の工場をグローバル
な成長戦略を支えるマザー工場と位
置づけ、最先端、革新的な研究・技術
開発を行い、先端材料の開発や革新
的なプロセスの開発・確立に取り組ん
でいます。
　そして、国内外のグローバル生産拠
点を活用して、最適な拠点で生産す
ることにより、事業拡大をはかります。
また、生産拠点として立ち上げた工場
は、その地域と共に発展し、その国に
しっかりと根付いていくという事が、
グローバル展開における我々の基本
姿勢です。

タイ事業は今年で50周年

　タイにおいて東レは、グループ初の
海外生産拠点として、1963年にポ
リエステル／レーヨン混織物のThai�
Toray�Textile�Millsを設立、今年50
周年を迎えました。
　現在、ポリエステル/綿の紡績･織布
･染色やエアバッグ用織物などを手掛
けるLuckytex� (Thailand)、ナイロ
ン･ポリエステル長繊維などを製造す
るThai�Toray�Syntheticsを含め幅
広い事業展開を行っています。
　東レはタイをASEAN地域の重要
な事業拠点と位置づけ、事業を拡大し
ています。

インドネシア事業と
マレーシア事業は40周年

　インドネシアとマレーシアについ
ては、事業開始から40周年を迎えま
した。
　インドネシアでは1972年にポリエ
ステル/綿混織物のCentury�Textile�
Industry、ポリエステル/レーヨン
混織物のIndonesia� Synthetic�
Textile�Millsが操業を開始しました。

その後も、ナイロン長繊維、高機能ポ
リプロピレン長繊維不織布の生産子
会社などを設立し、コスト競争力を背
景に大きく成長してきました。
　一方、マレーシアにおいては、1970
年代に繊維生産拠点を相次いで設立
し、現在、ポリエステル短繊維、ポリエ
ステル/綿混紡績・織布・染色･プリン
ト加工など、ファイバーからテキスタイ
ルまでの一貫生産を行うとともに、樹
脂やフィルムの生産を行い、多様な事
業を展開してきました。

各国で科学振興財団を
設立

　東レは1993～94年にかけて、イ
ンドネシア、マレーシア、タイに科学振
興財団を設立しました。それぞれの
財団は各国での科学技術及び文化の
向上・発展に寄与することを目的に、
ASEAN地域での科学技術振興に貢
献しています。

長期的視点に立った
「Made in TORAY」＊の精神で
グローバルに展開

グローバル活動の基本姿勢——地域に根ざし、地域と共に発展する
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炭素繊維の
グローバルな事業拡大

グローバル生産体制を
強化し、需要増に対応

　ポリアクリロニトリル（PAN）系炭素
繊維の世界需要は、2012年で約3.9
万トンにまで拡大しており、今後も年率
15％以上の高成長が見込まれます。
　炭素繊維の世界ナンバーワンメー
カーとして世界の炭素繊維業界を
リードしている東レは、日本・米国・フ
ランス・韓国の世界4極生産体制を
構築しており、4拠点に総額約450億
円を投じて炭素繊維の年産生産能力
を6,000トン増強します。
　これにより、グループ全体の生産能
力は2015年3月までに年産27,100
トンまで拡大し、世界各地のお客様
に高品質・高品位な炭素繊維を安定
的に供給する体制を拡充します。

積極的な用途開発を推進

　東レグループは炭素繊維の用途開
発を積極的にすすめています。
　自動車用途では、ドイツのダイム
ラーと2011年6月に炭素繊維複
合材料製自動車部品を製造・販売
する合弁会社を設立し、熱硬化性
樹脂をベースとしたRTM(Res in�
Transfer�Molding)技術の大幅な
生産性向上に取り組むと同時に、ダ
イムラー向けに量産部品の供給を開
始しています。さらに、2013年4月に
は、レーシングカーの設計・製作を通
じて自動車業界から高い評価を得て
いる、童夢カーボンマジックの買収に
より、同社の優れた設計・解析技術力
と試作提案力を取り込むと同時に、
タイの生産拠点を確保することで、コ
スト競争力のある垂直統合型サプラ
イチェーンの足場を固めています。
　また、米国でのシェールガス実用
化に伴って需要が伸びている圧縮天
然ガスタンクなど環境・エネルギー関
連用途でも、市場拡大に対応し拡販
をすすめます。
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ASEAN地域の
成長力の取り込み

　東レでは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。
　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2012年度の5,695億円から2020
年近傍にかけて１兆5,000億円規模
に拡大することを目標としています。

樹脂コンパウンドの拠点新設を決定
　インドネシアで初となるエンジニ
アリングプラスチックの樹脂コンパウ
ンド拠点の新設を決定しました。イン
ドネシアでのエンジニアリングプラス
チックの需要量は年率約9％で成長す
る見通しで、現地生産によるお客様へ
の素早い対応や、きめ細かい技術サー
ビスを提供することで、今後拡大する
インドネシアでのエンジニアリングプ
ラスチック需要をいち早く確実に取り

込み、事業拡大をはかっていきます。
年産6,000トンの生産設備を導入し、
2013年11月の稼働開始を目指して
います。

自動車エアバッグ用ナイロン繊維の
増産を決定
　新興国市場でのエアバッグ装着率
の向上等によるエアバッグ需要の拡
大を取り込むべく、タイで自動車エア
バッグ用ナイロン66繊維の生産設備
増設を決定しました。新設備の年産
生産能力は約7,000トンで、稼働開
始は2015年1月の予定です。この増
設に伴い、日本とタイを合わせたエア
バッグ用ナイロン66繊維の生産能力
は年産約32,000トンに増加します。

包装用フィルムの生産拡大を決定
　生活水準の向上に伴い、ASEAN
地域における包装材料需要は、年率3
～5％の成長が見込まれます。東レグ
ループは、この需要拡大を取り込むべ
く、食品等包装用フィルムの蒸着加工
設備をマレーシアで増強することを
決定しました。2014年4月の稼働を
予定しています。

アジア新興市場で
生産拠点拡大
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（実績） （当初目標）

‘15
近傍

（イメージ）

‘20
近傍

（イメージ）

0

5,000

10,000

20,000

30,000

25,000

15,000

（年度）

（億円）

全売上高
 成長国・地域向け売上高

成長国・地域向け売上高推移
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成長が見込まれる
中国にも引き続き注力

樹脂コンパウンドの新会社を設立
　中国のエンジニアリングプラスチッ
クの需要は、自動車や家電用途を中
心に年率約12％程度の成長が見込
まれています。
　なかでも西部地区は17％もの成
長率が見込まれることから、すでに
樹脂コンパウンド事業を展開してい
る華南・華東・華北の３拠点に加え、
2012年7月、成都に樹脂コンパウン
ドの新会社を設立しました。
　当初は自動車や家電で使用されて
いるナイロン樹脂やPBT樹脂、PPS
樹脂等を展開し、将来的にはより付
加価値の高い炭素繊維を使ったコン
パウンドなどの生産も手がけていく予
定です。

トレカ®樹脂コンパウンド設備を
中国で新設
　炭素繊維をコンパウンドすること
で強度を持たせた炭素繊維強化熱
可塑性樹脂（CFRTP）の世界需要は
年率約10％以上の成長が見込まれ、

2012年の約30,000トンから2020
年には約70,000トンに拡大すると予
想されています。なかでも中国は大き
な伸びが見込まれることから、東レで
は炭素繊維「トレカ®」を使った樹脂コ
ンパウンドの生産設備を中国華南地
区で新設しました。

中国での透析事業を拡大
　現在の中国市場での透析製品（透
析装置、人工腎臓）需要の大半は、輸
入製品でまかなわれてきましたが、市
場ニーズに迅速に対応するべく、現地
での供給体制を構築しています。東レ
は2011年6月に現地企業との合弁
会社を設立し、まず、透析装置生産工
場を新設し、2012年4月から透析装
置の生産・販売を開始しました。さら
に、透析装置工場と同一敷地内で人
工腎臓新工場を建設中で、2014年
からの販売開始を予定しています。
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　東レグループはアジア地域以外で
も、新興国市場の開拓へ向けた布石
を着 と々打っています。

ブラジルの拠点を拡充

　ブラジルでは2012年11月に現地
法人を新体制に改組、ローカルスタッ
フの増員とともに初めて日本人駐在
員を派遣し、スタッフを倍増し、販売
拠点としての人員拡充を行いました。
　約１億9,000万人の人口と日本の
20倍以上の国土面積を持つブラジル
は、ラテンアメリカ最大の国家です。世
界第6位の経済大国であり、過去5年
間の実質GDP（国内総生産）の伸び
率は年平均約4％と安定成長を続け
ています。
　また、2014年にはサッカー・ワール
ドカップ、2016年にはオリンピックと
世界的なスポーツイベントの開催を
控え、今後も経済発展に拍車がかかる
ものと見られます。

　東レのブラジルでの事業規模は60
億円程度ですが、５年後には200億
円規模にまで拡大を目指します。

トルコで駐在員事務所を
開設

　東レグループの商事会社である東
レインターナショナルは2012年7月、
トルコ最大の都市、イスタンブールに
駐在員事務所を開設し、営業を開始
しました。
　トルコの推計人口は約7,400万人、
その半数が29歳以下の若年層で占め
られています。経済面においては、過
去8年間の実質GDPが年平均約5%
と、着実に成長を遂げています。
　東レインターナショナルは、駐在員
事務所の開設を機に、お客様のニーズ
への迅速な対応や現地企業との連携
など、現地拠点を活用した取り組みに
より、トルコ及びその周辺国において、
産業資材繊維、テキスタイル、印写材
料等の事業拡大をはかります。

アジア地域以外の
成長市場への布石

2012年度地域別売上高比率

2012年度の海外事業の売上高は7,220億
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、東レグループの総
合力で海外事業を拡大しています。

日本

55%

中国
その他アジア
欧米他

15%

17%

14%
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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

●��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

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）

●�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）

売上高
64.6%

営業利益
59.5%

売上高
19.8%

営業利益
29.3%

売上高
14.7%

営業利益
9.7%

セグメント別活動状況

＊�右記カテゴリー以外に、その他の売上高141億円（0.9％）、営業利益
16億円（1.5％）と、調整額の営業利益△200億円があります。

事業カテゴリー

セグメント

主要製品

用途例

基幹事業

繊維事業 プラスチック・ケミカル
事業
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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

●�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
工透析用人工腎臓・装置）
●物性分析サービス

売上高
64.6%

営業利益
59.5%

売上高
19.8%

営業利益
29.3%

売上高
14.7%

営業利益
9.7%

戦略的拡大事業 重点育成・拡大事業

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
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繊維事業

基幹事業

2012年度連結業績の概況
　国内では産業用途は自動車メーカーの生産拡大に伴って自動車関
連用途向けの販売が上期は堅調に推移しましたが、下期はエコカー補
助金終了の影響もあり減速基調となりました。衣料用途では機能性秋
冬物衣料用途が堅調に推移したものの、その他一般衣料用途は景気停
滞の影響などにより需要が弱含みで推移しました。
　海外では、欧州景気低迷の長期化及び中国内需の減速の影響を受
けてアジア地域の需要は低調に推移したことに加え、上期にはタイの
洪水の影響が生産・販売面で残りました。
　2012年度のセグメントの売上高は前期比1.0％減の6,322億円、
営業利益は4.6％減の432億円となりました。

2013年度OUTLOOK
　国内では、円高修正に伴う輸入品代替や輸出ビジネスの拡大及び�
東日本大震災の復興関連需要の発現等により、需要の拡大が見込まれ
ます。海外では、欧州の景気低迷は長期化する懸念がありますが、米国
及び中国・ASEAN等新興国の経済環境は概ね堅調に推移する見通し
です。
　こうした事業環境のなか、当社は、自動車エアバッグ用途や紙おむつ
用途、環境分野等の成長分野や、中国や新興国などの成長地域の需要
を積極的に取り込むとともに、素材開発に立脚した企業提案型の縫製
品事業を強化・拡大します。併せて、コスト削減等により事業体質を強
化し、基幹事業として期待される収益の拡大とグローバルな事業拡大
を目指します。

Topics 

タイで自動車エアバッグ用
ナイロンの生産設備
増強を決定
　タイの子会社Thai�Toray�Synthetics�
Co.,�Ltd.のアユタヤ工場において、自動車
エアバッグ用ナイロン６６繊維の生産設備
増設を決定しました。新設備の稼働開始
予定は2015年1月からとなり、年産能力
は約7,000トン、増設後の同社の生産能
力は現行比約4割増の年産約23,000ト
ンとなります。これにより、東レグループの
エアバッグ用ナイロン66繊維の生産能力
は、日本の岡崎工場（愛知県岡崎市）と合
わせて、年産32,000トンに拡大します。
　東レはエアバッグ事業について、2003
年からグローバル規模で事業拡大をすす
めており、日本とタイで生産した原糸を、日
本・タイ・中国・チェコの基布生産工場に供
給し、原糸から基布までを一貫生産する体
制を構築しています。今後も原糸から基布
までの一貫生産による品質競争力、グロー
バルな生産体制、研究・開発機能、マーケ
ティング機能を強化し、グローバルニーズ
に対応する製品を供給していきます。

セグメント別活動状況

2011（年度） 2012 2011 2012

6,384 6,322
453 432

売上高 営業利益

ROA 9.8％

営業利益率 6.8％

設備投資額 279億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 6,384億円 6,322億円 -1.0％ 7,400億円
営業利益 453億円 432億円 -4.6％ 530億円
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プラスチック・ケミカル事業

基幹事業

2012年度連結業績の概況
　樹脂事業は、上期には国内を中心に自動車メーカーの生産拡大に
伴ってエンジニアリング・プラスチックの自動車関連用途への販売量が
伸長しましたが、第３四半期以降はエコカー補助金終了の反動により
需要は減少しました。海外では、中国市場の停滞が継続し、汎用ABS
樹脂の荷動きが低調に推移しましたが、樹脂コンパウンドなどの米国自
動車用途向けの販売は拡大しました。
　フィルム事業は、景気低迷などの影響により国内外で需要が低調に
推移するとともに、世界的な生産能力拡大による需給バランスの失調に
より、価格競争の激化が継続しました。
　2012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
0.5％減の3,958億円、営業利益は33.2％減の183億円となりました。

2013年度OUTLOOK
　原燃料価格の乱高下等の不安定な要因はありますが、国内は、景気
回復及び円高修正によるユーザーの輸出拡大による需要増、特に高付
加価値分野での拡大が期待されます。海外では、新興国を中心に世界
的な需要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、売れ筋商品の徹底的な売り
抜きや中国・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、包装・工業材料用途で高付加価
値品の拡販をすすめます。

Topics 

日本及びアジアでの
包装用フィルム生産拡大
　食品等包装用フィルムの蒸着加工設備
をアジア地域で相次いで増強することを
決定しました。
　東レフィルム加工株式会社（TAF）が、
福島工場に2013年10月の稼働を予定し
包装用PP（ポリプロピレン）フィルムの新
鋭蒸着機を導入することに加え、2014年
4月にはマレーシアのペンファイバー社が
TAFの技術支援により新鋭蒸着機を導入
し、包装用蒸着PET（ポリエステル）フィル
ムの生産を立ち上げる予定です。福島工
場に導入する新鋭蒸着機は580t/月の生
産能力があり、蒸着能力は現有の約２倍
となる予定です。マレーシアでは現在PET
フィルムの製膜設備3,600t/月を有して
おり、今回の増設では375t/月の能力を持
つ蒸着機を導入することで、フィルム加工
品事業に新たに参入します。
　タイでは既に、T h a i � T o r a y�
Synthetics.,�Ltd.が2012年10月に蒸着
用CPP（無延伸ポリプロピレン）フィルム
の生産増強を行っており、この３社の総投
資額は約30億円です。

2011（年度） 2012 2011 2012

3,978 3,958
274

183

売上高 営業利益

ROA 4.2％

営業利益率 4.6％

設備投資額 232億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 3,978億円 3,958億円 – 0.5％ 4,600億円
営業利益 274億円 183億円 – 33.2％ 240億円
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情報通信材料・機器事業

戦略的拡大事業

2012年度連結業績の概況
　薄型テレビ市場の低迷による液晶パネルの生産調整がほぼ終了し緩
やかに回復したことに伴い、フィルム及びフィルム加工品をはじめとし
た薄型テレビ関連製品の需要も回復基調となりましたが、価格競争は
激化しました。中・小型ディスプレイ関連部材は、スマートフォン関連製
品は堅調に推移しましたが、その他の用途向けは総じて低調に推移し
ました。
　2012年度の情報通信材料・機器セグメントの売上高は前期比2.4％
減の2,376億円、営業利益は33.5％減の230億円となりました。

2013年度OUTLOOK
　中国のＴＶ需要動向が盛り上がりにかける中、大型液晶パネルメー
カーの稼動は不透明感が増しており、ユーザーからの価格下落要求も
継続しています。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、ディスプレイ用途及び電子部品用途のフィ
ルム・フィルム加工品は、増設効果も含め、高付加価値品の拡販・シェ
ア拡大に努めます。また、有機ＥＬ関連材料、半導体関連材料、印写材
料等の拡販も推進します。

Topics 

チェコにおける水なし平版
生産工場の新設
� チェコ共和国にある子会社To r a y�
Textiles�Central�Europe�s.r.o.（TTCE）
において、水なし平版の生産工場の新設
を決定しました。水なし印刷は、環境面で
規制対象となっているイソプロピルアル
コール（IPA）を含む湿し水が不要である
ことや、現像時にアルカリ溶液を使用しな
いため廃液がきれいであり、極めて環境に
優しい版材です。また、生産ロスも少なく、
印刷品質の向上と安定がはかれることに
加え、印刷コストの低減にもつながり、水
なし印刷の環境に優しい特徴が環境問題
への意識が高い欧州で大いに評価されて
います。
　今回新設する設備は、水なし平版とし
て日本に次ぐ欧州初の大型専用工場であ
り、生産能力は現在日本で生産している
岡崎工場の設備と合わせ、約２倍となり
ます。

セグメント別活動状況

2011（年度） 2012 2011 2012

2,434 2,376
345

230

売上高 営業利益

ROA 7.0％

営業利益率 9.7％

設備投資額 217億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 2,434億円 2,376億円 – 2.4％ 2,700億円
営業利益 345億円 230億円 – 33.5％ 350億円

サブセグメント
年度  2011  2012 増減率

ディスプレイ材料 903億円 790億円 -13％
電子部品・半導体・回路材料 862億円 966億円 +12％
記録材料 341億円 312億円 -8％
機器他 328億円 307億円 -6％
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炭素繊維複合材料事業

戦略的拡大事業

2012年度連結業績の概況
　航空機需要の拡大、圧縮天然ガスタンクなど環境・エネルギー関連
需要の拡大が進む中で、航空宇宙用途、一般産業用途向け販売は堅調
に推移しました。スポーツ用途については、国内外での景気低迷の影響
を受けて需要の回復が遅れ、価格競争が激しさを増しました。
　2012年度の炭素繊維複合材料セグメントの売上高は前期比
11.0％増の776億円、営業利益は4.8％減の73億円となりました。

2013年度OUTLOOK
　2013年の炭素繊維の世界需要は、引き続き航空機用途や環境・エ
ネルギー関連用途が牽引役となり、堅調な伸びが見込まれます。一方、
欧州・アジアを中心に、供給過剰を背景とした汎用産業・スポーツ用途
市場でのシェア争いは続き、市況の回復には今暫く時間を要すること
が予想されます。
　こうした事業環境のなか、既存機向けに加え、ボーイング787向けの
出荷が好調に推移するほか、需要拡大の続く環境・エネルギー関連向
けに拡販を推進します。スポーツ用途では、高付加価値品へのシフトを
すすめるとともに、汎用品の価格是正に努めます。

Topics 

株式会社童夢
カーボンマジックを買収
　自動車用途をはじめとする炭素繊維複
合材料事業の拡大をはかるため、レーシ
ングカーの設計・製作を通じて自動車業
界から高い評価を得ている童夢グループ
から、2013年4月に株式会社童夢カー
ボンマジックの全株式を取得し、100％
子会社化しました（新社名「東レ・カーボ
ンマジック株式会社」）。併せて、童夢グ
ループのタイの生産子会社であるDome�
Composites�（Thailand）�Co.,Ltd.の
株式の75％を取得して子会社化しました
（新社名「Carbon�magic（Thailand）
Co.,Ltd．」）。
　これにより、CFRP（Carbon� Fiber�
Reinforced�Plastic）部品設計技術力
が飛躍的に向上し、当社の保有する各
種CFRP成形技術との相乗効果により、
お客様の要望に迅速に対応できる体制
が強化されると同時に、材料から部品設
計・試作、量産に至る競争力のあるサプラ
イチェーンを構築しました。

2011（年度） 2012 2011 2012

699 776

77 73

売上高 営業利益

ROA 3.4％

営業利益率 9.4％

設備投資額 153億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 699億円 776億円 +11.0％ 1,050億円
営業利益 77億円 73億円 – 4.8％ 130億円

サブセグメント
年度  2011  2012 増減率

航空宇宙 267億円 304億円 +14％
スポーツ 133億円 122億円 -8％
一般産業 299億円 350億円 +17％
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環境・エンジニアリング事業

重点育成・拡大事業

2012年度連結業績の概況
　水処理膜事業は、主要な市場である欧米、中東、中国などの需要は低
調に推移しているものの、逆浸透膜をはじめ各種水処理膜のグローバ
ルな拡販とコストダウンへの取り組みを継続しています。
　国内子会社は、全般的に売上高を伸ばしましたが、建設・不動産子会
社はコストアップの影響を受け、エンジニアリング子会社は競争激化に
よる受注価格低下の影響を受けました。
　2012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
4.8％増の1,784億円、営業利益は46.2％減の26億円となりました。

2013年度OUTLOOK
　水処理膜事業は、アジアの好調維持、米国・中国の緩やかな市場回復
が予想され、さらなる拡販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、産業機
器、太陽電池関連機器やリチウムイオンバッテリー関連機器における受
注の拡大を目指します。

Topics 

　近年アラビア湾岸諸国では、原油価格
高を背景に旺盛なインフラ投資が行わ
れ、特に飲料水確保のための海水淡水化
プラントの建設計画が多くあります。東レ
は既にアラビア湾でバーレーン、クウェー
ト、サウジアラビアなどの海水淡水化プラ
ントにもRO膜を納入しており、業界でトッ
プの納入実績を有しています。このような
実績を買われ、今回アラブ首長国連邦の
アル・ザウラ（アジュマーン首長国）、ガリラ
（ラス・アル・ハイマ首長国）の２つの海水
淡水化プラント向けにRO膜納入の連続
受注をしました。
　東レの現在のRO膜の累積出荷は生
産水量に換算しますと30.7百万㎥/日を
超えており、生活用水換算では、1.2億人
分を超える水量（世界人口の約1.7％）
に相当します。また、東レの海水淡水化
分野におけるRO膜の累積出荷実績も7
百万㎥/日を超え、この分野でトップシェ
アを誇っています。

セグメント別活動状況

2011（年度） 2012 2011 2012

1,702 1,784

49

26

売上高 営業利益

ROA 1.5％

営業利益率 1.5％

設備投資額 43億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 1,702億円 1,784億円 +4.8％ 1,950億円
営業利益 49億円 26億円 – 46.2％ 60億円

東レの逆浸透（RO）膜“ロメンブラ®”、
アラブ首長国連邦の
海水淡水化プラントで連続受注
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ライフサイエンス事業

重点育成・拡大事業

2012年度連結業績の概況
　医療機器は、ポリスルホン膜中空糸型透析器トレライトTM�NVやエン
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TMなどの販
売が順調に拡大しました。医薬品は、競合激化に加え2012年4月の薬
価改定による販売価格低下の影響も受けました。
　2012年度のライフサイエンスセグメントの売上高は前期比1.9％増
の566億円、営業利益同24.7％増の75億円となりました。

2013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見通しです。
　こうした事業環境のなか、医薬品では、血液透析患者向けの経口そう
痒症改善剤レミッチ®＊のさらなる拡販をすすめ、医療機器では、トレライ
トTM�NVをはじめとした人工腎臓や透析製品などの拡販を推進します。
＊レミッチ®は鳥居薬品株式会社の登録商標です。

Topics 

トレミキシンTMの新工場建設

　東レは、重症敗血症治療のため血中エ
ンドトキシンを選択的に吸着除去するこ
とを目的とした、トレミキシンTMの製造設
備を東レ岡崎工場内に新設することを決
定しました。
　トレミキシンTMの製造は、従来は、滋賀
事業場にて行ってきましたが、今後、欧米
を始めとする海外事業展開を本格化させ
ること、また、医療機器の開発・製造能力
を集約して効率化をはかることを目的と
して、約18億円を投じて岡崎工場に製
造設備を新設し、製造能力の倍増をはか
ります。
　トレミキシンTMは、血液浄化においてエ
ンドトキシン除去を目的に承認を受けてい
る治療カラムであり、1994年の発売開始
以来、重症敗血症やそれに伴う多臓器不
全などの症状改善のため、国内を中心に多
くの臨床現場で使用されています。

2011（年度） 2012 2011 2012

556 566

60
75

売上高 営業利益

ROA 11.6％

営業利益率 13.2％

設備投資額 37億円

2013年度の見通しは、2013年8月6日に発表したものです。

年度  2011  2012 増減率 2013見通し

売上高 556億円 566億円 +1.9％ 650億円
営業利益 60億円 75億円 +24.7％ 70億円
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研究・技術開発・知的財産

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

“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。”

R&D and intellectual  property
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東レの研究・技術開発
　東レは、創業以来、「研究・技術開発こそ、あすの東レを
創る」との信念に基づき、いつの時代にも、新しい技術の創
造と技術領域の拡大を実現してきました。
　私たちが住む地球の環境を守り、私たちの生活に安全と
安心を提供するという視点に立って、極限追求と技術の融

合をキーワードに、技術革新によって先端材料を持続的に
創出していくことが必要です。東レは、４つのコア技術（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）を軸にした先端材料の創出によって、新しい価値
を創造し、社会に貢献します。

● 基礎研究重視の風土
　東レは革新的な素材の開発を行うために必要な基礎研究
を重視する風土を守ってきました。継続的な研究・技術開発
が競争力の源泉であり、炭素繊維や逆浸透膜も長期視点の
研究・技術開発を軸にした経営姿勢があったからこそ、現在
のカタチとなり市場で評価をされるまでになりました。

● 多くの分野の専門家集団
　コア技術である「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」を起点に、高分子設計、高機
能化技術や創薬・製剤・薬理などさまざまな分野で、豊富な
経験や知識を持ったスペシャリストが世界トップレベルの先
端材料を開発しています。

● 分断されていない研究・技術開発組織
　東レでは研究・技術開発の全社的戦略や重要プロジェク
トの立案を担う技術センターが核となって「分断されていな
い研究・技術開発体制」を推進しています。これにより組織横
断的な技術交流が可能になり、「ひらめき」「新たな発想」「技

術の融合」が生まれやすくなっています。さらに、さまざまな
固有技術、基礎化学素材（もともとは他の分野のために創ら
れたものも含めて）が、複数の事業に大いに貢献します。

● 産官学連携研究をリード
　東レグループは、革新的な先端材料を継続的に創出するこ
とを目指し、国家プロジェクトも含めた産官学にまたがる社
外連携やグローバルなオープン･イノベーションを強化して
います。業界リーダーとの戦略的パートナーシップを含めた
国内・海外の有力企業やベンチャー企業との連携により、先
端材料をいち早く世の中に送り出しています。

● 高い分析・解析力
　東レの研究・技術開発部門から独立し、1978年に発足し
た東レリサーチセンター（TRC）では、分析技術や物性解析
による技術支援を行っています。社外の分析会社との厳しい
競争に勝ち残ることにより技術力の向上がはかられ、東レか
らの「原因解析」や「問題解決」などの要請に対し、分析・物性
評価等を行い、高い分析・解析力の維持に貢献しています。

R&D and intellectual  property

R&D の基本方針と特徴・強み

研究・技術開発の特徴と強み
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各事業分野に関連した研究開発費と成果

　東レグループの研究・技術開発は、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。
　2012年度の東レグループの研究開発費は、533億円
でした。

繊維事業

炭素繊維複合材料事業

ライフサイエンス事業
本社研究・技術開発

19%

4%
4%

8%

14%

プラスチック・ケミカル事業
情報通信材料・機器事業

環境・エンジニアリング事業

37%

14%　

533
億円

2012年度の研究開発費
配分割合
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東レ 連結子会社

研究開発費の推移
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研究開発費の推移 当期の研究・技術開発の成果

研究・技術開発・知的財産

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に向け、極
限技術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・技術開発を推進しています。
　主な成果として、世界で最も細く異形断面も可能な長繊維型
ナノファイバーの開発成功に加えて、異色効果による杢調表情
を実現したポリエステル超極細繊維テキスタイル�ユーティー
エス�メランジュTMを開発しました。また、環境負荷低減にも寄
与する常圧分散可染型ポリエステル長繊維ポリロフトTM�NP
も開発しました。

プラスチック・ケミカル事業

　基幹事業として安定収益基盤の強化と収益拡大、そして持
続可能な循環型社会の発展に主眼をおいた研究・技術開発
を推進しています。
　主な成果として、ポリオレフィン発砲体のトーレペフ®の新
製品として、柔軟性、追従性に優れた「0S（ゼロエス）グレー
ド」の本格販売を開始しました。また、環境配慮型バイオマス
樹脂製品エコディア®について、ポリ乳酸樹脂を50％以上の
高率で使用した「高植物度グレード」を開発しました。

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・技術開発に取り組んで
います。
　主な成果として、耐熱性と成形し易さという、相反する性能
を実現したオレフィン系離型フィルムを開発しました。また、
半導体実装材料の研究・技術開発の効率向上、スピードアッ
プ及び用途拡大を目的に、滋賀事業場内に半導体実装研究・
技術開発設備（PSラボ）を導入しました。また、「プラズマディ
スプレイ隔壁用感光性ペーストの発明」が全国発明表彰の
「発明賞」を受賞しました。

炭素繊維複合材料事業

　東レの代表的ナンバーワン事業であり、戦略的拡大事業、環
境配慮型事業として研究・技術開発に取り組んでいます。
　主な成果として、設計技術力の拡充を目的とし、童夢グルー
プから、（株）童夢カーボンマジックの全株式を取得し、100％

子会社化しました。また、「ボーイング787用炭素繊維及び�
プリプレグの開発」が「第41回日本産業技術大賞・内閣総理�
大臣賞」を受賞、さらに「軽量航空機用複合材料の実用化」が
「日本化学会第61回化学技術賞」を受賞しました。

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・技術開発に取り組んでい
ます。
　主な成果として、水処理分野においてアラブ首長国連邦
の海水淡水化プラント向けに、逆浸透（RO）膜ロメンブラ®
納入を受注したことに加えて、「トレビーノTM�カセッティTM�
205MX」が「2012年度グッドデザイン賞」を受賞しました。
さらに、大容量と収納性の高さを両立させたポット型浄水器
「トレビーノTM�PT304V」の発売を開始しました。

ライフサイエンス事業

　重点育成・拡大事業として研究・技術開発に取り組んでい
ます。
　主な成果として、医薬分野では世界最大の透析サービス及び
透析関連機器の販売会社であるフレゼニウス�メディカル�ケア
AG&Co�KGaAと共同開発したそう痒症改善薬「TRK-820」の
注射剤について欧州におけるライセンス契約を締結しました。
　医療分野では、膜表面加工技術により従来製品から機能を
向上させたPMMA（ポリメチルメタクリレート）膜人工腎臓の
新製品フィルトライザー®�NFを開発しました。

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・技術開発にも力を入れ
ています。
　バイオベースポリマー、革新電池部材、有機薄膜太陽電池につ
いて、「全ての事業戦略の軸足を地球環境におき、持続可能な低
炭素社会の実現に向けて貢献していく」という経営方針の下、研
究・技術開発を行っています。また、基本特許、主要な製造特許、
用途特許を保有している、高分子材料の高性能化・高機能化を
可能にする当社のナノアロイ®技術を、テクノロジー・ブランドと
して本格的に訴求していくことを決定しました。

AnnuAl RepoRt 2013 43



　東レは、従来、「細さ」の限界であった繊維径
300nmを半減した150nmという世界で最も直径
の小さい長繊維型ナノファイバーと、断面形状がY型
の異型断面ナノファイバー（繊維径500nm）の開発
にそれぞれ成功しました。
　これらは、繊維重量あたりの表面積がこれまで以
上に高く、また繊維間空隙を任意に制御可能なこと
から、吸湿性、吸水性、保水性、摩擦係数といった特
性が一層向上するとともに、濾過・分離性能や払拭
性能をこれまでにない高いレベルで発現させること
ができます。
　本技術を活用した革新ナノファイバーは、機能性
を生かした快適衣料やスポーツ衣料などの高機能
アパレル製品に加えて、フィルター材料や医療材料
といった高性能産業資材用途など幅広い領域での
展開が期待されます。

Topics1
世界最細の革新ナノファイバーを開発

　東レは農業用マルチフィルム、紙おむつなどのヘ
ルスケア用途、使い捨てカイロなどの包装用途向け
の新素材として、生分解性のある微多孔ポリ乳酸＊

フィルムの開発に成功しました。
　従来主に使用されてきた微多孔ポリエチレンフィ
ルムは、廃棄物処理問題や環境負荷低減などの課
題が残っていました。
　今回開発した微多孔ポリ乳酸フィルムは、構成す
る全てのポリマーが生分解性を有するとともに、バ
イオマス性が高いため、持続可能な循環型社会の
発展に向けて大きく貢献するものと考えており、早
期の実用化に向けた量産技術の開発を加速してま
いります。

＊ ポリ乳酸は、トウモロコシなどの植物のでんぷんから合成
されるバイオマスかつ生分解性のポリマーです。

Topics2
環境に優しい

「生分解性微多孔フィルム」の開発
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知的財産の基本方針と重点戦略

➡http://www.toray.co.jp/ir/library/lib_005.html知的財産戦略
　知的財産戦略は事業戦略、研究・技術開発戦略と有機
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-G2013”における「グリー
ンイノベーション事業拡大プロジェクト」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。
　2012年度における東レグループの特許出願件数は
国内1,683件、海外4,220件で、登録された件数は国内
1,013件、海外1,001件となっています。

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。

研究・技術開発・知的財産

海外 国内

1,683件

4,220件

　

2012年度の特許出願件数

海外 国内

1,013件

1,001件

　

2012年度の特許登録件数
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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
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

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

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

sustainable 
Management
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東レグループの経営理念とCSR

　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CSR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。2012年度のCSR
ロードマップの進捗状況については、全体としては概ね計
画通りですが、未達のKPI項目もありました。2013年度末
の目標達成を目指し、積極的な活動をすすめていきます。

環境経営への取り組み

LCM環境経営の推進
　東レグループは、ライフサイクルマネジメント（LCM)に基
づくLCM環境経営を推進しています。LCMは、あらゆる企
業活動において製品やサービスをライフサイクル全体で捉
え、環境負荷を低減しながら経済・社会的価値の向上を目
指す活動で、グリーンイノベーション製品のもととなってい
る考え方です。
　LCM推進のため、「ライフサイクルアセスメント」やエコ
効率分析ツール「T-E2A」を導入し、その普及・定着活動に
取り組んでいます。
　LCM環境経営の推進力となる“CO2削減貢献量”を算定
するガイドラインは、2012年2月に一般社団法人日本化
学工業協会から国内版が発行されましたが、現在、さらに
グローバルなガイドラインとするための作業が行われてお
り、2013年の完成を予定しています。東レは国内版、海外
版の作成に全面的に参画しています。

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
削減目標の必達を目指して、計画的な自主削減に取り組ん
でいます。

CSR 活動への取り組み

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

AnnuAl RepoRt 2013 47



サステナブルマネジメント

CSR 活動への取り組み

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2015年度の数値目標を設定し、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

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。また、CSR調達に対応する窓口を
設け、お客様、サプライヤーの情報を管理・共有しています。

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。
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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。

人権推進と人材育成

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。
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社会貢献活動

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年に設立した公益財団法人東レ科学振興会へ
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。

コミュニケーション

　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ーション
　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
説明会を適宜開催しています。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。

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　　　

（2013年3月31日現在）

➡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。

サステナブルマネジメント

CSR 活動への取り組み
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マレーシア科学大学への支援

　マレーシアにおける東レの事業活動は
1970年代に始まり、現在グループ企業4
社が繊維やプラスチック製品分野等で事
業を展開しています。
　東レは、地域に根ざし、地域と共に発
展していくことを基本姿勢としています。
1993年には同国における科学技術振興
への貢献を目的に、マレーシア東レ科学
振興財団を設立し、毎年、在マレーシア
東レグループ各社からの支援を含めて褒
賞・助成を行っています。
　このたびマレーシアへの事業進出40
周年を機に、同国の文化、歴史、伝統な
どの保全、研究、及び人材育成を行う施
設「東レUSMナレッジトランスファーセ
ンター」（TORAY�USM�Knowledge�
Transfer � Centre）の設立に向け、
同国ペナンにあるマレーシア科学大学

（USM）に4百万リンギット（約1.1億
円）を寄付しました。この施設は同大学メ
インキャンパス内に建設予定で、2015年
の完成を見込んでいます。
　USMはマレーシアのトップ校の
ひとつであり、同国の高等教育省に
Acce lerated� Programme� for�
Excellence（APEX）として選定されるな
ど、研究拠点として高い評価を得ていま
す。マレーシア東レグループでも同校の卒
業生が活躍しており、東レ（株）において
も、USMの学生の企業研修をサポートし
ています。
　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を通じて社会に貢献
します」に基づき、CSR活動においても地
域に根ざしたさまざまな取り組みを行っ
ています。

Topics 
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コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

　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遂行につながると考え、現
在の体制としています。

コーポレート・ガバナンスに関する状況

サステナブルマネジメント

●  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

　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。
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ガバナンス体制図
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。

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。

経営執行
監査

監査 監査

内部監査

決裁

決議

株主総会

監査役会

監査部

取締役会

社長

会計監査人

全社委員会 CSR委員会

各部署委員会

審議機関
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

選任選任選任

　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。
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（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。
　また、客観性を確保する観点から、役員報酬の水準は外
部第三者機関による調査結果なども参考にして決定してい
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。

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
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

　

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 退職慰労金 株式報酬型
ストックオプション

榊原 定征 149 取締役 提出会社 115 13 — 21
132 取締役 提出会社 98 13 — 21

（注）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。

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

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

企業倫理・法令遵守推進体制（東レ）

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

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 退職慰労金 株式報酬型

ストックオプション

取締役 1,568 1,153 125 32 257 33
監査役（社外監査役を除く） 85 79 6 — — 3
社外監査役 21 19 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7名、監査役（社外監査役を除く。）1名を含んでいる。
　　�2�報酬等の総額には、使用人兼務役員（11名）の使用人給与相当額84百万円は含まれていない。

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　　　　　　　　　　　　　
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リスクマネジメント部会へ報告され、担当役員の判断を仰
ぎ、リスク低減度合いを同部会で評価しています。
　優先対応すべきリスクの中で、以下のリスクについては、
ワーキンググループを設置し対策をすすめています。
① 情報漏洩リスク対策：東レ管理職向けセキュリティ教育

をe-ラーニングで実施し、1,108名が受講し、現場管理
者の意識向上に努めました。

② サプライチェーンにおけるリスク対策：東レではお客様か
らの「紛争鉱物」調査に関する対応手順を整理し、回答
の迅速化と効率化に取り組みました。また国内・海外関
係会社の紛争鉱物対応の現状確認をすすめました。

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。
　2012年8月に発生した中国での反日デモに対しても、危
機管理規定に沿って、速やかに対策本部を設置し、迅速か
つ適切な対応をとり、東レグループ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取
組みを行っています。
　2012年度には、東日本大震災の教訓を盛り込んだ全社
地震対策本部の運営要領を整備するとともに、首都直下
地震を想定した全社地震対策本部設置訓練を実施し、約
1,000名が参加しました。
　また、東京都帰宅困難者対策条例の施行（2013年4月）
を踏まえ、東京事業場に所属する全社員を対象に、大規模
地震発生時の初期対応に関するe-ラーニングを実施しま
した。
　このほか、東レの全事業場・工場を包含した安否確認シ
ステムの導入、工場建屋の計画的な耐震改修、本社機能
重要業務の業務継続計画の見直し、製品ごとのサプライ
チェーンにおける課題の洗い出しなどをすすめ、事業継続
に関するリスクの低減に努めました。

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
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、3年を1サイクルとする全社リスクマネジメントを
運用し、経営活動に潜在するリスクの特定と、そのリスクの
低減及びその発生の未然防止に努めています。また「危機
管理規定」を定め、重大な危機発生時の拡大防止と、早期
復旧のための全社危機即応体制を整備し運用しています。

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、対策を実行する全社リスク
マネジメントを2008年度から導入しています。
　その具体的な手順は、Plan（STEP1）リスクアンケート
調査と個別ヒアリングを実施、（STEP2）STEP1の結果
に基づきリスク評価を実施、潜在リスク度＝「発生確率」×

「影響度」を算出➡Do（STEP3）STEP2の結果に基づき
「リスクマップ」を作成、全体リスクを俯瞰し重要リスクを
特定、（STEP4）STEP3で抽出したリスクから「優先対応リ
スク」を決定（リスクマネジメント部会/CSR委員会）、対策
実行（所管部署）➡Check・Act（STEP5）「優先対応リス
ク」のリスク低減活動をフォローアップ・施策追加（リスクマ
ネジメント部会/CSR委員会）です。
　「優先対応リスク」への対応は、各リスクの推進責任部
署、あるいはワーキンググループによってリスク低減対策を
展開しています。各優先対応リスクの対応状況は、定期的に
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企業情報

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

購買・物流部門・
製品安全・
品質保証企画室全般担当
生産本部長

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
（2013年6月26日現在）

代表取締役
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

専務取締役 橋本  和司

専務取締役 村山  良

常務取締役 内田  章

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

常務取締役 村上  洋

常務取締役 佐藤  昭夫

取締役 佐々木  久衛

取締役 大谷  洋

取締役 吉永  稔

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

取締役 須賀  康雄

取締役 小林  裕史

監査役（常勤）福地  潔

監査役（常勤）八木田  素行

監査役 矢作 光明

監査役 松尾  眞
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組織図
（2013年7月1日現在）

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

製品安全・品質保証企画室

地球環境事業戦略推進室

宣伝室

マーケティング企画室

自動車材料戦略推進室

広報室

監査部

IR室

エンジニアリング部門

医薬・医療信頼性保証室

国際部門

購買・物流部門

知的財産部門

情報システム部門

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株式会社� �
� � ■��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�Republic�of�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

【ブラジル】
Toray do Brasil Ltda. 
Av.�Paulista,�1048-Conj�71�Bela�Vista����������������������������������������������
Sao�Paulo�-�SP�01310-100,�Brasil�
Telephone/Facsimile:�55�(11)�4314-7792�

■�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 61 86 147
持分法適用子会社 27 24 51
子会社合計 88 110 198
持分法適用関連会社 12 26 38
連結決算に含まれる
子会社・関連会社合計 100 136 236

（2013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）
（2013年3月31日現在）
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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
42,584名
　東レ単体： 7,097名
　国内子会社：10,177名
　海外子会社：25,310名

投資家情報
（2013年3月31日現在）

企業概要
（2013年3月31日現在）

株式総数
発行済株式総数�1,630,179,785株
� � � （自己株式を除く）
株主数� 187,006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）� 126,677 7.77
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）� 77,522 4.76
日本生命保険相互会社 71,212 4.37
三井生命保険株式会社 35,961 2.21
SSBT�OD05�OMNIBUS�ACCOUNT-TREATY�CLIENTS 30,966 1.90
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） 22,550 1.38
三井不動産株式会社 19,460 1.19
三井住友海上火災保険株式会社 17,638 1.08
三井住友信託銀行株式会社 17,018 1.04

（＊）持株比率は、自己株式（1,301,618株）を控除して計算しております。

大株主及び持株数

2013年3月期 2012年3月期

年間 ¥10.00 ¥10.00
中間 5.00 5.00

1株当たり配当金

株価推移

0

600

200

1,000

1,200
（円）

400

800

2008年
4月

2009年
4月

2010年
4月

2011年
4月

2012年
4月

2013年
3月

株式所有者分布

金融機関
618,415千株

37.91%個人・その他
486,869千株
29.84%

外国人
359,334千株
22.03%

証券会社
20,229千株

1.24%

その他の法人
146,634千株

8.99%

AnnuAl RepoRt 2013 59


