
マテリアル領域 ヘルスケア領域住宅領域

「健康で快適な生活」

Care for People
「ニューノーマル」での
生き生きとしたくらしの実現

「環境との共生」

Care for Earth
カーボンニュートラルで
サステナブルな世界の実現

Outcome

Input

無形資産

持続可能な社会への貢献 持続的な企業価値向上（2030年度近傍の長期展望）

営業利益 4,000億円
（2021～2030年度　CAGR7%以上）

ROE 15  %以上 ROIC 10  %以上

強固な財務基盤
D/Eレシオ：0.45　格付け：AA（JCR）

（注）2022年3月31日時点

多様な市場との接点
マーケティングチャネル、信頼・ブランド 

など

幅広い領域での技術
コア技術、デジタル技術、データ、製造ノウハウ

など

多様な事業に関わる人財
高度専門人財、デジタルプロフェッショナル人財

など

価値提供分野

旭化成グループが目指す２つのサステナビリティの好循環

旭化成グループ　 

経営基盤

無形資産は領域を超え循環・有機的結合を繰り返し、拡大・高度化

A-Spirit

など

Life Material Mobility Environment & Energy Home & Living Health Care

旭化成レポート2022 18旭化成の目指す姿 成長戦略旭化成の全体像 02 ガバナンス強化 企業情報

価値創造モデル

データ

人財

ノウハウ

技術 知的財産

顧客接点ブランド



旭化成グループにとっての影響度

環境との共生 関連 健康で快適な生活 関連 基盤的活動 関連

社
会
に
と
っ
て
の
影
響
度

前提となる
最重要事項

コーポレート
ガバナンス

コンプライアンス
・誠実な行動 人権の尊重 安全・品質

大

大

当社グループは、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環を追求し、その実現を目指しています。 
グループビジョンの実現を基点とした旭化成の価値創造の流れを説明します。

 旭化成が目指すサステナビリティ
　当社グループは、グループビジョンに掲げている「健康で快

適な生活」と「環境との共生」の実現を通して社会に新たな価

値を提供するべく企業活動を行っています。持続可能な社会

に貢献すると同時にそれを当社グループの企業価値の向上

につなげていく、2つのサステナビリティの好循環の実現を目

指しています。社会の持続性の確保に寄与する価値を提供す

ることで、高い収益性を伴う持続的な企業価値向上をもたら

し、それがさらなる挑戦につながるという信念のもと、2021

年11月にサステナビリティ基本方針を制定し、持続可能な社

会の実現に向けた行動の推進を加速させています。

サステナビリティ基本方針 のポイント

•  当社グループが目指す2つのサステナビリティ 

「持続可能な社会への貢献」「持続的な企業価値 

向上」の好循環を実現

• その実現に向けた最適なガバナンスを追求

• 持続可能な社会への貢献による価値創出

• 責任ある事業活動

• 従業員の活躍の促進

課題の特定
ISO26000やGRIスタンダードといった国際的な
ガイドライン、主要なESG評価機関の評価項目
等を参考に、社会からの要請、当社グループの
ミッション、ビジョン、バリューに照らし、課題を
特定しました。

妥当性評価
各部門責任者による協議、他社とのディスカッ
ション、社外取締役へのヒアリングなど、多様な
視点での検討を行い、妥当性を確認しました。

審議と承認
経営会議での審議を経て、取締役会にて承認し
ました。

影響度判定
社会と当社グループ双方にとっての影響度を評
価し、2軸でのマッピングを行いました。

　目指す姿の実現に向け、2017年度に、当社グループが重

点的に取り組むべき重要課題・テーマを、上記のプロセスを

経て旭化成グループのマテリアリティとして特定しました。以

降は経営環境の変化に応じて見直しを図り、現在は上図のよ

うに定めています。各マテリアリティのKPIや取り組みについ

ては各項目のリンク先に詳細を記載しています。マテリアリ

ティは、経営戦略に組み込まれてこそ意味があります。そこ

で、新中計ではマテリアリティに照らし、旭化成の長期的な価

値創造に資する5つの価値提供分野ごとに取り組む課題を具

体化しました。次ページでは、課題解決を高い収益性を伴う

機会創出につなげるべく、価値提供分野ごとの機会の抽出、

価値創出までの流れを明確にしています。

 マテリアリティと特定プロセス

P62–66 P77 P78 P76
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目指す姿の実現に向けて

 環境との共生 関連  健康で快適な生活 関連  基盤的活動 関連

 環境貢献事業の推進　
 健康・長寿への貢献
 安心で快適なくらしへの貢献

事業として
目指す

P45–60

 水の汚染防止
 大地の汚染防止

 脱炭素社会への取り組み P29–34
 循環型社会への取り組み P29–34

 健全なサプライチェーンの確保
 ステークホルダーとのコミュニケーション

　  ダイバーシティの推進
  人財の確保・育成  P38–41

　  リスクマネジメント P73–75

 生物多様性への配慮
 社会貢献活動

https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/about_sustainability/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/environment/water_use/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/environment/resources/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/scm/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/management/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/human_resources/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/environment/biodiversity/
https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/community/


• クリーンエネルギーの拡大
• 脱炭素・循環型社会への移行

•  「CASE」・「MaaS」の進展 • 次世代通信技術の高度化
• 世界的な人口増加

• ライフスタイルの多様化
• 自然災害の甚大化
• 労働力不足

• 長寿社会の進展

マテリアル領域 住宅領域 ヘルスケア領域

カーボンニュートラル／ 
循環型社会

安全・快適・エコなモビリティ より快適・便利なくらし 人生を豊かにする住まい・街 生き生きとした健康長寿社会

• 環境貢献事業の推進
 　–脱炭素社会への取り組み
 　–循環型社会への取り組み

• 環境貢献事業の推進
 　–脱炭素社会への取り組み
 　–循環型社会への取り組み
• 安心で快適なくらしへの貢献

• 環境貢献事業の推進
 　–脱炭素社会への取り組み
 　–循環型社会への取り組み
• 安心で快適なくらしへの貢献

• 環境貢献事業の推進
 　–脱炭素社会への取り組み
 　–循環型社会への取り組み
• 安心で快適なくらしへの貢献

• 健康・長寿への貢献

• 水素社会実現に向けた事業 
モデルの構築

• カーボンリサイクルに寄与する各
種技術の事業化加速

• GHG排出削減に貢献する製品・
サービスの提供

•  自動運転の普及に伴う、車両内
部の「居心地」に対するニーズの
多様化に応える製品・サービスの
提供

•  環境負荷の低い素材への 
ニーズに応える製品の提供

• 省エネ・快適市場の伸展に対して
競争力のあるセンシング技術を
強みとする革新的製品の創出

• 最先端半導体・実装プロセスに 
対して競争優位性の高い製品・ 
ソリューションの提供

• 北米・豪州における工業化を通じ
た効率化や生産性向上の実現、
現地に適した高品質な住まいの
提供

• ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
（ZEH）・ZEHマンション（ZEH-M）
の普及促進

• 災害に強くレジリエンス性の高い
住宅の提供

• 救命救急および心肺関連疾患領
域のアンメットニーズに応える医
療機器ソリューションの提供

• 先進諸外国におけるより良い医
療に対するニーズの高まりや高
齢社会の進展を捉えたグローバ
ルでの医薬事業の展開

• 医薬品の安全かつ効率的な製造
を支えるバイオプロセス関連製
品・サービスの提供

• 水素関連
• CO2ケミストリー
• 蓄エネルギー

• 自動車内装材 • デジタル関連ソリューション • 北米・豪州住宅
• 環境配慮型住宅・建材

• クリティカルケア
• グローバルスペシャリティファーマ
• バイオプロセス

事業を取り巻く環境

影響する価値提供分野と 
取り組む課題

課題に対応する 
マテリアリティ

事業環境から想定する 
具体的な事業機会創出例

Output

 価値提供分野別の価値創出までの流れ
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Environment  
& Energy 

Mobility 
Life  

Material 
Home  

& Living
Health  
Care



これまで当社グループが社会の変化に臨機応変に適応し、成長し続けてきた背景には、豊富な無形資産を価値につなげる独自の強みがあります。

  多様な無形資産をグループの共有資産に
　当社グループは時代の変化に合わせ柔軟かつ積極的に事

業ポートフォリオ変革を実行してきました。その変革を支えて

いるのがグループ全体を支える経営基盤です。変化が大きく

先が見えづらい経営環境においてはそれを支える土台・基盤

を強固にすることがますます重要になります。

　当社グループは多様な事業を有し、そこで生まれた多様な

人財や知財、ノウハウ、データなどの無形資産を1分野にとど

めるのではなく、グループ全体の共有資産として蓄積してい

ます。多様で膨大な無形資産を、各事業領域を超えて横展開

し、循環・有機的結合を繰り返すことで、拡大・高度化してき

ました。各事業領域を超えた人財の異動やグループ内人財が

「Connect」する場を意識的につくっていること、多様な考えを

受け入れ新しいことに挑戦する自由闊達な組織風土などもこ

のような無形資産の循環に寄与しています。

  DX戦略／知財戦略の推進で無形資産の価値を最大化
　グループの共有資産を適切に掛け合わせ、価値を最大化し

ていくために特に注力しているのが、DX戦略と知財戦略の推

進です。産業の垣根が低くなり、業界の枠組みを超えた動き

が加速する中、ある分野で蓄積したデータ・知財等を別分野で

活用したり、組み合わせたりすることで、新しい価値を創出す

ることが重要です。また、先行きの予測が難しい経営環境の

中、データ・知財を統合的に活用することで、戦略立案・意思

決定の精度を上げていくことも重要です。

　その実現に向け、グループ全体にDXを浸透させるためのデ

ジタル共創本部、知財を経営に活かすための知財インテリジェン

ス室を設置し、グループ全体のデータマネジメント基盤

「DEEP」、知財情報を活用した人財レコメンドシステム「SPACE」

など、グループ内に蓄積された無形資産を俯瞰・管理・分析し

意識的に活用していく仕組みの整備を加速しています。

  事業領域を超えた無形資産の活用事例
ヘルスケア領域におけるM&Aノウハウや人財を 

住宅事業の海外進出に活用
　ヘルスケア領域はM&Aやコーポレート・ベンチャー・キャピタ

ル（CVC）を活用した事業開発が成長を牽引しています。住宅事

業はそこで蓄積したノウハウや人財を活用し、2017年に豪州、

2018年に北米に進出、海外売上高は2021年度実績で1,463

億円となり、2025年度には2,000億円を目指しています。

多様な事業の展開によって得られたさまざまな知見を 

グループ全体のマネジメント力向上に活用
　当社グループの3つの事業領域はそれぞれの提供価値や

貢献する業界が異なるため、業界特有のマネジメント手法や

視点、リスク管理のノウハウ等をそれぞれ有しています。そこ

から得られる多様な視点・情報を経営層で共有し、マーケット

の潮流をいち早く把握し、経営の高度化につなげています。

事業領域を超えた人財ローテーションを 

次世代リーダーの育成に活用
　計画的に事業領域を超えた異動を実施し、多様な事業での

経験を通じて、広い視野と高い視座を持った人財を育成して

います。デジタル共創本部に異動した事業部の人財が、デジ

タル人財として成長した後、DX推進リーダーとして事業部に

戻るなど、人を軸として意識的に無形資産を循環させる仕組

みを整備しています。

経営基盤における無形資産の蓄積と拡大・高度化の仕組み 
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持続的成長をもたらす強み

マテリアル領域 ヘルスケア領域住宅領域

旭化成グループ　 
経営基盤

無形資産は領域を超え循環・有機的結合を繰り返し、拡大・高度化

A-Spirit

など

データ

人財 技術 知的財産

顧客接点ブランドノウハウ
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