「善の巡環」と価値創造

トップメッセージ

YKK精神「善の巡環」のもと「サステ
社会との共存・共栄を目指します。
すべてのステークホルダーと共存・共栄できる「ソーシャルグッド」な会社を目指して ─
「善の巡環」を実践し、持続可能な社会の構築に貢献することが、
私たちの企業としての存在意義です。
YKK株式会社
代表取締役社長

大谷 裕明
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▌事業を通じて、社会に価値を提供する
2021年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の影響が残る一年でした。さらにはウクラ
イナ危機の今後も懸念される中、事業環境はまだまだ不透
明なままといえるでしょう。
しかし、こうした困難の時期にこそ、原点に立ち返らなく
てはならないというのが私の考えです。
YKKの企業精神である「善の巡環」とは、「他人の利益
を図らずして自らの繁栄はない」ということ。つまりは共
存・共栄の思想であり、サステナビリティと通じるところ

い長期的な関係性を構築していくことが、お客様に対する
貢献であり、YKKが提供できる最も大切な価値だと思うの
です。
事業を通じて社会に価値を提供し、世の中を少しでも良
くしていくことにこそ、企業の存在意義がある。YKKはその
信念のもと、お客様、自然をはじめとする社会、そして社員
といったすべてのステークホルダーとのパートナーシップを
大切にしながら、常に社会に貢献することを念頭に置いて
行動できる「ソーシャルグッド」な会社を目指していきます。

が多くあります。このサステナビリティを経営の中心にお

▌第6次中期経営計画と2021年度の実績

くことで、創業以来変わらぬYKKの企業姿勢を今後も貫い

現 在 推 進 中 の 第6次 中 期 経 営 計 画（ 2021年 度 〜
2024年度）では、前中期経営計画から継承するビジョン

ていこうと考えています。
YKKの 最 大 の 強 みは、お 客 様 一 人ひとりに合 わせた

「 Technology Oriented Value Creation（ 技 術 に 裏 付

「 One to One 」対応です。それぞれのお客様が展開する

けられた価値創造）」を掲げ、最重要ポイントである「持

新しいビジネスモデルに対応するために、どこよりも優れ

続可能な社会の実現に向けた創造力」を具現化するため、

た商品、技術を開発していく。お客様と対話を重ねながら、

「商品力と提案力」
「 技術力と製造力」の4つの力に加え、

必要な時に必要なものを、必要な分だけ供給する「適時・

年齢、性別、国籍などの違いを超えた「多様人財」の活用

適材・適量」を実現していく。それによって一過性ではな

に取り組んでいます。

ナビリティ」を経営の中心におき、

撮影場所：YKK80ビル
2016年に、オフィスビルでは日本初のLEED-CS「プラチナ認証」
（最高ランク）を取得しています。
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)：米国グリーンビルディング協会(USGBC)が
開発・運用する環境に配慮した建物やエリア開発の認証システム

This is YKK 2022
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「善の巡環」と価値創造

計画の初年度である2021年度は、グラフにあるように大

推進は新設した事業総括へと、責任と役割を明確に分けて

きく増収・増益を果たすことができました。ワクチン接種

体制を変更しました。これにより、意思決定と実行に一層

が進んだ欧米での消費回復、前期までの買い控えの反動な

スピード感を持たせることができました。

どに加え、昨年度に取り組んだ組織再編も効果をもたらし

こうした新たな組織・体制のもと、お客様の要望に最大

ていると考えています。

限応えるべく取り組んできたことが、過去最高の売上高や

昨年度、ファスニング事業本部と工機技術本部を一体

大幅な増益につながったと認識しています。今後も全社一

化するとともに、営業、製造・技術、管理などの機能ご

丸となり、「 One YKK 」としての企業体質をさらに強固な

とに分けたフラットな組織体制に再編しました。またグ

ものにしていく考えです。

ローバルでは、主にガバナンス強化は地域統括へ、事業

ファスニング事業 第6次中期事業計画（ 2021〜24年度）進捗状況
■■ 売上高（億円） ■■ 営業利益（億円） ━ 販売本数（億本）

102.9

95.5
77.9

3,021

3,949

3,717

3,527

3,481

121.0

113.3

107.3

2,473
423

362

587

501

640

60

2019 年度

2020 年度 ※

2021 年度

2022 年度
計画

2023 年度
計画

2024 年度
計画

2.4%

12.2%

14.2%

15.8%

16.2%

売上高
営業利益率

※組替修正後

第6次中期事業計画

▌2022年度に向けて、注力すべき課題
とはいえ、こうした好調が今年度以降も続くとは限りま

らご支持頂けることを目指します。

せん。今後、より一層、注力すべき課題として捉えているの

デジタル化推進については、ものづくりにおける省人化

が、経営の中心ともなるサステナビリティの推進、基幹商

をはじめ、商品デザイン企画などお客様との接点となるプ

品のコスト競争力強化の徹底、そしてこれらを支えるデジ

ロセス、社内業務などのデジタル化に注力します。それに

タル化推進の3点です。

よって生産性を向上させ、お客様と社員の満足度を高めて

サステナビリティ推進に向けては、2020年10月に策定

いけると考えています。

した「 YKKサステナビリティビジョン2050 」に則り、引き

こうした施策を通じて、2022年度はファスナー販売数量

続き気候中立に向けた施策・投資を進めるとともに、持続

107.3億本、ファスニング事業売上高3,527億円、営業利益

可能素材や環境配慮型技術を用いた商品を開発・提供し、

501億円、営業利益率14.2%という数値目標の達成を目指

企業市民としての責務を果たしていきます。また、世界各

します。また、第6次中期事業計画最終年度の2024年度に

地で事業を展開している優位性を活かし、過剰生産を避け

は、ファスナー販売数量121.0億本、ファスニング事業売上

るためのより最適な供給体制の構築にも取り組みます。

高3,949億円、営業利益640億円、営業利益率16.2%の達

コスト競争力強化については、基幹商品の徹底したコス
ト競争力強化を推進しています。広い価格帯に提供してい
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「適時・適材・適量」の具現化に向けて 注力すべき課題
サステナビリティ推進

●

カーボンニュートラル、サステナビリティ商品開発

コスト競争力強化

●

基幹商品の徹底したコスト競争力強化

デジタル化推進

●

顧客視点・社員視点でのデジタル業務推進

▌すべての国や地域で
「最適なものづくり」を可能にする
また、長期的な戦略としては、事業を展開するすべての
国や地域において、それぞれの要望に合致した「最適なも

●

製造面におけるデジタル化

「気候」
「 資源」
「 水」
「 化学物質」
「 人権」の5つのテーマと関
連する10項目のSDGsの達成を目標に掲げています。これ
らのテーマに沿った施策を積極的に進めると同時に、それ
に関するグローバルな情報発信も強化していきます。

のづくり」を可能にしていくことが重要です。その実現に向

その上での大きな課題は、YKKを構成する事業会社67

け、原材料から完成品に至るまで、各事業地域における域

社が、1社たりともこぼれることなく全力で取り組みに参

内完結型の供給体制を構築するための投資にも力を入れ

画することです。また、再生可能エネルギーの調達につい

ます。経済効率だけではなく、お客様の要望に応え、企業

ても、外部のエネルギー購入だけに頼るのではなく、創エ

価値を高めることを投資の判断基準にしていくつもりです。

ネルギーに関する新たな試みもスタートさせています。さ

同時に、社員にとって働きがいと魅力ある環境をつくって

らに、商品面においても、環境配慮型商品、即ち持続可能

いくため、私自身が委員長を務める「多様人財活躍推進委

な素材を使用した商品の展開に注力していく考えです。今

員会」を2021年から始動させました。これまで進めてきた

後、環境配慮型商品が付加価値商品ではなくスタンダード

働き方改革や、ダイバーシティ推進の取り組みを融合させ、

になっていくであろう状況を考え、YKKの大きな強みであ

多様な人財が活躍できる場づくりに一層力を注いでいく予

る「品質」を疎かにすることなく、更なる環境配慮型商品・

定です。日本で定年制度を廃止しているYKKにおいて、社

技術の開発と比率向上に努めていきます。

員の活躍の場を充実させるためには、それぞれが多様な能

また2022年4月には、循環型社会の実現にさらに貢献し

力を身に付けられるような環境を整えることが不可欠です。

ていくため、英国に本拠地を置く「エレン・マッカーサー

製造・技術部門であれば、様々な工程で活躍できるオペ

財団ネットワーク」に加盟しました。YKKでは、以前より

レーターの育成、複数の要素技術を幅広く経験する技術者

同ネットワークに加盟するファッションブランドと連携し、

を育てていく。そうしたYKKらしい人財育成モデルを、今

環境配慮型商品の開発などを通じて、ファッション産業に

後グローバルに展開する試みも進めていくつもりです。

おけるサーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みを

また、ガバナンス強化の観点から、経営理念をグループ
全体に浸透させていくことの重要性も、ますます高まって

推進してきましたが、そうした活動をさらに深化させてい
きたいと考えています。

いると感じています。外からどれほど素晴らしい体制のよ
うに見えても、経営理念の社員一人ひとりへの浸透なしに
は本当の意味でのガバナンス強化はあり得ません。

▌「善の巡環」からサステナブルな未来へ

YKKはこれからも、YKK精神「善の巡環」のもと、事業・
商品を通じてサステナビリティの本質に向き合い、国際社
会とも連携しながら、「サステナブルな未来」に向けてチャ
レンジを続けていきます。

先 述 の「 YKKサ ス テ ナ ビ リ テ ィビ ジ ョン2050 」は、
2019年6月に策定した「 YKKグループ環境ビジョン2050 」
をファスニング事業の数値目標に落とし込んだもので、

This is YKK 2022
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