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パーパスの実現を財務面から支えるべく
「Epson 25 Renewed」で掲げた成長戦略を
確実に推進していきます
取締役 専務執行役員
CFO
コンプライアンス担当役員（CCO）
経営戦略・管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長（CSuO）

瀬木 　明

商品供給に制約があるなか、
全社で課題に対処し、増収増益を達成

* 事業利益とは、国際会計基準（IFRS）の適用に当たり、エプソンが独自に開示する利益であり、日本基準の営業利益とほぼ同じ概念の利益です。

当連結会計年度の平均為替レート 112.37円 130.55円
（前期比６％の円安） （前期比６％の円安）

ユーロ米ドル

1兆1,289億円 896億円

944億円 922億円 198.4％増
前期比

親会社の所有者に帰属する当期利益

事業利益

営業利益

売上収益

98.3％増
前期比

45.4％増
前期比

13.4％増
前期比

エプソンはパーパスを策定し、社会における存在意義を改めて定義しました。社会課題を起点に
ビジネスを展開するエプソンにとって、サステナビリティの取り組みこそが成長戦略であり、成長機会
が大きい今、エプソンは絶好のポジションにいます。このような中、財務と非財務を高次で融合させ、
エプソンらしい価値を創出し成長していけるよう、これまで以上にサステナビリティ経営を強く推進
していきます。そのために長期ビジョンである「Epson 25 Renewed」で掲げる戦略を実行し、事業
領域をまたいだ「環境」「ＤＸ」「共創」によるソリューションを実現させていきます。

2021年度は、COVID -19の影響からの市場の回復や、プリンターをはじめ多くの商品での販売
価格の維持・上昇、在宅印刷需要が継続していることなどを受けて、売上収益は１兆1,289億円、事業
利益は896億円と前期比で増収増益となりました。
電子部品の調達難や物流の混乱により、生産や供給が追いつかないという大きな課題はありま

したが、調達面での工夫や、各国をまたぐフレキシブルな生産対応だけでなく、設計を変更して代替
部品が使えるようにするなど、全社でこの難問に取り組みました。
また、物流やエネルギーなど調達コストは上がっているものの、需給バランスに応じ、販売会社と一体

となって価格や販管費をしっかりコントロールしたことが、2021年度の成果につながったものと認識
しています。加えて、事業ポートフォリオにおいて構造改革事業と位置付けたプロジェクターとウオッチ
事業もしっかり利益体質へと転換できました。
COVID -19の拡大を機に、社会全体が「集中から分散へ」進んでいます。少し前まではオフィスに

集まって仕事をするのが当たり前でしたが、リモートワークが急速に普及している中で、引き続き、
オフィス・ホーム向けインクジェットプリンターの需要は高まっている状況です。このような社会変化
やニーズに適合した商品提供やソリューションを、別の商業・産業分野でも実現したいと思います。

CFOメッセージ
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CFOメッセージ

「Epson 25 Renewed」では、これまでの過度な売上追求から脱し、利益あるいは資本効率を
重視する方針を掲げています。財務目標にROICを設定したことで、今後はより一層、資本効率性
が求められます。事業ポートフォリオ管理を徹底し、投下資本によって生み出す利益をいかに増加
させるかをROICの視点で検討することで、経営の質を高めていきます。
2021年度はROIC、ROE、ROSともに当初の予想を超える結果となり、この1年で、私たちが目指して

いることを具体的な形として表せたのではないかと思います。
特に「Epson 25 Renewed」1年目として、全社的に意識を変えることができたことが成果です。
例えば商品供給への制約がある中で、販売の現場では柔軟な対応が求められました。費用については、
単に削減するのではなく、売上収益に応じたコントロールを行いました。また、投資については成長領域
へ重点的に行い、メリハリの利いた事業運営を推進しています。
ただし事業別のROICの導入については、まだまだこれからです。将来的な目標ROICの設定を
誤ると、かつての過度な売上成長を目指した頃と同じになってしまいます。また事業によっては高ROIC
の事業と、そうではない事業があります。ベンチマークの設定など、さまざまな要因を加味しながら、
目標値を精査している段階です。これからは、慎重な議論を重ね、より事業別に具体的な施策に落とし
込んでいくことが、CFOである私の役割だと考えています。

「Epson 25 Renewed」では、事業ポートフォリオ管理による経営効率の向上を進めています。
単に固定費の削減や事業利益を追うのではなく、製品ライフサイクルに合わせて、「成長領域」「成熟
領域」「新領域」という事業領域を明確にすることで、それぞれに適した資金配分を行っています。
2021年度は、成熟領域においてプロジェクションやウオッチ事業の収益性が大幅に改善しました。
一方、センシングや環境ビジネスを含む新領域は、目標未達であるものの、成果が出るまでに時間
が掛かると見込んでおり、長期的な視点でしっかりとビジネスの基盤を育てていく方針です。

キャッシュ・アロケーションについては、第1期中期経営計画で大型投資は完了しており、現状は
年間600～700億円程度の投資額となっています。フリー・キャッシュ・フローは順調に創出できて
いるため、新規・成長領域や環境・自動化・DXなどの基盤整備への投資を第一優先として、最適に配分
していきます。
またこの度の調達・物流の混乱によって、より強靭な生産体制・サプライチェーンを備えておくこと
が重要であると改めて認識しました。集中生産は効率的な反面、リスクもはらみます。とはいえ生産
拠点は安易に建設できないため、エプソンの自動化や小型化の技術を活かし、同一商品を複数の
拠点で対応するなど状況に応じた柔軟な生産を可能にするラインの構築を進めていきます。

なお株主の皆様への還元として、300億円を上限とする自己株式取得と、2023年3月期末の記念
配当実施を2022年５月に発表しました。当面は連結配当性向40％程度の目標を継続しますが、今後の
状況を踏まえ、より積極的な株主還元を図っていきます。

「Epson 25 Renewed」の方針にのっとり、
最適な資源配分を検討していきます

*1 ROIC＝税引後事業利益/（親会社の所有者に帰属する持分+有利子負債）
*2 ROE ＝親会社の所有者に帰属する当期利益/親会社の所有者に帰属する持分
　　　　 親会社の所有者に帰属する持分および有利子負債は期首・期末 を平均して算出
*3 ROS =事業利益/売上収益

全社業績目標

2020年度
（実績）

2023年度
（目標）

2025年度
（目標）

2021年度
（実績）

ROIC*1

ROE*2

ROS*3

5.6%

5.9%

6.2%

8%以上

10%以上

8%以上

11%以上

13%以上

10%以上

7.3%

15.2%

7.9%

ROIC、ROE、ROSとも
当初の予想を大きく超える成果

営業
キャッシュ・フロー
3,200億円 程度

成熟領域の競争力維持、生産性向上投資

有利子負債返済 など

新規・成長領域、環境関連、デジタル基盤整備など
M&A含め積極投資

利益配当 連結配当性向40%程度

自己株式取得 株価水準、資金状況などを総合的に
 勘案し、必要に応じ機動的に実施

3カ年累計（2021～2023年度）

投資
1,800億円 程度

株主還元
700億円 程度
財務体質強化
700億円 程度

キャッシュ・アロケーション

28



価値創造戦略 事業を通じた価値創造パーパスと価値提供CEOメッセージ 長期ビジョン 価値創造基盤 ファクトデータ INDEXエプソン
統合レポート  2022

当社が考えるエプソンの存在意義をより明確に示すため今般、パーパスを策定しました。そこに
込められた通り、常に社会課題を起点として、その解決を図ることを当社の存在意義として取り組んで
いきます。中でも当社が最も貢献できる領域が「環境」です。
「Epson 25 Renewed」では環境に対する施策として次の4つを掲げています。「1.脱炭素」、「2.資源
循環」、「3.お客様のもとでの環境負荷低減」、「4.環境技術開発」です。このうち「3.お客様のもとでの
環境負荷低減」こそが、当社の成長戦略であり、最も大きなインパクトの創出を目指しています。
例えばレーザープリンターから、環境メリットの大きいインクジェットプリンターへのシフトや、アパレル・

テキスタイル業界などにおいて、人にも環境にも負荷の大きい従来の方法から、インクジェット技術を
活用したデジタル捺染へのシフトを促すなど、環境配慮型の製品や装置の開発・提供をさらに推進して
いきます。
エプソンの研究開発費は毎年400～500億円程度、設備投資は600～700億円程度であり、これらを
全て「3．お客様のもとでの環境負荷低減」に投じると、10年間で1兆円を超える投資になる計算です。
また、2030年までの投資計画として発表した1,000億円は、施策の1、2、4に充てるもので、ここが
当社のカーボンマイナスを生み出す源泉と位置付けています。

エプソンは、環境負荷低減に資することに注力する、という決意を持って事業への投資を行っていき
ます。今後消費の中心は、環境に非常に敏感なＺ世代の方々になっていき、環境に対する価値基準は
変わっていくでしょう。それは、エプソンにとってポジティブだと確信しています。

パーパスの策定と合わせ、監査等委員ではない取締役の役員報酬に全社ROIC、サステナビリティ
目標などの指標を連動させることを新たに決定しました。指標の策定には私も参画し、人事部門が綿密
かつ大胆に制度の構築に取り組んでくれたおかげで、かなり画期的な内容になったと評価しています。
これまでの報酬は基本給、賞与、業績連動型株式報酬で構成され、固定報酬の構成割合が変動報酬
よりも大きく、それぞれの成果の評価としては曖昧だったことから、STI（Short Term Incentive）と
LTI（Long Term Incentive）の視点を導入しました。STIは、ROEとそれぞれの役員のパフォーマンス
を、LTIは、ROICとサステナビリティ目標の項目に連動するようにしました。
もうひとつはマテリアリティにひもづくサステナビリティ重要テーマの指標の策定です。そのうち4項目

を、LTIである譲渡制限付株式報酬と連動させました。将来的にLTIは、全てサステナビリティ目標の項目
にしていくことも検討していきます。

人的資本経営に関する取り組みや知財・無形資産の投資・活用に関する情報開示が求められ、人材
戦略や知財戦略の重要性がさらに増しています。エプソンでは、人的資本が成長のための重要な要素で
あることを認識しています。今後の社会変化にしっかり対応し、取り組みを進化させていきます。
また共創が進めば進むほど、イノベーションの根底となる知財が重要になってくることは明白です。
エプソンの強みや利益の源泉を守り、かつ成長させていくための資本として、しっかりと投資していきます。

株主資本主義のCFOと、ステークホルダー資本
主義のCFOでは、その役割や考え方が違うことを
就任以来、強く実感しています。エプソンのCFO、
さらにサステナビリティ経営の推進責任者(CSuO)
として、財務面と非財務面の両面から経営を見据え、
双方を高次元で統合させ、エプソンのサステナビリ
ティ経営をさらに推進していくことが私の役割だと
捉え、責務を果たしていきます。

財務と非財務を統合的に捉え、
サステナビリティ経営を推進させていきます

エプソンの事業活動そのものが
社会にとってサステナブルな活動になる

● 再生可能エネルギー活用
● 設備の省エネ
● 温室効果ガス除去
● サプライヤーエンゲージメント
● 脱炭素ロジスティクス

● 資源の有効活用：
　・小型軽量化／再生材活用
● 生産ロス極小化
● 商品の長期使用：
　・リファービッシュ／リユース

● 低消費電力化
● 長寿命化
● 消耗品・交換部品の削減
● 印刷のデジタル化
● 生産装置の小型化

● ドライファイバー
　テクノロジー応用
● 天然由来素材（脱プラ） 
● 原料リサイクル（金属、紙）
● CO₂吸収技術

脱炭素 資源循環 お客様のもとでの
環境負荷低減 環境技術開発1 2 3 4

環境投資・費用

*4 GHGスコープ1、2、3排出量　　*5 一部、販売拠点などの賃借物件は除く

●環境負荷低減に貢献する商品・サービスの開発に経営資源を集中 3

● 2030年までの10年間で1,000億円の費用を投入
　・サプライチェーンにおけるGHG排出量*4を200万t以上削減
　・2023年には、エプソングループ全体の消費電力*5の100%を、再生可能エネルギー化
　 （2020年４月 欧州販売拠点達成／2022年3月 日本国内達成予定）*5

1 2 4

計画を前倒し、2021年11月
国内再生可能エネルギー化完了

環境への取り組み

CFOメッセージ
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TCFD提言への対応

気候変動が社会に与える影響は大きく、エプソンとしても取り組むべき重要な社会課題だと捉えています。パリ協定の目指す脱炭素社会（世界の平均気温上昇
を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする）の実現に向け、エプソンは2030年に「1.5℃シナリオ*1に沿った総排出量削減」の目標
達成を目指しています。また、「Epson 25 Renewed」の公表に合わせ「環境ビジョン2050」を改定し、その目標として掲げる2050年の「カーボンマイナス」
「地下資源*2消費ゼロ」に向け、脱炭素と資源循環に取り組むとともに、環境負荷低減を実現する商品・サービスの提供、環境技術の開発を推進しています。
エプソンは2019年10月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を表明して以降、株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダー
との良好なコミュニケーションがとれるように、TCFDのフレームワークに基づき、情報開示（ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標）を進めています。

ガバナンス

気候変動に関わる主な取り組み

取締役会

社長

サステナビリティ責任者（担当役員）

業務執行

主管部門

主管部門

サステナビリティ推進室

推進体制

TCFD提言への対応
https://corporate.epson/ja/
sustainability/initiatives/tcfd.html

詳しくは
Webへ

シナリオ分析の結果
気候変動に係る重要事項は、社長の諮問機関としてグループ全体のサステナビリティ活動の中期
戦略の策定と実践状況のレビューを行う「サステナビリティ戦略会議」で議論の上、定期的に（年に1回
以上）取締役会に報告することで、取締役会の監督が適切に図られる体制をとっています。
また、気候関連問題に対する最高責任と権限を有する代表取締役社長は、サステナビリティ推進室
長（取締役専務執行役員）を気候関連問題の責任者に任命し、サステナビリティ推進室長は、TCFDを
含む気候変動に関する取り組みを管理・推進しています。

TCFDのフレームワークに基づいて、シナリオ分析を実施し、気候関連リスク・機会がエプソンの戦略
に与える財務影響度を定量的に評価しました。その結果、脱炭素社会へ急速に進んだ1.5℃シナリオの
場合、市場の変化・政策・法規制による操業コスト増加の移行リスクはあるものの、インクジェット技術・
紙再生技術に基づく商品・サービスの強化により財務影響へのインパクトは限定的と予想しています。
エプソンは、2021～30年までの10年間で約1,000億円（2021～25年は約250億円、2026～30年
は約750億円）を投入し、脱炭素・資源循環・環境技術開発への取り組みを加速します。また、気候関連
リスクへの解決は、マテリアリティである「循環型経済の牽引」「産業構造の革新」に合致し、エプソンの
強みである低環境負荷（消費電力・廃棄物など）の商品・サービスで、事業拡大の機会につながります。
この機会の拡大は、お客様のもとでの環境負荷低減や気候変動の抑制に貢献するものです。
こうした評価結果から、エプソンは社会にとっても自社にとっても合理的であるパリ協定の目指す
脱炭素社会の実現に向け、認識したリスクに対処しながら、機会を最大化するための取り組みを継続
的に進めています。
なお、世界が現状を上回る対策をとらずに温暖化が進んだ4℃シナリオの場合でも、異常気象に伴う
災害の激甚化による国内外の拠点に対する物理リスクの影響は、小さいことが確認されています。

・TCFD提言への賛同表明
・気候変動に起因した自然災害
　リスクに関する調査を実施
  （2℃シナリオと４℃シナリオ）

・TCFDフレームワークの推奨開示項目に基づき、
　財務影響度を定性開示（2℃シナリオ）
・気候変動に起因した自然災害リスクに関する
　調査を実施（1.5℃シナリオ）

・「環境ビジョン2050」を改定し、「カーボンマイナス」
　など明確な目標を設定
・TCFDフレームワークの推奨開示項目に基づき、
　財務影響度を定量開示（1.5℃シナリオ）

・TCFD提言の改訂ポイントに基づき、具体的な
　取り組み実績の開示強化
・IPCC第 6次評価報告書の変化点を加味して、気候
　変動に起因した自然災害リスクに関する調査を実施

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

サステナビリティ戦略会議

サステナビリティ推進会議

*1 SBTイニシアチブ（Science Based Targets initiative）のクライテリアに基づく科学的な知見と整合した温室効果ガスの削減目標　　　*2 原油、金属などの枯渇性資源
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TCFD提言への対応

　エプソンは、「循環型経済の牽引」「産業構造の革新」をマテリアリティとして設定
しています。これを達成するために、エプソンの技術の源泉である「省・小・精の技術」
を基盤に、イノベーションを起こし、さらなる温室効果ガス（GHG）排出量削減に
取り組んでいます。さらに、ビジネスモデルの進化や、気候変動に対するレジリエンス
の強化を図るため、「環境ビジョン2050」の実現に向け、2021年に環境戦略定例会
の新設および下部組織として各分科会を整備し、取り組みを推進しています。

戦略

1.5℃シナリオにおける気候関連リスク・機会
エプソンは、気候関連のリスク・機会の重要性評価に向け、「移行リスク」「物理リスク」「機会」の区分でシナリオ特定と評価を実施し、７つの評価項目を選定しました。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）と
国際エネルギー機関（IEA）が提示する気温上昇1.5℃に相当するシナリオと社内外の情報に基づき、事業インパクトと財務影響度を評価しました。
シナリオ分析に基づいた気候関連リスク・機会の評価結果は以下の通りです。

財務影響度　　小 ： 10億円以内　　中 ： 10～100億円　　大 ： 100億円超　　顕在時期 短期 ： 10年以内　　中期 ： 10年～50年　　長期 ： 50年超

• お客様に長く使っていただけ、廃棄物を減らせる環境に配慮した商品・サービスへのビジネスモデル転換（サブスクリプションサービス
　などの拡大）について検討を開始

• 国内拠点の再生可能エネルギー100％置き換え完了。海外拠点切り替え検討。設備更新による省エネ

• 地下資源消費ゼロに向けた資源循環指標の導入検討。再生材導入商品・再生機の販売開始

• 既存技術(他社製品)からの自社環境負荷低減商品・サービスへの置き換えによる削減貢献量拡大

• シリコン端材再利用を含むスクラップ金属のリサイクル技術開発。ドライファイバーテクノロジーを
　応用した梱包資材に関する研究テーマを選定

ビジネスモデル
の進化

環境戦略定例会
の推進

脱炭素

資源循環

お客様のもとでの環境負荷低減

環境技術開発

レジリエンス強化 2021年度取り組み実績

区分

移行
リスク

物理
リスク

機会
商品・
サービス

急性

市場の
変化・
政策・
法規制

• ペーパー需要

• 洪水による事業拠点の被災

• 海面上昇による事業拠点の被災

• 渇水による操業への影響

（環境ビジョン2050の取り組み）
• 脱炭素
• 資源循環
• 環境技術開発

（環境ビジョン2050の取り組み）
• お客様のもとでの環境負荷低減

• 環境ビジネス

• 気候変動とペーパー需要の変化に関する強い関連性は見いだせないが、印刷・情報用紙の需要は減少傾向にあると想定する。COVID -19によるトレンド変化（分散化
によるオフィス印刷の縮小など）によりペーパーレス化がさらに進んだ場合においても、インクジェット技術・紙再生技術に基づく商品・サービスの強化（印刷コスト
低減、環境負荷低減、印刷の快適性向上、紙情報の有用性訴求）により財務影響へのインパクトは限定的と予想される

• 36拠点（国内17、海外19）を対象に2022年度最新リスクを評価した結果、洪水（河川氾濫）、高潮、渇水によるエプソンへの将来的な操業リスクの変化は限定的
• サプライチェーンに関する短期気候変動リスクについては、BCP（事業継続計画）で対応

• 炭素税導入、電気料金高騰、廃棄物処分コストの上昇、適量生産・資源
削減などにより、環境に配慮した商品・サービスへのニーズが高まる

• 「Epson 25 Renewed」における成長領域として、①環境負荷低減・生産性向上・
印刷コスト低減を実現するインクジェット技術によるオフィスプリンティング、商業・
産業プリンティング、プリントヘッド外販、②環境負荷低減を実現する新生産装置
の拡充による生産システムの提供、により売上収益成長CAGR（年平均成長率）
15％を見込む

• 地球温暖化対策やサーキュラーエコノミーへのシフトに対する有効なソリュー
ションとして、紙再生を含むドライファイバーテクノロジー応用、天然由来素材
（脱プラ）開発、原料リサイクル（金属再生、紙循環）などの技術確立を通じ、アップ
サイクル(高機能化)、脱プラ化(梱包材、成形材)、高付加価値新規素材の創出
などにより売上収益を獲得

• 地球温暖化対策分野や廃棄物処理・資源有効活用分野の市場成長が
見込まれる

• サーキュラーエコノミー（循環型経済）へのシフトにより、再生プラス
チック、高機能バイオ素材、バイオプラスチック、金属リサイクルの市場
成長が見込まれる

• 世界的に共通した社会課題である「気候変動」と「資源枯渇」に対し、
商品・サービスやサプライチェーンの「脱炭素」と「資源循環」における
先進的な取り組みが求められる

• 飛躍的な環境負荷低減につながる環境技術開発により、科学的かつ
具体的なソリューションが求められる

短期

短期

短期

短期

長期
21世紀末慢性

評価項目 顕在時期 事業インパクト 財務影響度

インパクト

インパクト

インパクト

● 脱炭素 • 再生可能エネルギー活用 • 設備の省エネ   
  • 温室効果ガス除去 • サプライヤーエンゲージメント 
  • 脱炭素ロジスティクス

● 資源循環 • 資源の有効活用　• 生産ロス極小化　• 商品の長期使用
● 環境技術開発 • ドライファイバーテクノロジー応用　• 天然由来素材（脱プラ） 
  • 原料リサイクル（金属、紙） • CO2吸収技術

想定
シナリオ

想定
シナリオ

小

小

中

リ
ス
ク
へ
の
対
応

事
業
機
会

事
業
機
会

2030年までに
合計

約1,000億円
を投入

大
2025年度までに
成長領域

　CAGR15％
見込み
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リスク管理
企業を取り巻く環境が複雑かつ不確実性を増す中、企業活動に重大な影響を及ぼす

リスクに的確に対処することが、経営戦略や事業目的を遂行していく上では不可欠です。
エプソンは、気候関連問題を経営上の重大な影響を及ぼすリスクとして位置付け、適切
に管理しています。

指標と目標
エプソンは、「環境ビジョン2050」の実現に向け、中長期的な温室効果ガス（GHG）の排出削減目標の達成を目指します。そのため、エプソンの技術の源泉である「省・小・精の技術」を基盤に、商品の環境性能
向上や再生可能エネルギーの活用、事業活動などバリューチェーンを通じた環境負荷低減に積極的に取り組んでいます。

気候関連リスクの識別・評価・管理プロセス

1 調査

• IPCC第6次評価報告書の変化点を
加味して、国内外主要拠点を対象に、
気候変動に起因した自然災害リスク
に関する調査を実施

• 社会動向を調査

• 「Epson 25 Renewed」「環境ビジョン2050」
の方針や施策からリスク・機会を洗い出し

• サステナビリティ戦略会議と取締役会を通じ
て、シナリオ分析を評価

• サステナビリティ戦略会
議と取締役会を通じて、
適切に管理

2 識別・評価 3 管理

スコープ1、2、3

2030年度までに2017年度比でGHG排出量を55%削減

GHG削減目標（「1.5℃シナリオ*5」に沿った野心的な排出総量削減目標の目安）

*5 SBTイニシアチブ（Science Based Targets initiative）の クライテリアに基づく科学的な
　知見と整合した温室効果ガスの削減目標

*6 温室効果ガス排出量のCO₂換算係数について
　・ 電力：日本国内は、環境省・経済産業省公表「電気事業者別排出係数」に基づき各事業所が
　　　　契約する電力小売事業者の調整後排出係数を使用。海外は各事業所が契約する
　　　　電力小売事業者の係数、もしくはIEA(International Energy Agency)の各国の排出
　　　　係数を使用
　・ 燃料：国内・海外ともに2006年IPCC公表の係数を使用
　・ CO₂以外の温室効果ガス：IPCC 第5次評価報告書の地球温暖化係数100年値を使用

スコープ1 ： 燃料などの使用による直接排出
スコープ2 ： 購入電力などのエネルギー起源の間接排出
スコープ3 ： 自社バリューチェーン全体からの間接的な排出

　エプソンは、脱炭素、資源循環、環境技術開発、
お客様のもとでの環境負荷低減に向けた取り組み
を進めています。2021年度の取り組み実績は右の
通りです。

2021年度取り組み実績

*3 一部販売拠点などの賃借物件は除く　　　　*4 国内拠点で長期的洪水リスク（21世紀末）を有する主要拠点

区分

移行
リスク

物理
リスク

機会
商品・
サービス

急性

市場の
変化・
政策・
法規制

• ペーパー需要

• 洪水による事業拠点の被災

• 海面上昇による事業拠点の被災

• 渇水による操業への影響

• 脱炭素

• 資源循環

• 環境技術開発

• お客様のもとでの環境負荷軽減

• 環境ビジネス

• オフィス・ホームプリンティングは数量・売上収益とも伸長、インクも売上収益は前期並みと安定しており、
エプソンがターゲットとしているマーケットでのペーパー需要変動による財務影響は限定的 

• 36拠点（国内17、海外19）を対象に IPCC第 6次評価報告書に基づき最新リスクを評価
　-洪水（河川氾濫）、高潮、渇水によるエプソンへの将来的な操業リスクの変化は限定的であることを確認。
豊科事業所 *4における低階層の設備浸水リスクに対しBCP施策（設備更新時の移設）で対応

• 「Epson 25 Renewed」における成長領域（オフィスプリンティング、商業・産業プリンティング、プリントヘッド
外販、生産システム）への取り組みを推進

• 環境ビジネス分科会を設置し、環境技術開発を通じたビジネス拡大に向けた具体化の検討を開始

• 国内拠点 *3 の使用電力を100%再生可能エネルギーへ置き換え

• 不要な金属を、金属粉末製品の原料として資源化する新工場建設への投資を決定 （エプソンアトミックス）

• ドライファイバーテクノロジーを活用した梱包資材の試作ライン投資および環境関連・材料開発の人員増強

慢性

評価項目 2021年度取り組み実績 2021年度 定量実績 

33.2億円
（内訳）

•投　資:10.6億円
•費　用:12.6億円
•人件費:10.0億円

2020年度→21年度
売上収益

CAGR + 22%

0

200

400

600

温室効果ガス排出量（スコープ1、2）*6

（基準年）
2017 2018 2019

592

502

0.710.79

486

1.19

2020

470

348

0.76
0.38

（千t-CO2e） （千t-CO2e/億円）

2021
0

1.00

2.00

3.00

0

1,000

2,000

3,000

0

2.00

4.00

6.00

8.00

温室効果ガス排出量（スコープ3：カテゴリー1、11）

（千t-CO2e） （千t-CO2e/億円）

（年度）

2,544 2,554

3.623.40

2,361
2,034

1,8795.78

3.30

2.09

（基準年）
2017 2018 2019 2020 2021

* SBTの対象。カテゴリー1：購入した物品・サービス、カテゴリー11：販売した製品の使用

（SBT）

391

（年度）2025

基準年比
34%削減

1.90

（SBT）
2025

基準年比
44%削減

■■ スコープ1（国内）
■■ スコープ1（海外）

■■ スコープ2（国内） 
■■ スコープ2（海外） 

事業利益原単位 ■■ カテゴリー1 ■■ カテゴリー11 事業利益原単位

TCFD提言への対応
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CTOメッセージ

社会課題を起点とした技術開発へシフト

開発のボトルネックを明確にし、ありたい姿へのシナリオを
複数考え、早く商品化・事業化に近づける

ありたい姿を実現するために必要な技術を創造し、
新しい発想や、やり方で挑戦していきます
執行役員
技術開発本部長 CTO　

市川 和弘

エプソンは創業以来、「省･小･精の技術」に代表される優れた技術を持ち、それをどう社会に役立て
ていくか、という考え方で価値を提供してきました。そして「Epson 25 Renewed」では、まず社会課題
があり、その課題解決にはどんな技術が必要か、という考え方を徹底し技術開発を行ってきています。
この考え方にシフトしていくためには、自分たちの実力を技術面だけでなく、顧客価値や事業性など
を加味した上で、客観的に評価することが必要です。その結果生じたありたい姿とのギャップに対して、
最善の開発シナリオをつくっていく、という取り組みを進めてきました。エプソンは、新しい発想や、 やり方
に果敢にチャレンジすることで、「持続可能でこころ豊かな社会の実現」に取り組んでいきます。

技術開発を早く前進させるために、現状把握の中で、 「クリアできなければ企画が成り立たない
課題」をボトルネックとして抽出し、解消策を考えながら、目的達成に向け複数のシナリオを準備しておく
手法に取り組んでいます。ボトルネックの抽出には、顧客・技術・事業性の観点を入れ、商品化プロセス
の全体像を描く中で、なぜ、ボトルネックとなっているのかを考察し、解消する方法を考えます。また、
複数シナリオの考え方は、開発に成功した際の成果が最も大きく見込め、最優先で取り組むべきものを
プランAとしながらも、QCDいずれかの達成レベルは下がるが、実現の障害が軽減され主目的を達成
できるものをプランB、Cとしてあらかじめ考え、商品化・事業化にたどり着くための近道として同時に
想定します。ボトルネック解消の具体策は、社外パートナーとの共創・協業も含め検討しています。

2050年
環境ビジョン

2050
2030年
SDGs

③あ
りた
い姿
への
道筋（

シナ
リオ
）

長期ビジョン

Epson 25
Renewed

②現状把握

技術

顧客 事業性

ボトル
ネック

ボトル
ネック

2025年

プラ
ンA

プラ
ンB,
C

生活の質向上

循環型経済の
牽引

（ありたい姿）

①
持続可能で
こころ豊かな
社会の実現

産業構造の
革新

① 将来実現したいありたい姿を描く
② ありたい姿を、「顧客」「技術」「事業性」の観点で考え抜き
    ボトルネックを明確化する
③ ボトルネックを解消するシナリオを描き、迅速に実行する
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循環型経済の牽引

生活の質向上

産業構造の革新

３Dプリンター小型射出成形機
独自のディスクドライブシステム

インクジェットとロボットの
組み合わせによる立体物印刷

統合型製造管理システム
・製造諸データの一元管理と活用

▶ドライファイバーテクノロジー（DFT）を応用した資源循環の実現
　古紙リサイクル技術を機器の吸音材・緩衝材へと、社内応用を
広げる一方、パラレジンジャパンコンソーシアム参画などによる同
技術を応用したバイオマスプラスチックの開発に取り組んでいます。
▶金属リサイクルの仕組みとビジネス創出
　エプソンアトミックス株式会社を中心に社内金属リサイクルの
仕組みづくりを進めながら、金属粉末製造技術を活かした製品
開発や金属粉末の機能修飾開発などを進めています。また、使用
済み金属の再原料化に必要な金属製錬炉などの新たな設備を
導入し、2025年に稼働させる予定です。
▶共創の推進
　さらに、お客様とのコミュニケーションの中で、共創による新た
な価値創造を進めています。

▶小型射出成形機による省エネ・廃材最少化
　独自のディスクドライブシステムを用い、省スペースで小さなエネルギーによる精密
射出成形を提供しています。また、独自のホットランナーシステムによりランナー
部（廃材となる部分）が最小化され、素早く無駄のない成形を実現しました。この
技術は、汎用材料が使用でき、工業部品に求められる精度・強度・低コストを実現
する独自の3Dプリンター開発にも活かされています。
▶インクジェットとロボットを組み合わせた立体物印刷システム
　高速インクジェット技術と精密ロボット技術を組み合わせた立体物印刷システム
を開発し、より効率的で自由度の高い製造工程への変革を提案しています。
▶製造DXの推進
　さらに製造DXを目指し、統合型製造管理システムを開発しています。各生産装
置を標準規格でつないだ装置管理、工程管理で安定生産・品質向上、効率向上を
図る生産プロセスの革新を目指しています。

　バイタルセンシングによる健康管理、振動センサーによるインフラ
管理のスマート化など、「省・小・精の技術」を活かしたセンシング
技術で、安心・安全な生活に向けた価値を提供しています。
　さらに現在、分光素子を用いた測色器などの自社製品に用い
られているセンシング技術の応用で、生活の質向上につながる
価値の創出を目指し開発を進めています。

脱炭素、脱地下資源、資源循環の実現に向けた開発を推進 環境に配慮した生産システムを提案し、産業構造を革新

エプソンのさまざまなセンシング技術などの固有技術を
活かし、安心・安全・快適な生活支援を提供

ランナーの最小化
ランナー（廃材）

エプソンでは社会課題を解決し、持続可能でこころ豊かな社会を実現するため、マテリアリティ（重要テーマ）を定めています。
このマテリアリティへの取り組みに主眼を置き、社会課題解決のための技術開発を進めています。マテリアリティの遂行に技術で貢献する

資源循環

環境に配慮した
ものづくり

バーチャル試作
（設計・試作プロセス短縮）

お客さまの
商品利用

お客さまの
開発現場

リサイクル

商品利用終了

再生金属
天然素材
高機能
金属粉末

３Dプリンター
（3D造形材）小型射出成形機

（省エネ／廃材の極少化）

アセンブリロボット
（小型／精密）

立体物印刷
（インクジェット+ロボット）

お客さまの
工場

DX
装置管理

（データ活用）

超微細金属粉末
（3D造形材）

金属粉末製造技術
（アトマイザー）

循環材料

「省・小・精の技術」
を活かした製品

バイオマスプラスチック
（パラレジン）

高精度
バイタルセンシング

インフラ管理の
スマート化

測色器と
分光ビジョンシステム

CTOメッセージ
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パーパスに基づく
主体的（Proactive）な
知財活動

エプソンは、持続可能でこころ豊かな社会の実現を目指し、パーパスを新たに制定しました。この
パーパスに基づき、エプソンの知財活動のミッションを上記のように定めました。
エプソンの知財活動は、第三者からの権利行使に対抗して、保有する知的財産権を受動的(Reactive)
に使用するのではなく、将来を先読みした知的財産権を取得し、積極的に活用することによって、潜在的
な知財課題に主体的(Proactive)に対応することをポリシーとしています。
さらに、上に示した知財活動の価値階層レベル５達成を目指し、(1)イノベーション支援、(2)共創・
DX支援、(3)ブランド支援に注力しています。
→詳細はP.36を参照

知的財産本部長

小林 利彦

知財活用戦略
エプソンでは、保有する知的財産権の活用戦略を、自社の実施状況と競合他社の実施状況の2軸
で表した4象限の図で整理しています。この図を「Ｃカーブ」と名付け、この「Cカーブ」をベースに知財
活用戦略を策定しています。

1. 非許諾領域(自社実施あり、他社実施なし)
　 競争力のあるコア技術の特許を取得し、他社には許諾しないことで、競争
力の源泉であるコア技術を守ります。

2. クロスライセンス領域(自社実施あり、他社実施あり)
　 他社も実施したい特許を活用して、クロスライセンスなどをすることで、
事業活動の自由度の確保に努めます。

3. 売却・有償許諾領域(自社実施なし、他社実施あり)
　 クロスライセンス締結によって事業の成長に貢献してきた特許を他
社に売却もしくは有償で実施許諾することで資金回収（収益化）を
行います。

4. 放棄・満了領域(自社実施なし、他社実施なし)
　 特許権の保有コストを鑑み、権利の活用可能性が低下した特許を
積極的に放棄します。

エプソンの知財戦略推進体制
エプソンでは、事業ごとの「事業部長／開発本部長、
知的財産本部長による２者懇談会」を定期的に開催し、
さらに「社長、事業／開発本部長、知的財産本部長によ
る３者懇談会」も開催しています。このように「経営」、
「事業・開発」、「知財」の3者の距離が非常に近い関係
であることは、エプソンの知財活動の大きな特徴で
あり、エプソンの独自のコア技術を守るための開発戦
略や事業戦略と連動した知財財産戦略を策定する
上で強みになっています。
また、策定した戦略を遂行するため、エプソンの知的
財産部門は技術開発部門および事業部門のそれぞれに対応する知財担当を設置しています。さらに、
国内関連会社・海外関連会社の法務・知財部門、営業部門と連携して、世界各地域の知的財産に
関する課題解決や契約締結、模倣品対策活動などを統括管理しています。
加えて、知的財産戦略については定期的に取締役会で報告・議論し、戦略に反映しています。

ミッション
知的財産権だけでなく、 ブランドやデータ
などを含む広い意味での「知的財産」を
価値に変換し、企業価値の持続的成長の
実現を支援する

知財戦略

1.
非許諾

2.
クロスライセンス

4.
放棄

権利の満了

3.
売却
許諾
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（1）イノベーション支援

事業戦略・開発戦略に沿ったIPランドスケープ

「Epson 25 Renewed」においては、全て自前主義でやるのではなく、互いに理解・協力し合える
パートナーとともに新たな価値をスピード感を持って創造する「共創」を重視しています。
共創を円滑に進めるには、共創相手との取り決めである契約の枠組みをエプソンにとっても、共創
相手にとっても望ましい形に作り上げることが重要です。特に共創によって生じる知的財産の取り扱い
は争点になりやすく、スピーディーに互いにWin-Winの関係となる枠組みを定める必要があります。
そこで、エプソンでは技術契約を支援する専任の契約支援チームを設け、共創の検討の初期段階から

ワンストップで契約支援をすることで、スピード感を持って共創を進められる体制を作っています。
また、近年では、価値ある知的財産であるデータを活用したDX、すなわちデータ利活用ビジネスの
検討も進んでいることから、データ利活用のビジネス形態を類型化し、類型に応じて迅速に関係者と
契約が締結できるようにしています。

（2）共創・DX支援

共創パートナーとの共創スキームの構築を契約面からサポート
エプソンは、ブランドの構築には（１）他社と差別化された独創性と、（２）一貫したブランドコンセプトを
継続的にお客様に発信する一貫性・継続性、が重要と考えています。
独創性に関しては、エプソンでは、製品の独創技術および独創デザインの紹介において、それらが
知的財産権により保護されていることを紹介することで、商品のオリジナリティの訴求を行っています。
一貫性・継続性に関しては、上記の独創技術や独創デザインに対して商標権を取得し、独創技術や
独創デザインを技術ブランド
化、デザインブランド化する
ことで、お客様に一貫してブ
ランドコンセプトを継続的に
発信しています。
これにより、エプソンブラ
ンドが他に無い独創の商品・
サービスを継続して生み出し
ていることをお客様に分かり
やすくお伝えしています。

（3）ブランド支援

知財ミックスを活用したブランドプロモーション

センサーデバイス

データ

パートナー

①データの取得 ②データの解析／情報の分析

③加工④ソリューションの提供

エプソン

ソリューション

パートナーの
顧客

データ利活用ビジネスの一類型

IPランドスケープのイメージ図

知財戦略

一般に「IPランドスケープ」とは、「経営戦略または事業戦略の立案に際し、（1）経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施し、
（2）その結果（現状の俯瞰・将来展望など）を経営者・事業責任者と共有すること」と定義されています（特許庁「経営戦略に資する知財
情報分析・活用に関する調査研究報告書」より）。
エプソンのIPランドスケープで最も重視していることは、会社／事業／開発の方針決定に貢献することです。分析した結果を単に情報
提供するだけではなく、何らかの意思決定につなげることを重視しています。
このような考えの下、「Epson 25 Renewed」の重点事項である「環境」の技術開発を支援するIPランドスケープを重点的に実施

し、結果を事業責任者へ報告し、開発戦略の意思決定につながる提言を行っています。また、「共創」のパートナー候補を知的財産の観点
から評価を行うIPランドスケープも実施しています。

ブランドイメージ向上
事業利益保護

知財ミックス
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執行役員
人事本部長 兼 健康経営推進室長

阿部 栄一

エプソンは、「長期ビジョン Epson 25 Renewed」において「『省・小・精の技術』とデジタル技術で
人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を共創する」ことを目指し、 5つのイノベーション
領域を設定して戦略を推進しています。
この５つのイノベーション領域の中でも、特に成長領域におけるスペシャリストを獲得するとともに、
内部人材に対しては、専門教育と知識・経験の幅を拡げるローテーションの加速により人材育成を強化
し、これらの人材を強化領域に配置しています。
エプソンは、またこれらの人材を活かす組織風土や働く環境づくりに積極的に取り組んでいます。
多様な人材が、「自由闊達で風通しのよいコミュニケーション環境」により、関係の質を向上させ、チーム
力を最大限に発揮して、社員と会社が共に成長し続ける組織風土を作り上げるとともに、社員の多様な
働きかたのニーズに対応した、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。
これらの取り組みを通じ、エプソンは、事業の成長と従業員一人ひとりの成長をともに達成し、目指す

「持続可能でこころ豊かな社会」を実現したいと考えています。

まず人材の獲得に関しては、将来の要員構造の推移の予測と、事業戦略を実現するための要員ニーズ
に基づいて要員計画を策定し、計画的・安定的に新卒採用を行うとともに、積極的な高度専門人材の
キャリア採用を行い、成長領域であるプリンティング（オフィス、商業・産業）や生産システム（ロボット）、
新領域である環境ビジネス・環境技術、センシング、さらに経営・事業基盤となるDXや営業戦略の実行
を中心とした分野に投入しています。
また、人材の獲得にあたっては、要員数の確保に加え、多様性の観点からも、積極的に女性、高齢
者、障がい者、外国人などの採用・活用を図っています。外国人の活用については、日本国内での採用
に限らず、海外現地法人からの受け入れ、あるいは拠点戦略まで含めた、多角的な視点からの検討を
行っています。既に、プリンターの設計機能の一部をインドネシアの現地法人に移管し、現地人材を活用
してオペレーションを行っている例があります。

人材戦略

* 2020、2021年度はCOVID -19のため中止。2022年度よりオンラインで再開予定

エプソンの目指す姿の実現には、経営理念を中心としたエプソンのバリューの理解と、経営や事業の
方向性の共有をベースとしながら、広い視野と高い専門性を持って変化に素早く対応し、お客様の立場
に立って自立的・自律的にお客様の価値を創り上げることのできる人材が必要です。そのため、エプソン
は業務を通じた育成（OJT）を基礎に、教育体系を整備して階層別の教育や各種の専門教育をOFF-JTと
して行い、また、内部人材の強化領域へのシフトを進めるとともに、本人の能力や経験・知識の幅を広げ
るため、ローテーションに積極的に取り組んでいます。従来ローテーションがなかなか進まなかった反省を
踏まえ、社内公募・JOBチャレンジ制度利用時の上司確認の撤廃、昇格要件へのローテーションの織り
込み、異動元職場への人材の補充、管理職の目標管理へのローテーション項目の追加と査定への反映に
加え、異動時教育の体系化を進めています。2019年度のローテーション率は6％でしたが、毎年15％を
目標として取り組んでいます（2021年度9％）。

戦略を遂行する人材の育成

人材の配置と役職への任用は、「役割」の概念を基礎として行っています。事業戦略を遂行するための
組織をグローバルに設計し、その中で各ポジションの役割を定義し、その役割に対し、最適な人材を
配置・任用することが基本的な考え方です。そのための仕組みとして、年1回、各組織において、階層
ごとに「人材レビュー」を行い、要員状況を俯瞰するとともに、各ポジションに対する後継候補人材の
リストアップとその能力開発ニーズの検討などを行っています。
エプソンは海外人材の活用にも積極的に取り組んでおり、国内と同じ役割評価ツールにより、海外現
地法人における各ポジションの役割の大きさ・重さを測り、重要なポジションについての「人材レビュー」
を国内と同様に行い、要員状況の確認や後継計画の検討などを現地と行っています。現地法人の
リーダー層候補者には、エプソンのビジョンとバリューを共有し、各組織でそれらを実践できる力を養う
教育研修プログラム（グローバル・インキュベーション・セミナー、グローバル・エグゼクティブ・セミナー）
を提供しています。 1999年以来、これらのセミナーの受講者は合わせてのべ400人を超え、現在海外
現地法人で代表者を務める現地人材8人のうち7人がこれらのセミナーの受講者です。

最適な人材配置

エプソンの人材戦略

積極的な人材獲得
人材マネジメント
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　エプソンのお客様は、世界各地でエプソン
の商品やサービスを利用してくださる人々で
す。ひとりでも多くの人々の生活を豊かにす
るために、多様なお客様を理解し、その人々に
驚きや感動を与える新たな価値を届けたい
と願っています。そのためには、私たち自身が
多様でなければなりません。そして、それらの
違いを認め受け入れられる環境が無ければ、
その多様性を活かすこともできません。10年後、
さらにその先も、より柔軟にそして、持続的に
成長する企業であり続けるため、国を超え、地
域を超えて、全社員が楽しく事業活動に参画
し対等に議論ができる企業文化を創り上げて
いかなければなりません。会社が社会的使命を
果たすためには、自由闊達な職場こそ全ての
根幹です。自由闊達な職場をつくるための基
礎は、まさにダイバーシティ、エクイティ、そし
てインクルージョンの心からの尊重と絶え間
ない実践にあると考えています。

セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長 CEO

女性活躍の状況
（2022年3月現在）

20.3年女性 19.1年男性

女性管理職数

女性社員比率

平均勤続年数

45.6%

31人／ 3.7%
セイコーエプソン

18.0%
エプソングループ

16.9%
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障がい者雇用者数
（当社・国内グループ雇用者数）
（2022年6月現在）

317人

2.66%

2020年度

324人

2.69%

2021年度

327人

2.70%

2022年度

雇用者数

雇用率

ジェンダーギャップの解消

　エプソンは継続的に社内のジェンダー
ギャップの解消に努めています。
　女性管理職について、国内では2022年
には５％を達成し、2035年までに従業員の
女性比率と同等になるよう、女性のキャリア
研修の充実、社内の意識改革、柔軟な働く環
境の整備などを進めていきます。
　また、男性の積極的な育児参加への取り
組みも進めており、100%の育児休暇取得を
目指しています。

障がい者雇用

　エプソンでは、障がいのある多くの社員が
活躍しています。そのためエプソンはトイレ
や駐車場などの設備面での工夫に加え、
社内研修や面接時の手話通訳の用意やIT
ツールを活用し、働くために必要な支援など
さまざまな配慮も行っています。また、障がい
のある社員が個々の能力を発揮しやすく、働
きやすい職場環境を整えた、特例子会社に
て活躍できる場の拡大を進めています。

グループでの取り組み

　エプソンはダイバーシティの重要性を全
社員に浸透させるため、年2回の方針大会で
グループ全社員に説明するとともに社内イ
ントラネットにて、社長から全社員に向けて、
ダイバーシティや女性活躍推進に関する方
針や考えを発信しています。社内での意識改
革を促進するためのダイバーシティフェアの
開催、またグループ企業での取り組みの促
進のためのコンソーシアムづくりを進めてい
ます。

エプソンにとってのダイバーシティの最大の目的はイノベーションを起こし、私たちのありたい姿を実現することです。イノベーションは多様
なアイデアと活発なコミュニケーションの中からしか生まれてきません。そのため、多様な人材が集まり、それぞれの人に真に公平な活躍の場があ
り、いつでも自由に発言でき、活発なディスカッションができる組織をつくり上げていきます。そしてエプソン内部だけでなく、世界のさまざまな場
所でさまざまな社会に暮らす人々を理解し、その人たちの生活を豊かにする方法をともに考えていくことも、この目的のもう一つの意味です。

グローバル人材の活用
エプソンは世界５８の国と地域で約8万人の従業員が働く企業です。それらの国や地域で働くメンバーとのコミュニケーションをさらに充実さ
せ、目標を共有しながら、それぞれの地域や文化に根差したエプソン独自の社会への貢献を成し遂げていくために、国境を越えた人材交流を活発にし
ていきます。また、エプソン内部だけでなく、さまざまな地域でさまざまな企業と協業、共創を促進していきます。

社長メッセージ

正規・
フルタイム

ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンの推進
ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン

人材戦略
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地域戦略と製品戦略

「Epson 25 Renewed」では、事業を「成長領域」「成熟領域」「新領域」の3つに分類し、メリハリを付けた事業運営を推進しています。
営業活動においてはさらに商品ジャンルを細分化して地域ごとにメリハリをつけた施策展開を行っています。
2021年度の売上収益の実績を見てみますと、海外売上比率が80％まで伸びてきていますが、この10年ほどで多くの新興国で大容量

インクタンク方式のプリンターが伸長したことが大きく貢献しています。大容量インクタンクモデルの圧倒的に安い印刷コストが評価され、
特に南米やアジアのインクジェットプリンター市場で、40％前後の市場シェアをいただいています。このジャンルでは中東やアフリカなど
を今後の成長地域と位置付け、営業活動の資源投下を進めていきます。また、大容量インクタンクモデルは、従来インクカートリッジモデル
が中心だった北米・欧州や日本などでも販売が伸び始めています。これら成熟市場でも、低印刷コストや消耗品交換頻度の低さに加えて、
消耗品廃棄が圧倒的に少ないという環境面での価値を訴求しながら、カートリッジモデルからのさらなる転換を進めていきます。
高速ラインインクジェット複合機を中心とした「オフィス共有IJP」、デジタル化を推進する「商業・産業IJP」、そして生産システムの自動化を

推進する「マニュファクチャリング製品」は全地域で成長に向けた投資を継続します。具体的には自社の販売組織の抜本的強化と販路拡充、
そして、エプソンならではのソリューションを体感していただくショールームの拡充を世界的に実施しています。また、商業・産業IJPやマ
ニュファクチャリング製品では、生産の近消費地への移行というトレンドを捉えた販売・サポート機能の強化を進めています。

環境負荷低減と顧客支援型営業

「脱炭素」と「資源循環」の取り組みを、営業の現場からも推進して
いきます。環境負荷低減を実現する商品の提供に加え、それらの製品
を安心して長く使っていただく保守サービス商品などの提供、使い
終わった後もリファービッシュ・リユース（直して再販）できる体制と
仕組みづくりを推進していきます。また、お客様の印刷ニーズに合わ
せたサブスクリプション型サービスを西欧から開始していますが、
今後もさまざまな付加価値ソリューションを提案していきます。
こうした活動を通じて売上収益の構造を複層化し、従来の売り
切り中心のビジネスモデルを変革すると同時に、「Epson 25 
Renewed」で掲げる環境ビジョンに貢献していきます。
それを実現するために、「お客様と繋がる、繋がり続ける」ことを
今後の活動のキーワードと設定し、国内・海外の販売会社の基盤
強化活動も強化していきます。デジタルを活用したマーケティングと
セールスプロセスの最適化はもちろん、安定稼働のためのモニタ
リングソフトの提供、データ活用による顧客サポート、自社のハード
ウェアを活かした新たなサービスを創出することで、カスタマー
サクセスに貢献していきます。

クロスセルの推進

当社はPOSプリンターやSIDMで長く業界トップの実績を挙げて
おり、多くの流通業社や金融機関などのシステムに採用されてい
ます。また、こちらもシェアトップ*1のプロジェクターは、全世界の多く
の教育機関に採用されています。これらの実績を踏まえ、オフィス
向けを中心としたインクジェットプリンターはもとより、スキャナー
など多くの商品群を既存顧客層に販売する、クロスセル活動を推進
してきています。また、ここ数年では、消費電力が少なく災害発生など
の非常時に緊急電源でも稼働可能なインクジェットプリンターの
特長を生かし、医療分野への普及も進んできています。
特長ある商品群による業種別のアプローチをさらに強化すると

ともに、そこで確立した販路や顧客基盤を最大限に活かすクロス
セルをさらに活性化していきます。

代表取締役 専務執行役員
営業本部長　

久保田 孝一

認知 情報
収集

導入
検討

購入・
契約

導入
設置 稼働 活用・

保守

エプソンの役割

ニーズ把握 解決案提案 導入サポート 運用サポート
保守サービス

営業戦略

 地域別売上収益割合

80％

2021年度
連結売上収益

1兆1,289億円

中国・
アジア・オセアニア

29％
日本

20％

米州

30％
欧州・
アフリカ・中東

21％

海外売上比率

*1の注釈はP.92へ
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民間企業

自治体

学　校
地域の共創

九州ヒューマン
メディア創造センター

エプソンのオフィス・ホーム市場向けインクジェットプリンターは、インク吐出に熱を
使わない「Heat-Free Technology」を搭載しており、オフィスで主流となっている
レーザー方式と比較すると、消費電力削減のほか、交換部品点数が少ないという特長
があります。また大容量インクタンク方式のプリンターは、従来のカートリッジ方式
と比較して、圧倒的に安い印刷コストに加え消耗品に関わる資源消費量を大幅に低減
することができます。こうした当社商品ならではの価値をより広く社会へ浸透させる
ことを目的に、世界各地で積極的な価値訴求活動を展開しています。その一例として
「National Geographic」とのタイアップによるキャンペーンも開始しました。

また、オフィス内での紙の再生を実現する乾式オフィス製紙機PaperLab、捺染などの用途で環境負荷低減などのさま
ざまな価値を提供する産業用デジタルプリンターなど、多くの商品ジャンルで顧客価値と環境価値が進化しています。
木や水を使用せず*、CO₂の排出量も削減して新たな紙を再生する環境配慮商品として既に市場に導入されている
PaperLabですが、企業内の循環サイクルでの使用にとどまらず、地域社会での循環型経済を担う商品として活躍
の場を拡げようとしています。北九州市での「KAMIKURU」プロジェクトや信州大学での産学連携した地域共創プロ
ジェクトが始動し、自治体、学校、地元企業が参加して地域内での古紙回収と再生紙生成を行い、再生紙やアップサイ
クル品を地域に還元し、同時に環境教育や環境貢献活動の輪を広げる取り組みを行っています。
「Epson 25 Renewed」で目指す「持続可能でこころ豊かな社会」、それを達成するための商品とサービスをより
多くの皆様に知っていただくため、世界の各地で戦略的で持続的な訴求活動を引き続き展開していきます。

製品価値訴求
顧客価値と環境価値

National Geographic CreativeWorks によるキャンペーン 紙の循環から始める地域共創プロジェクト「KAMIKURU」

　エプソンの依頼に基づき、ナショナルジオグラフィックが制作した動画およびデジタル
コンテンツにより、温暖化対策の必要性を訴える環境対策警鐘キャンペーン。ナショナル
ジオグラフィックの公式ウェブサイト・SNSメディアへの掲載、各国言語翻訳版のエプソン
各地域販売会社のデジタルプラットフォームへの掲載を通じ、温暖化対策に貢献する必要
性を訴えています。

　エプソンは、北九州SDGsクラブの推進プロジェクト活動
「KAMIKURU」に参画しています。民間企業、自治体、学校
から古紙を回収し、乾式オフィス製紙機「PaperLab」で再生、
さらに、環境負荷の低いインクジェットプリンターでの印刷や、
生成した再生紙を加工することでアップサイクル品として地域
内に還元し、新たな紙資源の循環に取り組んでいます。
　この活動の運営は、「KAMIKURU」参画法人で障がい福祉
サービス事業を運営する「NPO法人わくわーく」が行ってい
ます。

　「NPO法人わくわーく」では、再
生紙を使用したアップサイクル品
を制作・販売しています。

　主にアラスカで活動する女性
研究者ケイティ・ウォルター・アン
ソニー氏。北極圏の永久凍土の
融解と温暖化の関連性について
の研究を行う。ナショナルジオグ
ラフィックエクスプローラーとして、
温暖化対策の必要性を訴えると
ともに、彼女は「エネルギーの削減
に貢献するテクノロジーに投資
すれば、生活にかかる費用が長期
的に減るだけではなく、カーボン・
フットプリントを削減することが
できる」と主張する。

* 機器内の湿度を保つために少量の水を使用します。

地域内における紙の循環システム  

アップサイクル品の販売

キャンペーン概要：

動画紹介：

©Jasper Gibson

営業戦略

「KAMIKURU」プロジェクト
https://kamikuru.jp/詳しくは

Webへ

National Geographic.com内、
エプソンキャンペーンページ
https://www.nationalgeographic.com/
turn-down-the-heat

詳しくは
Webへ 紙ファイル 卒業証書 コーヒーパッケージ 用途に応じた

さまざまな用紙

菓子パッケージ 手提げ袋、小袋 冊子 名刺
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