


価値の創造

高い透明性
（説明責任）誠実な行動

社会に対して
価値を提供する

価値創造のプロセスを
公正・公平に
遂行する

説明責任を果たし、
透明性の高い
企業になる

第1の責任

第3の責任第2の責任
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国内トップシェアの
製品・サービス

　私たちDNPグループは、「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する」という企業理念のもと、事業

ビジョンに「P&Iイノベーション」を掲げ、社会の課題を解決するとともに、人々の期待に応える新しい 

価値の創出に努めています。そして、D N Pの製品・サービスを生活者一人ひとりの身近に、常に 

「あたりまえ」に存在する「なくてはならない価値」にしていきたいという志をブランドステートメント「未来の

あたりまえをつくる。」に込めて、さまざまな変革に挑戦し続けていきます。

　世界には現在、気候変動や環境問題、新たな感染症など、多くのリスクが変動要因として 

存在しています。D N Pグループはそうした状況に対して、独自の「 P＆I」（印刷と情報）の強みを 

掛け合わせ、多様なパートナーとの連携を深めて、先んじてさまざまな課題の解決に取り組み、より良い

社会、より快適な暮らしの実現に貢献していきます。

トップメッセージ 大日本印刷株式会社  代表取締役社長　北島  義斉

企業理念

行動指針事業ビジョン

DNPグループは、
人と社会をつなぎ、

新しい価値を提供する。

P&Iイノベーションにより、
4つの成長領域を軸に
事業を拡げていく。

対話と協働

　DNPグループの経営の基本方針で、「企業理念」を中心に、「事業ビジョン」と「行動指針」で 

構成しています。

　そのほか、すべての社員がとるべき行動を示した「行動規範」、人権を尊重した企業活動 

のための「人権方針」、サステナブルな社会の実現に向けて2050年のありたい姿を示す 

「環境ビジョン2050」などに基づいて、DNPは新しい価値の創出に努めていきます。

DNPグループビジョン

社会から常に信頼される企業であり続けること。

それが、DNPがめざす姿です。

DNPは、「3つの責任」を果たすことで、人 と々社会の期待に応え、

信頼を高めていくよう努めていきます。

DNPが果たすべき「3つの責任」

リチウムイオン電池用バッテリーパウチ 有機ELディスプレイ製造用メタルマスク

写真プリント用
昇華型熱転写記録材

世界トップシェアの製品・サービス
国内外の市場をリードするDNPの製品・サービス

光の映り込みや傷・汚れを防ぐほか、より少ない電力で鮮やかな映像表示を可能にします。

フィルムタイプで、より軽く・より安全に・より多様な形状で
電池を包みます。

印刷で培った精密加工技術を活かして製造用部材を開発・提供し、
有機ELディスプレイの高品質・高精度を支えています。

高品質で扱いやすい写真プリント用の
当製品を活かし、写真の体験価値を
世界で向上させています。

PETボトル用
無菌充填システム

建装材（床材・鋼板）ICカード

ディスプレイ用光学フィルム



人と社会をつなぐDNPの事業
DNPは常に、より良い社会、より快適な暮らしを実現するために何をすべきか、ということを

念頭に事業を展開してきました。「P&I」（印刷と情報）の強みを活かして事業領域を拡げ、

環境やエネルギー、ライフサイエンスなどの事業にも注力しています。
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ライフサイエンス関連事業

印刷工程で培ってきた技術に、バイオテ
クノロジーなどの新技術を掛け合わせ
て、再生医療や予防医療の発展に貢献
する製品・サービスを開発していきます。
オンライン診療に有効なカラーマネジメン
トサービスなども展開。健康寿命の延伸
とクオリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上を
サポートする価値の提供を推進します。

出版関連事業

雑誌や書籍の印刷・製本のほか、デジタ
ルコンテンツの企画・制作から流通・販
売、二次展開まで幅広く提供しています。
紙の書籍と電子書籍、リアル書店とネッ
ト書店を連動させた「honto」事業を展開
するとともに、読書の新しいスタイルを提
案しながら、人 と々社会の「知」を支える
出版文化の可能性を拡げていきます。

包装関連事業

食品・日用品・医薬品をはじめ、さまざま
な製品のパッケージを日本だけでなくグ
ローバルに提供しています。環境負荷を
低減し、誰もが使いやすくなる機能や生
産技術の工夫により、安全・安心でサ
プライチェーン全体を最適化していく製
品・サービスを開発し、持続可能な社会
を実現します。

生活空間関連事業

環境や健康に配慮した機能と、感性に
響くデザインにより、住宅やオフィス・商
業施設、自動車・鉄道車両など、さまざま
な生活空間に新たな価値を提供。また、
次世代のモビリティ社会の実現に向け
て、内・外装の意匠性と機能性の向上、
快適さを実現する製品・サービスの開発
に取り組んでいます。

業務設計と情報管理のノウハウに製造
技術とICTを掛け合わせ、企業に内在し
ている業務を最適化し、高度なセキュリ
ティ管理を強みにした業務受託を行い
ます。個人情報を処理する業務用の印
刷物の企画・製造に加え、その周辺に
存在する高度な業務も、AI（人工知能）、
RPA＊のほか最新技術を使って効率的に
支援します。
＊：RPA（Robotic Process Automation）

ディスプレイ関連製品事業

スマートフォンなどの小さな携帯情報端
末から、交通機関や各種施設等で使用
する大型機器まで、多様なディスプレイ
用の製品を提供しています。有機ELディ
スプレイ関連の製品やタッチパネル用セ
ンサーなど、ディスプレイの進化を先取り
した製品などの開発を進めていきます。

電子デバイス事業

生活を豊かにする多様な電子デバイス
の開発を国内外で展開。半導体製品用
フォトマスクは、最先端の線幅5ナノメー
トル（nm）＊1クラスにも対応し、ナノインプ
リントなどの技術開発も推進。M E M S＊2

製品等も含めた多彩な製品群で、電子
機器の小型化・軽量化ニーズに応えてい
きます。
＊1：ナノメートル（nm）は、10億分の1メートル
＊2：MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）微小
　　電気機械システム

情報イノベーション事業
マーケティング関連

さまざまな企業のマーケティングの取り
組みについて、施策の立案支援から、シ
ステム開発の円滑な運用まで、幅広く業
務を展開しています。リアルとデジタルを
シームレスにつないでマーケティング手
法を進化させ、企業と生活者のコミュニ
ケーションの活性化、顧客体験価値の
最大化を図ります。

飲料事業

DNPグループの北海道コカ・コーラボトリ
ング株式会社で清涼飲料・アルコール
飲料の製造・販売を行っています。コカ・
コーラブランドを活かして独自の製品開
発を行うほか、DNPの包装関連事業と連
携した製品・サービスの開発や、B to  C

の視点を活かした事業展開など、「オー
ルDNP」で相乗効果を高めています。

産業用高機能材関連事業

電気自動車向けやモバイル端末向けの
リチウムイオン電池用バッテリーパウチ
で世界トップシェアを獲得しています。ま
た、再生可能エネルギーの拡がりに対応
した太陽電池用の部材など、地球環境
への負荷の低減、5GやDXの進展による
社会変化など、さまざまな社会課題の解
決に貢献する高機能材を開発・提供し
ています。

情報イノベーション事業
BPO（Business Process Outsourcing） イメージングコミュニケーション事業

写真やバーコードなどのプリントに使わ
れる製品をグローバルに展開。証明写
真機「K i -Re- i」やクラウド型画像販売ソ
リューション「 Imaging Mal l」等で高品質
な写真関連のサービスを提供していま
す。また、テーマパークやイベント等で写
真の体験価値を高める各種サービスを
国内外で展開しています。

ICカードの製造・発行、電子決済サービ
スやその支援システム、安全・安心な本
人認証システム、企業の情報を守るため
の各種サービスを、高度なデータ処理技
術と徹底した情報セキュリティ管理体制
により展開。企業や生活者の大切な情
報の保護と、セキュアな運用による利便
性向上の両立をめざします。

情報イノベーション事業
情報セキュリティ関連



4つの成長領域で独自の強みを活かす
DNPは、「知とコミュニケーション」「食とヘルスケア」「住まいとモビリティ」

「環境とエネルギー」を事業の成長領域と位置づけ、社会課題を解決するとともに、

人々の期待に応える新しい価値の創出に取り組んでいきます。
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４つの成長領域における注力事業の例

2015年9月、国連サミットですべての加盟国（193カ国）によっ
て「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されま
した。このアジェンダでは、「持続可能な開発目標（SDGs）」を
行動計画として掲げ、17の目標と169のターゲットへの取り組
みによって「誰一人取り残さない」世界の実現をめざしていま
す。DNPは、SDGsを「より良い社会づくりのものさし」のひとつ
として活かし、豊かで持続可能な社会の実現に向けて、企業
の社会的責任を果たしていきます。

「持続可能な開発目標（SDGs）」について

本人認証システム

写真関連サービス・ソリューション

リチウムイオン電池用バッテリーパウチ

オンラインヘルスケア

データ流通関連

モビリティ関連

太陽電池用部材（封止材・バックシート）

「DNPバーチャルエクスペリエンス VRモデルルーム」

先進的なシームレスデザインを実現できる
次世代加飾パネル

電気自動車向け
ワイヤレス給電用 シート型コイル

「DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」

ICTを活用した
学習支援システム

環境関連

IoT・次世代通信関連

5Gスマートフォン向け
超薄型放熱部品
（ベイパーチャンバー）

8K対応高精細 VRコンテンツ制作
仁和寺「金堂」内陣のVR

知とコミュニケーション
世界の人々が安全・安心にコミュニケーションの

機会を拡大し、知を継承・発展できる未来

食とヘルスケア
世界の人々の生命への不安が解消され、

生涯にわたって、安全・安心で質の高い生活を全うできる未来

住まいとモビリティ
世界の人々が暮らし、移動するあらゆる生活空間が

快適で安全・安心に保たれている未来

環境とエネルギー
地球環境への負荷を減らし、

世界の人 と々地球が共生できる持続可能な未来



強みを掛け合わせ、価値を生み出す
DNPは、印刷（Print ing）と情報（ Information）のさまざまな強みを掛け合わせ、

多様な価値を生み出しています。印刷の基本工程から生み出された技術をベースとしながら、

常に最先端のものへと磨き続け、応用・発展させていくことで、DNPならではの事業を創出しています。
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印刷プロセスから培った技術

印刷の基本工程 出版印刷や商業印刷等の例

編集・入稿・
レイアウト

印刷

製本・加工

製
品
納
入

効
果
測
定

フ
ィ
ー
ド
バッ
ク

製版・刷版

企画・設計 後加工技術

精密塗工技術

情報処理技術

微細加工技術

めざすアウトプットに適したプロセス
を企画・設計します。DNPは大量の文
字・静止画・動画・音声等の情報を常
に扱っており、データフォーマットや色
調を整え、加工や保管も行います。大
容量データを安全かつ適切に取り扱
うノウハウを高め、各種重要情報の加
工・解析、セキュリティ技術へと拡げて
います。

紙だけでなく、プラスチックフィルムや
金属・ガラスなどの基材表面に、単層
または多層で、さまざまな特性を持っ
た材料の塗布膜を均質・均一に形成
する技術です。光学特性、バリア性、
耐熱性など、多様な機能を付与でき
るため、包装や建材のほか、写真プリ
ント用部材や電池用部材、光学フィル
ムなどに広く応用、展開しています。

印刷されたインクの網点が肉眼で識
別しにくいように、印刷プロセスでは
非常に微細な加工が施されています。
この技術を発展させて、金属やガラ
ス、樹脂などの基材に対する微細な
加工を可能にしました。最先端のエレ
クトロニクス製品の数々や、ホログラム
などによる偽造防止・セキュリティ分
野などに応用しています。

印刷後の製本など、各種加工を施す
工程から派生した技術群です。最終
製品の使用目的に合わせ、使い勝手
のよいカタチに整える技術で、型抜き
や組立てなどの立体加工にも優れて
います。食品・飲料・日用品等のパッ
ケージや、内容物の無菌充填等のシ
ステム開発、各種製品の検査・計測・
解析などにつながっています。

材料開発 評価・解析技術

新たな材料を合成あるいは分散・混合して、インクや接着剤、感光性材料、コー
ティング材料などを設計・製造する技術です。印刷精度が緻密化し、製品が高
機能化・多様化するなかで最大の効果を得るため、材料から開発しています。

製造プロセスを解析し、品質の安定化や生産性の向上、作業環境の改善などにつな
げる技術です。最新のセンシング技術と理論を組み合わせ、製品のクオリティを左右す
る材料・工程の特定、機能・性能を発現させるメカニズムの解明を行っています。

1

2

3

4

価値創造の基盤としてのDNPの資産・強み

D N Pは常に、技術を進化させて最先端に挑むとともに、生活者と 

社会に視点を置いて「価値のタネ」を発見し、営業・企画・製造など 

の強みと、パートナーの強みとを掛け合わせ、新しい価値を開発、 

提供しています。 オールDNP
の

総合力

企画
・

デザイン

技術
・

研究開発

管理
・
運用

生産
・
製造

営業

価値創出の事例

1960年代の国内のカラーテレビ普及に合
わせてDNPが開発した放送用カラーチャート
は、今も放送業界で、正確な色再現を判定
する基準となっています。現在は、半世紀以
上にわたって培った強みを活かして顕微鏡
用のプレパラート状のカラーチャートの開発を
進め、どの顕微鏡で見ても画像データの色
調が同じになるよう補正することに取り組ん
でいます。新たな感染症などにより遠隔診療
が広がりつつあるなか、検体等を大きな病院
に送って解析しなくても、ネットワークでのデ
ジタル画像のやり取りで、正確な診断を行う
ことができます。今後もDNPは、カラーチャート
の利用領域を拡げていきます。

DNPは「GREEN PACKAGING」の製品やサー
ビスを通じて、「資源の循環」「CO2の削減」
「自然環境の保全」という3つの価値を社
会に提供していきます。ラインアップとして、
原料の一部を石油由来から植物由来に置
き替えてC O 2を削減できるパッケージのほ
か、リサイクルしやすい素材や形態のパッ
ケージなどを展開しています。また、フィルム
パッケージ用のグラビアインキについても、
植物由来の原料を一部に使用したバイオ
マスインキへの切り替えを国内の全工場で
推進しています。2020年度は植物由来原料
を使用したパッケージで、年間3,300トンの
CO2を削減しています。

病理画像向けスライドガラスタイプチャート

広色域カラースライド

階調スライド

ナノインプリント リソグラフィ向け原版

断面

「DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」

医療用の顕微鏡で使用する
プレパラート状の
カラーチャートを開発

ナノインプリント リソグラフィ向け
原版の開発で、半導体製造の
消費電力を大幅に削減

「DNP環境配慮パッケージング
GREEN PACKAGING」の開発・提供

DNPは、微細な回路パターンを、シリコンウェ
ハーに原版を押し付けて形成する半導体製
造用の先端技術「ナノインプリント リソグラフィ
（NIL）」の開発を進めています。NILを採用し
た工程では、従来の露光方式のリソグラフィ
と比べ、消費電力を約10分の1に抑えること
ができます。このNILで形成できる回路の微
細度は原版に依存しており、DNPは最先端
の半導体チップで使われる14ナノメートル＊

のパターンの原版が作製できる技術を確立
しています。DNPはこの取り組みを通じて、半
導体製造時の消費電力を削減し、温室効果
ガスの排出量低減に貢献します。
＊：ナノメートル（nm）は、10億分の1メートル

●印刷技術（狭義）

微細加工技術
●印刷技術（狭義）

微細加工技術

企画・設計

精密塗工技術
●UV硬化技術
●インクジェット技術

●エッチング加工
●電子線描画技術

●印刷技術（狭義）
●賦型技術

微細加工技術

●高分子材料
●界面制御材料

材料開発

評価・解析技術

評価・解析技術

企画・設計
●パッケージデザイン

●コーティング技術

精密塗工技術

●ラミネート技術

後加工技術

●コーティング技術

精密塗工技術

材料開発

評価・解析技術

企画・設計
●光学設計
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社外からの主な評価（2022年6月末）

ギャラリー

DNPの情報開示について

ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）

メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド（MMM）

京都dddギャラリー

DNP京都太秦文化遺産ギャラリー

現代グラフィックアートセンター（CCGA）

〒104-0061
東京都中央区銀座7-7-2
DNP銀座ビル　
TEL： 03-3571-5206

〒104-0061
東京都中央区銀座7-7-4
DNP銀座アネックス
TEL： 03-3574-2380

〒600-8411
京都府京都市下京区
烏丸通四条下ル水銀屋町620
COCON烏丸3F
TEL： 075-585-5370

〒600-8411
京都府京都市下京区
烏丸通四条下ル水銀屋町620
COCON烏丸3F
TEL： 075-662-7090

〒962-0711
福島県須賀川市
塩田宮田1
TEL： 0248-79-4811

統合報告書

持続的な価値創造に向けて、財務と非財務の資
本を統合的に活かしていく成長戦略と事業活動
について、年１回報告します。

ウェブサイト「IR情報」

株主・投資家等に向けてコーポレートサイト内に
「IR情報」サイトを設け、情報の適時開示を行い
ます。

ウェブサイト
「サステナビリティ」

非財務情報をより詳細に伝えていくためにコーポ
レートサイト内に「サステナビリティ」サイトを設
け、サステナビリティ情報の適時開示を行います。

環境報告書

環境マネジメントについては、年度ごとの活動内
容をPDFにまとめ、「DNPグループ環境報告書」
として報告します。

市谷の杜 本と活字館

〒162-8001
東京都新宿区
市谷加賀町1-1-1
TEL： 03-6386-0555

ESGインデックスへの組み入れ状況 サステナビリティに関する評価

財
務

非
財
務

DNPグループ コーポレートサイト
https://www.dnp.co.jp/

IR情報
https://www.dnp.co.jp/ir/

有価証券報告書  等
各種データ

サステナビリティ
https://www.dnp.co.jp/

sustainability/

環境報告書  等
各種データ

統合報告書

企業情報

CDPの「サプライヤー
エンゲージメント 
評価」で最高評価に 
3年連続で選出

女性活躍推進企業
として2022年「なで
しこ銘柄」に選定

DNPが組み入れられている世界的なESGインデックスの例

会社概要（2022年3月末）

商号

本社

U R L

創業

設立

代表取締役社長

資本金

従業員数

事業セグメント

大日本印刷株式会社

〒162-8001

東京都新宿区市谷加賀町１－１－１

ht tps: / /www.dnp.co. jp/

1876（明治9）年10月9日

1894（明治27）年1月19日

北島  義斉

1,144億64百万円

10,082名（単体）

36,542名（連結）

印刷事業（情報コミュニケーション部門、
　　　　   生活・産業部門、エレクトロニクス部門）

飲料事業（飲料部門）

営業拠点（2022年7月末）

海外  24カ所
ソウル
上海
台北
新竹
バンコク
ホーチミン
シンガポール
ジャカルタ
パシルグダン
ニューヨーク
コンコード
サンノゼ
トーランス
マウントプレザント
セーレム
オーランド
デュッセルドルフ
フォレ
カールスルンデ
ビルケロッド
ロワシー
アグラテブリアンツァ
ハーレム
モスクワ

国内  34カ所
札幌　　
帯広　
盛岡
仙台
山形
郡山
水戸
宇都宮
市谷
五反田
多摩
横浜
新潟　
金沢　
長野
静岡
浜松

名古屋
京都
大阪
米子
岡山
広島
福山
高松
松山
高知
福岡
北九州
熊本　
大分
宮崎
鹿児島
那覇沿革

1876年
1877年
1907年
1935年
1945年
1951年

1958年
1964年
1974年
1983年
1985年
1997年
1999年
2001年
2003年
2004年
2008年
2010年
2014年
2015年

2017年
2018年

2019年

2020年

2021年

秀英舎創業
書籍『改正西国立志編』印刷
日清印刷創業
秀英舎と日清印刷が合併（大日本印刷誕生）
紙幣を印刷
『再建五か年計画』発表（「第二の創業」へ）
紙器・軟包装分野に本格参入
建材分野に進出
カラーテレビのブラウン管用シャドウマスクを試作
東京オリンピックの公式ポスターを印刷
磁気通帳・磁気カードの本格生産開始
ICカードを開発
昇華型熱転写記録材を開発、生産開始
PETボトルのインライン無菌充填システムを開発
リチウムイオン電池用バッテリーパウチを製品化
「DNPグループ21世紀ビジョン」発表
太陽電池用部材を開発
毛細血管パターンの作製に成功
再生医療用細胞シート培養フィルムの生産技術確立
電子書籍販売サイト「honto」開始
「多機能断熱ボックス」を開発
「DNPグループビジョン2015」を発表
「採光フィルム」を開発
決済プラットフォームサービス提供開始
「ミニ腸」の研究開発に成功
北島義斉が社長に就任（「第三の創業」の実現を加速）
モノマテリアル（単一素材）フィルムパッケージ開発
東京大学と共同で、伸縮自在な薄型ディスプレイを開発
電気自動車向けワイヤレス充電用シート型コイルを開発
「情報銀行」事業向けシステムプラットフォームの提供開始
超低反射フェイスシールド開発
オンライン診療向け色補正サービス提供開始
抗菌・抗ウイルス特性を持つ製品の開発強化
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催
　DNPはオフィシャルパートナー（印刷サービス）
リチウムイオン電池用バッテリーパウチの工場新設

生産拠点（2022年7月末）

海外  16カ所
パシルグダン
ジャカルタ
カラワン
ブカシ
ビンズン
ホーチミン
ハノイ
厦門
新竹
コンコード
マウントプレザント
セーレム
カールスルンデ
アグラテブリアンツァ
ハーレム

国内  57カ所
札幌
北上
仙台
泉崎
牛久
つくば
栃木
館林
久喜
狭山
蕨
戸田
ふじみ野
三芳
東松山
白岡
柏
市谷
榎町
赤羽
神谷
高田
小豆沢
高島平
横浜

川崎
小田原
愛川
白山
中津川
下呂
磐田
名古屋
小牧
京都
京田辺
大阪
寝屋川
門真
小野
川西
岡山
笠岡
広島
三原
徳島
坂出
北九州
福岡
筑後

研究所（2022年7月末）

つくば
ふじみ野

柏
市谷

赤羽
岡山

白山

FTSE4Good 
Global Index 

THE INCLUSION OF Dai Nippon Printing IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, 

ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Dai Nippon Printing BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES.
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX
NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

MSCI ESG Leaders indexes ETHIBEL 
Investment Register 
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World Index 120






