
DNPの価値創造プロセス
社会課題や人々の期待を把握・分析し（1）、

「P&Iイノベーション」によってDNPならではの価値を開発・提供し（2）、

さらなる価値の創出に向けて財務基盤と非財務資本を強化する（3・4）――。

この好循環によって、持続可能なより良い社会、より快適な人々の暮らしを実現していくことが

DNPの価値創造プロセスです。
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DNP自身が主体となって、社会や人 と々直接向き合い、

大きな潮流（メガトレンド）を把握・分析し、DNPの強み・資本を活かして、

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つなげていく。

社会課題や人々の期待

財務資本とともに、DNPならではの各種非財務資本の拡大に努め、

それぞれの資本の強みを掛け合わせる統合的な経営を推進していく。

非財務資本の強化
事業別ROAによる目標管理、政策保有株式の縮減、

遊休資産等の圧縮のほか、各種資本政策によって財務基盤を強化。

社会・関係
資本

知的資本人的資本

製造資本 自然資本

DNP独自の「P&I」（印刷と情報）の強みを掛け合わせ、パートナーとの連携を深めて、

「4つの成長領域」における「注力事業」を中心に、人と社会をつなぐ新しい価値を創出。

株主還元
あらゆるステークホルダー

への配慮の上、
安定配当を基本とし、

EPSを向上。

資産効率の向上

財務資本の強化

● 各種製品・サービス
● 各種ビジネスモデル

OUTPUT
社会課題を解決するとともに、
人々の期待に応える価値

OUTCOME
持続可能なより良い社会、
より快適な暮らしの実現

IMPACT

ROEの改善・向上

オール DNP

事業の推進

基盤の強化

1

3

2

4

コーポレート・ガバナンス　　　　　　（企業統治・内部統制）の強化・徹底

価値創造の基盤としてのDNPの資産・強み パートナーとの対話と協働

オール
DNPの
総合力

企画
・

デザイン

営業
生産
・
製造

管理
・
運用

技術
・

研究開発

「P&Iイノベーション」について
DNPは、常に最先端に挑んできた技術と営業・企画・生産等の
多様なノウハウ、そしてパートナーの強みを統合的に活かして、
革新を起こしていきます。印刷（Printing）と情報（ Information）
の両面で進化してきたDNPの強みは他者にはない独自のもので
す。「オールDNP」で総合力を発揮していくことで、人と社会に欠
かせない、これまでにない価値を創出していきます。

P16、P30-31

P36-39、P58-85

P&Iイノベーション P17-22、P40-49

財務基盤の強化 P23-25

「P&Iイノベーション」による価値創造戦略的な投資の推進
企業活動を通じて財務・非財務の資本を拡大し、

新たな価値創出への投資を行っていく。
（事業開発投資／環境関連投資／人財への投資など）

統合的な
企業活動の
推進

財務と
非財務資本の
掛け合わせ

&

社会・人々／地球環境

対価価値の提供

社会・人々／地球環境
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DNPならではの強みとして、将来的な財務につながる「プレ財務」とも言われる

「非財務資本」の強化・拡大に努め、さらなる価値創出に向けて再投資していきます。

4 3

価値創造プログラム P22

ROEの改善・向上

資産効率の向上

「P&Iイノベーション」による
価値創造

財務資本の強化

P&Iイノベーション社会課題や人々の期待

非財務資本の強化 財務基盤の強化

オール DNP

事業の推進

基盤の強化

1

3

2

4

1 2

（2021年3月期、2021年3月末現在）

グループ全体に存在している強みを掛け合わせて総合力を発揮していく「オールDNP」を推進して、“価値の

タネ”を発見し、仮説検証を繰り返し、最適なビジネスモデルを構築していく「価値創造プログラム」を実行し

ていく。独自の「P&I」の強み、多くのパートナーとの連携の強み、挑戦し続ける社員の強みなどを活かし、あ

らゆるステークホルダーに価値を提供するとともに、その対価としての利益を拡大して中長期的に企業価値を

高め、持続可能な社会の実現に貢献していく。

価値仮説
製品・サービスの持つ

潜在的な価値
製品・サービスの価値を

顕在化させる方法

ビジネスモデル
価値の対価

（価値のバロメータ）

利益

 ｢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」

の対価としての利益

発見力 ｜ 価値のタネ

転換力 ｜ ビジネス仮説

検証力 ｜ 仮説検証

1  顧客

2  提供価値

3  提供手段

4  収益モデル

「オールDNP」での総合力の発揮
（マーケティングの視点を活かした「P&I」の強みの掛け合わせ × パートナーとの連携）

コーポレート・ガバナンス　　　　　　（企業統治・内部統制）の強化・徹底

統合的な企業活動の推進

財務と非財務資本の掛け合わせ
&

● ｢DNPグループ環境ビジョン2050」｢生物多様性宣言」等の策定
● 温室効果ガス（GHG）排出量の削減　2015年度比 30.3%減
● 水の循環利用量　231,630千㎥　利用倍率 31.1倍
● ｢印刷・加工用紙調達ガイドライン」適合率100%を目指し、
 トレーサビリティの確保や持続可能な用紙調達を推進。

自然資本

● 安定した製品・サービスの供給体制
● グローバルな生産拠点　国内61カ所、海外16カ所
● 設備投資額：716億円

製造資本

● 多様なステークホルダーとの長期にわたる信頼関係
● サステナブルなバリューチェーンの構築

•数万社のビジネスパートナー
•教育・研究機関
•スタートアップ企業

•地域・自治体
•NPO／NGO／各種団体
•その他

社会・関係資本

● 事業創造型の研究開発体制
● 国内保有権利数
 特許権：11,525件、意匠権：1,395件、商標権：1,192件
● 研究開発費：326億円

知的資本

● DX人財の処遇・育成強化
● ダイバーシティ&インクルージョンの推進
● 従業員数：37,062名　（国内33,308名、海外3,754名）

人的資本

財務・非財務資本を戦略的に活用しP&Iイノベーションを加速する
DNPは、独自の強みである財務資本と非財務資本を統合的に活かし、仮説の検証～ビジネスモデルの構築～

対価としての利益の創出という「価値創造プログラム」を推進し、持続可能な企業価値の拡大に努めていきます。 

DNPの価値創造プロセス インプットとビジネスモデル

DNPが重視するメガトレンド　社会課題と人々の期待を把握・分析 DNPのビジネスモデル 価値創造プログラムによりP&Iイノベーションを加速する

DNPの非財務資本＝インプット　強固な非財務資本を戦略的に活用する

株主資本
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知とコミュニケーション 住まいとモビリティ

食とヘルスケア 環境とエネルギー

モビリティ関連

環境関連

データ流通関連

IoT・次世代通信
関連

教育関連事業

BPO

光学フィルム

認証・セキュリティ

メタルマスク

情報銀行

モビリティ内外装材

環境配慮包材

産業用高機能材

メディカル・ヘルスケア

リチウムイオン電池用
バッテリーパウチ

写真メディア・
コトづくり

5G関連新製品
（ベイパーチャンバー、透明アンテナ等）

４つの成長領域における主な「注力事業」 P32-33

社会課題・人々の期待に「未来のあたりまえ」で応える
国内外のメガトレンドや経済・社会・環境の課題を的確に捉え、市場成長性と収益性の軸で各事業が生み出す

価値を明確にして、DNPだからこそ高い効果を達成できる「注力事業」に経営資源を集中させていきます。

DNPの価値創造プロセス メガトレンド～アウトプットとアウトカム

4 3
株主還元

ROEの改善・向上

資産効率の向上

「P&Iイノベーション」による
価値の創造

財務資本の強化

P&Iイノベーション社会課題や人々の期待

非財務資本の強化 財務基盤の強化

1 2

コーポレート・ガバナンス　　　　　　（企業統治・内部統制）の強化・徹底

統合的な企業活動の推進

財務と非財務資本の掛け合わせ
&

人的資本

製造資本

知的資本

自然資本
社会・関係資本

価値創造の起点　メガトレンドから成長領域を特定する DNPの創出価値＝アウトプット・アウトカム   成長領域から「未来のあたりまえ」をつくる

知とコミュニケーション 住まいとモビリティ

食とヘルスケア 環境とエネルギー

気候変動の激化
海洋汚染の悪化

リスク
エネルギー施策の変化
天然資源の枯渇

シェアリングエコノミー等の加速リスク

 人材の多様性拡大　  食料不足、食品ロス

解決する社会課題・提供する価値

国内の人口減少と
世界の人口増

メガトレンド
 都市や地域の機能・サービスを効率化
 移動手段・機会の確保と環境の両立

解決する社会課題・提供する価値

都市のスマート化
メガトレンド

 取引の安全、社会の安全・安心
 正確な与信審査　  サプライチェーン効率化

解決する社会課題・提供する価値

データ経済化
メガトレンド

 健康寿命の延伸

解決する社会課題・提供する価値

人類の長寿命化
メガトレンド

 公衆衛生の変化

メガトレンド

 Society5.0　  社会のニューノーマル構築

解決する社会課題・提供する価値

デジタル
トランスフォーメーション

 温室効果ガス排出量の削減
 再生可能エネルギー使用の拡大

解決する社会課題・提供する価値

脱炭素社会の構築
メガトレンド

DNPを取り巻く事業環境とDNPにとっての「重要課題」

価値創造プロセス1において、グローバルな社会課題や人 の々期待、メガトレンドを把握・分析し、ステークホルダー

の関心・影響やDNPにおける重要度などを勘案して、「重要課題」を設定している。2のプロセスでは、収益性と市

場成長性の軸で、DNPの事業が生み出す価値を見直し、今後注力して伸ばしていくビジネスを設定している。これら

の「注力事業」を中心に、経営資源を最適に配分することで、強い事業ポートフォリオを構築していく。同時に、  
「価値創造プログラム」を実行し、具体的な価値を社会と人 に々確実に届けて、対価としての利益を獲得していく。

オール DNP

事業の推進

基盤の強化

1

3

2

4

戦略的な投資の推進
注力事業への重点的な開発投資によって価値創出の取り組みを加速させていく。長期を見据え、
マイルストーン（中間目標）を設定して、具体的な成果を一つひとつ積み上げていく。それによって
DNPの成長を持続可能なものにするとともに、サステナブルな社会の実現に貢献していく。

技
術
革
新
の
迅
速
化
　
開
発
競
争
の
激
化

獲
得
困
難
に
よ
る
人
材
不
足

リ
ス
ク
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基本方針  １ 「P&Iイノベーション」による価値創造
１ - 1  成長領域を中心とした価値の創出
  ｢4つの成長領域」の視点と「収益性・市場成長性」の2つの軸で、
  事業が生み出す価値を見直し、注力事業を設定して推進

１ - 2  各国･地域への最適な価値の提供
  日本国内だけでなく、各国・地域の期待と課題にきめ細かく対応し、
  最適な価値をグローバルに提供

１ - 3  あらゆる構造改革による価値の拡大
  事業が生み出す価値に応じて、事業の選択と集中を進め、
  経営資源（リソース）を最適化することで、収益性を向上

基本方針  2 成長を支える経営基盤の強化
2 - 1  財務･非財務資本の強化

  財務資本強化に向けた資本政策等の推進と、
  財務資本・非財務資本の掛け合わせによる統合型経営の推進

2 - 2  コーポレート・ガバナンスの強化
  企業価値拡大に向けた強固な企業統治の体制・仕組み等の構築

• 顧客体験価値の提供に向けたデジタル変革（DX）の推進
• 紙メディア製造拠点の縮小

情報コミュニケーション部門

• コンバーティング技術を活かした新製品開発・販売の強化
• 低付加価値製品の見直しを強力に推進

生活・産業部門

• リアルとデジタルの高度な融合に資するキーコンポーネンツの開発・提供
• 競争力が低下した事業の再構築

エレクトロニクス部門

　私たちDNPは、「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する」

ことを企業理念に掲げ、多様な事業活動を通じて、持続可能な

より良い社会、より快適な暮らしの実現に取り組んでいます。

「新しい価値」とはこれまでになかったイノベーティブなものであ

り、課題を解決するとともに、人 を々わくわくさせるものだと考え

ています。従来のような受注を中心とするのではなく、自らが直

接社会や生活者に働きかけて変革を主導し、必要とされる価値

を生み出すことによって、私たち自身が将来にわたって欠かせ

ない存在となれるように注力していきます。

　そのためにもDNPは、長期を見据え、いつまでに・何を・どの

程度達成するかといった中間目標（マイルストーン）を具体的に

設定し、一歩一歩着実に成果を積み重ねていきます。現在は、

2024年度の経営目標を設定した上で、2020年度から2022年

度まで、3カ年の中期経営計画を推進しています。

　この計画では、「『P&Iイノベーション』による価値創造」と「成長

を支える経営基盤の強化」という2つの基本方針に沿って、多様

な施策を実行しています（詳しくはP19-22をご参照ください）。

2024年度の目標として、売上高1兆4,400億円、営業利益750億

円、営業利益率5.2％とし、ROE5.0％以上の継続を計画していま

す。なお、この前提として、新型コロナウイルスに対する世界的な

ワクチン接種の浸透などにより、経済が緩やかに回復していくこと

を想定しています。また、この経営目標を達成するために、市場

成長性と収益性を軸に設定した「注力事業」の売上高構成比率

を段階的に高め、2024年度には2019年度の35％から45%に拡

大させ、営業利益構成も61%から72%まで増やしていきます。

　DNPの社員は、全員がそれぞれの強みを有したプロフェッショ

ナルです。社内および社外のパートナーとの対話を深め、積極

的に協働して強みを掛け合わせていくことで、今までにない斬新

な製品・サービス、ビジネスモデルを生み出し続けていきます。

                      長期を見据え、
新しい価値を創出し続けることで、
       DNPを社会や人々にとって
   欠かせない存在にしていきます。

常務取締役　橋本  博文

BUSINESS 
STRATEGIES
中期経営計画

2. P&I
  イノベーション

1. 社会課題や
 人々の期待

4. 非財務資本の
 強化

3. 財務基盤の
 強化

オール
DNP

1 2

34
基盤の強化

事業の推進

中期経営計画の基本方針

2025年3月期に向けた経営目標について

<基本方針><セグメント>

経営目標（売上高／営業利益／ROE）

7.3％ 2.6％ 5.0％ 継続的に5.0％以上を達成する

 売上高
 営業利益

  営業利益率
 ROE

2021年度以降、新収益認識基準を適用（売り上げ影響額：約▲300億円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度

14,018 13,354 13,500 13,800 14,400

562

4.0%
3.7%

4.2%
4.5%

5.2%

495 570 620
750

（単位：億円）

注力事業の構成について

印刷事業の各セグメントの基本方針について

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度

売上高

 既存
 注力
 構成比 35％ 37％

45％ 61％ 75％
72％

営業利益
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「Ｐ＆Ｉイノベーション」による価値創造基本方針  １

　コロナ禍で一層クローズアップされたように、現在、バ

リューチェーンや情報ネットワークがグローバルに広がり、緊

密に連動しています。そのなかでDNPは、世界No.1シェア

を獲得している製品・サービスの強みを活かすとともに、各

国・地域の特性やニーズにきめ細かく対応し、個々に最適

化した価値を提供していきます。

　グループ社員の約8分の１が海外の拠点で下図の事業等

を推進しており、2021年3月期の海外売上高比率は18.4％

となっています。海外での市場探索や先端技術の獲得を行

うグローバルマーケティング部門などの体制をさらに強化

し、国内外の相乗効果を高め、さらなる価値の提供に努め

ていきます。

選択と集中の推進

情報
コミュニケーション

部門

紙メディア
製造拠点の縮小

データ流通関連
事業の拡大

BPO拠点の拡充

生活・産業
部門

低付加価値製品の
見直しと
拠点の再編

バッテリーパウチ、
バリアフィルム、

環境配慮包材などの
製造ラインの増設

エレクトロニクス
部門

光学フィルム
製造ライン増設

電子デバイス事業への
投資拡大

カラーフィルター
事業の縮小

各事業部門における主な構造改革の例

1 - 1  成長領域を中心とした価値の創出

1 - 2  各国・地域への最適な価値の提供

　個々の事業が生み出す価値を評価基準のひとつとして、

強い事業ポートフォリオを構築し、収益性を高めるため、グ

ループ全体でさまざまな構造改革を推進していきます。

　需要の減少が避けられない事業は縮小･再編し、市場

成長性と収益性が高い「注力事業」に、人的資本や研究

開発投資、土地・設備等の経営資源を集中的に振り向け

ることで、事業構造を転換・強化し、価値の一層の拡大に

努めます。

1 - 3  あらゆる構造改革による価値の拡大

BUSINESS STRATEGIES    中期経営計画

　DNPは、環境・社会・経済の激しい変化のなかで解決す

べき多くの課題のうち、独自の「P&I」の強みを活かすことで

価値を提供できるものを選び取って、事業の成長領域と位

置づけています。「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」という4つの成長領

域で、これまでになかった「欠かせない価値」を提供し、社

会課題を解決するとともに、人々の期待に応えていきます。

　また、長期を見据えてメガトレンドを分析し、ステークホ

ルダーの関心・影響やDNPにおける重要度などを勘案し

て、重要課題を設定しています。さらに、収益性と市場成

長性の軸で、DNPの事業が生み出す価値を見直し、今後

注力して伸ばしていくビジネスを設定しています。これらの

「注力事業」を中心に経営資源を最適に配分することで、

強い事業ポートフォリオを構築していきます。

　例えば、デジタルトランスフォーメーション（DX）もメガトレ

ンドのひとつと捉えています。DNPは、1970年代から取り組

んできたデジタル関連の技術・ノウハウを活かし、デジタル

とアナログ、リアルとバーチャル、モノづくりとサービスの強

みを掛け合わせることで、他社には真似のできない価値の

創出に努めています。こうした「P& Iイノベーション」そのも

のがDNPのDXの推進になると考えています。

※具体的な注力事業の事例はP42-49をご参照ください。

2 - 1  財務・非財務資本の強化

　DNPは財務資本と非財務資本を統合的に活かすことで、

中長期的な成長を支える経営基盤を強化していきます。人

的資本／知的資本／製造資本／自然資本／社会・関係資

本の5つに分類される非財務資本もそれぞれ強化するととも

に、財務資本との掛け合わせによって相乗効果を高めてい

きます。特に「資本政策」および「環境／人財・人権／DX推

進に関する取り組み」を強化し、具体的な行動計画を策

定・実行していきます。

　また「資本政策」の一環として「注力事業」への投資を進

め、2022年度までの3年間の中期経営計画において、年間

1,000億円規模の投資を計画しています。これらの事業投

資の財源として、自己資金だけでなく、他人資本の活用によ

る成長資金の調達や遊休資産の圧縮などを進めていきま

す。そのほか、資本効率の向上、財務基盤の安定化と株主

還元の実施など、さまざまな資本政策を総合的に勘案して

推進していきます。

　これらの施策を通じて、価値の創出に向けて変革に挑戦

し続ける組織風土を醸成し、DNPグループの持続可能な成

長につなげていきます。
※財務戦略はP23-25、環境関連はP62-67、人財・人権関連はP68-72、DX推進関連はP40-41をそれ 
　ぞれご参照ください。

成長を支える経営基盤の強化基本方針  2

資本政策の取り組み

環境に関する取り組み

DX推進に関する取り組み

人財・人権に関する取り組み
価値仮説 ビジネスモデル

価値創造プログラム

ＤＮＰグループの持続的な成長の実現

持続可能なより良い社会と、より快適な人々の暮らしの実現

価値を創出する組織風土（対話） 価値を提供し続ける仕組み（学び合い）

グローバル市場で展開している主なビジネス

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

アフリカ 欧州 アジア 北米 中南米 2020年度の状況

写真撮影・
プリント関連
製品・サービス

リチウムイオン
電池用

バッテリーパウチ

ディスプレイ用
光学フィルム

ディスプレイ製品関連事業
電子デバイス事業

イメージングコミュニケーション事業

高機能フィルム事業等
（バッテリーパウチ、バリア
フィルム、太陽電池部材、生
活空間の内外装商材など）

2016
年度

2,025

14.4%
16.1% 17.0% 17.6% 18.4%

2,267 2,384 2,462 2,458

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2024
年度

海外売上高・比率の推移

（単位：億円）

競争力の高い製品を
グローバルに提供

方針 具体的な取り組み・予定

紙メディア製造拠点の縮小
• プリプレスの長岡サイトを閉鎖
• 出版印刷事業の書籍ファクトリーの赤羽工場を閉鎖、久喜工場、
 白岡工場への設備集約に着手（2021年度中完了予定）

BPO拠点の拡充
• 幕張ソリューションセンターを開設（2020年6月）

低付加価値製品の見直しと拠点の再編
• 関西地区は、田辺工場へ設備を集約中（2021年度中完了予定）

製造ラインの増設
• 鶴瀬工場内にバッテリーパウチの製造ラインを新設
 (2021年3月稼働開始、2022年度にさらに1ライン増設）

カラーフィルター事業の縮小
• 三原工場は、2020年6月をもって生産終了
• 姫路工場は、2021年12月をもって生産終了
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財務戦略

価値創造プログラム

価値創造プログラムの推進策：DNPアワード表彰制度新設

　DNPグループが長期にわたって価値を生み出し続けるために

は、経営基盤を強固なものにする必要があります。私たちは、

財務資本と非財務資本の強みを掛け合わせる統合的な経営に

努めており、私からは資本政策を中心とした財務戦略について

ご説明します。

　DNPは今、「ROEの改善」と「株主還元」を2つの大きなテーマ

とした資本政策を展開しています。長期を見据え、DNPが主体

となって事業活動を展開し、企業価値を安定的に高めていくと

ともに、その結果を株主の皆様をはじめとした全てのステークホ

ルダーに、ひと回り大きくなった価値として提供していきたいと考

えています。

　「ROEの改善」については、2024年度に向けて、継続的に5％

以上のROEを達成できる会社とするため、次の3つの取り組みを進

めています。まず、「4つの成長領域」の「注力事業」への重点的

な投資などによって、価値の拡大、収益の拡大を実現していきま

す。次に、資産効率の向上を推進します。国内外の保有資産の

見直しを広く行い、遊休資産がある場合はそれを圧縮するととも

に、政策保有株式の縮減にも引き続き取り組んでいきます。さらに

「財務資本の強化」を推進していきます。内部留保による安定した

財務基盤の強化に努めるほか、自己資金だけでなく低利な他人

資本の活用も図りながら、資本コストの削減に努めていきます。

　もうひとつのテーマである「株主還元」については、安定配当

を基本とするなかで、業績等を勘案して実施し、状況に応じて

自己株式の取得も検討していきます。

　これらの資本政策を通して、持続可能なより良い社会、より

快適な人々の暮らしに資するような企業価値の最大化に努め、

DNPグループの持続的な成長につなげていきます。

経営資本の最適配分により､
キャッシュの創出力と資産効率を高め､
企業価値を最大化していきます｡
常務取締役　黒柳  雅文

DNPアワード表彰制度

DNPアワード表彰

学び合い会議
（対話による気付き）

他事業へも
応用展開できる・
学びがある

（対話のきっかけ）

優れた価値視点・
取り組みプロセス

を重視
（業績基準も含む）

オールDNP
としての

新しい価値の創出
（組織風土の醸成）

事業部ごとに
上位案件を表彰

会社業績への
貢献度を評価

事業部ごとの
業績基準

（売上・利益）

社長賞（従来型表彰制度）

A事業部 B事業部 C事業部 D事業部 E事業部

業
績

結果重視でプロセスの共有が希薄

組織の縦割りのなかで、受賞者以外はあまり興味を
持たず、波及効果が限定的

課題

対話を通じた、価値を生み出しやすい組織風土の醸成 ＝ 波及効果が大きい結果

業
績

DNPグループ

学び合い会議等で
知恵や工夫を水平展開

総合点が
高いと受賞

オールDNP

BUSINESS STRATEGIES    中期経営計画

2 - 2  コーポレート・ガバナンスの強化

　DNPは経営の重要課題のひとつとして、コーポレート・ガ

バナンスの強化に努めています。迅速かつ的確な経営の

意思決定や業務執行、およびそれらを監督・監査する強

固な体制を構築して運用するとともに、社員の研修・教育

を徹底するなど、多様な施策を連動させて取り組みを加速

しています。

　今年6月の株主総会では、取締役を女性1名を含む12

名とし、その3分の1の4名を社外取締役とする議案が可決

されました。取締役会の実効性の分析・評価は年1回実施

しており、分析結果を社外役員で議論するとともに、取締

役会で共有しています。

　DNPはまた、ESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組

みを積極的に推進しており、その取り組みが社外からも高

く評価されています。例えば、世界的な社会的責任投資

（SRI）の指標「FTSE4Good G loba l Index」に21年連続で

選定されているほか、年金積立金管理運用独立行政法人

（GPIF）が運用するESG指数の構成銘柄などにも選定され

ています（2021年7月時点）。
※コーポレート・ガバナンスについてはP73-85をご参照ください。

中期経営計画の実効性強化に向けて　～「DNPアワード」の取り組み～

　DNPが創出する価値については、十分に仮説を立案・検証し、ビジネスモデルとして設計・構築して、利益という対価を獲得し、事業の
拡大につなげていく必要があります。そのための改革の一環として、2020年度に社内の表彰制度を大きく見直し、「DNPアワード」を新設
しました。これは「価値創造プログラム」（P15参照）を加速させるものであり、「価値仮説構築力」（発見力・転換力・検証力）と「ビジネス
モデル構築力」（顧客軸・提供価値軸・提供手段軸・収益モデル軸）で客観的な審査を行っています。価値に立脚した優れた取り組みを
厳選して表彰し、受賞案件については部門の枠を越えて「オールDNP」で共有し、知恵や工夫などを学び合い、積極的に水平展開してい
ます。こうした活動によって組織風土の一層の改革を促し、常に変革に挑戦する会社として新しい価値を生み出し続けていきます。

価値仮説
製品・サービスの持つ

潜在的な価値
製品・サービスの価値を

顕在化させる方法

ビジネスモデル
価値の対価

（価値のバロメータ）

利益
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FINANCIAL STRATEGIES    財務戦略

　DNPは今、企業価値の最大化に向けて中期経営計画を

推進するなかで、「ROE改善」と「株主還元」をテーマとした

資本政策を策定し、実行しています。

　特に、「価値の創造」については、注力事業への重点投

資などによって、2 0 2 1～2 0 2 4年度の営業キャッシュ・フ

ローの累積を3,300億円程度見込んでいます。また「資産

効率の向上」および「財務資本の強化」に関しても、国内

外の状況を鑑みながら多様な施策を柔軟に組み合わせて

ROE改善と株主還元をテーマとした取り組みの強化

いくことで、リスクの最小化と効果の最大化に努めます。

　「株主還元」については、株主の皆様への利益還元を経

営の重要政策のひとつと位置づけ、安定配当を行うことを基

本とし、業績と配当性向などを勘案して実行していきます。自

己株式の取得・消却についても、経営環境や事業投資の状

況を見極めて、適切に判断していきます。2021年度は300

億円の株式取得および700万株の消却を公表しています。

　DNPは、「価値の創造」による営業キャッシュ・フローの拡大と

資本効率の改善によって、キャッシュの創出に努めていきます。

　他人資本の活用や資本コストの低減、自己資本の最適

化などの具体策を進めることによって、2024年度の数値目

標として、純資産1兆円前後、D/Eレシオ0.25程度を目指し

ています。

価値創造によるキャッシュの創出と、成長投資・株主還元への最適配分

　また、創出していくキャッシュを「成長への投資」と「株主還

元」に最適に配分していく「キャッシュアロケーション戦略」を

掲げ、さまざまな取り組みを推進しています。2021～2024年

度は、4,800億円以上のキャッシュの創出を目標とし、「4つの

成長領域」の注力事業への投資および経営基盤の強化に対

して、「成長への投資」の50％以上を配分していく計画です。

ROE改善・向上

株主還元

■ 成長領域を中心とした価値の創出
 4つの成長領域における注力事業への重点投資

■ 各国・地域への最適な価値の提供
■ あらゆる構造改革による価値の拡大
 収益性・市場成長性の低い事業の再構築、拠点再編

■ 事業部門別ROAによる目標管理を実施
■ 政策保有株式の縮減
■ 遊休資産の圧縮による資産効率改善

■ 自己資本に加え、他人資本の活用による
 成長投資資金の調達
■ 内部留保による安定した財務基盤

「P&Iイノベーション」
による価値創造

資産効率の向上

財務資本の強化

■ 利益配分は安定配当を基本とし、業績・配当性向等を勘案し実行
■ 自己株式の取得を実施し、EPS（1株当たり利益）を向上

継続して
ROE5.0％以上を

達成する

2021～2024年度 累積営業C/F
継続して3,300億円程度

企業価値
最大化

総資産

18,250億円

その他負債

5,678億円

有利子負債

1,585億円

純資産

10,986億円

2020年度 B/S実績

総資産

政策保有
株式の縮減

遊休資産の
圧縮

2024年度 B/S計画

その他負債
運転資本の抑制

有利子負債
財務規律を
意識しつつ活用

純資産

1兆円前後
「資本構成の効率化」と
「安定した財務基盤」

の両立

他人資本の
活用

資本コスト
の低減

自己資本の
最適化

成長戦略

資本政策

D/Eレシオ：0.15　自己資本比率：57.2% D/Eレシオ：0.25程度　自己資本比率：50%以上

2  キャッシュの創出 3  キャッシュアロケーション戦略

成長への投資 株主還元

4,800億円以上の
キャッシュを創出

2021～2024年度

営業C/Fの創出

3,300億円

他人資本の活用

政策保有株式・遊休資産縮減等
1,500億円

2021年度に
300億円の取得を実施

安定配当の実施
自己株式の取得

成長領域の事業投資
 4つの成長領域における

 注力事業への重点投資

経営基盤の強化
 DX推進による価値創造等

既存事業の効率化

成長への投資

50%以上

還元方針 安定配当を基本とし、業績などを勘案して実行する

配当 業績に応じて配当性向を勘案する

自己株取得 経営環境や事業投資の状況を見極めて、適切に判断する

自己株消却 自己株保有比率を勘案し、消却の実施を判断する

企業価値の最大化に向けた資本政策について

1  資本構成の最適化

■ 配当総額　■ 自己株取得額

配当性向（連結） 60% 79% 71% ー 27% 72%

総還元性向 119% 138% 125% ー 113% 72%

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度計画＊

0

200

400

600

800

1,000

取得に係る事項の内容
 • 取得する株式：普通株式
 • 取得する総数：1,700万株（上限）
 自己株式を除く発行済株式に対する
 比率6.05％
 •取得価格の総額：300億円（上限）
 •買付期間：2021年5月14日～12月20日

消却に係る事項の内容
 • 消却する株式数：700万株
 (消却前発行済株式総数に
 対する割合2.16％）
 • 消却日：2021年5月24日

（億円）

＊ ＊

33%

89%
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1943年    大日本印刷売上高 12,763千円

1876 1935 1951 1973 1987 2001 2015

第
二
の
創
業

創
業

● 1868年：明治維新～文明開化

● 1876年：DNPの前身「秀英舎」創業＜DNP＞

● 1907年：「日清印刷」創業 ● 1951年：「再建5か年計画」始動

● 1935年：秀英舎と日清印刷が合併し大日本印刷発足

● 1987年：情報加工産業への変革を掲げる

● 1973年：米国ダネリー社を抜き、世界最大の総合印刷会社に

● 1945年：終戦～高度経済成長へ ● 1991年：バブル崩壊～「失われた10年」へ～ ● 2008年：リーマンショック
● 2011年3月：東日本大震災

● 2001年：「DNPグループ21世紀ビジョン」発表

秀英舎と日清印刷が合併し、
大日本印刷が発足

1935年

太陽電池用部材を開発
→1999年に製品化した
　リチウムイオン電池用
　バッテリーパウチ等とともに
　エネルギー関連事業拡大

2003年

毛細血管パターン形成に成功

2004年

医療用画像管理システム大手の
PSPと業務資本提携
→ライフサイエンス関連事業の
　拡大へ

2014年

当初は労働時間短縮の徹底をめざして、3年単位の活動を開
始。一定の成果を得た後、2012年開始の第2期から、仕事の
付加価値や働きがいの向上へと進化させてきた。2018年から
の第4期でも、時間資源の有効活用により、社員一人ひとりの
力を最大限に発揮できる職場づくりを推進。

「働き方の変革」の活動をスタート2009年

生
活
・
産
業
部
門

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
部
門

情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
部
門

DNPは、企業や人々の大切
な情報を安全・確実に扱う
ことで、多様な製品・サービ
スをつくり続けてきました。
デジタル化・ネットワーク化
の流れも先取りし、紙の印
刷物と、高度なセキュリティ
で守られた情報サービスを
掛け合わせ、多様なビジネス
を展開しています。

印刷対象をフィルムや金属に
広げ、印刷後の成型などを行
うことで、包装や建材等の領
域に事業を拡大。食品や日
用品等のパッケージ、建築物
や自動車等の内外装材、電
池用部材やライフサイエンス
関連などで、人々の暮らしや
企業の事業活動に欠かせな
い価値を提供しています。

金属に微細なパターンを形
成するエッチング技術の高
度化等によって、DNPは事業
領域をさらに拡大。国産初
のカラーテレビ誕生に寄与し
て以来、より高精細・高品質
な各種ディスプレイ用部材や、
ナノメートル単位の微細化に
も対応した電子デバイス等を
開発・提供しています。

ICカードを開発
→現在のキャッシュカード、交通系カード、
　クレジットカード、ID証などに展開

1983年

溶融型・昇華型熱転写記録材を開発
→イメージングコミュニケーション
　事業の展開へ

1983-85年

カラーテレビ用
シャドウマスクの
試作に成功
→ディスプレイ
　製品事業に進出

1958年

半導体用フォトマスクの開発に成功
→電子デバイス事業に進出

1959年

紙器、軟包装分野に本格参入
→包装事業の拡大へ

1951年

建材化粧紙の開発に着手
→生活空間事業の拡大へ

1951年

戦後の大きな変化のなかで、

「従来の仕事の分野だけでは

会社を支えられない」との考え

のもと、今後の人々の生活の

あり方を見据えて、事業の拡

大に取り組みました。

労使関係の安定化、営業力強

化による顧客開拓、生産効率

と品質の向上に加え、特に印

刷技術の応用・発展によって

事業の多角化を図る「拡印刷」

を推進。それまでの出版印刷

中心から、商業印刷や証券印

刷、包装や建材、エレクトロニ

クス製品へとDNPの事業領域

を大きく広げていきました。

情報処理、微細加工、精密塗

工、後加工といった印刷技術

を常に最先端のものとして磨

き、事業を拡大させていく成

長戦略は、「P & Iイノベーショ

ン」という現在の事業ビジョン

につながっています。

「拡印刷」による事業領域拡大

大日本印刷は、1876年創業の秀英舎

と1907年創業の日清印刷が1935年に

合併して発足。「文明に資する業を営

む」という言葉を舎則に掲げた秀英舎

以来、戦後に至る約75年間、出版印刷

を中心に事業を展開してきました。

「文明の営業」からのスタート

創業125周年を機に、DNPの成長の方向性などを

示すビジョンを発表しました。「21世紀の創発的な

社会に貢献していく」ことを経営理念として定め、

印刷（P）と情報（ I）の強みを掛け合わせて課題解

決に取り組む「P&IソリューションDNP」を当ビジョン

全体のコンセプトワードとしました。また、従来使わ

れていた「DNP」をグループ全体のブランドとし、そ

の価値向上の取り組みを加速させました。

「DNPグループ 21世紀ビジョン」について

（注）＊1 1975年5月期は6カ月決算　＊2 1988年3月期は3月決算に移行のため10カ月決算

0

5,000

10,000

1946 1950 1960 1970 1975＊11935 1940

1976年5月期    売上高（単体）268,529 百万円 1977年5月期    連結売上高 338,144 百万円

2021年3月期    連結売上高 1,335,439百万円

成長の軌跡：沿革〜長期ビジョン

情報加工産業～
情報コミュニケーション産業総合印刷業出版印刷業 P& Iソリューション

150,000

300,000

0

秀英舎創業1876年

日清印刷創業1907年

1907

1988＊21977 1980 1990 2000 2010 2021

（単位：千円） （単位：百万円）

600,000

1,200,000

0

 大日本印刷（単体）
 大日本印刷（連結）

売上高の推移

（1977年5月期～）
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● 国連サミットにて「持続可能な開発目標（SDGs）」採択
● COP21にて気候変動の抑制に向けた「パリ協定」採択

● 2015年：「DNPグループビジョン2015」策定

● 新型コロナウイルス感染症の
 世界的広がり ● 2021年：東京2020大会開催

● 2030年：SDGs達成年 ● 2050年：国内の
 カーボンニュートラル実現

● より持続可能な
　 22世紀へ● 2030年：国内のGHG46％削減

P& Iイノベーション

2018 2019 2020 2021 20302025 2050 2101

● 2009年に開始した
 ｢働き方の変革」の第4期スタート

● 2018年6月：
 代表取締役社長に北島義斉が就任

● 2019年4月：TCFDへの賛同表明

● 2019年度～：人事諸制度再構築

● 2021年4月：「健康宣言」を発する ● 2030年： GHG排出量40％削減
 (自社事業活動による／2015年度比）

● 2050年：自社事業活動の
 GHG排出量実質ゼロ

● より持続可能な
 企業価値の拡大へ

2015

持続可能な
より良い社会、より快適な

暮らしの実現

成長の軌跡：沿革〜長期ビジョン

DNPは、他社にはない独自の「P&I」（印刷と情報）の強みを掛け合わせ、

多くのパートナーとの連携を深めて、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力を入れています。どの時代にも

「変革への挑戦」を続けてきたDNPは、グループが一丸となった「オール

DNP」の総合力を発揮して「第三の創業」を達成し、DNPと社会の持続

可能な成長を実現していきます。

「第三の創業」の実現に向けて

2001年のビジョン策定後、リーマ

ンショックや東日本大震災などを

経て、経営環境の変化が一層激

しさを増すなか、新たなグループ

ビジョンを策定しました。企業理

念として「人と社会をつなぎ、新

しい価値を提供する」ことを掲

げ、D N Pだからこそ対応可能な

社会課題や人々の期待を明確に

し、取り組むべき事業テーマを「4

つの成長領域」として示しました。

DNPグループビジョン

DNPグループは、
人と社会をつなぎ、
新しい価値を
提供する。

企業理念

対話と協働

行動指針
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。

事業ビジョン

第
三
の
創
業
へ

知とコミュニケーション
世界の人 が々安全・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

住まいとモビリティ
世界の人 が々暮らし、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

食とヘルスケア
世界の人 の々生命への
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

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

DNPグループは、人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する。

DNPは持続可能なより良い社会と、より快適な人々の暮らしの実現に向けて、たゆまぬ歩みで「未来のあたりまえ」をつくり続けていく。

企業理念

未来のあたりまえをつくる。ブランドステートメント

「未来のあたりまえ」となる新しい価値の創出

企業としての成長
社会課題の解決&人々の期待に応える

～長期を見据え、中間目標（マイルストーン）を
明確にしながら、中期経営計画を推進～2020-2022年度の中期経営計画を推進 ● 2025年：資源循環率5％アップ、

　 水使用量35％削減（2015年度比）

● スーパーエコプロダクツ
 売上構成比10%

● 2020年3月：
 ｢人権方針」の策定

● 2020年3月：
 ｢環境ビジョン2050」の策定

経営目標（売上高／営業利益／ROE）

注力事業の構成について

5.0％ 継続的に5.0％以上を達成する

 売上高
 営業利益

  営業利益率
 ROE

2021年度以降、新収益認識基準を適用（売り上げ影響額：約▲300億円）

2021年度 2022年度 2024年度

13,500 13,800 14,400

4.2%
4.5%

5.2%

570 620
750

（単位：億円）

「DNPグループ環境ビジョン2050」の
中長期目標

循環型社会

脱炭素社会

自然共生社会

GHG排出量の削減
2030年までに2015年度比
40％削減
2025年にスーパーエコプロダクツ
売上比10％

2025年に2015年度比
資源循環率 5ポイント改善
2025年に2015年度比
水使用量  35%削減

「印刷・加工用紙
調達ガイドライン」
適合品調達率 100%

「IoT・次世代通信」「データ流通」「モビリティ」
「環境」の各注力事業に経営資源を最適配
分し、強靭な事業ポートフォリオを構築。

売上高

営業利益

37% 45%

2020年度 2024年度

75% 72%

※P30-33参照

「変革に挑み続ける文化」 
「社会と人々に欠かせない価値を提供する志」
「P&Iの強みの掛け合わせ」 
「誠実な姿勢と透明性の高さ」

DNPの
変わらない
強み

未
来
の
あ
た
り
ま
え
を
つ
く
る
。

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
を提供

2. P&I
  イノベーション

1. 社会課題や
 人々の期待

4. 非財務資本の
 強化

3. 財務基盤の
 強化

オール
DNP

1 2

34
基盤の強化

事業の推進

「第三の創業」の実現へ

これからの
DNP
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4 つの成長領域における具体的な価値の提供

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

4つの成長領域と事業化テーマ

働き方改革関連事業
個人の強みを最大化し、
相乗効果を高める働き方
＊ 2022年の国内の働き方改革
 ICT市場（IDC Japan）

3.3
兆円

次世代通信関連事業
5Gに向けた
“ハード＆ソフト”の価値創造
＊ 2025年5G市場の世界需要額見通し
 (電子情報技術産業協会）

77.3
兆円

DNPグループは「4つの成長領域」において、DNP独自の強みを活かした事業を展開し、社会と人々に新しい価値

を提供していきます。「ターゲット市場」と「事業化テーマ」を明確にすることによって、持続可能なより良い社会、

より快適な暮らしの実現を具体的に進めていきます。
すべての
成長領域に関わる
事業化テーマ

1.9
兆円

データ流通関連事業
安全・安心な情報流通
プラットフォームの実現
＊ 2024年日本のビッグデータ
 分析市場(IDC Japan）

50％
削減

製造〜物流の
　サプライチェーン関連事業
モノづくりとICTによる
食の安定供給とフードロス削減等
＊ 2030年までの食品ロス削減目標
   （環境省）

640億
米ドル

コンテンツ関連事業
知を継承・発展させ、
体験価値をグローバルに展開
＊ 2022年の音楽・映像・出版・ゲーム・VRの日本市場
   （経済産業省「コンテンツの時代」研究会報告書）

メディカル・ヘルスケア関連事業
健康寿命の延伸とQuality of Lifeの向上
＊ 2025年公的保険を支える公的保険外サービスの産業群
 (経済産業省委託事業）

2.7
兆円

教育・人財育成関連事業
STEAM教育／ ICT化／
生涯学習の進展
＊ 国内教育産業全体の市場規模
 (2020年度予測）(矢野経済研究所）
＊ STEAM=Science, Technology,
 Engineering, Art, Mathematics

ライフサイエンス関連事業
再生医療／遠隔医療等の進展
＊ 2030年の国内外の再生医療周辺産業の市場
   （経済産業省）

5.2兆円

76
兆円

デジタルマーケティング関連事業
“お買い物”の体験価値を高める
デジタルトランスフォーメーション

＊ 2024年度の
 オムニチャネル・
 コマース市場
 (野村総合研究所）

1,806
億円

シェアリングエコノミー関連事業
“所有から利用へ”という社会変化をリード
＊ 2024年度の日本のシェアリング・エコノミー市場（矢野経済研究所） 6.4

兆円

次世代モビリティ関連事業
移動弱者のいない
スマートモビリティ社会の実現
＊ 2030年の国内MaaS市場
   （矢野経済研究所）

495
兆円

環境関連事業
環境負荷の低減と循環型社会の実現
に向けた価値創出
＊ 2030年までに循環経済により産み出される経済効果
 （2016アクセンチュア調査報告書）

17.6兆円

スマートシティ関連事業
より心地よく機能的な生活空間の実現
＊ 2022年のスマートシティ関連の世界市場（IDC Japan）

カーボンニュートラル対応関連事業
脱炭素社会の実現に向けて
＊2025年 再生可能エネルギー世界市場（アライドマーケットリサーチ）

0人
85億人

インクルーシブデザイン／
　ユニバーサルデザイン
　関連事業
多くの人にとって使いやすい
製品・サービスの開発・提供

＊SDGsでは2030年までに誰一
人取り残さない社会の実現を
めざしている

＊2030年の世界人口85億人
（国連調べ）

～事業＝DNPが取り組む事業化テーマ　＊～＝関連市場・ターゲット

決済サービス関連事業
安全・安心なキャッシュレス
社会に向けて

＊ 2023年度の国内
 キャッシュレス
 決済市場規模
 (矢野経済研究所）

126
兆円

33
兆円

163兆円

循環型社会実現に向けた各種事業
生態系の保全にもつながる資源・プラスチック循環
＊2025年 バイオプラスチック世界市場（マーケッツアンドマーケッツ）

3兆円
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本人認証サービス

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）

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

「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

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

4 つの成長領域における具体的な価値の提供

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、以下のような具体的な製品・サービスを開発・提供して、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。

4つの成長領域における注力事業の例
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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



リスクをチャンスに変えるマネジメントについて
環境・社会・経済のリスク（変動要素）は近年ますます急激かつ多様なものとなり、その影響範囲も世界に広がっ

ています。DNPはそうしたリスクを把握・分析し、そのマイナスの影響を最小化すると同時に、変化を追い風と捉

え、さらに自らが変化を起こすことで新たな事業機会の拡大に努めています。チャンスを拡げていくために、変動

の原因と影響を見極め、それによる社会課題や人々の期待の発見に注力し、DNPならではの価値を顕在化させ

るビジネスモデルの構築につなげていきます。DNPは価値の創造と、それを支える基盤の強化を両輪として、グ

ループ全体の統合的なリスクマネジメントの取り組みを推進しています。

○ 国内外での働き方や生活様式の変化は、従来のビジ

ネスの枠組みを変えるものであり、DNPは変化を先取

りし、独自の強みを活かした価値創出によって事業機

会を拡大していきます。

○ 事業基盤については、特定の業種・企業に偏らない数

万社の顧客企業と安定的な事業活動を展開するととも

に、CSR調達ガイドラインに沿った責任ある調達を複数

の取引先と行うなど、想定以上の変化にも耐えうる強

靭さの維持・構築に努めています。

働き方や生活様式の変化の加速
 •デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速
 •人々のワークスタイルやライフスタイルの変化の加速
 •教育･学習／医療･介護等におけるデジタルとアナログ、リアルとバーチャルの融合の加速

国内外の景気･消費動向･為替等の大きな変化 
 •情報インフラ／社会インフラの新設･更新ニーズの拡大
 •グローバルサプライチェーンの構築･運用環境の変化の加速
 •原材料の調達の需給バランスの変化

迅速かつ多様な技術革新の影響拡大、開発競争の激化
 •サイバー攻撃等による知的財産や個人情報等の流出･侵害の可能性拡大
 •顧客企業や取引先等の業績･評価等の急激な低下 （その他）

経
済
関
連
の
リ
ス
ク

○ 多様な社会で暮らす多様な人々に価値を提供していく

ため、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I：多様性

と包摂）」の推進に注力しています。2020年3月に「人

権方針」を、同7月に「ダイバーシティ宣言」を発するな

ど、あらためて人権の尊重とD&Iの強化・徹底を図って

います。

◯ 全社員に対して企業倫理の浸透を図り、法令遵守はも

ちろん、高い倫理観に基づく公正・公平な活動を推進

し、社会や人々からの信頼を価値創出基盤の強化につ

なげていきます。

企業の社会的責任(CSR)遂行に向けた課題とニーズの拡大
 •コンプライアンス関連の課題、データの不正利用、
    製品･サービスの品質問題などレピュテーションリスクの増大

人的資本の強化に関する課題･ニーズの広がり
 •ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)の推進、人的資本の獲得･強化に関する課題･ニーズの拡大
 •社員の心身の健康と安全に関する課題･ニーズの拡大

国内外のメガトレンドの大幅かつ急激な変化
 •各種感染症の世界的な流行による社会の在り方の変化
 •カントリーリスクの増大   •人口動態の大幅な変化   •さまざまな格差の拡大 （その他）

社
会
関
連
の
リ
ス
ク

○ DNPは、事業活動と地球環境との共生に絶えず取り組

んでいます。2020年3月に「DNPグループ環境ビジョン

2050」を策定し、全社員が環境との関わりを強く意識

することで、「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社

会」の実現に向けた取り組みを加速しています。

○ 激甚化する自然災害や新たな感染症などのリスクに対し

ては、事業継続マネジメント（BCM）を推進するとともに、

「安全衛生憲章」や「健康宣言」に基づき、社員の健康

と安全を最優先として、企業活動を推進していきます。

「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の
実現に向けた課題とニーズの拡大
 •地球環境問題や気候変動の対策で求められる内容の変化(規制の強化／気候変動の緩和･適応策など)
 •異常気象や自然災害による被害の顕在化･増大
 •温室効果ガスの排出量削減に対するニーズの加速
 •エネルギー関連施策の見直し、再生可能エネルギーの拡大、エネルギー価格の急激な変動
 •プラスチックによる海洋汚染や土壌等の汚染の悪化、水リスクの増大
 •生物多様性の損失／生態系の劣化／天然資源の枯渇 （その他）

環
境
関
連
の
リ
ス
ク

価値創造を支える基盤

（※P60-61参照）

価値の創造

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

D N Pは、リスク（変動要素）を社会の課題や

人々のニーズに直結するものであると捉え、

事業機会を拡大していきます。4つの成長領

域における事業活動を通じて社会課題を解

決し、人々の期待に応えていきます。

事業機会の拡大
～リスクをチャンスに変え、SDGs達成にも貢献～

企業市民

公正な事業慣行

環境

製品の安全性・品質

人権・労働

責任ある調達

情報セキュリティ

想定されるリスクの影響を
最小化する施策

DNPは、「価値創造を支える基盤」の活動と

して、以下の7つを重点テーマとし（マテリアリ

ティ）、統合的なリスクマネジメントの取り組み

を推進して、PDCAの仕組みを回しています。

DNPの価値創造に関連深いリスク（変動要素）の把握・分析 変動のマイナス影響を最小化し、プラスのビジネスチャンスに転換していくマネジメント
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この印刷プロセスで培った技術

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。

精密
塗工

この印刷プロセスで培った技術

印刷後の製本など、各種加工を行う工程から派生
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
組み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・解析などにもつながっています。

技術の応用・発展による事業展開

印刷データを色分解してフィルムに出力し（製版）、印刷機にセットする版（刷

版）を作成します。印刷方式ごとに異なる刷版を、フィルム出力を行わずに、

データから直接出力するCTP（Computer to Plate）なども推進しています。

DNPの強みは、印刷（Printing）と情報（ Information）のさまざまな技術を掛け合わせることにあります。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、多様な事業を創出していきます。

掲載内容や利用者に合わせて、最も効果的な情報メディアの設計を行い、

色数や判型、用紙や印刷方式等を選定し、デザイン、レイアウトを行いま

す。この段階で、最も効率的な製造プロセスを設計し、必要な原稿・素材

を準備し、データ加工などを行います。

印刷の基本工程
出版印刷や商業印刷等の例

複数のページが印刷された大きなシートをページ順になるように折

り、重ねて綴じます。その後、余分な部分を断裁して、形を整えます。

用途に合わせて、必要な機能を持たせるとともに、製品の品質の安

定化や生産性の向上を決める重要なプロセスです。

製本・加工

刷版にインキをつけ、紙やフィルムなどに薄く均一に塗布します。印

刷の方式としては、凸版印刷、平版印刷（オフセット印刷）、凹版印刷

（グラビア印刷）、孔版印刷（シルク印刷）、デジタル印刷（ダイレクト

出力）などがあり、それぞれ異なる刷版が必要となります。

印刷

編集・入稿・
レイアウト

制作物の企画、材料や印刷方

式の選定、納品までのプロセ

ス設計、原稿の管理・運用、

文字・画像情報等の入力・加

工およびレイアウトデータの作

成など。

1

印刷
必要な色数の印刷用の版を

ロールに巻き付け、インキを供

給して、高速かつ高精度で紙

などに印刷する。

3

製本・加工
印刷した紙を重ねて、綴じて、

本の形をつくっていく。お菓子

のパッケージなど、製函や立

体加工なども行う。

4

編集・入稿・レイアウト

プロセス 1

製版・刷版

プロセス 2

プロセス 3

プロセス 4

製
品
納
入

効
果
測
定

フ
ィ
ー
ド
バッ
ク

後
加工

この印刷プロセスで培った技術

めざすアウトプットに適した製造プロセスを企画・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。

情報
処理

企画
・

設計

この印刷プロセスで培った技術

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。

微細
加工

インクなどを薄く均一に
塗布するコーティング技術

製版・刷版
● 製版：CMYK＊の4色に色分解 

 した印刷データをフィルムに 

 出力。

2

＊ C（シアン≒青緑）、M（マゼンタ≒赤紫）、
　Y（イエロー）、K（ブラック）

● 刷版：製版したフィルムから 

 金属板に情報を転写し、印 

 刷用の版を制作。

“はんこ”をつくるために
微細なパターンを形成する

レーザー 露光 腐食
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微細
加工

賦型
技術

住空間
デザイン

精密彫刻
技術

ブランディング
デザイン

企画
・

設計

写真製版
技術

ホログラム
技術

フォント
技術

コーティング
技術

メディア
変換技術

情報
処理

精密
塗工

真空成膜
技術

画像処理
・

認識技術

EB･UV
硬化技術

分散/配合
技術

無菌充填
技術

有機合成
技術

材料
開発

後
加工

ラミネート
技術

色材
・

感光材

製本
技術

印刷技術
（狭義）

エッチング
加工

プラスチック
成型技術

転写
技術

分析
技術

解析
設計

評価
・

解析

データ
ベース

解析技術

高分子
材料

情報
セキュリティ

技術

データ
分析
技術

光学
設計

セールス
プロモー
ション

パッケージ 
デザイン

出版
ソリュー
ション

シミュレー
ション
技術

企画
・

設計
情報

セキュリティ
技術

画像処理
・

認識技術

高度な
CG制作

技術

アイデア ノウハウ アイデア ノウハウ

技術

DNPの
アイデア＆ノウハウ

DNPが保有する「P&I」の技術

パートナーの強み
（技術＆アイデア＆ノウハウ）

　多様な印刷プロセスで培った技術群を応用・発展させ

て、新たな事業領域を開拓してきたDNP。1961年に中央

研究所を設立し、1970年代の初めには電子組版のシステ

ム開発に着手するなど、現在のメガトレンドであるデジタル

トランスフォーメーション（DX）を先取りする取り組みも進め

てきました。

　モノづくりの基礎となる微細加工／精密塗工／後加工

の技術と、企画・設計／情報処理／材料開発／評価･解

析の技術を常に最先端のものとして磨き、営業・企画・製

造等のノウハウ、パートナーの強みと掛け合わせて新しい価

値を創出していきます。特にDXが加速するなかで、アナロ

グとデジタル、リアルとバーチャル、モノづくりとサービスと

いったハイブリッドなDNP独自の強みを活かし、持続可能な

より良い社会、より快適な暮らしを実現するためのアイデア

をビジネスモデルとして構築していきます。

技術＆ノウハウ＆アイデア等を掛け合わせて新しい価値を創出

DXの潮流も活かした
技術の探索・深耕・活用
　ベンチャーや研究機関との連携などによって最先端技

術の探索・獲得を進めるとともに、DNP独自の先端技術

のさらなる開発・深耕に注力しています。DXの流れを活

かして、AIによるデータ分析やクラウド環境の活用なども

進め、既存事業の価値の拡大と新規事業による価値の

創出に注力していきます。

リアルとバーチャルを融合した
XRコミュニケーション空間を提供

スマートファクトリーに向けて
高精度に物品等の位置を検出する
「DXマーカ」を開発

現実の「札幌市北３条広場」（上）と、CGによってバーチャル化した
「PARALLEL SAPPORO KITA3JO」（下）がシームレスにつながる

　DNPは、現実の街と並列で仮想の街・施設を開発す

る自治体や施設管理者公認の「XR（Extended Reality）

コミュニケーション事業」を開始しました。VR（仮想現

実）／AR（拡張現実）／MR（複合現実）等によって、

現実の地域や施設の価値や機能を拡張し、生活者に

新しい体験価値を提供して地域創生につなげる「地域

共創型XRまちづくりPARALLEL CITY（パラレルシティ）」

を推進します。

　2021年にオープンした北海道札幌市北3条広場と

東京都渋谷区立宮下公園に続き、5年間で合計30エ

リアの公認のXRコミュニケーション空間の開設を計画

しています。

　DNPは2020年5月、物流用の自動搬送ロボット等

の動きを高精度に制御するために、画像処理ソフト

とカメラを活用し、角度±1度以下の精度でセンシン

グできる「DXマーカ」を開発しました。この製品は厚

さ0.7mm、外形が1辺40mmと80mmのガラス基板

で、パレットや倉庫の棚、建物のドアやコーナーの

柱、自動搬送機器や無人移動体に装着し、カメラで

マーカを読み取って位置を高精度に検出できます。

　こうした製品・サービスを開発・提供するとともに、

自社の製造拠点でもデジタルトランスフォーメーション

を推進することで、生産性の向上に取り組んでいき

ます。

技術活用
新規事業創出部門と
既存事業部門での

製品・サービスへの技術活用

技術探索
技術ベンチャーとの連携

技術探耕

強い技術のさらなる強化

画像処理、大量データ処理、
情報セキュリティ、評価・解析など

クラウド活用  |  AI   |  データ分析

社外研究機関との連携

XRコミュニケーション
事業のPOINT

1：安全・安心な地域共創型のXR空間
2：表現の拡張や良質なコンテンツ発信による新しい文化価値の創造
3：新しいコミュニケーションや経済活動の創出

結果位置 y

③ y軸座標
⑥ ピッチ軸角度

② x軸座標
⑤ ロール軸角度

① z軸座標
④ ヨー軸角度

マーカー座標

結果位置 z

カメラ座標

x

y

z

結果位置 x

DXマーカ（左：80mm角、右：40mm角）

全6軸からロボットの位置・姿勢を正確に割り出す。

38 39DNP Integrated Report 2021

トップメッセージ
価値創造プロセス 中期経営計画 価値創出の取り組み

2021年3月期の
実績

サステナビリティへの
取り組み

データ編
DNPの価値創造について



DXを活かした事業の推進
　「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」というD N Pの事業の「成長領

域」で成果をあげるためには、デジタルでバーチャルなICT

サービスと、アナログでリアルなモノづくりなどの強みを掛

け合わせていく必要があります。最先端の技術を磨くと同

時に、多様性を持った一人ひとりの人間が心地よく感じる

製品・サービスの在り方を追求することが重要です。

　DXは今、産業構造や組織の在り方を変え、人 の々暮らしを

変えるポテンシャルを持っていますが、DNPはこうした潮流を

的確に捉えながら、そこに「P&I」の独自の強みを掛け合わせ

ていく取り組みを進めています。それによって、既存事業の価

値を高めるとともに、新たなビジネスの創出に努めています。

DXを推進する基盤の強化

　これまでに大きな成果を挙げてきた生産工程でのIT活用

やロボット導入による自動化・省力化に加え、製造時に発生

する膨大なデータをIoT機器を通じて収集し、品質の向上や

装置の故障予知等に活用するシステムの構築に取り組んで

います。現在、国内の基幹工場での先行検証を進めてお

り、今後は他工場への水平展開に努めていきます。

　社長のリーダーシップのもと、最高デジタル責任者（CDO：Chief Digital 

Officer）が全社のDX関連の取り組みを統括しています。CDOのもとで本社

や各事業部門等が連携を深め、DXによって多様な企業活動を活性化さ

せていくための体制を構築・運用しています。特に、デジタル関連の強み

を活かした新規事業創出については、2014年に専門の組織を設置して、

中長期的な視点に立った価値創出の取り組みを推進しています。

　DNPが事業ビジョンに掲げる「P&Iイノベーション」は、独自の

印刷（Printing）と情報（Information）の強みを掛け合わせて

変革を起こし、社会や人 に々とって欠かせない価値を生み出し

ていく姿勢を表しています。DNPは1876年の創業以来、公開

前の重要情報や、個人情報を含む機密情報等を数多くお預

かりして、多様な情報媒体に展開してきたことで信頼を得てき

ました。デジタル化・ネットワーク化への取り組みも早く、1970

年初めには電子組版のシステム開発に着手し、1985年には

世界初のCD-ROM辞書の開発を成功させています。こうした

実績は現在のデジタルトランスフォーメーション（DX）に直結

育、人と医療、人と衣食住などをつなぐ価値の創出に努めて

います。働き方や生活様式が変わるなかで、デジタルの活用

範囲も広がっており、DNPは ICT人材の強化を含む投資に努

めるとともに、最適な体制や制度の構築によって「オール

DNP」の総合力の発揮に注力していきます。特に、各種デー

タの分析を進めて迅速な意思決定につなげるほか、市場成

長性や収益性を軸に、より強靭な事業ポートフォリオの構築

に取り組みます。また安全・安心な社内システム基盤を強化

し、革新的な生産システムによるスマートファクトリー化も推進

して、生産性の飛躍的な向上にもつなげていきます。

するものであり、DNPはDXのメガトレンドを深く捉えながら、

デジタルとアナログ、サービスとモノづくり、バーチャルとリアル

という両端の技術・ノウハウを活かすことで、他者には真似

のできない、いわば「ハイブリッドなDX」を推進しています。

　インターネットの商用利用が始まった1995年からの4半

世紀、デジタルネットワークが世界に広がり、直近のコロナ

禍では、さまざまな分断を起こさないように、人と人が適切

なコミュニケーションを取っていく上でDXが大きな力を発揮

しています。DNPは「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供

する」ことを企業理念に掲げ、D Xを追い風として、人と教

デジタルトランスフォーメーション（DX）に関する          DNP独自の取り組み

　データに基づいた迅速な意思決定を行うため、経営状

況を可視化し、事業活動を支える各種情報を収集して活

用する情報システムの整備を進めています。システム基盤

は、クラウド・バイ・デフォルト原則※1に則り、効率性・技術

革新対応能力・セキュリティ水準の継続的な向上をめざし

て構築していきます。

　また、テレワークの常態化にともない、ネットワーク環境の

変化にも適切に対応していくため、全てのアクセスを信頼

しないことを前提としたゼロトラストセキュリティ※2モデルも

整備していきます。海外の拠点で共通に利用できるインフ

ラ環境も再構築し、セキュリティ強化・ガバナンス強化に努

めています。

※1 クラウド サービスの利用を第一候補として考え、「効率性の向上」「セキュリティ水準の向上」「技術革新対応能力の向上」「可用性の向上」をめざす方針
※2  守るべきものを「データ」とし、データへのアクセスを「全て信頼しない」ことで実現する情報セキュリティの考え方

DX推進体制の構築・運用

オールDNP

既存
ビジネス
変革

生産性の
飛躍的な
向上

新規
ビジネス
創出

社内
システム
基盤革新

事業の推進

基盤の強化

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

新規事業分野

研
究
開
発
部
門

経営トップ

CDO

DX推進組織

  社内システム基盤の革新

  生産性の飛躍的な向上の取り組み

成長領域を中心とした新しい価値の創出
「P& I」（印刷と情報）の独自の強みを掛け合わせ、

パートナーとの連携を深めていくことで、新しい価値をつくり出していく

サ
ー

ビス
と製
品の掛け合わ

せ

製

品にサービスを掛
け合

わ
せ

製品
QCDを強化するデジタル技術の活用

サービスを掛け合わせさらなる高付加価値化

サービス
デジタル技術を活用した新サービスの創出

製品を掛け合わせたさらなる高付加価値化

デジタル
技術

AI、次世代通信、XR、
データ収集・分析

オペレーション
業務設計と運用サービスの提供

DXによる価値創造

ICT人材の強化分析ICT人材の把握

ICT人材の定義

• ITSS※3に準拠した
 スキルアップの整備

ICT人材の把握

• タレントマネジメント
 による保有スキルと
 業務経験を一元管理

ICT人材の現状と
今後求められる
人材のギャップを
分析

社内の力を最大化 外部の力を活用

制
度
・
環
境
の

整
備

推
進
の
強
化

• ICTプロフェッショナル制度の導入による
ICT人材の確保と適切な処遇

• ICT人材のスキルマップに基づく
 体系だった教育プログラムの整備と実施

• 技術活用の部門横断連携強化
 AI、5G、XR、アジャイル開発など

• 全社員を対象としたITリテラシー
 向上のための教育実施

• 高度な知識、スキルを有する社外の
 優秀な人材の有期雇用形態の導入

• 外部コンサルタントや外部プロジェクト
 マネジメント人材の活用

• 先進企業との共創による事業推進の
 スピードアップと提供価値向上

• 日本ユニシスとの人材交流による
 プロジェクトの開発品質向上

　デジタル人材・ICT人材の定義を明確にし、定期的な状

況の把握を実施することでDXを活かした価値の創出につな

げていきます。また、必要な人材の強化に向けて、多様な

育成施策を計画的に実施しています。

  DX推進を支える人材の強化

※3 個人のIT関連能力を職種や専門分野ごとに明確化・体系化しIT人材に求められるスキルやキャリアを示した指標
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光学
設計

微細
加工

精密
塗工

ラミネート
技術

三原工場（広島県）反射防止フィルム

社会のデジタルトランス
フォーメーション（DX）を支える
キーコンポーネンツや
新たなサービスを開発

　国際的な通信規格の第5世代（5G）が浸透し、

第6世代（6G）の準備も進むなど、通信環境の高

速化とともに、あらゆるものがインターネットに接続

される社会への変革が進行中です。DNPは、通信

の超高速・低遅延・多接続を実現する半導体製

品や、リアルとバーチャルの接点となるディスプレ

イ製品などの事業領域で、人々の暮らしの価値を

高めていく多様な製品・サービスの開発に注力し

ています。

　例えば、薄型化によって情報機器の設計の自

由度を高める放熱部品「ベイパーチャンバー」のほ

か、各種ディスプレイ・室内の壁や天井・建造物

や車体のガラス等に貼付できる「透明アンテナフィ

ルム」など、５G対応製品を展開。また、眼鏡タイ

プの情報端末＝スマートグラス等への採用も進む

有機ELディスプレイの製造に使う「メタルマスク」

や、多様な機能でディスプレイの見やすさ等を実

現する「光学フィルム」など、DNP独自の「P&I」（印

刷と情報）の強みの高度化と掛け合わせによっ

て、新しい価値を開発・提供していきます。

売上高 （単位：億円）

1,309 1,350 1,400

2020年度
実績

2022年度
計画

2024年度
計画

• 超薄型放熱部品
 ｢ベイパーチャンバー」

• 透明アンテナフィルム

• 各種「光学フィルム」

 など

DNPのビジネスモデル（製品・サービス）注力事業 1 IoT・次世代通信関連事業

 コロナ禍での巣ごもり需要やリモート需要増にともない好調に推移光学フィルム

PRODUCT / SERVICE

 ディスプレイの大型化、薄型化、省電力化  ディスプレイのデザインの多様化

社会課題／メガトレンド

 あらゆるディスプレイのあらゆる場面において、高コントラストで高い色再現性を実現
 高い透過率により、省電力化にも貢献

社会へのインパクト

 超広幅ラインを武器に中国市場でシェアを確保
 付加価値の高いOLED向け光学フィルムを拡販
 製品の汎用化に対応

 2024年度目標  

 売上1,000億円

今後の取り組み

三原工場（広島県）に増設した、2,500mmの超広
幅ラインは、ディスプレイのサイズに関わらず品質が
安定して高く、生産性にも優れ、品質と供給に対す
る顧客の要請に対応可能

フレキシブル液晶、有機EL、電子ペーパーなど

進化するディスプレイ用の部品・部材を

世界に先駆けて開発
ディスプレイへの映り込みや傷つき、汚れを防止

DNP独自の「P&I」とパートナーの強みを活かしたソリューション

長期にわたって培ってきた
DNP独自の強み
高分子材料等をフィルム等の基材に薄く 

均一に塗布・定着させる「コーティング技

術」、特定の光学特性や表面形状を持つ

材料を組み合わせて、光の透過・反射・拡

散等を制御する「光学設計技術」、金属等

の型によって基材に凹凸形状をつくり出す

「賦型技術」など、DNPならではの豊富な

技術・ノウハウ・特許によって価値を創出。

広幅コーティング装置を活用した高い生産能力
世界に先駆けて2018年に三原工場へ導入した、光学機能性

フィルム製造用の2,500mm幅のコーティング装置により、大型

テレビ向けフィルムの生産性を大幅に向上。

豊富な製品ラインナップと高い世界シェア
ディスプレイ表面の光の反射を防止するフィルムやディスプレイ

の視野角を広げるフィルム、光の透過や遮断をコントロールする

フィルムなど、各種の光学機能性フィルムで高いシェアを獲得。

DNPの強み

液晶ディスプレイに使われるDNP製品 超広幅ライン（イメージ）

液晶ディスプレイ用
反射防止フィルム

カラーフィルター

バックライトフィルム
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情報
処理

出版
ソリュー
ション

営業
ネット
ワーク

高品質な
ICT
基盤

高度な情報セキュリティの
多様なプラットフォームを
構築し、新しい働き方や
生活様式に欠かせない
価値を提供

　デジタル化・ネットワーク化によって進んできた

人と人のコミュニケーションの変化が、コロナ禍を

きっかけとしてさらに加速しています。テレワークや

ネット通販、オンラインの教育や診療、バーチャル

空間を利用したイベントなどが接触を抑えるため

に急速に広がり、社会全体のデジタルトランス

フォーメーション（DX）が進んできています。

　D N Pは長年、企業や個人の重要な情報を預

かって多様な事業を展開するなかで、高度なセ

キュリティ技術やシステム基盤を構築してきまし

た。1970年代からデジタル化に取り組み、近年は

サイバーセキュリティの強化にも努めています。こう

した技術・ノウハウを活用し、新たな教育 ICTの仕

組みを提供しているほか、安心してテレワーク等が

できるD N Pセキュア通信サービスや本人確認

（eKYC：electronic Know Your Customer）サービス

などの認証・セキュリティ事業、VR（仮想現実）／AR

（拡張現実）を利用したショールームやモデルルー

ム、リアルとバーチャルを融合した「パラレルシティ」

の展開など、安全・安心なデータ流通関連の価値

の創出に努めています。

売上高 （単位：億円）

1,337 1,350
1,500

2020年度
実績

2022年度
計画

2024年度
計画

• BPO

• 情報銀行

• 教育 ICT

• スマート健診　
 など

DNPのビジネスモデル（製品・サービス）注力事業 2 データ流通関連事業

 NTT西日本・NTT東日本と共同で、大学向け教育ICTプラットフォーム　　  　　　　　の全国展開の協業体制を強化教育関連事業

PRODUCT / SERVICE

 学修者本位の教育への転換、個々人に最適化した学修指導
 感染防止にもつながる対面と遠隔のハイブリッド型授業の推進
 授業の実施状況や学生の学修状況を把握できるリモート環境の整備

社会課題／メガトレンド

 デジタルとアナログの良さを掛け合わせた新たな教育の仕組みを構築し、
 利便性の向上、教育の質の向上や機会均等などを実現

 DNPグループとNTT西日本・NTT東日本の連携によるサービスの全国展開

社会へのインパクト

 デジタルの強みを活かして変革に取り組むDXを
 ｢大学DX」と「出版DX」の両輪で推進し、大学教育の高度化に貢献

 2024年度目標  

 売上100億円超

今後の取り組み

学修者一人ひとりに合わせた
最適な教育環境の提供

DNP独自の「P&I」とパートナーの強みを活かしたソリューション

DNPの強み

● 教科書・教材のオンライン購入やマルチデバイスでの利用が可能に
● 学修情報管理等のサービスの提供

「オールDNP」の
総合力の発揮
電子教科書・教材配信システム

の提供（日本ユニシスとの共同開

発）、電子取次の展開（モバイル

ブック・ジェーピー）、動画・音声

等を活用した教材制作（丸善雄

松堂／D N Pメディア・アート）な

ど、DNPグループの強みを掛け合

わせて価値を創出。

「出版DX」：ICTを活用した
トータルサービスを出版社へ提供
多くの出版社と大学、全国の教科書販売会社や書店をネットワークで

結び、大学や専門学校の教科書・教材の選定時に、教員が選書やシ

ラバス登録等を容易に行えるサービスを開発・提供。

「大学DX」：デジタル化による教育の価値向上を支援
デジタル化による学修状況の可視化などによって、教育・授業内容の

分析・改善を支援。

出版DX
オンライン営業や
教科書の電子化を促進

大学DX
ハイブリッド教育などの
教育のデジタル化を促進

教育コンテンツ制作・
配信ノウハウ

全国規模の営業体制 高品質な ICT基盤

NTT西日本
NTT東日本
DNPグループ

学生

学修プログラムの
提供

学修ログ

大学

学修の見える化

電子教科書など

結果の反映

電
子
教
科
書
な
ど

トップメッセージ
価値創造プロセス 中期経営計画 価値創出の取り組み

2021年3月期の
実績

サステナビリティへの
取り組み

データ編
DNPの価値創造について
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次世代のモビリティ社会に向けて――

常に求められる
｢安全／安心／快適／環境」
の本質的な価値を提供

　今、大きな変革期にあるモビリティ市場。長年、

自動車や鉄道車両向けに多様な製品・サービスを

提供してきたDNPは、その実績を活かして、「次世

代のモビリティ社会」の実現に欠かせない新しい

価値の提供に力を入れています。

　DNPは現在、リチウムイオン電池用バッテリーパウ

チ、ディスプレイ用の光学フィルム、内装用加飾フィ

ルムなど、モビリティ関連の事業を展開しています。

今後はさらに、CASE＊1やMaaS＊2の領域にも進出す

るとともに、「安全／安心／快適／環境」といった

価値が全世界共通で求められているということを念

頭に置き、グローバルな事業を推進します。

　電気自動車（EV）の普及や自動運転の進展も見

据え、プライバシーの保護、内・外装の意匠性と

機能性の向上、快適性を高める製品・サービスの

開発など、DNPはモノづくりと情報サービスの強み

を掛け合わせて、自動車メーカーやパートナー企業

とともに、課題の解決と人々の豊かさにつながる価

値を開発・提供していきます。

売上高 （単位：億円）

395

710

1,000

2020年度
実績

2022年度
計画

2024年度
計画

• リチウムイオン電池用
 バッテリーパウチ
 (車載用途のみを計上）

• 加飾フィルム・パネル

• サイドバイザー

• 樹脂グレージング

• セキュリティソリューション

　など

DNPのビジネスモデル（製品・サービス）注力事業 3 モビリティ関連事業

 グリーンリカバリー（→自動車の電動化）、                        5G関連の需要増にともない好調に推移リチウムイオン電池用バッテリーパウチ

PRODUCT / SERVICE

世界標準
国内外の電池業界でバッテリーパウチの

スタンダードとして高く評価されています。

世界トップシェア
高い品質と長年の実績が評価され、スマートフォン

などのIT用途や車載用途を含む世界市場で、トップ

シェアを獲得しています。

自動車産業向け品質マネジメントシステム
『 IATF 16949』の認証を取得
高い管理レベルが求められる自動車産業のニーズ

に応え、クリーンルームで製造しています。

大型電池用途でも安定した品質実績
200万台以上の電気自動車等に搭載されており（約

4億セル）、市場での実績が高く評価されています。

 脱炭素社会の構築(自動車のEV化）
 次世代通信の普及
 リチウムイオン電池の軽量化・薄型化

社会課題／メガトレンド

 軽量化が進み、形状の自由度なども改善され、走行距離や設置空間の課題が解決
 脱炭素社会の実現、気候変動対策などに貢献

社会へのインパクト

 2022年に鶴瀬工場（埼玉県）内で
 製造ラインを増設予定

 2024年度目標  売上1,000億円

今後の取り組み

業界デファクト
スタンダードを構築し、
用途を拡大して

世界トップシェアを
維持・強化

より軽く、
より長く、
より安全に
電池を包む

材料
開発

評価
・
解析

ラミネート
技術

 コーティング
技術

DNP独自の「P&I」とパートナーの強みを活かしたソリューション
タブ

バッテリーパウチ（外装材）

バッテリーパウチ
（外装材）

正極
セパレータ

電池セル

電池モジュール

負極

DNPの強み

DNPは、
バッテリーパウチ関連の
リーダーとして市場を
牽引しています。

バッテリーパウチを利用した
リチウムイオン電池の構造

＊1  CASE：Connected（コネクテッド)、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シェア
リング）、Electric（電動化）の略で、自動車業界の事業の方向性を示すキーワード

＊2  MaaS：Mobility as a Serviceの略で、ICTを活用し、交通手段による移動をサービス
と捉えた概念

積層電極

（IT用途を含むバッテリーパウチ全体）

トップメッセージ
価値創造プロセス 中期経営計画 価値創出の取り組み

2021年3月期の
実績

サステナビリティへの
取り組み

データ編
DNPの価値創造について
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持続可能なより良い社会の
実現に向けて――

地球環境に優しく、
身近に欠かせない
｢価値｣を提供

　DNPは、環境に配慮した製品・サービスの開発

と国内外の拠点での環境負荷の低減など、事業

活動と地球環境の共生を絶えず考慮し、持続可能

なより良い社会の実現に注力しています。2020年

3月には「DNPグループ環境ビジョン2050」を策定

し、社員一人ひとりが事業と環境の関わりを強く意

識して、「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社

会」の実現に取り組むよう徹底を図っています。

　例えば、植物由来の原料を使用したパッケージ

を食品・日用品・医療医薬などさまざまな用途にお

けるデファクトスタンダードにすべく活動を強化して

います。また、再生可能エネルギーの拡大に向け

た太陽電池用部材や、電気を使わずに長時間一

定温度を保持できる「DNP多機能断熱ボックス」な

どの開発を進めています。DNPならではのモノづく

りと情報サービスの強みを掛け合わせて、人々の快

適な暮らしや企業の業務プロセスに不可欠な価

値、そして地球に優しい価値を提供していきます。

売上高 （単位：億円）

1,145
1,500

1,750

2020年度
実績

2022年度
計画

2024年度
計画

• ｢DNP環境配慮
 パッケージング 
 GREEN PACKAGING」

• 太陽電池用封止材･
 バックシート

• DNP多機能断熱ボックス 
 など

DNPのビジネスモデル（製品・サービス）注力事業 4 環境関連事業

 地球環境への負荷低減に関する意識が世界的に高まり、環境に配慮　　　　　　　　した製品・サービスの需要が拡大環境配慮包材

PRODUCT / SERVICE

包装関連の事業において、3R（リデュース、リユース、リサイク

ル）＋Renewable（持続可能な資源）を基本に環境負荷を低減

し、さらに持続可能な社会の実現を目指したDNPオリジナルの

製品・サービスにより、「資源の循環」「CO2の削減」「自然環境

の保全」という3つの価値を提供します。

「DNP植物由来包材 バイオマテック®」
プラスチックの原料の一部を石油由来から植物由来

に置き替えることで、石油由来のプラスチックと比べ

て、製品のライフサイクル全体でCO 2排出量を10％

以上削減。シリーズの製品ラインアップを充実させ、

脱炭素社会の実現に貢献。

「DNPモノマテリアル包材」
単一素材（モノマテリアル）でパッケージを作ること

でリサイクル性を向上。独自のコンバーティング（材

料加工）技術で、単一素材でありながら保存性や

強度などの機能を付与し、さまざまな形態・内容物

に対応できる製品ラインアップを展開。

軟包装用グラビアインキをバイオマスインキに切り替え
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推進。フィルムに印刷する軟包装の国内全

工場での切り替えを進め、年間800トン以上のCO2削減効果を見込む。

社会課題／メガトレンド

 ｢資源の循環」「CO2の削減」「自然環境の保全」の3つの価値を提供
 2020年度に植物由来原料のパッケージで3,300トンのCO2を削減
 海外でモノマテリアル包材の供給を強化

社会へのインパクト

今後の取り組み

DNP独自の「P&I」とパートナーの強みを活かしたソリューション

 脱炭素社会の構築　  温室効果ガス排出量の削減　  再生可能エネルギー使用の拡大 「DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」

評価
・
解析

パッケージ 
デザイン

ラミネート
技術

 コーティング
技術

DNPの強み

「DNPモノマテリアル包材」「DNP植物由来包材 バイオマテック®」

「DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」

3つの提供価値

資源の循環
リサイクルしやすい
素材や形態により
資源の循環を促進

CO2の削減
石油由来のプラスチック
使用量を減らすことで

CO2排出量を削減

自然環境の保全
自然の資源を守るため

持続可能な
原料調達を推進

 CO2削減に貢献するバイオマテックや紙製包材等の製品の拡大
 モノマテリアル包材等のリサイクルし易い製品の拡大
 エコシステムの構築（リサイクルバリューチューン）

トップメッセージ
価値創造プロセス 中期経営計画 価値創出の取り組み

2021年3月期の
実績

サステナビリティへの
取り組み

データ編
DNPの価値創造について
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