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31  長期戦略

  32  注力4分野

33  中期戦略

多様性と活気にあふれるデンソーの職場風景。熱
意に満ちた社員たちが、モビリティ社会に新しい 
価値を届けるために、新しい技術と発想に日々 
向き合っています。
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気候変動に関する認識
気温の上昇や大規模災害の増加など、世界中で気候変動に対する懸念が高まっ
ています。特に、環境に与える影響が大きい自動車産業では、持続可能な社会実
現のために、CO2排出低減に向けた取り組み強化が不可欠です。デンソーでは、
「デンソーエコビジョン2025」を策定し、開発する製品からだけでなく、企業活動
全体において、事業を運営する世界各地域で、CO2排出量を低減する取り組みを
推進しています。また、今後、ますます強化される排ガス規制は、リスクであると同
時に成長の機会でもあると認識しています。

自動車市場の成長は、中国や
インドなど新興国へシフトしてい
きます。成長を取り込む機会とな
りますが、環境や価値観が異なる
ため、先進国でのビジネスをその
まま適用するのではなく、各地域
特有のニーズに沿った提案力が
必要になります。

気候変動リスクに対して、これま
で磨いてきた省燃費・排ガス低
減技術や電動化技術を世界中に
普及させる機会が、一層拡大す
ると考えています。他社との柔軟
な協調・競争の組み合わせによ
るCO2排出低減技術の開発加速
と世界規模での安定供給が一層
必要になります。

IT・通信技術の発展とクルマの進
化がますます融合し、緊急時の遠
隔サポートやライドシェアリング、
自動運転等、世の中の多様な
ニーズに応えられるようになって
きます。新しい領域が増えるた
め、他業種や他社との競合領域
が増えるとともに、得意分野を活
かし合う協調領域も拡大します。

家電・自動車などモノの普及が
進んだ一方、高齢化や過疎・過
密、渋滞といった社会課題が深
刻になってきています。それらの
社会課題解決のため、安心・快
適な暮らしに貢献する技術開発
やビジネスモデルの創出ニーズ
が拡大します。

事業環境認識

成長戦略成長戦略

世界的な人口増加や高齢化、都市化が拡大する中で、CO2排出による地球

温暖化や交通事故は、ますます大きな社会課題となっています。加えて、社

会は情報化・知能化の飛躍的な進展により、ビジネスモデルの変化や、人々

の価値観・消費行動の多様化が起こっています。モビリティ領域においても、

IoT・AIの進化により、電動化、自動運転、コネクティッド、シェアリングの動

きが加速しています。こうした社会予測から、2030年時点の社会変化の

キーワードに沿ってクルマ社会に何が起きるかを分析し、デンソーにとって

のリスクと機会、最重要課題を右図の通り導き出しました。

新興国への 
パワーシフト：
市場の多様性

循環型経済・ 
脱炭素社会へのシフト：
パワトレミックス変化 

（電動車、内燃機関車）

社会課題の顕在化：
高齢化・過疎・過密・渋滞

人 々の価値観・ 
消費行動の多様化：
消費・価値観の多様性　 
IT 通信 ×クルマの進化

ハード
領域

ソフト
領域×

2030年時点の
社会変化のキーワード リスクと機会

これからのクルマ社会
の発展分野

デンソーにとっての
最重要課題

これからの社会予測

Politics（政治）
• アメリカ・中国の貿易摩擦     1  

• エネルギー源は地域で多様化、中東・中国で天然ガス需要拡大     1

• 新興国のエネルギー需要増で需給逼迫     2

• 脱炭素化には、再生可能エネルギー・水素貯蔵が不可欠に     2

• 地球温暖化は待ったなし、気候変動対応への国際協調が加速     2

• 脱炭素はチャンスかつ既存事業のリスクに     2

• バリューチェーン全体での社会・環境負荷を意識した企業戦略     2   3

Economy（経済）
• 新興国の台頭、世界は多極化     1   4

• 経済連携の深化・拡大、資本取引のボーダレス化     3   4

• 格差拡大、保護主義台頭が、ボーダレス化の流れを阻む     3   4

Society（社会）
• 人口80億人超、爆発的増加が社会の持続性を脅かす     2   3

• 地球まるごと高齢化、労働力減への備え、健康寿命延伸加速     4

• 新興国都市化、スマート・コンパクト化による都市再生が加速     4

• 消費行動はエシカル・経験消費、シェアリングエコノミーへ     2   3

• AI・ロボットによる労働代替進展、労働観・可処分時間の変化     2

Technology（技術）
• IoT・ウェアラブルの進展で、デジタルとフィジカルが融合     3

• ビッグデータ活用で、生産性向上、バリューチェーン統合     3

• AIは活用フェーズへ、製造・金融・サービスなど多方面で実装へ     3

1

2

3

4

電動化

ハード領域 ×ソフト領域の強化
従来の自動車業界は、「走る・曲がる・止ま
る」といったハード領域を中心とする世界で
した。しかし、左記のような社会変化によ
り、IT技術を活用したソフト領域や、ハード
とソフトを融合した領域における付加価値
が一層高まっていきます。従来強みとしてき
たハード領域を活かし、今後はソフト領域
での競争力を強化していくことで、この成
長機会を捉えていきたいと考えています。

環境 安心

コネクティッド

環境 安心

環境と安心の価値を
最大化し、共感を生む
これからのクルマ社会の発展分野は、モビ
リティ領域で技術と経験を磨き続けてきた
デンソーにとって、大きな挑戦の機会です。
環境負荷や交通事故のない社会を目指し、
「地球にやさしくもっと豊かな環境が広が
る社会」「誰もが安全で快適・自由に移動で
きる社会」の実現に向け、モビリティ社会づ
くりに積極的に推進していきます。そして、 
社会に共感していただける新たな価値を創
造し続けます。

先進安全 ／
自動運転

環境 安心

P. 36–43強みの強化：

P. 29長期ビジョン：
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地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。

経営方針体系 長期ビジョン

成長戦略成長戦略

デンソーの経営方針体系は、基本理念を軸に、それを実践するためのサステナビリティ経営が根幹にあります。先述した事

業環境の大きな変化やリスクと機会を踏まえ、2030年の目指す姿として「長期ビジョン」を、その目指す姿を実現するため

の道筋として、「優先取組課題」と「長期戦略」を策定し、サステナビリティ経営を実践しています。電動化、自動運転などの

実現に伴うモビリティの新領域での成長や、経営改革の推進などにより、2025年度までに売上収益7兆円、営業利益率10%

を達成することを目標に掲げています。ビジョン、優先取組課題、各戦略の詳細については、該当ページをご覧ください。

スローガン

地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。

2030年の目指す姿
地球にやさしく、すべての人が安心と幸せを感じられる
モビリティ社会の実現に向け、新たな価値を創造し続ける企業

環境
未来のために、もっと豊かな環境を。
環境負荷の低減と高効率な移動を実現し、
地球にやさしく持続可能な社会づくりに貢献する。

安心
どこまでも安全に、いつまでも心地よく、すべての人へ 。
交通事故のない安全な社会と快適で自由な移動を実現し、
すべての人が安心して暮らせる社会づくりに貢献する。

共感
モビリティ社会に新たな価値を。人に笑顔を。
社会から「共感」いただける新たな価値の提供を通じて、
笑顔広がる社会づくりに貢献する。

デンソーは、2030年の目指す姿として「長期ビジョン」を策定しました。従来注力している「環境」「安心」の提供価値を 

最大化することに加え、新たに「共感」を掲げ、様々なステークホルダーの方に、当社の取り組みに共感していただき、それ

ぞれの強みを掛け合わせることで生まれる新たな価値を、社会に提供していきたいと考えています。

環境 安心 共感

環境 安心 企業基盤

経営改革5本の柱

組織能力貢献収益力成長

車両視点の強化と
技術開発の集約

先端R&D
機能の改革

事業部の進化と
小さく強い本社

グローバル
経営の刷新

働き方の
大改革

パワトレインシステム

エレクトリフィケーション
システム

サーマルシステム

モビリティシステム

電子システム

FA

農業

電動化

注力4分野

先進安全 ／
自動運転 コネクティッド 非車載事業 

（FA／農業）

既存事業

具体的施策
（事業を支える組織）

P. 54 

具体的施策（事業）
P. 32、P. 58
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世界と未来をみつめ　新しい価値の創造を通じて　人々の幸福に貢献する
基本理念

サステナビリティ経営

数値目標（2025年度） 解決を目指す社会課題

（年度）181716

18（予想）

25（目標）0

1.5

3.0

4.5

7.5

6.0

0

6

7

8

9

10 売上収益（兆円）　
 営業利益率

7.3% 8.1%

5.9%

5.45.1
4.5

基本戦略
P. 31

営業利益率 10%

売上収益 7兆円
製品・サービスを通じて主に貢献する目標

企業活動全体を通じて主に貢献する課題

 長期ビジョン

 優先取組課題

 長期戦略



長期戦略優先取組課題

成長戦略成長戦略

長期ビジョンを実現するための道筋として、2025年を達成年度とする「長期戦略」を策定しました。下に示す「基本戦略」

を中心に、社会の変化から導き出した、デンソーの「注力4分野」に加え、激動の環境下でも闘っていける組織へと変革する

という想いを込め、組織力を高めるための「経営改革5本の柱」（  P. 54）を掲げました。これらの施策を推進することで、

2025年度の成長目標として、売上収益7兆円、営業利益率10%を実現します。

デンソーでは、サステナビリティ経営の推進を見える化し、その取り組みを加速するために、優先取組課題を選定し、課題解

決を図っています。国連のSDGsを含む様々な社会課題の中から、持続可能な社会実現のために重要度が高く、デンソー

が特に貢献できる分野を「環境」「安心」「企業基盤」の3つの分野とし、各分野の優先取組課題を全社で共有しています。ま

た、各優先取組課題について、目指す姿と具体的な目標値であるKPIを設定しました。事業活動を通じてこれらの目標達成

を図ることによって、社会課題解決に貢献していきます。

基本戦略

車両視点での価値追求により、モビリティ新領域の事業化を加速し、成長を牽引する

既存車載事業の収益力を高め、将来の成長を支える収益基盤を強固なものとする

コンポ／システムの圧倒的な競争力強化のため、ECU・半導体・センサ・モータの技術開発を集約し、既
存車載事業の収益力向上とモビリティ新領域の競争力強化により、顧客ニーズに貢献する

上記実現のため、経営改革によりスピードと現場の活力向上および組織能力強化を進める

組織能力 貢献収益力 成長 

新顧客と価値創造
新たな成長を牽引

電動化
先進安全／
自動運転

コネクティッド

車両視点で価値追求
成長を加速

スピードと現場の活力を高め、激動の時代を闘える集団へ変革

サブシステムで価値追求
＋

強いコンポーネント

収益力を向上させる

熱 
マネジメント 
サブシステム

コンポーネント

エネルギー 
マネジメント 
サブシステム

コンポーネント

情報 
マネジメント 
サブシステム

コンポーネント

技術開発集約で
競争力を徹底的に磨く

顧客ニーズに貢献
ECU 半導体 センサ モータ

成長

収益力 

貢献 

組織能力  

優先取組課題 目指す姿 関連するSDGs

環境 ◦地球温暖化防止 ◎

◦ 大気汚染防止 ／ 
環境負荷物質削減 ◎

◦資源有効利用 ◎

◦水資源の保全

環境負荷の低減と高効率な移動を実現し、地球に
やさしく持続可能な社会づくりに貢献します。

◦ 地球温暖化やエネルギー・資源問題を解決する
技術で、地球環境の永続的な維持に貢献します。

◦ 順法はもとより、継続的改善を進め社会とともに
成長する企業であり続けます。

◦ 自然との共生を目指した企業活動を通して、自然
の叡智・恩恵を分かち合う社会を実現します。

安心 ◦交通事故低減 ◎
◦自由快適な移動の提供 ◎
◦ 安心安全な製品提供 ◎
◦少子高齢化への対応 ◎

◦ お客様に信頼されご満足いただける安心・安全
で高品質な製品を提供します。

◦ 交通事故のない安全な社会と快適で自由な移動
を実現し、すべての人が安心して暮らせる社会づ
くりに貢献します。

企業基盤 ◦コンプライアンス
◦情報 セキュリティ強化 ◎ 

◦ 各国・地域の法令順守はもちろん、グループ社員
一人ひとりが高い倫理観を持って公正・誠実に
行動します。

◦ “つながる社会”における情報セキュリティ上のリ
スクに備え、安全で信頼性の高い製品をお客様
へお届けするとともに、情報資産の保護に最善を
尽します。

◦ 人材活躍推進
◦健康 ／労働安全衛生
◦働き方改革
◦人権の保護
◦持続可能な調達
◦ガバナンス

◦ 社員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、健康
でいきいきと安心して働くことができるように“人
づくり”、“組織づくり”、“環境づくり”を推進します。

◦ 社員をはじめサプライチェーンなどを含むすべて
のステークホルダーの人権を尊重した事業活動
を行います。

◦ サプライヤーとともに、環境問題、人権問題、コンプ
ライアンスなどに配慮した事業活動を推進します。

◎ 製品・サービスを通じて貢献する目標   製品・サービスを通じて貢献するSDGs 
→ 3、7、9、11、12、13

環境に対する課題解決を推進するため、長期環境方針「エコビジョン」を策定しています。 
エコビジョンの詳細については、当社ホームページ「サステナビリティ」をご覧ください。 
エコビジョン2025：https://www.denso.com/jp/ja/csr/environment-report/ecovision/
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成長戦略成長戦略

長期戦略で掲げた成長目標を達成するために、デンソーは「電動化」「先進安全／自動運転」「コネクティッド」に注力し、 

新しいモビリティの価値を提供するとともに、「非車載事業」として、FA（ファクトリー・オートメーション）や農業の工業化に

取り組み、社会・産業界の生産性向上に貢献します。

非車載事業（FA ／農業）
提供価値  社会・産業界の生産性向上に貢献
デンソーは、130の工場でのFA導入実績を活かし、お客様の多様なニーズに対応で
きるFAシステムを提案・提供し、モノづくり産業の発展に幅広く貢献していきます。
また、農業を通じて世界中の人々に笑顔を届けるため、自動車分野で培ってきた 
モノづくりの知見やノウハウを活かし、農食分野に新たな価値を届けていきます。

中期戦略

デンソーは、長期戦略の中で2025年度までに売上収益7兆円、営業利益率10%を達成するという目標を掲げています。 

またその過程で、2021年度までに売上収益5.6兆円、営業利益率8%以上を達成するという目標を設定しています。この 

目標を確実に達成していくため、「新たな価値創造に向けた挑戦」「次の成長を支える収益力の強化」「経営基盤の変革」の

観点から、それぞれの具体的なアクションプランを定めています。

　中期戦略の1年目であった2018年度は、これら3つの方針に重点的に取り組んできましたが、SDGsに対する関心の高ま

りを含めた社会の環境変化は想像以上のスピードであり、新価値提案の実践や、収益力向上をより確実に進展していく必

要があります。2019年度は、グループ一丸となり、稼ぐ力と実行スピードを向上させていくため、社員一人ひとりが自分の

やるべきことを明確にし、果敢に挑戦していけるように、方針を一部改訂しました。

注力4分野

1  新たな価値創造に向けた挑戦
  （1）製品分野をまたいだ車両統合プラットフォームにより広範な仲間づくりを進め、電動化・自動運転をリードする

  （2）モビリティサービスで新たな価値を創出し、利便性を飛躍的に高めるビジネスモデルを構築し事業化する

  （3）FA・農業分野を新事業の柱と位置付け、大きな発想でトッププレーヤーになる

  （4）世界中のイノベーション震源地に存在する優れた頭脳をつなぎ合わせ、アジャイルに新製品を生み出し続ける

  （5）未曾有の変革期を乗り越えるために、トヨタグループの英知を活かし、世界の顧客と新しい社会づくりに貢献する

2  次の成長を支える収益力の強化
  （1）小さく強い本社と結果責任を重視した事業部・グループ会社へ進化し、強固な地域連携でスピード経営を実践する

  （2）キーデバイス（モータ・ECU・半導体・センサ）を革新技術で磨き上げ、強い意志で標準化を進め、競争力の源泉を確立する

  （3）伸びゆく市場、変わりゆく市場に対し、顧客の期待を先読みし、最適パートナーとともに事業開拓を推進する

  （4）基幹製品群に対し、ダントツ工場のさらなる進化とF-IoTにより、桁違いの現場力を体得する

  （5）パートナーとの共創と自らのプロセス革新により、開発の倍速化と高収益体質を実現する

3  経営基盤の変革
   （1）70年間で培ってきた「仕事のあたりまえ」を徹底し、社会の期待に応え、お客様の信頼を勝ち取る

   （2）社是の精神を継承し、知能化・情報化等、新しい領域においても顧客の安心を獲得できる盤⽯な安全品質基盤を構築する

   （3）やる気に満ちた人づくりと先端ITの活用にて、個の力を引き出し、スピードと現場の活力を最大化する

   （4）EF活動のさらなる加速による強い変動対応力とサプライチェーン全体でのリーンな生産システムを構築する

   （5）国際社会が求めるSDGsの一翼を担い、経済的価値と社会的価値の両立を目指すサステナビリティ経営を行う

電動化
提供価値  環境負荷の低減と高効率な移動の実現
デンソーは、地球にやさしく、より快適に移動できる電動車両システムの開発に取り
組んできました。その結果、ハイブリッド車に欠かせない主要製品の高性能化や小型
化、省燃費を実現し、世界中で生産しています。今後は、当社の幅広い事業領域を活
かし、車内のあらゆるシステムや製品をつなぎ、クルマの中のエネルギーを効率よく
マネジメントすることで、さらなる燃費性能の向上や省電力化に貢献していきます。

先進安全 ／自動運転
提供価値  交通事故のない安全な社会と快適で自由な移動の実現
デンソーは、交通事故のない、誰もが安心・安全に移動できるモビリティ社会を目指
し、品質と信頼性の高い安全技術の開発に取り組んできました。これまで培ってき
たセンシング技術に加え、今後は、AI・情報技術に磨きをかけることで、自動運転技
術の発展にさらに貢献していきます。創業以来変わらない“品質へのこだわり” を貫
き、モビリティ社会の未来に確かな安心を届けます。

コネクティッド
提供価値  クルマ・ヒト・モノがつながる新たなモビリティ社会の実現
クルマの「所有」から「利用・サービス化」へのシフトという大変革が起こる中、MaaS
（Mobility as a Service：ヒトやモノの移動をサービスとして提供するモビリティサー
ビス）事業に取り組んでいます。デンソーは、クルマに乗る人だけでなく、クルマを持
たない人にも安心・安全、効率的で環境負荷の少ない移動手段の提供を目指し、新
たなモビリティ社会の実現に貢献していきます。

2019年度中期戦略の強化 ポイント
中期戦略の2年目は、活動の実行スピードを加速させ、稼ぐ力の向上と、盤⽯な安全品質基盤の構築を図ること 
が強化のポイントです。改定した3つの方針に織り込んだ、それぞれの強化ポイントは次の通りです。

1　 新たな価値創造に向けた挑戦
◦広範な仲間づくりを進める
◦トヨタグループの英知を活かす

2　 次の成長を支える収益力の強化
◦強固な地域連携
◦伸びゆく・変わりゆく市場で事業開拓を推進

3　 経営基盤の変革
◦「仕事のあたりまえ」を徹底
◦サステナビリティ経営を行う
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