
新中期経営計画（中計）の
評価について

古谷  事業セグメントごとの「目標値」
をおかれていた前回の中計から、「コ
ミットメント」の提示に変えられた背景
をお聞きできればと思います。

寺本  わかりやすく、可能な限り達成
できる目標を全てのステークホルダー

の皆さまにお約束するのが良いだろう
と考えた次第です。機械部品メーカー
である当社は市場環境変化の影響を受
けやすく、売上高などの業績目標につ
いては、コミットするのが困難なためで
す。業績目標の達成イメージは持って
おりますが、市場環境に変化が起こる
場合も思料し「参考値」としました。
　中計目標の立て方については、取締

役会でもかなり議論を重ねました。この
変更についてどのように見ておられる
か、投資家の皆さまの率直なご意見を
お聞かせ願えればと思います。

岸田  長期ビジョンで掲げていた 売
上目標の4,000億円が非現実的になっ
た今、3,300億円を参考値として出し
たというのは非常に評価できますし、よ
りコントロールしやすい目標を「コミッ

2017年12月期よりスタートした新中期経営計画での財務・非財務面での取り組みなど、長年当社を分析されて
いる投資家と当社の新CEOである寺本が対談を行い、今後の課題や当社への期待について率直な意見を交わし
ました。（2017年3月　当社会議室にて実施）

持続的な価値創造に向けて

（以下、敬称略）

CEO対談
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トメント」として出していくということは
現実的かつ力強いメッセージだと感じ
ました。3つの項目、財務的には2つです
が、是非達成していただきたいです。

古谷  正直に申し上げると、私も前回
の中計の目標値のハードルは高いと感
じていました。今回も決して低いハード
ルではないのですが、参考値の設定は
妥当であると思いました。「コミットメン
ト」という言葉を使ったことは、「これだ
けは何としてでも死守する」という、経
営陣のメッセージとして受け止めてい
ます。
　一方、事業計画は正直ハードルが高
く、環境の変化の影響もあるため、数値
の達成のため無理のある経営判断をす
ることで、間違った方向に進むことを危
惧しています。そういった意味では、あ
くまでも参考値としてその扱いを明示
頂いたことは、評価できると思います。

トップライン（売上高）の
成長に向けて

岸田  過去10年間のナブテスコのトッ
プラインの成長率は5％程度であり、
8％の成長率はやはりチャレンジングな
ターゲットだと思います。成長を加速し
ていくにあたり、実際にCEOにご就任
されて何を変えていくか、お聞かせ頂け
ればと思うのですが。

寺本  8％成長を目指すにあたり、前中
計と大きく変わる部分をご説明すると、
以前「Financial Strategy」としてい
た領域を「Operational Excellence」
としました。具体的な違いは、資本効率
の改善を意識し、社内管理指標として
ROIC（投下資本利益率）を導入し、財
務に加えて業務の効率化、生産の改革
など、Operation部分の基盤強化を意
識したことです。

　これにより、各事業部門がそれぞれ
目標を立てる際に、資本効率を重視す
るようになると考えています。市場の伸
張によるオーガニック成長に加え、こう
した意識付けを通じた内部的な変革と、

「Market Creation」「Technology 
Innovation」で実施する外部への働き
かけの双方向から成長を加速させ、8%
成長を実現すると同時に、持続的な成
長を長期にわたって実現するための基
盤を強化します。

ROICの導入と
その定着に向けて

岸田  ROICの導入により、従業員の方
の意識も変わっていくと思いますか？

寺本  変わっていくであろうし、変えな
ければならないと思います。今までも売
掛債権の回転率などの指標は確認して
いましたが、あまり踏み込まずに、数値
実績の確認に終始していました。ROIC
の導入により、「こうするとキャッシュが
うまれる」という意識付けを徹底しま
す。既にこうした意識は経営幹部には
浸透していますが、今後は従業員の共
通認識にしていきます。

古谷  考え方を前線の従業員の方まで
落とし込むという意味で、ROICを従業
員の方の報酬に反映させるような取り
組みは考えてはいらっしゃいますか。

寺本  ROICの導入により、絶対値では
なく前年からの伸び率が評価の対象に
なります。既に従業員のみならず管理
職、経営陣にも反映させています。

古谷  資本コストを上回るようなリ
ターンを得られない事業についてポー
トフォリオを入れ替えるなど、経営判断
の指標としてROICを使っていくことは
考えていらっしゃるのですか。
寺本  正直なところ、現段階では考え

ておりません。確かに一定のWACC 
（加重平均資本コスト）を上回るよう
なROICがなければ、何のために事業を
しているのかということになりかねませ
んが、各事業の特性もあり、総合的に判
断したいと思います。
　ポートフォリオを入れ替える場合は、
経営として、事業に属する従業員の生
活やモチベーションを考慮する責任が
あります。とはいえ、各事業の資本効率
について投資家の皆さまが強く関心を
持たれていることは経営として重々認
識しております。万一手を打っても改善
が見えない場合は、全てのステークホ
ルダーにとって何が最も良い選択かを
考え抜いた上で、しかるべき判断が必
要だと考えています。

「ROE15%達成」の
コミットメントについて

岸田  「ROE15％達成」のコミットメン
トについては、「市場環境の変化が思わ
しくない場合でも達成する」という強い
メッセージと受け止めています。ナブテ
スコはまだまだ成長できる会社だと考
えていますので、ROEのコミットメント
を一時的に達成するだけでなく、成長
投資に資金を使い、余れば配当という
ようなバランスでの還元をお願いした
く思います。

寺本  ROEを構成する3要素、売上高
利益率、資産回転率、財務レバレッジ
のうち、利益率は市場環境に依存する
部分が大きいですが、それ以外の要素
は経営である程度コントロール可能で
あり、実現していけると考えています。
中計期間内の早い段階でROEを15％
に持っていき、達成後は継続的に15%
を維持しながら成長投資、株主還元を
行っていくつもりです。

CEO対談: 持続的な価値創造に向けて
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M&Aについて

古谷  成長を目指すという意味で、
M&Aを実施すれば手っ取り早く売上
規模の拡大をはかれますが、M&Aに対
するルールなどがあれば、お聞かせ願
えますか？

寺本  M&Aに関しては、中計で300億
円の予算を織り込んでいます。その内
の100億円は既に実行しており、計画
上は200億円残っている計算になりま
すが、M&Aについて特段、制約を設け
るつもりはありません。いたずらに規模
の拡大を追求するつもりはありません
が、成長を加速するために効果的な案
件であれば、設定した枠に捉われず果
敢に攻めていきたいと考えています。

岸田  ナブテスコはこれまで設備投
資やM&Aが十分ではなかった印象が
あり、そこにもトップラインを伸ばす余
地があると考えています。成長に向け、
もっとM&Aに積極的になっても良いの
ではないでしょうか。

寺本  まったく同感です。2011年に実
施したスイスでの自動ドアメーカーの
買収以降、M&Aに対する抵抗感は社
内にはなく、必要な投資は積極的に実
施していく意向です。各事業の成長戦
略についても、例えば、精密減速機事業
はM&Aというより生産能力を上げるた
めの設備投資、自動ドア事業は販社網
拡大のためのM&Aなどと、事業ごとに
明確な方向性を持っています。
　また、事業を跨いだシナジーを創出す
るようなM&Aについて、力を入れてい
きたいと思います。事業を横断して活用
できるものについては、コーポレート部
門が中心になってM&Aを進め、その結

果を事業部に展開していく形も取り入
れていきます。この形で実施したM&A
が、2017年3月に株式取得を完了した
ドイツOVALO社の案件です。同社は、
モーター、コントロールユニット一体製
品の開発能力を有しており、その活用に
より当社製品のメカトロ化・システム化
を加速していきます。このような、事業
横串で使える技術のM&Aは、今後も進
めていきたいと思っています。
　2011年以降昨年までの間は“第一
期M&A”とでもいいますか、体制整備
を目的としたM&Aが中心でした。これ
からのM&Aは、「技術」の獲得、「市場」
の獲得、「生産能力」の拡張、「時間」の
短縮など考えられる目的は様々ですが、
それらの目的が重なるように意識して
進めていきたいと考えています。

岸田  OVALO社のM&Aの目的と、各
事業部門が同社をどう活用していくの
か、ぜひ教えてください。

寺本  OVALO社は、主にシャシー・シ
ステムとエンジン・システム関連製品
に強みを持ち、ドイツ自動車メーカー
のTier-1サプライヤーとして、その技
術力が高い評価を受けています。当社
製品のメカトロ化には電子制御技術
が不可欠な要素ですが、同社は、まさ
にそうした技術を有しており、その活
用により当社製品のメカトロ化が加
速するものと確信しています。また、そ
の子会社でソフトウェアを得意とする
adcos社は、モデルベース開発などの
ノウハウを有しており、システム化の分
野で、各事業部門での活用ができると
考えています。
　また、OVALO社はドイツにあり、
将来的にはヨーロッパの生産・開発
拠点として総合的に活用していきた
いと考えています。こういった面でも、

「Market Creation」「Technology 

中期経営計画での成長投資予算

（単位：億円） 前中計3ヵ年累計額※	
（2015年3月期～2016年12月期）

新中計4ヵ年累計額	
（2017年12月期～2020年12月期）

設備投資額 310 770

研究開発費 200 400

M&A等 100 300

中計期間内の早い段階で
ROEを15%に持っていき、達
成後は継続的に15%を維持
しながら成長投資、株主還元
を行っていくつもりです。

※  2015年12月期より決算期を変更したため、2015年12月期の決算は当社および日本国内連結子会社につきましては
９ヵ月（2015年4月～12月）、海外連結子会社につきましては12ヵ月（2015年1月～12月）を連結対象期間とした数
値となります。

CEO対談
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Innovation」の双方で非常に有意義な
M&Aだと考えています。

技術の優位性について

岸田  ナブテスコの既存の技術戦略に
ついてお伺いします。例えば、精密減速
機事業においては、グローバルな目線
でも他社の追従を許しておらず、強固な
地位を築いていますが、未来永劫この状
態が続くとは思いません。こうした技術
の優位性維持についてどういう戦略を
採っていくのか、どうプロテクトするかな
ど、お聞かせ願えればと思います。

寺本  現時点では直ちに追いつかれる
心配はしていません。また、簡単に追い
つかれないための努力として、知財保
護の活動にも力を入れています。例え
ば、昨年度に立ち上げた精密減速機事
業の中国工場では、ノウハウや技術の
流出を防ぐ施策を実施しています。
　それでも、技術は遅かれ早かれキャッ
チアップされます。その時に備えるため
にも、既存の技術に追いつかれたときに
当社がもう一段階上のレベルの製品を
用意しお客さまに提供できるよう、常に
危機感を持ち、イノベーションを加速す
る取り組みを進めていきます。

投資と還元について

岸田  新中計では、かなり高い設備
投資計画が打ち出されています。ナブ
テスコは今まで投資が少し足りず、本
来もっと伸びるはずのところが伸びな

かった印象を持っていたので、非常に
期待しています。一方、各事業部門に
とって設備投資は償却負担の増加に繋
がり、ROICの観点から重いハードルに
なるという側面もあります。ともすれば
縮小均衡にもつながりかねないと考え
ますが、CEOがリーダーシップをとって
成長志向をどう牽引していくか、是非お
聞かせ頂きたいと思うのですが。

寺本  今回は全体で770億円の設備投
資を織り込みましたが、約3分の1が増
産対応、その中でも最も大きいのは、精
密減速機事業での生産能力向上です。
　過去、設備投資の直後、急に需要が
落ちて苦しくなる事態もありましたが、
同事業については産業用ロボットの需
要増に従い、今後もかなりの需要が期
待できます。需要に対して10%程度の
余力をもった生産能力確保に向け、設
備投資を着実に実行していきます。償
却費の増加については、売上増に伴う
利益の増加で十分カバーできると考え
ています。
　その他、大きなものとしては、CO2の
排出量抑制のための設備投資が挙げら
れます。「ESG課題の解決に注力」のコ
ミットメントの通り、環境面についても
高い目標を掲げていますが、これは“工
場の近代化”など、大掛かりな改革なし
には達成不可能です。
　また、機械部品メーカーという性質
上、お客さまから厳しい価格要求を頂
きますので、それに備えての生産効率
改善のための設備投資も、引き続き実
行していきます。

　設備投資の意味合いは様々ですが、
いずれも持続的な成長に向けて欠かせ
ない投資と考えています。

「連結配当性向35％以上」の
コミットメントについて

寺本  2番目のコミットメントとして、
「連結配当性向35％以上、上限なし」
としましたが、これについて、投資家の
皆さまのご意見をお聞かせ願えればと
思います。

古谷  上限を設けなかった理由は、事
業環境が悪化した場合、配当性向の上
限に従って減配するよりは、前年並み
の配当を維持するためという理解で宜
しいでしょうか。

寺本  利益を拡大し、常に増配をして
いきたいというのが本来の趣旨ですが、
不測の事態が起こったときでも、前年
並みの安定配当は維持したいという思
いがあり、このような形としました。

岸田  デッド調達余力も踏まえて考え
ると、ナブテスコは一定の配当を確保
しつつ、M&Aや設備投資などの成長
投資もこなせるだけの力をお持ちだと
考えています。私どもとしては、もっと
トップラインの成長率を上げてもらい
たいと思っており、やみくもに配当を増
やすより、積極的に成長投資に使って
ほしいと思っています。そういう意味で
35％というのはバランスのとれた水準
であり、納得しています。

寺本  投資に関する優先順位について
は、成長のための投資が第一だと考え
ています。将来のさらなる成長をロング
ランで見据えて投資を行い、事業を持
続的に拡大させ、その成長に応じた形
で還元していきます。その前提のもと、
ただキャッシュを内部に留めているだ
けでは意味がないため、配当、自己株取

CEO対談: 持続的な価値創造に向けて

OVALO GmbH本社
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得など、株主還元に向けた使途を検討
していきます。

岸田  市場環境なども鑑み、M&Aや
設備投資に慎重になる局面になれば、
増配や自己株取得を考えられるという
ことですね。

寺本  機動的な対応をとり、持続的に
株式価値をあげていくことを経営の課
題とし、お金の最も良い使い方を追求
していく必要があると考えています。

岸田  株価が下がった場合、自己株取
得を通じて「当社の適正株価はもっと
高い」などのメッセージを経営陣として
出す、という方法もあると思いますが、
そこはいかがですか。

寺本  株主還元を目的とした自己株取
得については、前中計期間でも一度実

施しました。成長投資を妨げない範囲
で、当社が考えるよりも低い株価レベル
にあるときの選択肢として、今後も検討
していきます。

「ESG課題の解決に注力」の	
コミットメントについて

寺本  3つ目の約束として、「ESG課題
の解決に注力」を掲げています。これは
当社に限った話ではありませんが、企
業としての社会的責任を果たしていか
なければ「存在が許されない」くらいの
気持ちで長期的に取り組むべき事項だ
と考えております。昨年、「CSR委員会」
を発足し、より体系的なCSR経営推進
に向けた体制を整えました。その中でマ
テリアリティ（重要なCSR課題）の再検
証を行い、企業の社会的責任を果たし
ていくために当社が取り組むべき課題
を明らかにしています。
　ESGの「E」（環境面）については、特
にCO2の排出量の抑制に取り組まなく
てはならないと考えています。現在建設
中の岐阜工場（航空機器）では従来の
エネルギー使用量の半減を目指した工
場建設を進めていますし、既存工場に
おきましても、前述の通り”近代化”を進
めます。

古谷  「E」について、こうした環境への
認識が社会に広がっていく中で、ナブ
テスコの商機が広がる可能性はありま
すか。

寺本  はい。例えば舶用機器事業につ
いて、2020年から船舶用燃料に対す
る環境規制が世界的に強化されます
が、この対応のための需要が発生しま
す。他事業についても、お客さまが「環
境への配慮」のため、従来あまり考えら
れなかった改修や新たな商品開発に
動くことは十分考えられ、これは我々に

とって商機となります。
　加えて、お客さまの動きにキャッチ
アップするだけでなく、例えば、MRO*
ビジネスを通じて自分たちが先導して
CO2排出量を下げるような提案をして
いきたいと思います。
　次に「S」（社会面）についての取り組
みは多岐にわたりますが、「働き方改
革」に向けた施策を進めていきます。働
き方に関する報道などでは、長時間残
業の問題がとりわけクローズアップさ
れていますが、単純な時間の短縮に留
まらず、間接部門の生産性など、残業
発生の原因を追究し改善すべきと考え
ています。
*MRO：Maintenance、Repair、Overhaul

岸田  「S」についてはダイバーシティ
推進や、特に日本の場合、女性の社会
進出という課題もあります。一部では女
性の役員、管理職比率などを、KPIとし
て掲げている会社もありますが、貴社
の取り組みはいかがですか。

寺本  毎年の新卒社員については、3
割を外国籍、2割を女性の採用とするこ
とを目標にしています。現状、例えば女
性管理職比率を見ても高い水準ではな
く、もっと高めたいと考えていますが、こ
れには時間がかかります。人財につい
ては、要件を満たせば男女の区別はなく

「能力第一」で考えており、管理職に至
らない年次の社員を女性であるからと
いうことで、同比率を高めることだけを
目的に飛び級させることは行いません。
　ダイバーシティ推進については、既
に外国籍の社員も一定数おります。更
なる加速に向け、例えば海外の子会社
の社員の本体へのローテーション制度
を将来的に設けるなど、施策の充実を
検討しています。

岸田  「G」（ガバナンス）の観点では、

ナブテスコはまだまだ成長で
きる会社だと思っています。
株式市場からの評価を高める
努力をぜひお願いしたいと思
います。

CEO対談
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例えば社外取締役を増やすなど、ナブ
テスコのパフォーマンスをより高められ
るような取締役会にしていくという視点
で、どのようなお考えをお持ちですか？

寺本  取締役会の実効性を自己評価
し、公表していますが、前年に比べて実
効性は高まっていると感じています。一
方、「取締役会においても、もう少し中
長期的な議論に時間をかける方がよ
い」といった意見もあり、執行サイドか
らも取締役会への説明責任を果たしな
がら、こうした議論を活性化していきた
いと考えています。
　社外取締役を増やすかという議論に
ついては、現在、取締役10名のうちの
3名が社外、監査役5名のうち3名が社
外であり、全体として15名中6名を社
外から選任しています。既に社外の声
を十分反映できる体制だと認識してお
り、市場環境の複雑化などで、より社外
からの知恵や刺激が必要とならない限
り、当面構成を大きく変えるつもりはあ
りません。

マネジメント手法について

岸田  ナブテスコを経営していくにあ
たり、小谷前CEOの時代は、“事業部門
に任せる経営”をされていた印象でし
た。寺本CEOは今後どういう立ち位置
をとっていかれるのでしょうか。

寺本  小谷は各事業部門の自主性を
重んじつつ、環境変化等で業績が悪く
なってきたところに関しては機動的に
対応する形を取っていました。そのスタ
イルは、私も正しいと考えています。
　我々には役割があり、その役割に責
任と権限が付いて回ります。一旦権限
を委譲するからには、ある程度しっかり
任せて、我慢しておかなくてはならない
ときもあると考えています。各事業部門

トップのパーソナリティや市場環境の
良し悪しなども踏まえ、良く議論しなが
らやっていきたいと思っています。
　アプローチの仕方という意味で、まだ
自分の中で考えている部分もあります。
当面、基本的には小谷のやり方を踏襲
しますが、必要が生じればスピードを
重視し、果敢にアプローチを変えたいと
思っています。

ナブテスコに期待すること

古谷  ナブテスコには、中計目標に
沿った形の成長を実現して頂いて、資
本効率を上げ、株価上昇に繋げてい
ただくことを期待しています。そのため
に、今後も継続的にCEOからメッセー
ジを発信していただけると、投資家の
立場からは非常に参考になります。
　ナブテスコはまだまだ成長できる会
社だと思っています。完成度の高いポー
トフォリオだけに、会社全体としての成
長をどう舵取りしていくかが、経営手腕
の見せどころだと思います。株価が上が
ることは、従業員の方にとっても、株主
にとっても、良いことだと信じております
ので、株式市場からの評価を高める努

力をぜひお願いしたいと思います。

岸田  ナブテスコは利益率、ポートフォ
リオの成長性、株主還元と、いずれの
観点でも日本の平均以上の企業だと
思っていますが、やり方次第でもう一
段上のレベルの企業になれるポテン
シャルが十分あると思うのです。ナブテ
スコにはそういう形の変化を期待して
います。そうすることで、企業の永続性
が高まります。
　「企業の寿命は30年」と言われる時
分、今後も景気の色々なサイクルが来
ると思いますが、貴社はより長期にわ
たって存続できる企業だと信じており
ます。企業として持続的な成長を実現
することを通じて、広義での社会貢献
の幅も広がり、結果的に企業価値が上
がる。そのような形で、従業員の方に
とっても、我々投資家にとっても、Win-
Winの関係が築かれる形がベストだと
思います。ナブテスコには是非、そうい
う企業になって頂きたいと思います。

寺本  本日は、誠に有意義な対話の
機会を頂きまして、ありがとうございま
した。

やり方次第でもう一段上
のレベルの企業になれる
ポテンシャルが十分ある
と思うのです。ナブテスコ
にはそういう形の変化を
期待しています。

CEO対談: 持続的な価値創造に向けて
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