トップインタビュー

大建工業グループの価値創造

建築資材の総合企業へ
長 期ビジョン「 G P 2 5 」 実 現 に 向 け 、
変 化 を 機 会と捉 え 、 原 点 回 帰 で 社 会 に 貢 献

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、社
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一元的な管理体制の下、感染拡大防止を徹底し
ながら、可能な限りの事業活動の継続に努めてい
るという状況です。主要拠点の状況としては、国

会、経済活動に甚大な影響を及ぼしています。最

内生産拠点では、一部生産調整を行いながらも、

前線の医療従事者の方々をはじめ、感染拡大防止

稼働を継続しています。海外では、ニュージーラ

に尽力されている方々に日々支えられていること

ンドのＭＤＦ工場が、ロックダウンにより、3 月

に対し、感謝の念に堪えません。依然として事態

下旬から 4 月末までの約 1 カ月間停止しました。

の行方は予断を許さない状況が続いていますが、

また、米国のＬＶＬ工場でも、稼働率を 4 ～ 6 割

当社でも引き続き、お客様、お取引先様、従業員

程度抑えての操業を余儀なくされました。その他、

とその家族をはじめとするすべてのステークホル

マレーシア、中国、インドネシアの各工場でも制

ダーの安全確保と感染拡大防止に最優先で取り組

約を受けるなど、日本国内に比べ、海外の影響

み、影響を最小限に抑えられるよう努めていきた

が大きい状況です。東京、大阪をはじめとする業

いと考えています。そんな中にあって、2019 年

務拠点では、日本政府による緊急事態宣言の下、

度の業績への影響という点では幸いにも限定的で

原則、在宅勤務の体制に移行し、8 割以上の水

した。2020 年 2 月から 3 月にかけて、当初、感

準を維持することができました。急場での対応で

染拡大の影響が大きかった中国からの部材調達に

はありましたが、ＢＣＰや働き方改革の視点で準

懸念がありましたが、2018 年度に発生した調達

備を進めてきた仕組みが機能したといえると思い

面のトラブルを踏まえて強化を図ってきたＢＣＰ対

ます。また、売上、受注面では、期初 4 月時点

応により、住宅、建築資材の需要が高まる期末時

での影響は限定的でしたが、月を追うごとに厳し

期における安定供給という点では、メーカーとし

さが増している状況です。当社が手掛ける住宅、

ての責任を果たすことができたと思います。

建築資材は、着工から 2 〜 3 カ月程度遅れて影

2020 年度に入ってからの影響としては、事態

響が出てくることから、2Q 以降に想定される急

が刻々と変化する難しい状況ではありますが、こ

激な需要減に備えるため、需要動向に対して、柔

のインタビューを実施している 6 月時点まででい

軟に対応できる生産体制などの準備を進めている

えば、まず、全社的な対応として、私が本部長を

ところです。
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務める対策本部を設置し、国内外を含めた全社

価値創造を支える

代表取締役
社長執行役員

価値創造の戦略

Q

これまでの新型コロナウイルス感染拡大による
影響とその対応状況についてお聞かせください。
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当社では床用特殊ＭＤＦ以外にも、機械すき和

どへの販路の拡大や他の素材、建材への展開も検

紙を加工し、従来のい草にはない耐久性を付与

創業期の事業である合板も撤退するなど、事業構

討を進め、中長期の戦略を描きながら、北米でのさ

した畳おもてや、住宅での音の問題を解決する音

造改革を進めていましたが、その一方で機会を捉

らなる拡大を図っていきたいと考えています。

響製品、独自技術で意匠性を高めた床材「トリニ

えて、ニュージーランドのＭＤＦ工場をグループ

どの住宅設備機器、屋根材、外装材、さらには、

まず成果としては、新設住宅着工戸数が減少す

公共・商業建築分野においては、これまでライ

ティ」など、当社にしか提供できない差別化製品

化し、素材事業の拡大を図りました。今では拡大

る中での、着実な市場ポートフォリオ見直しの進

ンアップできていなかった無垢床材事業の本格展

を数多くラインアップしていますが、さらなる製

したキャパシティを生かし、また工場ラインの長

展と、注力市場強化に向けたＭ＆Ａの２点が挙げ

開を開始しました。無垢材に対して根強いニーズ

品開発と新たな用途開発を、体制の整備を含め

所を考慮した製品のすみわけも進め、量産型の汎

られます。2019 年度は、以前からいわれていた

のある体育館や教室などの文教施設を中心に提

て強化していきたいと考えています。

用製品はニュージーランド工場に委ね、マレーシ

ことではありますが、10 月の消費増税以降、新設

案を強化していきたいと考えています。またこれ

ア工場では高付加価値の床用特殊ＭＤＦの生産に

住宅着工戸数が減少トレンドに向かった年でした。

と並行して、営業体制も住宅中心から、公共・商

特化し、今般の市況悪化でも影響を受けにくい製

上半期までは駆け込み需要もあり、持家、分譲戸

業建築分野への大きなシフトを進めています。公

建が前年比プラスで推移するなど好調でしたが、

共・商業建築分野での提案力を強化し、販売拡

年度ベースでみると下半期の反動減によりマイナ

大を加速させていきたいと考えています。

Q

2021年度までの中期経営計画
「GP25 2nd Stage」達成に向けた
方向性についてお聞かせください。

品として経営を支えています。また、建材事業の
主力製品ではあるものの、当時苦しんでいた床材
において、創業期からの主力工場だった名古屋工

まず直面する不確実性の中でリスクと機会を見

場の機能を現在の三重工場に集約し、設備も刷

しながら、そのビハインドの環境下でも、建材事

主力であるＭＤＦが、米中貿易摩擦などに端を発

極める必要があります。リスクに対しては、増産を

新することで生産性向上に舵を切りました。今で

業は、新築住宅市場向けで増収を維持しながら、

する海外市況の悪化の影響を大きく受け、業績が

前提とした設備投資の凍結、費用の総点検・厳選、

は建材事業の中核となる存在として復活を果たし

非住宅の公共・商業建築分野や住宅リフォーム市

低迷したことです。市況が悪化すると汎用製品は

一段の資産効率化の追求とともに、手元流動性の

ています。

場への展開を強化することで、プラス 6％と伸ばす

価格競争に陥り、売価の低下など大きな影響を

水準の引き上げなど、足元を固めるための体制づ

今回のコロナ禍でも、機会を捉えるための事業

ことができました。新設住宅着工戸数が減少する

受けますが、床材の基材として使用される特殊Ｍ

くりを進めています。これらリスクへの備えを進め

ポートフォリオの見直しを加速させたいと考えて

中でも、差別化製品の提案でシェアアップを図る

ＤＦは、耐水性や寸法安定性に優れていることが

る上で留意すべき点は、費用の総点検・厳選の中

います。これまでは新設住宅着工戸数が漸減する

とともに、市場ポートフォリオの見直しを着実に進

顧客に評価され、安定した受注を確保することが

で、何もかも一律にやめてしまうこと。そして機会

というリスクシナリオの下、2nd Stage から 3rd

めることで、存在感を高めることができる手応え

できました。機能性に優れた付加価値の高い製

を逃さないことが肝要だと考えています。身構え

Stage にかけて段階的に進める想定でしたが、時

が得られました。さらに、注力市場と位置付けて

品は、市況悪化の影響を受けにくいことが明確に

るだけでは、縮小し衰退するだけになってしまうお

間軸を早め、役割を終えた事業は縮小・撤退の

いる海外市場、公共・商業建築分野、住宅リフォー

なりました。

それがあります。“ 切り落とした枝の先に将来に向

判断をしていきたいと考えています。そしてその

ム市場の３つの市場で強化に向けたＭ＆Ａの手が

けた大切な芽がある ” ということがないよう、中

一方で、リーマンショックの時と同様、勝ち続け

打てたことは成果といえると思います。

長期の競争力、企業価値向上に不可欠なものを見

るための事業、次の成長源となる事業には、積

特に海外市場では、市場規模が大きく、中長期

極め、“ 攻めるべきは攻め、守るべきは守る ” ス

極的に経営資源を投入していきます。不確実性が

的な成長が見込まれ、さらに当社が得意とする木

タンスをとり、攻守両面を見据えてトップとして判

高い中のＭ＆Ａは、より難しい判断にはなります

造住宅を主とする北米市場に足掛かりができたこと

断していきたいと考えています。

が、条件面では有利な場合が多いと思います。当

は、大きな一歩でした。北米での展開としては、当

そして、リスクに備えつつ、不確実性の中の変化

時と比較して改善している財務体質も生かしなが

面はまず、既存事業である住宅向けのＬＶＬを中心

を見極め、機会を捉えて手を打つ必要があります。

ら、その機会をしっかりと見極めたいと考えてい

に拡販を進めることになりますが、今後は、防腐、

2008 年のリーマンショックの際には、年度ベー

ます。

不燃などの機能を付与した付加価値の高い製品を

スの新設住宅着工戸数が 103 万戸から 77 万戸

このような状況の中で、2021 年度に向けた中

ラインアップに加え、住宅向けでの提案の幅を広げ

に 25％程度減少するという厳しい市場環境に直

期経営計画「GP25 2nd Stage」の目標につい

るとともに、2018 年に資本業務提携した伊藤忠商

面しました。当時は 2000 年前半からキッチンな

ては、需要減の影響や、既存事業だけをみれば、
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一方、課題として挙げられるのは、素材事業の

価値創造を支える

ス 7.3％と全体としては低調に推移しました。しか
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価値創造の戦略
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事（株）のリソースも活用し、非住宅の商業施設な

大建工業グループの価値創造

Q

2019年度は中期経営計画「ＧＰ25 2nd
Stage」
のスタートの年でした。
1年目を終えて
の成果と課題についてお聞かせください。
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客様のニーズにマッチした提案、企画の充実など、

スピード感が求められます。これはまさに、グルー

らに付加価値の高い建材へと事業展開する中での

営計画の基本スタンスとしている “ 新設住宅着工

付加価値を高めることに充てることができます。ま

プ行動指針に掲げた「ニーズや社会の変化を先取

「安全・安心・健康・快適な空間づくり」。これ

戸数が減少する中でも、事業・市場ポートフォリ

た事務ワークは、在宅勤務による対応が可能で、

りし、安全・安心・健康・快適で魅力あふれる製品・

ら２つのこだわらなければならない原点がありま

オを変革し、長期ビジョンで目指す姿「建築資材

業務内容によっては、むしろ集中することができ、

技術・サービスを提供することで、お客様の満足

す。新型コロナウイルスによる影響がフォーカス

の総合企業」に向けた取り組みを着実に進める ”

生産性が高まります。これらは、子育て、介護など

と信頼の向上に努めます」の実践そのもので、真

されますが、これによって、気候変動や頻発する

という考え方に変わりはありません。また、不確

ライフイベントを抱える従業員でも活躍できる場

価が問われます。

地震、資源の枯渇など他の社会課題が無くなるわ

実性の中の機会を捉えた新たな展開も含め、現

が広がっていることの証明でもあります。

最後に「原点回帰」。コロナ禍により不確実性

けではありません。不確実性が高まる中だからこ

が 高まる中、 原 点 に立ち返る必 要があります。

そ、原点に返り、より本質的な「事業を通じた社

らに長期ビジョン実現に向けた総仕上げとなる

シーンでオンライン化が進むことになるでしょう。

当社は 2020 年 9 月に創立 75 周年を迎えます。

会課題解決」への貢献のあり方を追求することが

2022 年度からの「GP25 3rd Stage」のスター

オフィスに近い都市部に住む必要性がなくなり、

終戦直後の創業から今日まで、経営上厳しい局

重要だと考えています。当社が創業以来大切にし

トに向けて、社会課題解決につながる当社らしい、

むしろ、地方に生活の拠点を移したり、郊外の広

面、危機と呼べる時期もありました。その中で当

てきた原点を踏まえ、今後の社会への貢献のあり

素材、建材、エンジニアリング事業に次ぐ、第４

い一戸建てで生活することがトレンドになる可能

社が存続し、成長し続けることができたのは、原

方についての検討を “DAIKEN の強みの再確認 ”

の柱となる次世代事業のシーズを見出したいと考

性もあります。オフィスでは、できる限り接触を避

点があるからだと思います。木材加工業を祖業と

を含めて、進めていきたいと考えています。これ

えています。

けながら快適性、機能性を追求したスペースが求

した「限りある資源の有効活用を通じた持続可

らの取り組みが、持続可能な社会、そして SDGs

外部環境の変化に対応し、新しいものを生み出

められ、ウェブ会議が当たり前となり、そのため

能な社会への貢献」、そして、素材に機能を、さ

への貢献にもつながると思います。

すのも、お客様をはじめとするステークホルダー

の個人用ブースの新たな需要が生まれることも考

の皆様との信頼関係を構築できるのも、すべては

えられます。家庭では、在宅勤務に必要なデスク

人財力だと考えています。新型コロナウイルスの

ワークスペースや家族との共生のための防音など

影響で働き方が変わっていく中においても、
グルー

の機能を持つ空間が求められます。また、ウイル

プ全従業員が、それぞれが持つパフォーマンスを

ス対策として、当社では 2012 年より新型インフ

いかんなく発揮し、活躍できる職場環境づくりな

ルエンザの発生を機に開発した抗ウイルス機能「ビ

ど、人財への投資も強化していきます。

オタスク」を付与した製品の提案を進めています

価値創造を支える

くらし方の面においても、今後はさらに様々な

価値創造の戦略

段階で経営目標を変えるつもりはありません。さ

大建工業グループの価値創造

当然厳しい面があります。しかしながら、中期経
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が、今後は抗ウイルス機能の適用範囲を拡大した
と考えています。加えて、昨年度から医療施設向

キーワードとして、
「 変化」と「原点回帰」がある

内容では物足りないことがわかりました。「命を守

と思います。変化については、
「 働き方の変化」と

る最前線で活躍する方々の役に立てる製品づくり

「くらし方の変化」の2つの視点があります。まず

を」という新製品開発における大義、課題ができ

働き方の変化としては、
「 出勤＝仕事」であるとい

21

けの建材をシリーズ化して発売しましたが、この

たといえます。

う概念はなくなり、自宅やサテライトオフィスなど

今のまま、今までのまま、同じことを続けるだ

場所を選ばず仕事をするリモートワークのスタイ

けでは、“ 選ばれ続ける企業 ” には成り得ません。

ルが当たり前になることも考えられます。営業活

常に「昨日の自分を超えることができたか」を

動では、対面中心からオンラインも活用すること

自問自答する必要があります。コロナ後の社会の

で移動の必要がなくなり、その時間を市場分析、お

変化を見据えて、新たな価値を提供する対応力と
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Q

製品開発を進めることで社会に貢献していきたい

コロナ後を見据えた中長期の経営戦略を
どのように描きますか？
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