
　2020 年から続く新型コロナウイルス感染症の拡大によっ
て企業を取り巻く環境が突然変化するなど、この10年ほどの
短い期間においても世界では幾度か非常事態と言える状況に
対峙しており、企業経営において経営を揺るがしかねない事
態への備えの重要性が高まっています。さらに、近年では気
候変動による環境への影響、サプライチェーンを含む人権保
護等の社会課題への対応が不可欠となっています。　

　マブチモーターはかねてより、企業は社会の公器であり、
社会への貢献という責務を果たすべく永続しなければなら
ないと考え、長期経営方針として「世界市民の一員として
全ステークホルダーの幸せへの貢献の継続とその拡大」を
定めています。その実現のため、必要な資金を確保し盤石
な経営基盤を築いてきました。その前提となる考え方は下
記のとおりです。

資金確保の基本的な考え方

資金確保の考え方
1. 経営環境は激変する：
環境変化の激変により、企業が倒産に追い込まれることは避けるべきである

2. 企業は存続に必要な資金を持つべきである：
リスク発生下であっても存続し、成長機会を捉えるために必要な資金（必要資金）を持つべきである

必要資金
事業規模が成長すると、それに伴い必要資金は増加しますが、当社は必要資金として常にその額を合理的に考慮し
算出しています。

成長への備え
●  設備投資：継続的な設備投資、研究開発投資の資金
●   M&A：成長機会への投資を行うためのM&A資金

大規模なリスク発生への備え
● 運転資金：大規模リスクの発生に備えた運転資金
● 雇用確保：雇用継続のための資金
●  配当金：リスク発生時もハイブリッド型配当基準に
　 基づく配当を継続するための資金

急激な市況変化への備え
●  市況品高騰リスク：市況品を先物等の手段により
     中長期的に確保するための資金
● 為替リスク：為替変動リスクに備えるための資金

クレーム発生への備え
●  クレーム対応：特に自動車電装分野でのクレーム
     発生に備えるための資金

財務・資本政策

配当性向・総還元性向・現金及び現金同等物の期末残高

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 配当性向（％）総還元性向（％）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

64.7
52.7

84.3

121.3

74.1

53.1
39.6

63.1

99.5

118,956 113,560 110,863 110,190
103,539

40.0
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　マブチモーターは、経営理念として掲げる「国際社会へ
の貢献とその継続的拡大」を実践すべく、将来の成長に向
けた研究開発及び設備投資を積極的に行っています。
　近年は、世界５極事業体制整備の一環として、米州及び
欧州での生産・供給体制を構築するため、メキシコマブチ
及びポーランドマブチの土地・建物取得、生産設備への投

資を行い、生産・供給体制拡大のための投資はピークアウ
トしました。引き続きROICを重視しながら新製品、増産、
及び省人化等の生産設備投資を継続し、将来の成長に向け
た研究開発や経営基盤強化のためのIT投資も行っていきます。

成長投資

　中期経営計画期間中においても、基本的な考え方に変わ
りはありません。中期経営計画期間中に事業活動から新た
に獲得するキャッシュについては、下記のとおりの優先順
位で活用いたします。新たに獲得したキャッシュは、まず
既存事業のオーガニック成長のための投資、及び新規領域
への成長投資（M&A投資を含む）への資金活用を最優先に

検討いたします。次に、ハイブリッド型配当基準に基づく
配当金の支払い原資とすることを優先します。
　これらを実施後に残ったキャッシュのうち、当社が独自
に算定した必要資金を上回る部分については、過度に積み
上げることはせず、ステークホルダーへの還元（自己株取
得等）を積極的に検討いたします。

中期経営計画における
キャッシュアロケーションの考え方について

●  リスクへの備えとして　　
会社に留保

● 自己株式取得等

● R&D投資
● 生産設備投資
● IT投資

● M&A投資
●  新領域投資  

（周辺用途・モーター周辺領域等）

●  ハイブリッド型配当基準に基づく  
配当金

中期経営計画期間中に事業から新たに得たキャッシュのアロケーションについて

カテゴリ 考え方優先度：高

既存事業の
オーガニック成長への投資

最優先で実施

上記実施後に残るキャッシュ
について積極的に検討

過度に
積み上げることはしない

新しい領域への成長投資

ステークホルダーへの還元①

ステークホルダーへの還元②

リスクへの備えとして会社に留保

研究開発費・売上高研究開発費比率の推移設備投資額の推移

12,844

2017年

16,332

2018年

17,915

2019年

7,736

2020年

9,622

2021年

3.6

5,233 4,939 4,958 4,453 4,711

3.5 3.5

3.8 3.8

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

単位：百万円
研究開発費（百万円） 売上高研究開発費比率（％）
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　ROIC経営の目的は、適正利益を確保することの重要性、
貢献の結果として継続的に売上・利益を伸ばしていくこと
の重要性、また投下資本を効率的に活用することの重要性、
の3点をグループ社員全員が一層強く意識することです。
これにより、成長分野へ積極的に経営資源を投入し、投入
した資源を活用してお客様への提供価値向上を図ることで

得られた適正利益を、さらに成長分野へ再投資するという
経営資源の回転サイクルを高速化していくことを狙います。
ビジネスの投資対効果を評価し、投資対効果の高いビジネ
スに経営資源を重点的に配分することで、全社の成長を加
速していきます。 

全員参加型ROIC経営

投資効率の向上：全員参加型ROIC経営の取り組み

● 社長メッセージの配信
●  定期発行物を通じた啓

蒙活動
● 教育ツール、教材整備
●  マネジメント層向けの

導入研修
●  本社管理職・社員・拠

点管理職向け導入研修

1.グループ社員教育

●  事業部・機能本部・拠点において、それぞれの仕事に応じて
ROIC向上につながるKPIを設定

2021年活動実績

● マブチ版ROIC向上ツリーを策定（以下、抜粋）

2.KPI設定 ●  2021年 に 設 定 し たROIC向 上
ツリーの各KPIに基づき社内目
標を設定し活動を推進

●  マブチグループの全員が参加
し、ベストプラクティスを共有、
PDCAを回しながら成果の拡大
や資源の最適化を図る

●  超過利潤を創出し、成長分野に
積極的に再投資する好循環を目
指す

2022年の取り組み

財務・資本政策

営業利益額成長に向けた取り組み

● 鋼材  お取引先様と長期的な関係を構
築し、安定的、計画的な価格で
の調達を図る

● 銅及び貴金属  様々な調達手段を駆使し、調達
価格を安定化

1.部材調達価格の安定化

●  世界的な材料価格及び物流費の高騰が継続して
いる現状を踏まえ、プライシングの適正化を推進

2.適切なプライシング

短期間での効果発揮

● 自動車電装機器  　  長年にわたり磨き上げてきた高度なモーター技術を発揮し、
　　EVをはじめとする自動車の安全性、環境性能向上へのソリュ 
　    ーションを織り込んだモーター及びユニットを開発

● ライフ・　　　   　   移動体、ロボット、産業設備及び医療機器用等の高付加
　インダストリー機器   価値分野に注力

3.高付加価値製品の拡販

●  次世代ものづくりにより、生産を完全自動化し、超高効率生産を実現
●  複数のモーターを同一ラインで生産できる混流生産ラインにより設備稼働率を向上

4.生産の高効率化

　　 中長期の取り組み

親会社株主に帰属する
当期純利益・ROIC・ROEの推移

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

当期純利益（百万円） ROE（％）ROIC（％）

20,303
14.4

8.6

22,925

12.7

9.4

9.3
14,234

5.8

8,987
6.4

3.7

14,251

6.1

5.7

ROIC
向上

固定資産回転率向上

その他の資産の効率的運用

運転資本回転率向上
投資資本

回転率向上

売上総利益額成長

適切な販管費水準の設定

営業利益額
成長
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　当社は、中期経営計画ガイダンスにおいてROIC12％の目標を設定しています。目標設定時から事業環
境は大きく変化しており、原材料価格や物流費の高騰に加えて、半導体等の供給不足に伴う自動車メーカー
の生産調整が発生しています。2021年のROICは6.1%と、目標からかい離し達成のハードルは高くなっ
ていますが、実現を目指して取り組んでいます。ROIC改善には営業利益が大きく寄与するため、営業利
益をしっかりと確保する必要があります。
　そのためには、まず売上成長を実現しつつ粗利率・粗利額を回復していくことが大切です。市場環境
の影響もあり、当社の自動車電装機器用モーターの販売はコロナ禍前の水準まで回復できていませんが、
パワーウインドウ用をはじめとする中型電装用モーターのシェア向上等を通じて売上高の拡大を目指します。
ライフ・インダストリー機器用においても、移動体及び協調ロボット用等の新製品の拡販を通じて売上
の拡大を図ります。また、原材料価格及び物流費の高騰による収益力への影響については、お客様にご
理解をいただきながら価格改定に取り組むとともに継続的な原価低減活動も行っていきます。これらの
活動を通じて収益性を改善することで、営業利益の確保を目指します。

ROIC向上に向けて

富田 たくみ

執行役員
財務・経理担当

　資金確保の基本的な考え方に基づき、さらには事業や市場環境の変化を勘案し、自己株式取得も含め、機動的でかつバラン
スのとれた資本政策を通じて、株主様への適切な利益還元を実施していきます。

株主還元

　当社は、会社の成長・発展に必要な研究開発及び設備投資用資金を内部留保によって賄い、財務の健全性を維持しつつ、業
績に応じて株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを基本的な方針としています。中間配当と期末配当の年２回の剰余金
の配当を行うことを基本に据えています。
　この基本的な方針のもと、急激な経営環境の悪化による著しい業績低迷時を除き、長期安定的な配当である普通配当１株当
たり年30円を継続的に実施し、これに事業成果としての連結純利益の30％を１株当たりに換算した特別配当金を併せて実施
する「ハイブリッド型配当基準」を配当金額を算出する原則的な計算式として採用しています。
　2019 年及び2020 年の配当については、短期的に経営環境が不透明な点を考慮し、期間限定の措置として、連結純利益によ
らず１株当たり年間135円を据え置いておりました。2021年の配当は、中期的な業績回復が見込まれることなどを考慮し、期
間限定の措置をとりやめ、基本方針に戻すための移行措置をとることとし、基本方針に基づく年間配当額算定結果に2020年配
当額との差額の半分を加算いたしました。2022年の配当については、不安定な事業環境が想定した以上に継続しており業績の
回復は遅れているものの、将来の業績改善を見込んで、一時的措置として過去最高と同額の１株当たり135円（普通配当30 円、
特別配当105 円）を予定しています。

ハイブリッド型配当基準

※本計算式に基づく配当の場合、配当性向は30％以上となります。

普通配当（年）

30 円

特別配当（年）

連結純利益 の 30％を
1 株当たりに換算

配当方針

　当社は高シェア製品を複数有しており、市場に対して大きな供給責任を負っています。2021年第3四半期には、当社の生産拠点
所在地においても新型コロナウイルスの感染拡大の影響による都市封鎖が発生し、生産の大幅縮小を余儀なくされました。また、依
然として物流の混乱も収束していません。お客様からの信頼にお応えし供給責任を確実に果たすため、一時的にROICを押し下げる
要因とはなりますが、現時点では安全をみた在庫水準で運用しています。現在の不透明な事業環境ではこの運用を継続する考えですが、
サプライチェーンの回復状況等も踏まえ時宜を得て見直しを行います。中長期的には、当社の強みである標準化を活かして投資効率
を改善しつつ、新用途等の高付加価値製品を中心とした製品ポートフォリオに組み替えることでROICの向上を図ってまいります。

配当金額の推移
特別配当（円）普通配当（円）

2019年

105

30

2020年

105

30

2021年

85

30

30

2017年

90

30

2018年

105

30

2022年
予想

30

105

30
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