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登壇 

 

司会：ただ今より、ダイキン工業株式会社、戦略経営計画「FUSION25」の説明会を始めさせてい

ただきます。 

本日の出席者は、代表取締役社長兼 CEO 十河政則、執行役員 経営企画担当 足田紀雄、執行役

員 経営企画室長 植田博昭、執行役員 CSR 担当 澤井克行、執行役員 コーポレートコミュニケー

ション担当 宮住光太。以上、5 名でございます。 

初めに、社長の十河よりご挨拶させていただきましたあと、執行役員の足田より「FUSION25」の

内容について、詳細をご説明させていただきます。そのあと、質疑応答の時間をとらせていただき

ます。終了時刻は 18 時半を予定しております。 

資料は、事前にお送りいたしましたメールに記載しております URL よりダウンロードいただけま

すので、お手元にご用意いただきますようお願いいたします。 

それでは、十河社長、お願いいたします。 
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十河：皆さん、「FUSION25」の説明会に参加いただいて、ありがとうございます。

「FUSION25」について、後ほど詳細を説明させていただきますけれども、その前に、初めに私か

ら、経営トップとしての今回の「FUSION25」にかける思いを少しお話しさせていただきたいと思

います。 

当社は、これまでも独自の FUSION 経営で成果を創出し、成長・発展につなげてきたと思ってい

ます。 

「FUSION20」では、空調、化学、フィルタの主力事業の徹底強化と事業領域の拡大、それから事

業構造の転換を両輪として、将来に向けた成長投資も行いながら、重点戦略を着実に実行してくる

ことができたのではないかと考えています。 

今回の「FUSION25」の策定では、経済・産業・社会の構造の大きな変化を踏まえて、10 年先、

20 年先の世界の経済社会の変化と、われわれダイキングループのありたい姿を見据えて、その未

来のありたい姿を起点として、解決すべき課題を洗い出していくというバックキャスティングの考

え方で、「FUSION25」の 5 年間で取り組むべき具体的なテーマを設定いたしました。 
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われわれは目下、100 年に一度といわれるパンデミックを経験して、そのコロナ禍によって今は未

曾有の環境変化、それから消費者構造の劇的な変容が起こっております。 

さらに、地政学的な変化だけではなく、世界は脱炭素社会、いわゆるカーボンニュートラルに向か

っていくなど、社会的にも大きな構造変化が起こっております。 

そうした変化が常態となっている、このニューノーマルな時代をわれわれはどう勝ち抜いていくの

か。勝ち抜いていくための経営の構えなり、事業戦略なりが求められていると思っています。 

当社は、これからの 5 年間を環境・社会課題の解決に貢献しながら、同時に事業を拡大させて、さ

らなる成長・発展につなげていくという思いのもと、今回めざす姿として、サステナブル社会への

貢献と当社グループの成長の実現というふうにして、カーボンニュートラルへの挑戦、顧客とつな

がるソリューション事業の推進、空気価値の創造を成長戦略 3 テーマといたしました。 

「FUSION25」の策定に当たって、未来のありたい姿を起点にバックキャスティングで取り組むと

お話ししましたが、将来を見据えたときに、現在の経済・産業・社会の構造がどのように変わって

いくのか、変容していくのかが重要な観点になると思います。 

どのように変化なり変容をわれわれは捉えているのかと言いますと、大きな変化の 1 点目は、環

境・社会貢献の重要性の高まりであります。 

さまざまな社会課題はありますけれども、とりわけ CO2 排出削減、脱炭素化に向けた企業責任が

大きく問われるようになりました。当社は、これまでも空調機器と冷媒を併せ持つ世界で唯一のメ

ーカーとして、環境・省エネ技術を活かした差別化商品やサービスを世界中に提供し、環境貢献を

果たしてまいりましたけれども、2050 年の CO2 排出実質ゼロの実現に向けた目標の達成と、事業

成長の両立を果たしていくことが必須ではないかと考えております。 

2 点目は、顧客の価値観やニーズがモノからコトへ、モノの所有から利用へと、これまでもこうし

たことは申し上げてきましたけれども、これまで言った以上に変化しているということでございま

す。 

人々の新たなニーズに応えるコトづくり、ソリューション事業をどう構築していくか、そうした質

的成長をめざしていくことが、今後の事業拡大の鍵になるのではないかと考えています。 

3 点目は、空気・換気に対する市場ニーズの広がりであります。 

新型コロナウイルスの影響で、人の移動や人々が集まる機会が少なくなる一方で、人々の安心・安

全意識の高まりですとか、健康・快適に対する関心の広がりによって、新たなニーズがどんどん生
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まれております。空気清浄や除菌など、独自の技術を活かした商品の販売だけではなしに、新たな

空気価値の探求・創造は、空調専門メーカーとして、当社に問われている一つの使命ではないかと

考えています。 

4 点目は、デジタル、AI、5G、ロボット等々の技術の革新的進歩や、その最新技術を使ったビジネ

スモデルの出現であります。その中でも、とりわけデジタル技術の進展には目覚ましいものがあり

まして、デジタル技術を活かして、いかに事業活動全体を変革できるかというのが、ライバルとの

勝敗を握ると言っても過言ではないと思っています。 

今、考え方を申し上げましたけれども、2025 年のめざす姿としては、定量的に言いますと、売上

高は 3.6 兆円、これは年平均成長率 7.5%でございます。営業利益率は 12%レベルをめざしてまい

ります。 

その道すがらとして、2023 年度の中期実行計画については、売上高は 3 兆 1,000 億円、営業利益

は 3,250 億円で、営業利益率は 10.5%ということで、われわれはこの必達をめざします。 

また、カーボンニュートラルについては、脱炭素社会の実現に向けた取組みが世界的に広がる中

で、ライフサイクル全体を通じて、温室効果ガス排出削減に向けた取組みを一段と加速することが

当社の最優先事項ではないかと考えて、今回、定量目標を設定いたしました。 

CO2 実質排出量の定量目標は、排出量が最も多い 2019 年を基準年として、成行き比で 2025 年に

30%以上、2030 年には 50%以上の削減をめざします。 

世界の空調事業は、新興国の経済発展などに伴って、2050 年には現在の 3 倍の規模に拡大すると

予想されております。当社は 2018 年に「環境ビジョン 2050」において、2050 年に温室効果ガス

排出実質ゼロをめざすことを宣言しておりますけれども、その取組みも「FUSION25」においては

さらに強化して、社会的責任を果たすだけではなしに、同時に事業成長にもつなげることで、サス

テナブルなものにしたいと考えています。 

以上、計画の概要を申し上げましたけれども、この計画の達成に向けたポイントをいくつか今から

お話ししたいと思います。 

まず、カーボンニュートラルに向けてであります。 

カーボンニュートラルに向けては、一つはヒートポンプ暖房・給湯事業の拡大でございます。二つ

目は、インバータなど、省エネ機器のさらなる販売拡大であります。さらには、三つ目としては、

低 GWP 冷媒化ですとか、あるいは冷媒の回収・再生・破壊の冷媒エコサイクルの推進、モノづく

りにおける CO2 排出削減等々を進めていく予定であります。 
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今、申し上げた中でも、とりわけヒートポンプ暖房・給湯事業については、欧州や北米では現状は

燃焼式、それから電気ヒーター等々の暖房が主流でありまして、ヒートポンプ暖房・給湯の比率が

まだ市場の 10%前後であります。その欧州と北米を最優先地域として、ヒートポンプ式へのシフ

トを加速させることで、2020 年度比で 2025 年度までに売上高を倍増させる計画であります。 

次に、空調ソリューション事業のビジネスモデルを確立し、事業拡大をさらに加速させることであ

ります。 

これまでに構築してきたサービスやエンジニアリングなどの事業基盤を強化しながら、病院や工場

など、用途別・市場別のユーザーと直接つながって、機器運転データの活用、エネルギーマネジメ

ント、それから IAQ 技術、こうしたことを組み合わせることによって、個別最適な空間の提供で

すとか、快適性・安全性の向上など、新たな価値提供に取り組んでまいります。 

また、空調専業の技術力を活かしたコネクテッド機器の推進によるデータ活用によって、省人化な

り効率化を図って、競争力のある電力負荷低減のソリューション提供も図ってまいりたいと思って

います。そのことによって、年平均で 9%の成長率をめざしていきたいと思っています。 

さらに、低温分野においても、空調とショーケースを組み合わせたワンストップの店舗向けソリュ

ーション事業の確立を図り、お客様に省エネ性の高い適切な食品温度管理と、安全・安心な店内環

境を提供していこうと考えています。低温ソリューション事業については、年平均 12%の成長率

をめざしたいと思っています。 

さらに、低温については、生産地から消費地までコールドチェーンをつなぐことで、食品ロスの削

減など、社会課題解決と同時に、収益性の高い事業モデルの構築にも挑戦していきたいと考えてい

ます。 

もう一つは、コロナ禍で取り組んできました、空気・換気の一大事業化に取り組むことでありま

す。 

空気・換気需要の高まりをチャンスと捉えて、グローバル各地域で空気清浄機の市場を創造し、各

地域で年 100 万台規模に挑戦します。さらには、ヘルスケア領域や暮らしを豊かにする新たな商

品・サービスの創出ですとか、外部との協創も進めて、空気の価値化の事業にも取り組んでまいり

ます。 

これらの成長戦略の実現や、時代の変化をチャンスとして事業拡大につなげていくためには、いか

に積極的な投資を実行するかが大事なことだろうと思っています。設備投資、研究開発投資、それ

からデジタル投資、人材への投資などで、3 年累計で 8,000 億円、5 年累計で 1 兆 3,000 億円を超
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えるということで、1 兆 4,000 億円近くなるかと思いますけど、その程度の規模の投資を予定して

いるところです。 

グローバル各地域での事業拡大を支える生産能力の増強を中心とする設備投資ですとか、研究開発

では、成長戦略に関わる技術領域に思い切ってリソースを集中させていきたいと考えています。さ

らには、海外の研究開発拠点の強化ですとか、あるいは社内外との協創の活用ですとか、デジタル

を活かした開発プロセスの変革等々によって、ヒートポンプや次世代冷媒をはじめとする環境技術

を高度化して差別化商品を次々と生み出して、先ほど申し上げた成長戦略テーマ、事業にも貢献し

ていきたいと思っています。 

これらのイノベーションを推進するのはやはり人だということで、優秀人材の獲得・育成も不可欠

だと思っており、強化を図っていきたいと考えています。 

あとは、デジタルの投資を大きく拡大していこうと考えています。デジタルの投資を拡大すること

によって、データを活用したソリューション事業の推進ですとか、空気価値の創造など、ビジネス

イノベーションを加速していきたいと考えています。 

さらには、開発のリードタイムの短縮ですとか、あるいはサプライチェーンの効率化ですとか、そ

うしたことにつながっていくプロセスイノベーションも推進して、経営基盤の高度化を図っていき

たいと考えています。 

なお、先ほど申し上げた売上高や利益、投資計画などの定量目標の中には M&A は織り込んではお

りませんけれども、M&A はこれまでもわれわれは積極的に図り、成果につなげてきたと思ってい

ます。今後の事業拡大のスピードを上げるためにも、提携・連携・M&A は非常に重要だと思って

いまして、積極的に進めていきたいと考えています。 

具体的に申し上げますと、欧州の暖房や低温サービス会社、アジアや北米でのソリューション事業

拡大のためのサービス会社やエンジニアリング会社、グッドマンの販売網強化に向けた販売・卸

等々ですね。この辺が、この 3 年ぐらいで注力したい分野だと考えています。 

現段階では、この 3 年間累計で約 6,000 億円の M&A を目下、構想しているところであります。設

備投資、研究開発投資、デジタル投資等々で 8,000 億円、それと M&A で 6,000 億円ですので、3

年だけで申し上げると約 1 兆 4,000 億円の規模の投資を考えているところです。 

最後に、この成長投資の原資を生み出していくことは非常に重要だろうと思っていますし、グルー

プの持続的な成長発展をめざす上で、既存事業の収益力のさらなる強化が欠かせないと考えていま

す。 
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中でもやはり急ぐのは、北米空調事業の収益性を引き上げることだと思っています。前回の決算の

ときにもいろいろご質問がありましたが、これまでの積極投資によって販売力、生産力、商品力な

どの事業の競争力を高めることができたと思っておりますけれども、一方、投資の回収という点で

は、まだその途上にあり、それが課題だと思っています。 

今回の「FUSION25」では、北米空調 No.1 をめざして、さらなる成長投資を実行しながら、2025

年度に営業利益率 10%以上の達成をめざして取り組んでいきたいと考えています。 

米系のライバルが目下、空調専業化ということで、事業の拡大を加速しております。また、北米は

省エネ規制、それから環境政策の強化が想定されていまして、当社の強みでありますインバータ

化、ヒートポンプ化、低 GWP 冷媒化によって、市場の変革をリードしていく取組みを進めてまい

りたいと思っています。 

グッドマン社では、住宅用市場での事業拡大と、省エネ・環境に対応したプレミアム商品の販売拡

大によるインバータ化の推進ですとか、それから工場（DTTP）ですね、グッドマンの。この生産

性の向上。それから、アプライド事業（DAA）では、ミッド市場におけるソリューション事業の本

格展開によって、収益拡大を図っていく予定であります。 

あと、空調事業について少し申し上げますと、国内空調事業は、住宅用、業務用、空気・換気事

業、この全てにおいてトップをめざしていこうと考えています。さらには、データを活用したソリ

ューション事業の拡大にも取り組んで、成長を加速させていきたいと思っています。 

欧州については、空調、暖房・給湯、アプライド、それから冷凍・冷蔵、この全ての分野におい

て、機器販売で事業を拡大するだけではなしに、空気質とか、エネルギーですとか、こうしたこと

に関する顧客ニーズに応えるソリューションプロバイダーをめざしていきたいと思っています。 

中国事業については、引き続き高収益を維持していきたいと考えています。中国は、世界の中でも

デジタル化が最も進んでいるところでありまして、当社もデジタルを活用した販売、営業活動な

ど、ビジネスモデルの構築をこれまで進めてまいりました。 

当社独自の強みであるプロショップとオンラインの活用、それから換気や空気浄化、空気質センサ

ーなどを合わせて、システム提案による販売拡大をもう一段と進めていきたいと思っています。 

それから、生産面においても、デジタルを活用した最先端のスマートファクトリーをめざすことに

よって、コスト力、さらには生産性の向上をめざしてまいりたいと思っています。 

世界の中で、最も市場成長が見込まれるのは、アジアの空調事業であります。アジアの空調事業に

ついては、圧倒的 No.1 のポジションを確立していこうと考えています。その中でも、インドにつ
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いては将来的に大きく事業を拡大して、中国に次ぐ一大拠点化を図っていきたいと考えています。

当社が市場のインバータ化、R32 化をリードして、省エネ性の高い商品・サービスの販売拡大を図

っていこうということで、現地生産体制の強化、販売網の強化、商品開発、R&D の強化を実行し

てまいる予定であります。 

「FUSION25」のスタートに当たって、私の思うところを今、お話しさせていただきました。 

私からの話は以上とさせていただいて、引き続き経営企画担当の足田から、計画の詳細を説明させ

ていただきます。 

 

足田：経営企画を担当しております、足田でございます。私からは、戦略経営計画「FUSION25」

の概要について、資料に沿って説明いたします。 

主に 3 点について説明いたします。まず、20 年度までの戦略経営計画「FUSION20」の成果につ

いて、2 点目に「FUSION25」のめざす姿と 23 年までの中期実行計画について、3 点目に

「FUSION25」の重点戦略テーマの概要についてでございます。 
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初めに、20 年度までの戦略経営計画「FUSION20」の成果についてご説明いたします。 

4 ページ目をご覧ください。 

重点戦略として掲げた各テーマに取り組み、売上高・営業利益は 18 年度まで計画通りに進捗いた

しました。19 年度以降は、新型コロナウイルスの影響がありましたが、「攻めと守り」、「体質

強化」の施策を実行することで、20 年度の実績は、20 年 5 月公表の業績予想（営業利益 1,500 億

円）から大きく挽回し、2,386 億円で着地いたしました。 
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5 ページをご覧ください。「FUSION20」で重点として掲げた、事業領域拡大/事業構造転換テー

マの振り返りでございます。 

エネルギー・サービス・ソリューション事業では、各地域で販売・サービス網への投資や、ソリュ

ーション商材の技術開発に取り組み、事業基盤を強化し、最大市場である北米を中心に事業を本格

的に開始しました。 

空気 ･空間エンジニアリング事業では、技術開発や外部協創による実証試験を通じて技術を高度化

し、安全・安心な空気・空間へのニーズの高まりを契機に、事業を拡大いたしました。 

環境をリードする取組みでは、2018 年に「環境ビジョン 2050」を策定。2050 年に向けて温室効

果ガス排出実質ゼロをめざすことを宣言し、R32 冷媒や高性能省エネ機器の普及を加速いたしまし

た。また、次世代冷媒や、これを使った機器の開発にも着手いたしました。 

暖房・給湯事業では、最大市場の欧州において、ヒートポンプ機のシェア No.1 の地位を確立しま

した。 
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商業用冷設事業では、ザノッティ社、AHT 社の買収をはじめ、欧州における低温ソリューション

ビジネスの事業基盤を構築しました。 

 

続いて 6 ページは、既存事業強化の重点テーマの振り返りです。 

北米空調事業では、住宅用ユニタリー・VRV・アプライド機器などの拡販により、売上・シェアを

拡大しました。 

アジア・オセアニア空調事業では、住宅用・業務用などの直膨事業が売上の大半の国において、圧

倒的 No.1 のポジションを確立しました。 

化学事業では、18 年に過去最高益を達成し、中国の第 2 工場設立や米国工場増強など、次の成長

に向けた投資を意思決定しました。 

フィルタ事業では、フィルタ事業本部を立ち上げ、北米・欧州・P&I 事業の収益力強化の改革を実

行してきました。 
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7 ページは、当社業績の推移になります。 

参考情報ですので、説明は省略させていただきます。 
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次に、25 年度のめざす姿と 23 年度までの中期実行計画についてご説明いたします。 

9 ページをご覧ください。 

先ほど十河からも申し上げました通り、「FUSION25」は策定の前提として、当社を取り巻く外部

環境変化と、これまで当社が培ってきた独自の強みを踏まえ、10 年先の世の中と当社グループの

ありたい姿からバックキャストし、この 5 年で取り組むべき戦略を描きました。 

めざす姿は図の右上にありますように、「環境と空気の新たな価値を提供し、サステナブル社会へ

の貢献とグループの成長を実現する」といたしました。 

成長戦略、それから強化地域、そして経営基盤強化からなる計九つの重点テーマを設定し、価値創

造をめざします。 

成長戦略としては、環境課題や社会課題解決に貢献しながら、事業拡大と収益性向上を実現する 3

テーマを設定しました。 
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また、強化地域を設定し、グローバル展開の加速と収益力の強化を行い、成長戦略への投資原資を

獲得いたします。 

さらに、それらの事業変革・成長を支える経営基盤を強化するべく、五つのテーマを設定しており

ます。 

 

10 ページ目をご覧ください。重点戦略 9 テーマの内容でございます。 

まず、三つの成長戦略テーマですが、一つ目は、カーボンニュートラルへの挑戦です。 

空調機は消費エネルギーが大きく、また、冷媒も使用することから、CO2 排出量削減の取組みは

当社の責務と考えております。われわれの強みである省エネ・環境技術を活かし、ヒートポンプ暖

房・給湯事業の拡大、冷媒回収・再生など、他社に先駆けた CO2 削減の取組みを通じて、環境課

題解決への貢献と同時に、事業を拡大してまいります。 

二つ目のソリューション事業では、顧客とつながり新たな価値を提供し、収益力を強化します。空

調に加え、低温分野でも稼ぐソリューション事業を拡大します。 
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三つ目の空気価値の創造では、コロナ禍での空気に対する安心・安全ニーズの高まりを機に、空

気・換気事業の一大事業化に取り組むとともに、暮らしを豊かにする新たな空気・空間の創造に挑

戦します。 

今、申し上げました成長戦略 3 テーマに投資を行い、事業を拡大するためには、既存の各事業を強

化し、収益力をさらに高める必要があります。中でも、空調最大市場の北米を「FUSION20」に引

き続き、強化地域テーマに設定いたしました。バイデン新政権による環境政策の見直しなど、市場

環境の変化をチャンスと捉え、No.1 ポジションの確立に挑戦いたします。 

併せて、重点テーマに挙げておりませんが、インド、中南米、中東、アフリカなど、新興地域での

基盤強化にも取り組みます。特に中国に次ぐ人口を擁しますインドは、成長のポテンシャルが大き

く、第 3 工場の設立も予定しております。現地生産の拡大、販売サービス網の強化を図り、次の一

大拠点をめざします。 

また、各事業の成長拡大を支えるため、五つの経営基盤強化テーマを設定しました。 

一つ目は、技術開発力の強化です。 

技術開発力はメーカーの生命線であり、産学、産産などの外部協創や社内連携を行いながら、これ

まで以上にスピードを上げて差別化技術・商品を開発し、事業拡大への貢献を加速します。 

二つ目は、強靭なサプライチェーンの構築です。 

世界規模のデカップリングや自然災害などのリスクが高まる中、グローバル 100 カ所以上の生産

拠点網を活かし、有事や変化に強いサプライチェーン網を構築します。 

三つ目は、変革を支えるデジタル化推進です。 

データを活用した新たなビジネスモデルづくりや、技術開発のスピードアップ、モノづくり・

SCM 改革、間接業務の効率化など、全社を挙げてデジタル化を徹底推進いたします。 

四つ目は、市場価値形成・アドボカシー活動強化でございます。 

業界の牽引役として、世界共通のルールづくりや国際世論形成に参画していきます。 

最後に、ダイバーシティマネジメントの深化による人材力強化です。 

「FUSION25」の計画達成に向けて、これまで培ってきたダイバーシティマネジメントをさらに磨

き上げていきます。 
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続く 11 ページは、めざす価値創造について記載しています。 

まず経済価値では、25 年度のイメージ目標として、売上高 3 兆 6,000 億円、営業利益率は

「FUSION20」で掲げた 12%に改めて挑戦いたします。 

環境価値・社会価値では、「CO2 実質排出量の削減」、「人類を暑さ・寒さから解放」など、

SDGs の各項目に基づく価値創造をめざします。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

18 
 

 

12 ページをご覧ください。 

23 年度までの中期実行計画の全社定量目標は、売上高 3.1 兆円、営業利益率は 10.5%としまし

た。さらなる事業拡大に向けて、重点 9 テーマを中心に 3 年間で 8,000 億円を超える投資を計画し

ております。 

さらに、定量目標には織り込んでいませんが、成長戦略テーマの事業拡大に向けた提携・連携・

M&A にも積極的な投資を行っていきます。 

これらの投資を確実に実行し、23 年度で営業利益率 11%以上に挑戦してまいります。 
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13 ページをご覧ください。 

「FUSION25」では、全社売上高を 1 兆円以上拡大するイメージでございますが、そのうち成長戦

略 3 テーマで約半分の 5,000 億円を超える事業拡大をめざします。 

また、既存事業では、グローバル各地域での空調機器拡販を軸に拡大いたします。特に北米空調事

業の収益拡大、また、インドの一大拠点化などに注力いたします。 
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次に、重点戦略の各テーマについて説明させていただきます。 

15 ページをご覧ください。 

成長戦略 3 テーマの一つ目、カーボンニュートラルへの挑戦です。 

2050 年までにカーボンニュートラルを実現するという目標達成に向け、2019 年を基準年に設定

し、削減対策を実施せず事業成長した場合の排出量と比べて、温室効果ガスを CO2 で換算した実

質排出量を 2025 年に 30%以上、2030 年に 50%以上削減することをめざします。 

ヒートポンプ暖房・給湯機やインバータ機の普及拡大などの環境への取組みで、業界をリードしな

がら社会的責任を果たしていきます。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

21 
 

 

カーボンニュートラルに向けた六つの具体的な取組みを、16 ページと 17 ページに記載しておりま

す。 

まず、16 ページです。 

1 点目は、モノづくりでの CO2 排出削減の取組みです。 

開発・生産工程における、エネルギー起源の CO2 や HFC・PFC などの排出削減に取り組み、生産

を拡大しながらも CO2 排出量を削減し、将来の排出量ゼロ化をめざします。 

2 点目は、製品使用時における消費電力削減の取組みです。 

これまで進めてきたインバータ化をさらに加速し、省エネ機器で他社をリードいたします。一例と

して、25 年には、グローバルで販売するルームエアコンはほぼ全てがインバータ機となる見込み

であります。 

3 点目は、ヒートポンプ暖房・給湯事業の拡大です。 
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空調事業で培ったヒートポンプ技術を活かし、燃焼式の暖房・給湯機からヒートポンプ式へのシフ

トを加速します。依然、燃焼式がメインの市場であります欧州と北米を暖房・給湯の最重点地域と

位置付け、グローバル全体で事業拡大しながら、CO2 排出量削減に貢献いたします。 

 

4 点目は、空調事業を支える冷媒の取組みです。 

引き続き、グローバルで R32 化を推進し、ルームエアコンの R32 化比率は、25 年には 95%を超え

る計画です。冷媒の回収・再生・破壊を実現する冷媒エコサイクルの構築にも取り組みます。ま

た、次世代冷媒開発や低 GWP 冷媒を用いた機器開発も推進いたします。 

5 点目は、環境新事業への挑戦です。 

スマートシティや創エネなど、市場拡大の可能性のあるテーマに挑戦いたします。 

6 点目は、カーボンニュートラル社会に向けた技術開発です。 

今後、再生可能エネルギーへのシフトは世界中で加速していくと見られておりますが、CO2 を排

出するエネルギー源は 2050 年にも残ると言われております。そのため、CO2 自体の分離・回収・
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再利用に関する先端技術をリサーチした上で今後必要となる技術を特定し、その獲得を進めてまい

ります。 

 

18 ページ目をご覧ください。成長戦略テーマの二つ目、顧客とつながるソリューション事業の推

進です。 

まず、空調ソリューションについてです。 

空調市場が成熟化し、市場ストックが拡大していることから、保守・点検、メンテナンスなどの川

下領域において、用途・市場別にソリューションを強化することが、空調事業の事業拡大と収益性

向上のポイントと考えています。 

具体的には、修理や部品・部材の供給などの基本サービス・ソリューション、保守・メンテナン

ス、空気質の診断・改善など、顧客ニーズに基づく付加価値サービス・ソリューション、空調機以

外の設備やコントロールを組み合わせたエンジニアリングなど、用途・市場別に最適な更新・ター

ンキーソリューション。これらの三つのソリューションを提供し、コト売りのビジネスモデルを確

立します。 
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19 ページは、空調ソリューションメニューの一例です。 

用途・市場別に提案力・対応力を強化し、顧客情報や機器運転データの管理・分析による個別最適

な空調や空気の見える化、換気・除菌などの IAQ 技術を組み合わせた安全空間など、多様な顧客

ニーズに対応するメニューを提供してまいります。 
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20 ページをご覧ください。続いて、低温ソリューションです。 

これまで、空調で培ってきた省エネ・環境技術を低温領域に横展開し、グローバル低温事業 No.1

への道筋をつけます。 

まずは欧州において、適切な食品温度管理、安全・安心な店内環境、遠隔監視、エネルギーマネジ

メントなどの店舗ソリューション事業を確立します。その上で、アジア・オセアニアなど他地域に

事業展開していきます。 

生産地から消費地までコールドチェーン全体をつなぎ、食品ロスの削減、食の安心・安全など、社

会課題の解決に貢献するとともに、収益性の高いビジネスモデルを構築していきます。 
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21 ページ目をご覧ください。成長戦略テーマの三つ目、空気価値の創造でございます。 

コロナ禍で高まった空気・換気の需要に対し、空気清浄機や全熱交換器などの新商品投入や新たな

サービスの創出により市場を創造し、空気・換気の一大事業化をめざします。 

売上高は、23 年度に 2,900 億円まで拡大させたいと考えております。 
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また、暮らしを豊かにする空気・空間の創造にも取り組みます。22 ページをご覧ください。 

空調機のデータとバイタルデータを蓄積・分析することによるヘルスケア領域での事業化や、集

中・リラックス・快眠などの空気価値の実現をめざしてまいります。 
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23 ページをご覧ください。続いて、重点戦略の強化地域に設定している北米空調事業です。 

グッドマン社とダイキンアプライドアメリカズ社のそれぞれの事業拡大に加え、バイデン政権下で

強化が見込まれる環境規制やエネルギー効率規制を好機と捉え、市場のインバータ化やヒートポン

プ化、低 GWP 冷媒化を推進します。 

25 年度には売上高を 1 兆円規模まで拡大し、北米空調 No.1 のポジション獲得に挑戦する道すがら

として、23 年度に売上高 8,000 億円をめざします。 
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24 ページからは、経営基盤強化テーマとして、技術開発力の強化、強靭なサプライチェーンの構

築、デジタル化の推進の 3 点についてご説明いたします。 

まず技術開発ですが、「FUSION25」に紐付けた重点 4 領域、図の左にあります成長戦略 3 領域、

および図の右側にあります将来に向けたテーマ 1 領域、これらを合わせた 4 領域を設定し、リソー

スを重点的に配分いたします。 

技術のコントロールタワーでありますテクノロジー・イノベーションセンターを中心とした、社内

外の協創によるプロジェクトで技術開発を推進し、成果創出をめざします。 
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25 ページをご覧ください。 

重点領域テーマをグローバル全体で推進するために、海外開発拠点のさらなる強化や、イノベーシ

ョンを推進する人材の獲得・育成に取り組みます。 

また、「FUSION20」期間中に包括提携を締結いたしました、東京大学や大阪大学などとの取組み

でも成果を創出、社会実装をめざしてまいります。 
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26 ページをご覧ください。経営基盤強化の二つ目、強靭なサプライチェーンの構築です。 

グローバルサプライチェーンの寸断や、世界規模でのデカップリングの進行といった不確実性に対

し、サプライチェーンの一層の見える化や、複数社調達などによるリスク回避の高度化に取り組

み、地産地消に向けた調達サプライチェーンを構築してまいります。 

また、関連部門が全サプライチェーンの情報を共有することで、最適な計画を即時に意思決定でき

る同時一体運営へと変革し、供給リードタイムと業務構造の極小化をめざしてまいります。 
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最後に、変革を支えるデジタル化の推進です。 

これからの時代、空気価値提供やソリューション事業をはじめ、多様化するニーズに適したサービ

スや価値を提供するためには、デジタルで顧客とつながり、得られたデータを活用することが必須

と考えております。 

「FUSION25」では、デジタル投資を大きく拡大いたします。ビジネスイノベーションとしてデー

タをつなぎ、解析するためのプラットフォームを構築。さらには、機器データや人、建物データな

どの取得を行い、新たな商品・サービス・ビジネスモデルを創出することに加え、プロセスイノベ

ーションとして、ECM や SCM の改革、開発プロセスの革新、経営基盤の高度化に向けたシステ

ム構築などにも取り組みます。 

また、ダイキン情報技術大学を中心に、社内でのデジタル人材の育成にも引き続き注力いたしま

す。 

以上となりますが、このあとのページに空調の各地域事業、空調以外の主な事業について記載して

おります。説明は割愛いたしますが、どうぞご参照くださいませ。 
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私からの説明は以上です。 
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［了］ 

______________ 
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