
統 合 報 告 書



本報告書は、すべてのステークホルダーの皆様に、経営実績や戦略など
の財務情報に加え、環境・社会・ガバナンスの非財務情報など、ヒロセグ
ループについて様々な側面からバランス良くご理解いただけるよう編
集しています。編集にあたっては、国際統合報告評議会（IIRC）による「国
際統合報告フレームワーク」を参考にしています。
なお、本報告書のほか、有価証券報告書、株主通信などの様々なコミュニ
ケーションツールをご用意しています。
ヒロセグループウェブサイトに詳細な情報を掲載しておりますので、併
せてご覧ください。
※�本報告書では、ヒロセ電機グループ全体をヒロセ電機グループ/ヒロセグ
ループ/ヒロセ、ヒロセ電機株式会社単体をヒロセ電機と記載しています。

2021年4月1日〜2022年3月31日を
対象としています。
（報告の一部に、2022年4月1日以降の
活動と取り組み内容も含みます）
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コネクタは電子機器の中では小さく目立たない存在です。

目立たないけれど、重要な部品です。

コネクタがつなぐことによって、

電子機器の機能・利便性を大きく向上させることができます。

私たちは、ヒロセのコネクタを通じて

もっと豊かな未来・つながる世界を実現できると信じています。

ヒロセグループは社内外の英知を結集させた“NEWな”コネクタを創り、

様々な課題解決への提案を続けます。

世界をつなぐ、
未来をつなぐ

Contents
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企業理念

ありたい姿
“つなぐ力”で
未来社会を
共創する

HIROSE Philosophy

6つの
価値
観

価値
の共
創

英知をつなげる小さな会社

「英知をつなげる小さな会社」は、酒井秀樹の実体験から生まれま
した。酒井がヒロセ電機の前身であるヒロセ商会に入社した1952
年、ヒロセ商会には十分な技術部門はなく、海外の模倣品の生産
が主体でした。工業高校出身であった酒井は一人だけの技術部を
任され、得意先や外注先、ときには競争相手に教えを請いながら必
死に勉強し、1957年、日本初の純国産コネクタを開発しました。こ
の体験が「英知をつなげる」の思想へとつながっていきます。コネ

クタ専業メーカーとして歩み始めた1960年代、酒井は海外のコネ
クタメーカーを訪問する機会を得ます。コネクタ生産の全工程を
社内で持ち、規模・売上共に圧倒的に大きいライバルを見て、酒井
は“開発は自社で、製造は外作で”というファブレス戦略を打ち出し
ました。日本にはこの戦略を支える優秀な専門企業群があり、自分
たちだけでコネクタと向き合うよりも、より多くの知識を得ること
ができました。小さい会社の工夫であったファブレス戦略は、ヒロ

セの成長を大きく押し上げました。東京証券取引所第二部への上
場を果たした1972年、酒井は実体験をもとに「英知をつなげる小
さな会社」を会社のスローガンとしました。小さな会社の持つ明日
は大きくなろうといった可能性の追求やコミュニケーション活動の
緊密さ・機動力・効率性を大切にし、明日への飛躍を目指す企業と
して、この“不変の理念”はヒロセの根底に存在しています。

企 業 理 念

企 業 理 念 の 原 点

英知を
つなぐ

高付加価値

スモールの
思想

先行、先端、
差異化

少数精鋭

ハイフライヤー
であり続ける
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企業理念

英知をつなげる小さな会社
自らを“小”と捉え素直に謙虚に学び、明日へのさらなる成長を
目指し、社内外の英知を結集し、つなぐビジネスで進化する。エ
レクトロニクス産業を支え、豊かな未来社会を創る。

企業理念「英知をつなげる小さな会社」は、コネクタ専業メー
カーとしての実質的な創業者…酒井秀樹の実体験から生まれた
理念であり、ヒロセグループ従業員に受け継がれてきました。
素直で謙虚な姿勢で限りない成長を目指すというこの理念は、
時代がどう変化しようともヒロセの根底にある不変の理念です。

企業理念
HIROSE…Philosophyは、ヒロセグループの不変の
理念「英知をつなげる小さな会社」を成長につなげ
るための行動の指針として明確にした6つの価値観
です。企業活動の土台となる価値観であり、従業員の
「考え方の軸」「行動の軸」となっています。HIROSE…
Philosophyは、変化の時代における求心力であり、あ
るべき道を示す「羅針盤」です。HIROSE…Philosophy
を実践する先には、ありたい姿「“つなぐ力”で未来社
会を共創する」の実現があります。

HIROSE Philosophy

共創
共創とは、不変の理念「英知をつなげる小さな会社」
の実践です。ヒロセは社内外から英知を吸収し、自
らの知恵・知識とつなぐことで新たな価値を生み出
しています。持続可能な会社・社会の実現には、共創
の深化が重要との考えのもと、社内外の多様な
パートナーと協働で価値創造に取り組んでいます。

ありたい姿
「“つなぐ力”で未来社会を共創する」は、HIROSE…Philosophyの
実践によって目指すヒロセの中長期ビジョンです。コネクタは電子
部品や電子機器をつなぐことでその価値を発揮します。ヒロセも
同様に、社内外の英知をつなげることで“つなぐ力”を進化させて
きました。“つなぐ力”には、コネクタが持つ機能と、英知をつなぐ
力、そこから生まれた高付加価値製品で世の中の最先端技術をつ
なぐ力という意味が込められています。一方の「共創」も、社内外の
多様なパートナーと協働で新しい価値を創ることであり、「英知を
つなぐ」と通じ合う概念です。これから目指すべきは、HIROSE…
Philosophyと共創をベースにした新たな価値共創モデルを創り
上げ、多様なパートナーとのチャレンジにより、便利で活力にあふ
れた未来社会に貢献することです。あらゆる人が暮らしやすい社
会の実現に向け、共創パートナーの輪をグローバルに拡げ、あり
たい姿を実現します。

酒井秀樹



共創する価値 コミュニケーション活動 企業価値向上のための取り組み

顧客

コネクタ専業メーカーとしての知見を活かし
たお客様の課題に対するソリューションを提
案し、お客様と共により便利で持続可能な未
来を実現する

◦�営業担当者と技術者によるお客様訪問
活動

◦�ヒロセ技術展の開催
◦�オンラインを活用した製品説明会の開催

◦�ヒロセ技術展などでの対話を通じて、お客
様の声を未来の製品に反映させる
◦�お客様からのモジュール化の需要に伴い、
協力者との協業によるコネクタの利便性
を追求

協力会社

英知をつなぎ、お互いの技術を活かしながら
共に成長する
◦強固なサプライチェーンの構築
◦�パートナーシップの強化
◦�公正な取引の実施

◦�グループ調達方針の共有
◦�CSRの取り組みについてのアンケート
の実施や現地確認

◦�研修会の実施
◦�業務改善事例の共有

◦公正な調達活動
◦�BCPの策定

従業員

従業員が活き活きと最大限の力を発揮し、従
業員と会社が共に成長できる職場を実現する
◦�多様性の尊重
◦��チャレンジを促進する職場環境の整備
◦��HIROSE�Philosophyへの共感

◦��上長と部下による定期的なミーティング
◦��従業員活性度調査の実施
◦��HIROSE�Philosophyワークショップ

◦��新人事制度の導入
◦��活き活きプロジェクト
◦��HIROSE�Philosophyの伝承
◦��健康経営の推進
◦��内部通報窓口の設置と利用促進

地域社会

地域社会の一員として、ヒロセグループ・社
会の持続的成長を実現する
◦�環境に配慮した事業活動の推進
◦�国際社会の持続的発展
◦�地域社会との共生

◦�大学のプロジェクトへの製品の無償提供
◦�地域のスポーツクラブへの支援
◦�地域社会のイベントへの参加
◦�献血奉仕活動の支援

◦�スポンサークラブと協力した地域社会へ
の貢献活動

◦�環境活動

株主

ヒロセグループの財務・非財務情報について
の理解を深めるとともに、適切な株主還元を
実施し、中長期的な企業価値の向上を目指す
◦�株主価値の向上
◦�盤石なガバナンス体制による透明性の確保

◦�適時・適正な情報開示
◦�四半期決算での決算説明会
◦�個人投資家向けオンライン説明会
◦�株主総会

◦�IR活動によるエンゲージメントの推進
◦�対話を通じて得た意見の社内への展開
◦�社会的責任投資への対応

　「共創」とは、社内外の多様なステークホルダーと協働で新し
い価値を創り上げていくことであり、ヒロセグループの不変の
理念である「英知をつなげる小さな会社」の実践です。ヒロセの
企業理念でもあり、HIROSE�Philosophyの価値観の一つでもあ
る「英知をつなぐ」は、社内外から学び、英知を吸収し、自らの知
識・知恵とつなぐことで新たな価値を生み出そうという考えで
す。「共創」は「英知をつなぐ」と通じ合う概念です。もともと小さ
な会社であったヒロセは、世界中の素晴らしい技術を持ったお
客様や協力会社と連携し、その知恵を取り入れることで、先行・
先端な製品を開発し続けてきました。ビジネス環境が目まぐる
しく変化する時代において、より多様なパートナーと共創して
いくことが重要になると認識しています。共に新しい価値を創
り上げるためには、双方向でのコミュニケーションが欠かせま
せん。ステークホルダーの声を聞き、積極的に社外の英知と自
社の英知をつなぎながら企業価値向上のための取り組みを推

進し、それをステークホルダーの皆様にフィードバックするこ
とで、新しい価値を共創し続けています。

ヒロセ

顧客 協力会社

従業員

地域社会

株主

共創 顧客との共創
コネクタは接続部品であるため、コネクタが使われる電子部品・電子機器の特性や使用環境を考慮した製品開発
を行っています。お客様が持つ最先端の技術とヒロセが積み上げてきたコネクタ専業メーカーとしての知見を
つなぐことで、先行・先端・差異化コネクタを開発しています。お客様のパートナーとして、お客様の課題を解決
するソリューションを提供し、より便利な社会の実現に向けてお客様と共に歩みを進めています。

ヒロセ

顧客

株主

地域社会

従業員

作業時間

カット
1/3
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共創

共創の考え方

建設現場のコネクタ化に向けて

EF2で作業工数の削減、施工期間の短縮を実現

　ゼロスクリューTM端子台EF2シリーズは、ねじを使わずにビルの配電盤や分電盤などの電
気設備とケーブルをつなぐバネ式端子台です。ねじが不要になることで、設置作業や保守点
検工数を大幅に削減するだけでなく、ねじのゆるみが引き金となる火災などの事故も防ぐこ
とができます。EF2は分電盤や配電盤が当初のターゲットでしたが、操作が簡単なロック構
造かつ高い接触信頼性というEF2のメリットに対し、建設業界のお客様からも「建設現場の
幹線を接続するジョイント部分に活用できないか」と関心が寄せられました。建設現場では
大規模物件の建設が続いており、労働力人口の減少により作業者の確保が難しいなどの課題
に対応するため、省力化に注目していました。EF2を使用した接続は挿し込むだけで結線が
完了するため、品質管理と現場の省力化を実現できると考え、現場の作業者の皆様とヒロセ
のデータ値を合わせながら安全性を確認し、理解を得た上で建設現場での採用が決まりました。結果、EF2は建設現場の働き方改革
への貢献と施工品質の向上が評価され、一般社団法人日本電設工業協会奨励賞を受賞しました。
　建設現場での人的ミス防止と省力化に向け、幹線ジョイントだけでなく、様々な接続部分でコネクタ化が進む可能性があります。
今後も積極的に建設現場へ足を運び、コネクタ専業メーカーならではの視点で現場を見て、ヒロセのコネクタ技術を活かした新たな
ソリューションの提案により、お客様の課題解決に貢献します。建設現場のコネクタ化という新たなお客様との共創により、コネク
タの持つ“つなぐ力”でより良い社会の実現を目指しています。

※グラフは作業時間の一例。新設施工+保守点検＝1相作業時間×3相×盤（15系統）

EF2によるソリューション お客様と共創する価値建設現場の課題

◦設置作業や保守工数の大幅削減
◦ねじの緩みによる火災リスクの解消
◦電気工事の施工プロセスの簡略化
◦資格スキル向上段階の作業員でも
　安定した作業品質が保てる
◦薄暗い現場でも容易に作業ができる

◦建物利用者の安全を守る
◦お客様の信頼性の向上
◦次世代の担い手の育成
◦働きやすい現場環境の醸成
◦業界全体でのねじを使わない
　端子台の利用促進

◦人手不足
◦維持管理に工数がかかる
◦熟練した技術が必要
◦ネジ締めの不備などによる
　火災発生リスク

ネジ式端子台

ゼロスクリュー端子台

保守点検新設施工

約90分
約60分

 ネジ式端子台との作業時間の比較



協力会社との共創 従業員との共創
ヒロセグループの継続成長を実現するためには、様々な知識・能力・経験を持った従業員一人ひとりがその力を
存分に発揮することが不可欠です。従業員の成長をサポートするために様々な人財育成の施策や職場環境の整
備に努めていますが、従業員自らが考動し、周囲を巻き込み成長することが必要であるという認識のもと、従業
員が中心となって働きやすい職場をつくるプロジェクト「活き活きプロジェクト」が活動しています。

ヒロセグループでは、開発部門で製品設計・生産設備開発・品質設計を行い、製
造拠点および協力会社で量産する「ヒロセ生産システム」という独自の方法で
モノづくりを行っています。それぞれが持つ英知や技術、ノウハウを共有する
ことで、互いに技術を磨き、協力して量産現場の改善活動に取り組むなど、協力
会社とヒロセの強固なネットワークを構築し、新たな価値を共創しています。

　モノづくり強化の取り組みとして、協力会社と連携し、量産現場の改善活動を進めています。定期的に協力会社の困りごとをヒ
アリングし、ヒロセ・協力会社が一体となって改善を進める体制・仕組みを構築しています。現場課題に対する処置・対策は即座に
行い、同様の問題が発生しないよう業務の標準化へ落とし込み、改善事例についてはヒロセ・協力会社全体で共有しています。

 「私の品質保証」
　ヒロセグループ・国内外の協力会社から「私の品質保証」をテーマにした論文を募集し、自身の仕事・業務における品質について
考える機会としています。「私の品質保証」論文の募集は1994年から始まり、今では国内外から年間5,000件以上の論文が寄せら
れています。論文の一部はヒロセ・協力会社に共有され、品質保証に関する様々な取り組みから学びや気づきを得ています。また、
年に一度品質について自らに問いかける機会を設けることで、一人ひとりの品質意識向上を図っています。元々は工場と協力会
社から始まった取り組みですが、現在は製品品質だけでなく業務品質についての論文も募集し、管理部門や営業部門も含めた幅
広い部署から応募があります。協力会社と連携し、継続的に「品質第一」を実践しています。

 QC（Quality Control=品質管理）サークル活動
　ヒロセと協力会社の各工場では、連携して業務の改善・品質向上に取り組むQCサーク
ルを組織しています。QCサークル活動の理念は、「人間の能力を発揮し、無限の可能性を
引き出す」�「人間性を尊重して、生きがいのある明るい職場をつくる」�「企業の体質改善・発
展に寄与する」です。品質管理活動の一環として少人数のサークルを組織し活動すること
で、自己・相互啓発の推進、活力ある職場の醸成、ヒロセ・協力会社の持続的成長への相乗効
果を生み出すことを目指しています。各サークルでは品質課題など様々なテーマについて
分析を行い、改善活動を実行しています。QCサークルは1992年に活動を開始して以降、各工場で展開し、現在約280チームが活動
しています。毎年各工場で優秀な改善活動を行ったサークルを選抜し、各工場の代表による全社QCサークル大会で成果発表を
行っています。各サークルの活動報告に影響や刺激を受け、協力会社と切磋琢磨しながら様々な品質改善活動を展開しています。

　モノづくり力・エンジニアリング力強化のため、各分野や固有技術に秀でた協力会社と連携し、技術を追求しています。様々な
協力会社のトップと互いのモノづくり思想や強み、将来の方向性について意見を交わし、技術交流を行っています。実習や見学を
通じて、スペシャリストである協力会社の考え方を学び、ヒロセのモノづくり現場や業務の改善、固有技術の追求に活かしていま
す。社外の英知を求めるだけでなく、ヒロセで習得した技術は協力会社に共有し、同じ精度のモノづくりを実現しています。今後
もパートナー関係を深め、相互協力による技術の追求と、グローバルでの成長を目指します。

　ヒロセ電機では、2022年より週2日のカジュアルデーを導入しました。カジュアルデーとは、安全性・作業性・清潔さを保ちつ
つ、TPOを意識した上で、スーツに限らない服装で出社しても良い日です。自分の好きな服装で働くことで、「リラックスした服装
で業務効率を向上させる」「コミュニケーションを促進させる」「自由なアイデアを生み出す」ことを目的としています。管理本部
活き活きプロジェクトメンバーの発案で、2021年3月に管理本部内でのトライアルを開始しました。コロナ禍で従業員の気分が
晴れない中でも、少しでも活き活きと快適に働けるような取り組みの一環として始めましたが、機能面・環境面でも評判が良く、
他本部の活き活きプロジェクトメンバーとも協力し、徐々に実施本部を拡大していきました。トライアル終了後には、カジュアル
デーの実施有無にかかわらずアンケートを取り、幅広く意見を収集しながら、一つ一つ課題に対応していきました。服装がコミュ
ニケーションのきっかけとなったり、通勤時のストレス軽減などの効果が見られたため、ヒロセ電機全体でトライアルを実施し、
本格導入に至っています。従業員か
らは、「気分転換となり、新たなアイ
デア創造のきっかけとなる」「職場の
雰囲気が変化し、コミュニケーショ
ンの機会が増加した」「クリーニング
やアイロンなどのメンテナンスが軽
減された」などの声があがりました。
従業員が主体的に考え、活き活きと
勤務することで、より自由闊達な職
場風土の実現につながっています。

　活き活きプロジェクトは、「仲間と自分が幸せになる職場へ」というスローガンを掲げ、従業員一人ひとりが活き活きと働ける
会社を実現し、グローバルな継続成長を目指すという考えのもと2018年度に発足しました。各事業本部・工場でプロジェクト
チームを組織し、それぞれが活き活き働くために必要な取り組みを推進しています。各チームのリーダー・メンバーは若手・中堅
従業員から選出され、ボトムアップ形式での活動を加速させています。各チームで検討された施策は、本部を横断して共有・議論
し、会社全体の働き方改革につなげています。従業員が自ら考え、提案し、実行することがこのプロジェクトの目的でもあり、これ
までも従業員発信で様々な働き方改革が実現されてきました。活き活きプロジェクトを通して、従業員と会社が連携しながら働
きやすい環境を創り上げています。

相互協力による技術の追求

ヒロセ生産
システム

ヒロセ
開発部門

ヒロセ
製造拠点 協力会社

ヒロセ

顧客

株主

地域社会

従業員ヒロセ

顧客

株主

地域社会

従業員
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従業員の提案によるカジュアルデーの導入

活き活きプロジェクト

協力会社と連携した現場改善活動



地域社会との共創 株主との共創
株主・投資家の皆様との対話に積極的に取り組み、経営に活かすことがヒロセグループの持続的な成長と企業価
値向上につながるという考えのもと、専任部署を設けて様々なIR・SR活動を行っています。適時・適切・公平な情
報開示の推進に加えて、決算説明会や個人投資家向けセミナー、ウェブサイトの拡充や統合報告書の発行を通じ
て、非財務情報も含めた積極的な情報発信に努めています。資本市場の意見を事業運営に反映し、企業価値の向
上と継続的な発展に努め、株主・投資家の皆様の期待に応えていきます。

ヒロセグループは地域社会の一員として、地域と積極的なコミュニケーションを図るとともに、社会的課題の解
決・地域の発展に貢献することを目指しています。ヒロセグループの拠点は世界中にありますが、それぞれの地
域の文化や習慣を尊重しながら、ヒロセグループと地域社会が共に発展していくために様々な社会貢献活動を
実施しています。

横浜ビー・コルセアーズの選手とヒロセ電機のバスケットボールクラブ員

ヒロセ

顧客

株主

地域社会

従業員ヒロセ

顧客

株主

地域社会

従業員
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　ヒロセグループでは、スポーツを楽しむことは心身の健康
につながると考え、スポーツ文化の振興に取り組んでいます。
地域のスポーツチームへの支援を通じて、地域の人々のより
豊かな生活に貢献することを目指しています。スポーツチー
ムへのスポンサー活動の一つとして、ヒロセ電機本社がある
横浜市のセンター北駅に拠点を持つB.LEAGUE所属のプロ
バスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」をサポー
トしています。横浜ビー・コルセアーズは「市民の生活に『近
い』クラブ」であることを活動理念とされており、スポンサー
として応援するだけでなく、一緒に地域貢献の活動に取り組
み、地域に根付いたクラブ・企業を目指しています。

　ヒロセコリアは「共生と分かち合いの精神」をもとに、企業価値のみならず社会的価値を大切にし、企業利益を社会に還元する
ことで、企業市民としての役割を果たすことを目指しています。�2012年には地域社会の温かいパートナーとなるべく、従業員に
よる自律奉仕グループを発足しました。現在までに、地域社会における様々なボランティア活動を実施しており、会社および従業
員の社会貢献文化の広がりを通じて、地域社会の発展に寄与しています。

 自律奉仕グループを通じた地域社会貢献活動
　ヒロセコリアでは、地域社会の3つの社会福祉施設を指定
し、毎月の物品支援とボランティア活動を10年間にわたり続
けています。現在は、新型コロナウイルス感染症のまん延によ
り、直接訪問してのボランティア活動は控え、四半期ごとの物
品寄贈と愛の手紙を渡す活動をしています。また、2022年か
らはESG経営のSocialにあたる社会的責任を果たすため、大
韓赤十字社と協約を締結しました。四半期ごとに、自律奉仕グ
ループおよび従業員が献血奉仕活動に参加し、地域社会にお
ける血液需給難の克服に役立っています。今後もヒロセコリ
アは多様な社会貢献活動を展開し、地域社会の模範企業とな
るべく努力を続けます。

　機関投資家・アナリストの皆様に対して、四半期ごとに決算説明会を開催
しています。通期決算・第2四半期決算説明会では、経営トップが経営状況
について説明するとともに、投資家の皆様からのご質問にお答えしていま
す。機関投資家・アナリストの皆様とのミーティングの実施や証券会社が主
催するカンファレンスへの参加などを通じて、活発な意見交換を行い、積極
的な対話を図っています。
　また、個人投資家向け会社説明会やIRイベントにも参加しています。自社
ウェブサイトを活用して、個人投資家向けのIRページや決算についての説
明動画の配信など、コネクタやヒロセグループのビジネスについて分かり
やすくお伝えできるよう工夫しています。
　株主・投資家の皆様との対話から得た意見は、社内にフィードバックをすることで、事業活動に反映するよう努めています。ま
た、電話会議システムやウェブ会議システムなどを活用しながら決算説明会や投資家面談を実施しており、積極的なIR・SR活動を
展開しています。

　株主総会は株主の皆様との対話の場と認識しており、株主の皆様が株主総会における報告事項および決議事項について事前に
十分検討いただけるよう、招集通知の早期発送を実施しています。インターネットにおける議決権の行使を可能としているほか、
国内外の機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームにも参加し、議決権行使環境の向上に取り組んでいます。議事につ
いては、映像やナレーションを用いて分かりやすく説明しています。株主総会にご出席いただけなかった株主の皆様にも、当日の
模様をご覧いただけるよう、株主総会の動画をウェブサイトに掲載しています。

通期決算
発表

第1四半期
決算発表

第2四半期
決算発表

第3四半期
決算発表

招集通知
送付

株主総会開催
配当金支払い開始

中間配当金
支払い開始

スポンサー活動によるスポーツ振興への貢献

ヒロセコリアの地域社会への貢献活動

株主・投資家との対話

株主総会

IR活動スケジュール

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2022年ヒロセコリア献血奉仕活動



代表取締役社長　
石井 和徳
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　2021年度は継続的な新型コロナウイルス感染症の影

響だけでなく、ロシアによるウクライナ侵攻など、不安

定な世界情勢が続きました。同時にDX・GXの加速や、

人々が「つながり(コミュニケーション)」を求めたこと

で、新しい電子機器の出現や設備投資の増強の動きが見

られました。こうした旺盛な需要を背景に、ヒロセも売

上高前年比20%増を達成し、過去最高の売上額となりま

した。当初2020〜2022年度は、新市場への進出に伴う

業務品質向上の足場固め期としていましたが、お客様の

期待に応えるために生産キャパシティ増強をはじめとす

る拡大施策も同時に行うこととしました。新型コロナウ

イルス感染症や材料調達難の中、これを成し遂げられた

のはひとえに現場努力によるものであります。

 1 3本柱
　2012年度に私が社長に就任して、今年で10年を迎え

ます。当時からの経営課題はスマートフォン市場に偏重

していた事業構成をバランス良くさせることでした。ス

マートフォンはご承知のとおりライフサイクルが短く、

またコネクタ視点でも他市場に比べて小型化スピードが

圧倒的に早く、携帯端末市場以外にすぐに拡販すること

も難しくなっていました。

　そこで取り組んできたのが、自動車・一般産機の拡大

を加えた3本柱を軸とする体制の構築です。世の中では

「ハード＋ソフト＋サービス化」のトレンドがあり、実績あ

る製品を慎重に採用する傾向があった両市場にも変化が

起きると確信がありました。特に電子機器の増加による省

スペース化と機器・機能同士のつながる技術の需要が高

まるとみて、スマートフォン市場での小型化の強みと通信

市場で培った高速・解析技術を武器に、新製品の仕込み

を行いました。結果として、当時は30%を超えていたス

マートフォン市場向けの売上構成比は、売上規模を維持

しつつも他分野が増加することで20%程度となりました。

　また、自動車市場においては、民生・一般産機向けコ

ネクタの延長線上で対応できる領域に絞って、これまで

は提案活動を行っていましたが、「走る・曲がる・止ま

る」に関わる領域へも進出し、より厳しい品質要求に真

正面から取り組むことを決めました。先行投資を始めた

2016年度以降、苦しい時期が続きましたが、結果とし

てお客様とのリレーションが明らかに進化し、共同開発

などのお客様との深い関係を軸としたビジネスが増加し

ました。やはりビジネスの原点は「信頼」であり、安定

品質とモノづくり力によって高い価値を提供し、持続的

に認めていただくことが重要になると考えています。

　2021年度の急成長はサプライチェーン不安からくる

需要増もあるものの、こうした外的要因の変化を掴むこ

とができる基礎体力がついたと評価しています。

2021年度を振り返って

社長就任から10年



トップ メッセ ー ジ

14Integrated Report 202213 Hirose Electric Co., Ltd.

トップメッセージ

　2021年度は好調な売上でしたが、外部環境の追い風

も多分にありました。3本柱の構築も、いまは刈り取りの

入口に立ったばかりで、これからも進化させ続けなけれ

ばなりません。

　新型コロナウイルス感染症による人手不足やカーボン

ニュートラルを背景に、医療や食品工場などエンドユー

ザーの用途の広がりも感じられ、さらにつなぐビジネスへ

の期待が高まっていることを感じます。こうした世の中の

変化に敏感であろうと、経営方針として「先見力と感知

力・反応力」を掲げ、中長期視点での活動を行っています。

　2022年度には3年に一度のヒロセ技術展が開催されま

す。これまで温めてきたコンセプト品や新製品を展示し、

お客様との対話を行う場となります。小型高密度・高速

伝送技術の進化につれて、部品の些細な変化が機器の性

能に影響を及ぼすようになります。コネクタは“つなぐ”

部品ですから、お客様の機器や他部品にまで入り込んだ

取り組みがより一層求められます。「共創」という言葉は

これに応える意志表示であり、ヒロセ技術展はまさにそ

の実践です。この技術展を将来への「仮説検証」の場・

起点とし、製品を通じた社会課題に対するソリューショ

ンもお示しできればと考えています。

　また、これまでも人財が大事であると言い続けてきまし

たが、それを具体的に形にしていきます。2022年度を

「“人財育成・成長”深化元年」と位置づけ、人事制度を刷

新します。私は「変化に対応する力＝生きる力」だと考え

ています。生きるためと考えれば、すべてが我が事になり、

人は急速に成長します。経営トップの責務は3本柱という

会社としての立ち位置を決め、人財育成制度に代表される

成長のための前向きなチャレンジ環境を整えることにあり

ます。これからも「もっと良い会社」を目指していきます。

 2  HIROSE Philosophy
　こうした3本柱が構築できたのは従業員の力によるも

のです。コネクタはグローバルで国を跨いでどこにでも

売れますから、民生・自動車・一般産機という特徴の異

なる分野とグローバルな世界のすべてが市場となります。

こうした裾野が広いビジネスにおいて、ヒロセはグロー

バルでの顧客拠点やEMS※などの顧客サプライチェーン、

接続されるユニットメーカー間の連携までサポートしま

す。まさにコネクタが“つなぐビジネス”である所以であ

り、これは個人では成し得ないことです。“チームワー

ク”こそがコネクタメーカーに求められることであり、

それを担う「人財」が要であると感じています。

　ヒロセが求める人財像のベースとなるのは、「英知をつ

なげる小さな会社」という企業理念です。コネクタとい

う部品は単体では機能を持たず、電子部品・電子機器を

つなぐことで役立つことができますので、お客様・協力

会社・異業種、そして社内の英知をつなぐことが必要で

す。また、「小さな会社」には素直かつ謙虚に学び、明日

への飛躍を期す企業でありたいという想いが込められて

います。企業文化はいかなる戦略にも勝る、成功の原動

力とも言われ、部門と分野を越えた社内外の英知をつな

げる活動を実践する従業員こそがヒロセの力であると考

えています。この企業理念とHIROSE�Philosophyを従業

員一人ひとりが無意識に実践し、一体感を持って運営さ

れている状態こそ、ヒロセグループの目指す姿です。

　このHIROSE�Philosophyの伝承活動も就任当初から力

を入れてきたところです。2013年度にHIROSE�Philosophy

を体系立てて文書化しましたが、戦うべき市場や世の中

が激変した現在ではさらなるアップデートの必要がある

と考え、2021年度からPhilosophy委員会を新たに組織

して、グローバルでの伝承活動のレベルアップを図って

います。

今後について

世の中の変化は、コネクタ・つなぐビジネスにとって
成長のチャンスです。
「先見力と感知力・反応力」を発揮し、
変化を捉えた新製品をお客様に提案することが
私たちの使命だと考えています。

※EMS：電子機器の製造を請け負うメーカー



“つなぐ力”で
未来社会を
共創する

企業理念 HIROSE
Philosophy

ありたい姿
“つなぐ力”で

未来社会を
共創する

英知をつなげる
小さな会社

サステナビリティ経営

市場への先行投入
豊富な
ソリューション

多品種・
大量生産を支える

チャレンジする風土 高収益を目指す姿勢 チームワーク文化

電子機器の
進化

作業工数削減
による

省人化への貢献

エネルギーの
電化の促進

電子機器の修理
メンテナンス性

向上

小型
省エネルギー

への貢献

価値観の実践により
積み上げた基盤

●顧客数

3,000社以上

●協力会社

800社以上

●従業員数

約5,000名

●製品点数

約50,000点

事業活動 社会への貢献

英知を
つなぐ 高付加価値 スモールの

思想
先行、先端、

差異化  少数精鋭 ハイフライヤー
であり続ける

6つの価値観

成果

提案
ソリューション

拡充

お客様との
信頼関係構築

グローバル
供給体制増強

グローバル
人財の育成

安定的な
高収益実現

オリジナル
差別化製品 顧客密着

小型汎用設備
モノづくり

協力会社
ネットワーク

製品
バリエーション

待ち伏せ戦略

key technology
高速

高周波
ハイパワー

小型化

“協力者”との連携
3C（市場・競合・自社）

+1C（協力者）

分野横断・3本柱

仮説検証
サイクル

幅広く展開

知
見

をフィードバ

ッ
ク

柔軟
な生産体制

    得意領域の知見

裾野が広い
コネクタ
ビジネス

価 値 共 創 モ デ ル
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多分野に用いられる
シリーズ売上

80%以上

特定1分野
シリーズ 電気的

特性

強度とサイズの制約

伝送特性追求と
サイズの制約

伝送特性追求と
構造の制約

機械的
特性

サイズ

強 み
Strengths1

　待ち伏せ戦略を実現するためには様々なお客様からフィードバックをいただける環境が必要なため、ヒ
ロセは直販体制による顧客密着を基盤としています。
　さらに近年は高速大容量の流れにより、伝送特性の実現にはコネクタ以外にも半導体・基板・ケーブル
メーカーとの連携が欠かせず、彼ら“協力者”から得る知見も重視しています。ヒロセにとってお客様や協
力者は機器に対する深い知見を与えてくれる師であり、製品を生み出すパートナーでもあるのです。

　また、コネクタはどんなに良い製品であっても、お客様の開発タイミングに合わなければ採用されませ
ん。そのため、社内連携が非常に重要です。技術者も足を使って顧客訪問して情報を集め、セールスもモノ
づくりを理解した供給提案を行います。そうして集めた情報をもとに、小型汎用設備によるモノづくりと
協力会社ネットワークによって、お客様のタイミングに合わせた供給を実現します。コネクタビジネスは
機動性が肝であるため、従業員の部門・分野横断活動を促進する仕組みと価値観をヒロセは大切にしてお
り、同時にヒロセ最大の強みとなっています。

コネクタに対するお客様のニーズは各社各様であるため、コネクタメーカーは自らの得意領域を定めています。
そのなかでもヒロセは民生・自動車・一般産機を3本柱として重視する数少ないメーカーです。
幅広く市場を捉えるこの方針は一見非効率と思われるかもしれません。しかし、ヒロセの80年以上にわたる
長い歴史の中で積み上げられた知見と製品ラインナップにより、シナジーを生み出す重要要素となっています。

コネクタは電気信号の通り道であると同時に接続部品
であることから、人の手が触れて操作される部品です。
そのため、お客様の設計思想や作業者の組立環境に応じ
て、最適となるコネクタは異なります。機器内の限られたス
ペースに合うような形状・サイズ・接続方式の要望に応え
る必要があり、お客様とのすりあわせが重要となります。
しかし、完全なカスタム化では高額なコネクタとなって、
機器の普及に貢献できないため、多様な顧客ニーズを集
約して汎用的にバリエーションを用意することにヒロセ
は力を注いでいます。
ヒロセが目指す先行・先端・差異化製品の開発は、お客様が求めるであろうコネクタのコン
セプトを先回りして用意することでニーズの集約に貢献します。

分 野 横 断 に よ る シ ナ ジ ー … …

事 業 活 動 の 概 要 説 明 …

これは『待ち伏せ戦略』として、ヒロセの事業の中核を成す重要な考え方となります。

❶ お客様の機器の将来ニーズを先取りした製品コンセプトをあらかじめ準備

❷  機器の進化を追求する先端顧客から声がかかり、 
機器の構造に合わせてコネクタ設計をモディファイ（=修正）

❸  先端顧客との知見をもとに製品バリエーションを揃え、 
幅広いお客様に即座に提案できるソリューションの拡充

こうした分野を越えた知見を活かすためには、分野軸以外の観点と部門横断での活
動が重要となります。
◦分野軸だけでなく、技術（製品）軸でも市場を分析する組織体制
◦チャレンジを大切にし、失敗を許容する評価制度による心理的安全性
◦自らを“小”と捉え、素直に謙虚に教えを乞うHIROSE Philosophy
これらが仕組みとともに企業風土にも根付いており、機動性が必要なコネクタビジ
ネスにおいてヒロセの大きな強みとなっています。

スマートフォン・
コンシューマ

自動車・
モビリティ 一般産機

AI/IoT/Robot
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　一般に、製品はある特定の市場を狙って開発され、市場の技術進化とともに陳腐化していきます。一方通行に思えるこの流れは、
視野を広くとれば各分野の各機器ごとに存在し、結果として無数の異なる流れがあることに気付けます。我々コネクタメーカー
が着目するのは“接続部位”です。機器のスペースに収まるサイズで、必要とされる電気的・機械的性能を満たすことができれば、
コネクタは市場の壁を越えることができます。例えば過去にテレビ向けに開発されたコネクタが車載機器や工場で使われること
も一般的です。これは“モニター接続”という観点で機器の共通ニーズを見つけ、市場に合わせて設計を修正することで実現して
います。かつては大量生産されて多数の機器に供給された製品ですから、安定した品質・供給・コストでお客様に提供することが
できます。コネクタは製品が市場を変えてまた復活するユニークなビジネスといえます。

　かつては独立的に発展してきた民生・自動車・一般産機の各分野ですが、近年は相互に重なりあう領域が増えており、分野を越
えた知見の共有が重要となります。「スマートフォン化する自動車」に代表される民生・自動車の重なりがよく知られていますが、
工場内の搬送に活躍する一般産機のAGV（無人搬送車）なども自動車の耐振動や自動走行技術が必要とされています。
　こうした流れの中で、様々な機器にセンサーなどが搭載され、相互に通信し、自律的に活動する大きなトレンドがあります。
　ヒロセは高速・高周波・ハイパワー・小型化�をキーテクノロジーとして、分野を越えたソリューションを提供します。

 ❶自らの市場を広げる  

 ❷他分野の知見を活かした提案力 

 ヒロセの売上構成（シリーズ別）
ヒロセの製品は分野横断で販売されている 機器に合わせた製品バリエーション展開

産業用PC、POS、…
セキュリティカメラ

スマートフォン、
ウェアラブル機器ドローン、LiDAR、DSC



多分野に用いられる
シリーズ売上

80%以上

特定1分野
シリーズ 電気的

特性

強度とサイズの制約

伝送特性追求と
サイズの制約

伝送特性追求と
構造の制約

機械的
特性

サイズ

強 み強 み 32 小 型 モ ノ づ くり 思 想オリジ ナ ル 精 神 に よ る 差 別 化 の 追 求

� �また、小型を追求した結果として生まれたのが、各工程から組立までを集約する「一貫生産」の思想であり、ヒロセの高い品質を
実現する核となりました。一貫生産は目の届く範囲に生産ラインを置くことで各工程の課題が一目で把握でき、モノづくり改善サ
イクルを高速でまわすことを可能とします。大型設備ではその振動影響から生産ラインを離したり、金型運搬にクレーンを用いる
など大がかりな改善が必要ですが、ヒロセの小型設備はそうではありません。誰でも扱える設備とすることで、「異常があればライ
ンを止めて改善」のモノづくり原則を守ることができ、世界の先端メーカーから信頼される品質の基礎となっています。
　ヒロセは自社設計の組立設備で自社の品質基準をもとに、協力会社へ生産を委託しています。それにはヒロセのモノづくり思想
を伝えるとともに、現場である協力会社の意見を設備にフィードバックすることが必要であり、こうしたモノづくり思想は設備だ
けで成り立つものではないため、協力会社との人財交流を大切にしています。人財を受け入れて共に生産ラインを立ち上げ、ノウ
ハウを分かち合うことを目指しており、互いに師でありパートナーであるという思いを大切にしています。

　大型設備で大量生産を行った方が効率的と考えるのが普通であるところ、小型を追求したところにヒロセ独自の強みがありま
す。これは小型コネクタとの親和性もさることながら、生産品種の柔軟な変更や協力会社への設備導入の容易さを実現でき、ヒロ
セの3本柱と多様な製品ラインナップを支える重要な要素となっています。

　ヒロセは5万点にも及ぶ製品群の積み重
ねにより、現在の売上規模を築いています。
一つのヒット製品に頼るビジネスではない
ため、常にヒット製品を生み出し続けるこ
とが不可欠です。ヒロセは1960年代に国産
初のオリジナルコネクタを開発しており、
この歴史を原点として技術者がオリジナル
精神を発揮し、差別化追求ができる仕掛け
を非常に重視しています。

　ヒロセの技術者はプロダクトマネージャーであることを期待されます。自らお客様と対話をして潜在ニーズの仮説を立て、開
発製品の投資採算計画も立案し、バリューチェーンを一貫して見ています。会社としての高い利益率は、技術者にとっては自らの
成果を測る高いハードルの役割です。“並”の製品ではお客様から高い付加価値を認めていただくことができないため、差別化製
品を追求し続ける原動力となっています。　

　ヒロセは「技術展（プライベートショー）」を3年に一度開催しています。これは、お客様の機器の未来に対して仮説を立てて新製
品やコンセプト品を多数展示し、お客様を招待してクローズドで行う大規模イベントです。技術展での説明は技術者が行い、自ら
お客様と対話をして製品への意見をいただくことで、中長期軸で新製品を生み出す仮説検証の仕組みとなっています。
　また、社内でも未来の製品アイデアを技術者が持ち寄る「ゼロイチ祭り」を定期開催しています。ゼロからイチを生み出す楽しさ
を大切にするため、商品化の是非を問わずに自由にアイデアを展示し、技術者同士が展示ブースをまわりながら活発に意見交換し
ます。こうした風土が、ヒロセの技術者が差別化製品を生み出し続ける基盤となっています。

StrengthsStrengths

ムダが
少ない

人に
優しい

知見の共有

高精度な品質
全工程の把握柔軟な生産体制

多品種少量生産

生産リードタイム短縮
100%良品

改善サイクルの早さ
立ち上げスピード

〈事業を支える生産体制〉

安全で負担の少ない
作業工程

騒音も匂いもない
クリーンな作業環境

誰でもメンテナンスが
可能

〈作業環境〉

物流のムダ削減

作りすぎの防止

省エネルギー

〈環境配慮〉

小型精密金型技術

一貫生産の思想

小型設備

〈コア技術〉

〈品質への信頼〉

協力会社ネットワーク

コネクタは電気の通り道となるだけでなく、「接続」という物理的な役割を果たす必要があり、限られたスペース
制約の中で電気的要素と機械的要素のバランスを追求していく電子部品です。また、お客様の設計思想によって
ニーズが異なるため、多くの製品バリエーションが必要とされます。従って、コネクタの進化の方向は多様であり、
お客様が重視する性能に適した提案のために製品バリエーションの豊富さもビジネスでは必要とされます。

ヒロセの3本柱と製品ラインナップを維持するためには、多品種少量生産が必要とされます。この核となるのが、
小型設備と精密金型によるモノづくり思想です。原点は、小型精密金型を得意とする協力会社から 「原理原則を
突き詰め、ムダを省けばモノは小型になる」と教えを受けたのが始まりです。コネクタの形状を形づくる設備パー
ツ以外はすべてムダという発想で、組立設備と金型の小型化を追求してきました。コネクタを作る最低限のエネ
ルギーで効率よく加工するために、設備パーツは高精度で考え抜かれた設計で成り立っています。
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U.FLシリーズ FH64シリーズ DF12シリーズ BF4シリーズ

 ❶価値創造意識 

 ❷仮説検証の仕組み 

 差別化精神が生んだ製品



“つなぐ力”で
未来社会を
共創する

企業理念

ありたい姿

英知をつなげる
小さな会社

環境に優しい製品であるコネクタですが、その設計から流通
までの全工程において環境への配慮を行っています。
●カーボンニュートラル
●メーカーとしての調達・排出責任
●環境法規制への対応
●環境意識の共有
●コネクタの品質向上・小型化によるエコフレンドリーの推進

環  境

社  会 ガバ ナンス

G
G o v e r n a n c e

S
S o c i a l

E
E n v i r o n m e n t

サステナビリティ方針

HIROSE
Philosophy 英知を

つなぐ 高付加価値 スモールの
思想

先行、先端、
差異化  少数精鋭 ハイフライヤー

であり続ける

6つの価値観

長期的な競争力の維持向上、持続可能
な成長の実現に向け、ガバナンスを強化
しています。強固なガバナンス体制とリ
スクマネジメントで、誠実かつ責任ある
企業活動を行っています。
●コーポレート・ガバナンスの強化・充実
●リスクマネジメント
●コンプライアンス

人権を尊重し、多様な価値観・文化を理
解し合い、活き活きと働ける職場を実現
し、従業員の幸せと成長を追求します。
●人権の尊重
●多様な人財の育成
●ワークライフバランス
●一人ひとりが力を発揮できる組織と
しての能力の最大化
●従業員の安全・健康の確保

❶“人財育成･成長”深化元年 ❷カーボンニュートラル
サステナビリティ

重点取り組み
（中期経営計画）
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サステナビリティ経営

サステナビリティ経営の考え方
ヒロセグループは「英知をつなげる小さな会社」の企業理念のもと、社内外の多様なパートナーと英知をつなぎ、
新しい価値を共創してきました。近年のサステナビリティ意識の高まりは、ヒロセにとってコネクタおよび自社を
見つめなおす契機と捉えています。コネクタがそなえる「つなぐ・切り離す」機能は、電子機器をユニットごとに
分割することを可能にします。これによりユニットごとの交換に対応できるため、省資源・省エネルギー・廃棄物
削減に貢献します。また、ユニットごとの生産を可能とするため、分業生産の発展に大きく寄与します。
HIROSE Philosophyにある先行・先端・差異化の精神はこの技術革新を追求するものであり、事業活動を通
じた社会課題の解決こそが軸であると考えます。この考えをもとに重要テーマとして2点を掲げています。

　ヒロセグループは、「英知をつなげる小さな会社」という企業理念に基づき、人々の英知の結集である製品を「つなぐ」コネクタ
の専業メーカーとして、コネクタが持つ着脱機能それ自体が環境負荷の軽減に資するとの考えのもと、高品質のコネクタを提供
することで持続可能な社会の実現に貢献するとともに、継続的な当グループの成長を目指してまいります。
◦�時代や市場の変化に対応しながら常に先を行く開発によりお客様にご満足いただき、製品を通じて豊かな社会の実現に貢献します。
◦�各国および各地域の法令、国際ルールならびに社内ルールを遵守するとともに、社会規範・企業倫理に則り誠実に行動します。
◦�地球環境保護の重要性を認識し、環境保護および生物多様性の保全に配慮した企業活動を推進します。

　①事業活動の基盤となる“人財”を重視します。コネクタは非常に裾野が広いビジネスのため、革新的な製品もたった一つでは
その成果に限界があります。多くの従業員が常にユニークな製品を生み出し続ける組織能力が問われており、そうしたコネクタ
ビジネスに適した人財育成に重点的に取り組んでいます。
　②カーボンニュートラル実現には、サプライチェーンを含めた企業活動全体をCO2排出量に換算する新たな取り組みが必要で
す。これにより貨幣価値の観点だけでは推進困難であった環境に資する取り組みを可能とし、会社全体の意識のアップデートに
寄与するため、重要テーマとして取り上げています。
　これらの活動を通じて価値創造に取り組むことで、あらゆるステークホルダーから信頼される企業経営を目指し、より豊かで
持続可能な未来社会を実現します。

　経営の意思決定は代表取締役社長および各機能部門の執行責任者からなる“本部長会”と本部長会からの企画提案を受けて決
議を行う“取締役会”が中心となって行われ、テーマにより環境管理委員会やCSR・リスク管理委員会と連携します。また、2021年
度には社内のサステナビリティ理解の促進を目的とした推進プロジェクトを立ち上げています。将来を担う中堅従業員をメン
バーとし、管理本部を統括する取締役がオブザーバーとして参加し、取締役会と連携してサステナビリティを推進しています。

国連グローバル・コンパクトへの参加
「国連グローバル・コンパクト」は、各企業が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世
界的な枠組みづくりに参加する自発的な取り組みです。「国連グローバル・コンパクト」署名企業は、人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、そして腐敗の防止に関わ
るCSRの基本原則10項目に賛同する企業トップ自らのコミットメントのもとに、その実現に向けて活動を展開しています。ヒロセグループは、「国連グローバル・コンパク
ト」への参加を契機に、グローバルに事業を展開する企業として、持続可能な社会の発展のため、より一層、積極的かつ継続的にCSR活動を推進します。

サステナビリティ基本方針

サステナビリティ推進体制

サステナビリティ経営

Sustainability

❶“人財育成･成長”深化元年 ❷カーボンニュートラル


