
  

 

 

 

  

⽇経 CNBC 「トップに聞く」 
当社社⻑ 瀬⼾欣哉 2021 年 9 ⽉ 28 ⽇出演分 

株式会社 LIXIL 

2021 年 9 ⽉ 28 ⽇ 



 

1 
 

⽇経 CNBC「トップに聞く」 
 
アンカー：⽇本経済新聞 編集委員 ⾼橋⾹織⽒（以下、「⾼橋」） 
登壇：LIXIL 代表執⾏役 兼 CEO 瀬⼾欣哉（以下、「瀬⼾」） 
 
--- 

 
 
⾼橋： この時間は「トップに聞く」をお届けします。今⽇のゲストは、LIXIL の社⻑、瀬
⼾ 欣哉さんです。瀬⼾さん、どうぞよろしくお願いします。 
 
瀬⼾： 宜しくお願いします。 
 
⾼橋： コロナ禍で⾮常に在宅する時間が増えましたよね。リフォームを考える⽅も多いの
ではないでしょうか。 
 
瀬⼾： そうですね。それはたぶん世界中のある程度リッチな国ではそうだと思います。や
はり、ある程度の時間、家の中で過ごすことになってくると、旅⾏とか外⾷とか、⾼価なも
のを買うよりも家をもうちょっと良くしようという⽅がすごく増えてきた。特に、⽔まわり
関係では、ものすごくそこは、⼤きな世界的な傾向かと思いますね。 
 
⾼橋： あの。私も実は、リフォームをしているところなんですけども、⾮常に⼈気が⾼い
ためか、また半導体不⾜の影響もあって、部品が届かないのでちょっと遅れているんですが、
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そうした影響ってあるのでしょうか。 
 
瀬⼾： あります。ただ、他社に⽐べると、当社は⽐較的そこはうまく乗り切れているかな
と思っています。⼆つやったことがあって、まずコロナの状況になって、外に出られなくな
ると、多くのお客さまは、決まった商品、定番商品を買いに⾏こうとする傾向があるんです
よね。 広い範囲から選ぼうとはしませんので、まず SKU を絞るということが必要になり
ます。売るべき商品を絞るということ。それともう⼀つは、サプライチェーンを多様化して
いくことですね。 
 
瀬⼾： ただ、どうしても同じ商品、部品、電⼦部品なんかは、同じ場所で作られがちなの
で、ロックダウンの時などは⼀気にやられてしまうことがあります。そこで、できるだけそ
こをディバーシファイ（多様化）したこと。その⼆つがある程度、今までのところうまくい
ってきているのではないかな、と思います。 
 
⾼橋： なるほど。そうした多様化…あと共通… 
 
瀬⼾： そうです。商品を絞ることと、多様化ですね。仕⼊先の多様化と、売る⽅は、今度
は商品を絞るということがある程度できました。 
 

 
 
⾼橋： なるほど。それでは、コロナ禍でさらに強く成⻑していらっしゃるということで。 
今期の第１四半期⾒てみますと、⾮常に好調な滑り出しでした。 そして、通期予想も、事
業利益が 40%増ということですけれども。 
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瀬⼾： はい。まず滑り出しのファースト・クォーターに関していうと、事業利益、税引前
利益、純利益、すべて過去最⾼益になっております。ただ、正直⾔って、後半になってくる
と、今コモディティの値段がものすごく上がってきていることとか、それから、先ほど少し
お話に出たロックダウンの影響などで、サプライチェーンの部分に影響がでて、売りたくて
もたくさん売れない時というのもあるので、少し保守的には⾒なければならないなと思っ
ています。それでも、（第１四半期に）この数字であれば、かなりいいレベルの数字になっ
て、⾃信をもって、これからどんどん良くなっていく、まぁ⼀つの⾃信の証にもなっている
かなと思います。 
 
⾼橋： そうですね。ファースト・クォーターが⾮常に好調な割には、通期は当初の計画を
据え置かれたということで、そのあたりは慎重にみながらも、この予想ということですよね。 
 
瀬⼾： そうですね。本当に今は何が起こるか分からない状況ですので。最近、Evergrande
（恒⼤）の話とかありましたけれども、Evergrande（恒⼤）だけではなくて、例えば、中国
では今、⾮常に電⼒がひっ迫しているとか。インドやベトナムのロックダウンとかというの
が、予想もしない形で起こったりしていますので、そこはやはり、今は慎重に⾒た⽅がいい
かなという気持ちはあります。 
 
⾼橋： Evergrande（恒⼤）ですけれどもね。住宅銘柄（の株価）にちょっと重しになって
いるところもありますけれども、LIXIL の場合は、地球的な…まぁ、そうした中国からくる
危機に対しては、どの程度懸念されていますか？ 
 
瀬⼾： 「販売」といったことを考えた場合には、中国における不動産市場の減速というの
は、当然予想していたことでもありますし、われわれ⽇本⼈はみんなバブルも経験していま
すので。われわれとしては、プロジェクト向けに販売する部分を、リテール（⼩売り）・リ
フォームに転換させてきていました。 
それともう⼀つは、⼀級都市、⼆級都市に集中していた商品を三級都市、四級都市に振り向
けていっていきました。すると、基本的に、中国の不動産事業というのは、多くの部分がス
ケルトンで売られて、トイレなんかは別々の⼈から買うというのが普通なので、そういう意
味で⾏くと、ま。当初は、（プロジェクト向けにという意味で）⼀件に対し⼤きく販売する
ということをやってきていたわけですが、それをぐーっと（⼩売りや、リフォーム向けに販
売先を）変えてきていたので、そういう意味では、被害はあまり受けないけれども… とは
⾔っても、我々の場合、中国での売上というのは、全体でみて 3.5%くらい、なので。まぁ、
販売⾯での⼼配ということで⾔えば限定的だと思います。 
 
⾼橋： なるほど。 
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瀬⼾： ただ、中国が世界全体に与える影響とか、それからやはり、先ほど少しお話にもあ
りました仕⼊れという部分で、電⼦部品。中国で電⼦部品を作っている場合に、今回の電⼒
不⾜でどうなるかとか、ということは、常に不安材料としてはあると思います。 
 
⾼橋： わかりました。この通期がどこまで伸びるか、というところが⾮常に楽しみなとこ
ろでもあります。 
 
⾼橋： いまお話にもありました、⽔まわりの事業ですが、まず国内について、リフォーム
需要が伸びていく中で、どのように拡⼤する需要を取り込んでいかれるか、お話伺いたいの
ですが。 
 

 
 
瀬⼾： そうですね。「今」という時期を切り取ってみると、やっぱり、「快適」「健康」「安
全」に対して関⼼が、ものすごく⾼まってきていると思うんですね。そうした意味で、われ
われの持っている商品は、運が良かったというか、そういうところに強いものが多かったと
いうことで。 例えば、われわれの持っている商品でいくと、タッチレスの⽔栓であるとか、
浄⽔が出せるようなものであるとか。⽔を買いに⾏かなくてもいいし、触らなくてもいい。
それから、⽞関を⼊ったらすぐに⼿が洗える「どこでも⼿洗い」といった商品もありますし、
ちょっとゆっくりしたいな、という時に肩湯ができる「スパージュ」とか。 
それから、清掃性がとてもいい壁掛けトイレの「フロートトイレ」というものがあるんです
よね。 
壁掛けトイレってタンクが壁の後ろ側にあるので、掃除が簡単なんです。そういったことと
いうのが、先ほどお話しましたけれども、商品を絞って、われわれとしてみたならば、お客
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さまとして、絶対にこうしたところに興味があるんだというところを強く推していくこと
ができているという点が、成功しているところではないかな、と思います。 

 
 
⾼橋： なるほど。本当に、こうなると、…下も空いていて掃除もしやすそうですし。毎⽇
使うものですからね。気持ちいいですよね。 
 
瀬⼾： そうですね。 
 
⾼橋： もう⼀つの柱である、建材事業はいかがでしょうか。 
 
瀬⼾： ここは、結構重要なところだと思っています。これは、⻑期的にも重要なことで、
⽇本の住宅着⼯が、⼈⼝が減る中で段々と減ってきている中で、みんなリフォームが重要だ
というわけですね。ですが、リフォームの需要と、新築の需要とを考えると、リフォームの
需要が１に対して、新築の需要が２というのが、ずっと⽇本の状況だったわけです。 
 
ところが、欧⽶をみると、リフォームが３だったり、４に対して、新築の需要が１というの
が普通なんですね。この違いが何かといえば、⼤きな違いは、⽇本の場合には、リフォーム
イコール⽔まわりというようなところがある。ところが、海外は、リフォームというと、家
を⻑く使っていくためのリフォーム。そのためには、われわれ、建材関係のリフォームが伸
びて⾏ってくれることがとても重要だと思っています。そして、今、⼀番転機になってきて
いるのが、気候変動リスクに関する問題だと思うんですね。 
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瀬⼾： ここにもありますが、世界の⼀次消費エネルギーのうち 32%が建築部⾨によるもの
なんです。これ最⼤です。その次に続くのが、⾞などのモビリティ関係です。 
⽇本などの先進国となると、これは恐らく 40%くらいになると思います。 
ということは、建築物から出す CO2 をどのくらい減らすかということが、とても重要にな
ってくるわけですね。エネルギー消費量を減らすということが。 
そこで、皆さんがされるのが、新築住宅をネットゼロエナジーハウスにしましょうというこ
と。国も⼒を⼊れていますし、⾊々なハウスメーカーも⼒を⼊れていますけれども、これだ
と、年間 80 万⼾しか変わっていかないわけです。 
⼀⽅で、住宅ストックって 6,200 万⼾もあるので、70 年くらいかからないと、全てが綺麗
にならないわけですね。 
そして、ストック住宅を⾒た場合には、その 90%が平成 28 年度の省エネ基準に達していな
い家なんです。⾔ってみれば、エネルギー駄々洩れになっているわけです。 
 
開⼝部、つまり窓から出ていくエネルギーだけで（建物全体の）58%ですので、⽇本で多い
シングルガラス（⼀層ガラス）の窓をトリプルガラス（三層ガラス）の窓に変えるだけで、
90%くらい改善します。 
ですから、ここを変えられるか、というのが、いわば⽇本の CO2 対策については、私は、
⼀番重要だと思っています。 
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瀬⼾： 電気⾃動⾞、⽔素⾃動⾞という話がありますけれども、建築物の⽅が実は、⼤きな
ところで、この状況を変えるためにも、われわれは、「スーパーウォール⼯法リフォーム」、
断熱リフォームというものを進めています。 新しい家を作らなくても、既存住宅の外側を
変える。住んだままでも断熱ができるようなリフォームというのを進めていて、これはある
意味、今のコモディティ価格の⾼騰や、ウッドショックで新築住宅の価格が上がっています
けれども、リフォームに変えて頂く⼀つのきっかけになりますし、⽇本のリフォームが、新
築需要よりも⼤きな需要に変わるためには、こうしたものが必要だと思っています。 
 
⾼橋： なるほど。 

 
 
瀬⼾： それ以外にも、気候変動ということで考えていくと、窓以外にも、ドア。既に暑く
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なっていっているので、適応策ということで、外付けのシェードとかブラインド。それから、
台⾵なども、今⼤変なことになってきていますので、シャッターがないと、安⼼できない状
況になってきていると思います。 
 
⾼橋： 今年 COP26 なんかも開かれますし、バイデン政権なんかも⼒を⼊れているこの気
候変動対策。家づくりには、⼤きな影響を与えて⾏きそうですよね。 
 
瀬⼾： そうですね。そこは、今、政府も注⽬してきてくれていますし、⾊々な形で補助⾦
もでるようになってきていますので、⽔まわりと違って、なかなか⾒えない所ではあるので
すが、ここはエネルギーだけではなくて、例えば、ヒートショックを防ぐという健康への配
慮という観点からも、すごく重要な部分だと思いますね。 
 
⾼橋： こういう地球環境の観点からも LIXIL に注⽬が集まりそうな予感がしますね。 
 
瀬⼾： そうですね。ありがとうございます。 
 

 
 
⾼橋： そして、次に、海外の展開についてお話を伺っていきたいと思います。 
海外事業については、全地域で⼿掛けられているというのが特徴だと伺ったのですが。 
 
瀬⼾： そうですね。⽔まわりには、グローバルに事業を展開している企業といった場合に
いくつかあるんですけれど、こうして、全ての地域で、ほぼ全ての商品について扱っている
企業は当社だけです。当社は 150 か国以上で事業を展開しています。 
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瀬⼾： 今のお話は、少し⾃慢めいた話でしたが、他⽅において、グローバルに事業を展開
している競合に⽐べて、われわれの利益率って実は低いんです。 
これがすごく残念なところなんですが、この図が、⼀つ、なんでそんな残念なことになって
いるのか、ということを表しています。 
われわれ、強いところがあまり儲かっていないということがあります。 
例えば、アメリカでは衛⽣陶器が圧倒的に強い。しかし、アメリカでは衛⽣陶器は利益率が
低い事業です。中国も同様に衛⽣陶器の利益率は低いと⾔われています。アジアもそうです。 
 
利益率の低い商品カテゴリーにおいてシェアが⾼く、逆にキッチンの⽔栓⾦具は利益率が
⾮常に⾼い事業にも関わらず、ここは弱かったりしています。 
でも逆にこれって、中国のことわざではないですが、弱いっていうことは強いということと
もいえます。 
利益の⾼いところに攻めていくと、すでに利益率の⾼いところでシェアを持っている競合
にしてみれば、競合しにくいんです。彼らにしてみれば利益は下げられにくいので。 
ということは、勝つためには、利益を上げながら、われわれが弱いと⾔われていたところを
攻めていかなければならない。 
そこが、今回ファースト・クォーターでうまくいった⼀つの理由だと思いますが、例えばア
メリカでは、これまで衛⽣陶器ばかり強いと⾔われていたところ、今回⽔栓⾦具を⼤きく伸
ばすことができました。 
 

 
 
瀬⼾： それから、欧州では、われわれ元々⽔栓⾦具が強いのですが、浴室よりキッチンの
⽅が事業としては良い。特に「GROHE Blue」という蛇⼝から炭酸⽔を出せる商品。⽇本で
も販売しているんですけれども、これ⾮常に今の時代にあっているんですね。 
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わざわざペットボトルを買いにいくとか、プラスチックボトルを捨てたくないですから。こ
うした商品というのは、われわれとしては、⾮常に利益率の⾼い商品ですから。今回の⼤き
く成功している理由としては、つまりこうした、欧⽶向けの利益率の⾼い分野（キッチン向
けの⽔栓⾦具）で売上を伸ばすことができた、ということが⼤きいと思います。 
 
⾼橋： これが、第１四半期の業績が⾮常に好調となっている、ということの⼀つの要因と
いうことでした。 
 
瀬⼾： はい。 
 

 
 
⾼橋： LIXIL というと、2019 年 6 ⽉に瀬⼾さんが CEO に復帰された。そして、2011 年に
トステムや INAX が⺟体となって 5 社が統合し、LIXIL が誕⽣してから 10 年にあたりま
す。株価も瀬⼾さんが、この直前に CEO に就任されてから右肩上がりですけれども、これ
からの経営の⽅向性について教えて頂けますか？ 
 
瀬⼾： 8 か⽉間不在であったことは、株主の皆さんや、投資家の皆さんには本当にご⼼配
とご迷惑をおかけしてしまいましたが、逆に、あの時に本当に苦しい思いをして Proxy fight
をしたことで、今の経営陣は本当に結束が固くて、今の会社を変えていかなければいけない
と。どんどんデジタルにしていかなければならない。それから、会社の⽅向性としてみても、
⽣産改⾰をしていかなければならない。痛みの伴う改⾰もしていかなければならない中で、
すごくスピード感をもって改⾰を⾏えている気がします。 
 
瀬⼾： もしかしたらご存じかもしれませんが、わたしは、LIXIL に来る前に MonotaRo（モ
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ノタロウ）というベンチャー企業を経営していました。 
MonotaRo（モノタロウ）のベンチャー企業としての強みというのは、やはりスピードでし
たが、今できている改⾰のスピードというのは、MonotaRo（モノタロウ）を経営していた
時に感じていたものですので、その意味では、もっともっと会社をよくできるという⾃信を
持っています。 
この⾃信というのは、改めてチームとして、どこの部分。例えば、⽇本であればコストを改
⾰していく、商品をイノベートしていく。海外であればどこを攻めるといったことについて、
みんなの意思が⼀致してきている。そんなところにあるのではないかな、と思います。 
 
⾼橋： そうですね。三菱 UFJ モルガンスタンレーなどは、3,500 円に株価⽬標を上げてい
ますし。 
 

 
 
⾼橋： そして、先ほど教えて頂いた事業利益率の改善について教えて頂けますか？ 
 
瀬⼾： そうですね。当社では、最終的には 10%の事業利益率は最低でも必要だと考えてい
ます。当社の場合、事業利益率を 10%にいくと、偶然ですけれども ROIC も 10%くらいに
なるので、会社をサステナブルな形で成⻑させていこうと思った場合に⾮常に重要なとこ
ろだと思っていますが、まずは、そこに到達するためにも、7.5%を事業利益率⽬標として
掲げています。 
この部分は、…さっさとやらなければいかん、と思っています。 
逆に 7.5%に到達させることができれば、10%は⾃然に、モメンタムとして到達させること
ができる、ということについては⾃信を持っています。 
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⾼橋： 今は 5.6%。次は 7.5%。そして、10%を⽬指すというお話でした。 
 
⾼橋： そして瀬⼾さんといえば、MonotaRo（モノタロウ）ということで、⾮常にデジタル
に強いという経歴をお持ちですけれども。今回のコロナ禍でオンライン・ショールーム。こ
れも盛り上がっていますね。 
 
瀬⼾： そうですね。オンライン・ショールームというのは、⾊々な⼈にとってメリットが
ある。特にお客様にとってメリットがあると思うんですね。わざわざ外出しなくていい。そ
れから、われわれのショールームの従業員にしてみても、夜などもお相⼿しやすい。 
それから、われわれのオンライン・ショールームというのは、ただ Zoom で会話しているだ
けではなくて、その場で商品を組み⽴てて、例えば、キッチンであれば、お客さまのキッチ
ンを AR で⾒せることができるとか。 
お客さまとのやりとりを AI で分析して、お客さまが選びやすくなるような提案をしていく
AI のアシスタント機能も付けてきています。 
そうした意味で、単に Zoom に変えたとかというだけではなくて、未来性も⾼いと思いま
すし、お客さま満⾜度も 93%までいっておりますし、今⽉は恐らく 5,000 件のオンライン・
ショールーム接客実績となるのではないかと思います。 
 
⾼橋： 夜、仕事が終わった後、家にいながらできるということで。私もぜひやってみたい
と思っています。 
 
瀬⼾： ぜひ。宜しくお願いします。 
 
⾼橋： 今⽇は、LIXIL の瀬⼾欣哉さんにお越し頂きました。瀬⼾さん、ありがとうござい
ました。 
 
瀬⼾： どうもありがとうございました。 
 

以上 
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免責事項 
この資料には、株式会社 LIXIL の将来についての計画と予測の記述が含まれています。 
これらの計画と予測は、リスクや不確定要素を含んだものであり、実際の業績は様々な重
要な要素により当社の計画・予測と⼤きく異なる結果となる可能性があります。 
 
 


