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2022年5月に新中期経営計画を発表し、世界を視野に持続
的成長に向け始動したヒビノ。人気株式評論家の櫻井英明氏
が、ヒビノの「未来」について、日比野晃久社長に聞きました。

櫻井　新型コロナウイルスという想像を超えるものがやってき
て、“コンサートのヒビノ”にとっては逆風だったでしょう。
日比野　厳しい状況が続きましたが、2022年度に入り、コン
サートもようやく回復してきたのを実感しています。
櫻井　ただ、厳しい状況ながらも、貴社の場合は2021年に
東京五輪がありました。
日比野　コンサート業界全体が厳しかったですが、当社はお
かげさまで2021年度は過去最高売上高を更新しました。
櫻井　今期（2022年度）は特需剥落ですが、中長期の成長
についてはどのようにお考えですか。

日比野　ヒビノの成長戦略にはさまざまな面がありますが、
2年半ストップしていたM&A展開が再開できることは非常に
大きいです。
櫻井　2019年に買収された韓国の子会社はコロナ禍でも順調
でしたね。今後、世界展開は加速されますか。
日比野　「音」と「映像」は世界の共通言語なので、日本でやっ
てきたのと同じビジネスを地球規模で進めたいですね。日本を
中心として、北米、ヨーロッパ、アジアの4極体制。長く待た
されましたが、やっと動けるようになりました。
櫻井　コロナ禍の2年半はジャンプの前のすくみだったという
ことですね。新たな事業という点では、日の出（東京都港区）
に開設された「Hibino VFX* Studio」を拝見しましたが、すご
いスタジオですね。＊仮想空間での撮影をリアルタイムで実現する最新の撮影技法

日比野　VFXの普及は、実はコロナが後押ししました。映画
やドラマの撮影では、ロケで大がかりな舞台セットを組みます
が、コロナ禍でできなくなった。それが、VFXならバーチャル
上で合成して撮影ができて、そのうえクオリティも高いという

音と映像で、世界に感動を
クリエイトする
1964年設立、「音響」「映像」を中心に、販売・施工とサービス
を組み合わせ、独自のビジネスモデルを展開しています。コン
サート・イベントサービス事業は業界のパイオニア的存在で、
音響・映像の機材量と運用技術の総合力で世界トップクラス
の実績と売り上げを誇っています。2021年にバーチャルプ
ロダクション事業に参入し、新たな市場を開拓しています。

2469  ヒビノ（市場：東証　
スタンダード）

日比野晃久
ヒビノ株式会社
代表取締役社長

櫻井英明
株式評論家

対談は、ヒビノの配信・収録スタジオ「HIPS Konan Studio」で2022年8月に行われました

新中期経営計画「ビジ
ョン2025」で

グローバルM&Aをい
よいよ積極化！

SNS拡散を前提とした映像品質をもつ高画質な３D
大型街頭ビジョン「クロス新宿ビジョン」。高品質・
高精細LEDディスプレイ・システムに「施工」「調整」
技術を併せ持つヒビノの経験と実績の賜物です。ほ
か、渋谷駅前ビジョンや池袋西口公園野外劇場など、
街のランドマークとなる案件に多数採用されています。

2021年7月、新宿駅東口前に設置された
「クロス新宿ビジョン」

世界でバズった３Ｄ巨大猫！
観衆の心に残る音楽シーンを音と映像で支えるヒビノ。
担当アーティスト数404組、大規模会場を得意とし、
ドームコンサート担当率は86％（2021年度実績）。
国内外の多くのアーティストから厚い信頼を得ていま
す。コロナ禍に負けず、皆さまに笑顔を届けます。

ずっと真夜中でいいのに。
CLEANING LABO「温れ落ち度」

大型映像を担当

コンサートのヒビノ！

※内容は基本的に2022年8月31日現在の公表情報をベースとして掲載
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（広告特集）

ことが分かり、現在は大変順調に稼働しています。
櫻井　収益性から見て、VFXの取り組みはいかが
ですか。
日比野　当社の場合は、カメラもLEDも、ふだん
イベントなどで使っている自前の機材なので、利
益率は高いです。大きな設備投資を必要とせず
参入できました。
櫻井　新中期経営計画「ビジョン2025」は、以
前から日比野社長がおっしゃっている、連結売上
高1,000億円の道への一里塚と考えてよいです
か。
日比野　コロナで2年半ストップした分、まずは2025年度に
750億円まで駆け上がり、さらに可能なら行けるだけ行きます。
櫻井　2025年には大阪・関西万博が開催されますね。
日比野　大阪・関西万博ではパビリオンやイベント会場が数
多く設置され、音響や照明などの需要が出てきます。ここに向
けて徹底的な営業を進めています。
櫻井　さまざまな手を打ちながら、成長は止めないということ
ですね。
日比野　どんなに夢を持っていても、資金力がなくてはできな
いことがいっぱいあります。企業力を高めて、社員のさまざまな
夢をかなえられるような会社環境を作り、最高の物を作って世
界に出ていきたい。そのためには、まず売上高1,000億円です。
櫻井　ヒビノのクオリティは誰もが認めていると思いますが、
さらに大きくしていくには、規模の追求が必要ということです
ね。最後に、個人投資家の皆さまにメッセージをお願いします。
日比野　ヒビノは「感動」を大事にしており、お客さまが感
動してくださって、感謝されて収益につながると考えています。
コロナで少し苦戦しましたが、いよいよ2022年から中期経営
計画「ビジョン2025」が動き出しました。皆さまのご期待に
応えられるようにしっかりやりますので、ぜひご注目ください。

3月31日現在の株主さまを対象に、保有株式数および保有期間に応
じて、株主優待ポイントを進呈いたします。オリジナル株主優待カタ
ログに掲載する優待品の中から、そのポイントをお好みの優待品と交
換していただけます。

オリジナル株主優待カタログに掲載されている優待品
■  セレクトショップ（ECサイト）「ヒビノライブスタイルラボ」で販売する 

一部商品
■ 「ケネディハウス銀座」ミュージックチャージチケット（入場券）
■ 「リアルディーバズ」ミュージックチャージチケット（入場券）
■ 地域の名産品、雑貨など
■ オリジナルQUOカード
■ 社会貢献活動団体への寄付
※�優待内容は変更される場合があります。利用条件や最新情報は、企業のホームページなどでご確認くだ
さい。業績についての掲載内容は、各企業から情報提供を受けて制作したものですが、最新の情報につ
いてはご自身でご確認をお願いいたします。

保有株式数 進呈ポイント数
保有期間3年未満

進呈ポイント数
保有期間3年以上

100株以上
300株未満 2,000 ポイント 3,000 ポイント

300株以上 4,000 ポイント 5,000 ポイント

2469  ヒビノ株式会社
〒108-0075　東京都港区港南3-5-14
☎03-3740-4391（ヒビノGMC 経営企画グループ）
https://www.hibino.co.jp/

資料請求

1

 ヒビノの株主優待

音楽を聴きながら飲む、
ヒビノ・オリジナルコーヒー
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※�2023年3月期の予想値は、�
2022年8月5日の公表値

グローバルM&Aをい
よいよ積極化！

対談の一部を動画でご覧いただけ
ます。日比野社長の「生の声」、
ぜひご視聴ください。

NET-IR

Hibino VFX Studioがサポートした
TBSテレビ・日曜劇場「マイファミリー」の
バーチャルプロダクション撮影のようす

※内容は基本的に2022年8月31日現在の公表情報をベースとして掲載

https://quote.nomura.co.jp/nomura/cgi-bin/parser.pl?TEMPLATE=nomura_tp_kabu_01&QCODE=2469
https://yutai.net-ir.ne.jp/company/2469/
https://www.hibino.co.jp/



