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グループ中期経営計画について                  
 
 
 当社は、事業環境の変化の中で新たな成長を目指し、2007 年度 3 月期から 2009 年度 3
月期までの 3 年間を対象とするグループ中期経営計画を策定いたしましたので、別紙のと
おりお知らせいたします。 
 
 
                                     以 上 



中期経営計画中期経営計画



新ホッカングループの

基本戦略と中長期経営計画

新ホッカングループの新ホッカングループの

基本戦略と中長期経営計画基本戦略と中長期経営計画

HOP STEP JUMP

05/305/3売上売上

1,5841,584億円億円

09/309/3売上目標売上目標

1,7001,700億円億円

11/311/3売上目標売上目標

1,8001,800億円億円

ＴＰＳ事業にＴＰＳ事業に
よる上積みよる上積み

3,1002,3001,9001,3001,330充填事業充填事業

単位：百万円単位：百万円

事業別連結売上・連結営業利益は連結調整前の数値事業別連結売上・連結営業利益は連結調整前の数値

連結営業利益連結営業利益

連結売上連結売上

2,600
2,800

102,000
70,000

152,000

2006/32006/3

予想予想

2,8002,7002,6002,583容器事業容器事業

5,0004,0003,5002,625
122,300121,000119,000100,628充填事業充填事業

61,20060,00058,00073,777容器事業容器事業

170,000167,000163,000158,456

2009/32009/3

計画計画

2008/32008/3

計画計画

2007/32007/3

計画計画

2005/32005/3

実績実績

中期経営計画の位置付け中期経営計画の位置付け



中期経営計画の基本戦略中期経営計画の基本戦略

　　飲料充填事業の強化・拡大飲料充填事業の強化・拡大

グループの中核事業としてグループ全体の成長エンジンとするグループの中核事業としてグループ全体の成長エンジンとする

　化成品容器事業を重点事業として経営資源の投入　化成品容器事業を重点事業として経営資源の投入

飲料から食品・日用品への容器事業分野の拡大飲料から食品・日用品への容器事業分野の拡大

　高シェア容器事業は安定収益源として基盤の強化　高シェア容器事業は安定収益源として基盤の強化

顧客との密接したマーケティングにより新需要の開拓顧客との密接したマーケティングにより新需要の開拓

　エンジニアリング事業の自立基盤の強化　エンジニアリング事業の自立基盤の強化

グループ各社のコストダウンと技術強化への貢献グループ各社のコストダウンと技術強化への貢献

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び外販ウェイトの拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び外販ウェイトの拡大

　清涼飲料事業での「ＴＰＳ事業」の確立　清涼飲料事業での「ＴＰＳ事業」の確立

充填・容器・エンジニアリング・物流の有機的統合充填・容器・エンジニアリング・物流の有機的統合　　



飲料充填事業の強化・拡大飲料充填事業の強化・拡大

飲料充填事業 単位：百万円

2005/3 2009/3
実績 計画

売上高 100,628 122,300

・飲料充填事業では日本一の販売シェアを有する

　強みを生かし、最新鋭の利根川工場の立上により

　売上・利益を拡大する。

・更なる成長のため、同業他社や飲料メーカーとの

　協働により、全国規模での飲料充填ネットワークの

　構築を図る。

・飲料充填事業では日本一の販売シェアを有する・飲料充填事業では日本一の販売シェアを有する

　強みを生かし、最新鋭の利根川工場の立上により　強みを生かし、最新鋭の利根川工場の立上により

　売上・利益を拡大する。　売上・利益を拡大する。

・更なる成長のため、同業他社や飲料メーカーとの・更なる成長のため、同業他社や飲料メーカーとの

　協働により、全国規模での飲料充填ネットワークの　協働により、全国規模での飲料充填ネットワークの

　構築を図る。　構築を図る。

ペットボトル充填ラインペットボトル充填ライン

缶缶充填ライン充填ライン



化成品容器事業の拡大化成品容器事業の拡大

化成品容器事業 単位：百万円

2005/3 2009/3
実績 計画

売上高 6,351 9,000

新規開発による事業拡大

　　・化粧品・パーソナルケア分野での各種容器展開

　　　 ⇒表面光沢、加飾性に優れた容器

　　・製薬・化学分野での各種容器展開

　　　 ⇒遮光性、ハンドリング性に優れた容器開発

　 ・食品業界での多層・バリアボトルの拡販

新分野への展開による事業拡大

　　・農薬・園芸分野

　　　 ⇒環境問題に適応した生分解性樹脂容器の展開

新規開発による事業拡大新規開発による事業拡大

　　・化粧品・パーソナルケア分野での各種容器展開　　・化粧品・パーソナルケア分野での各種容器展開

　　　　　　 ⇒表面光沢、加飾性に優れた容器⇒表面光沢、加飾性に優れた容器

　　・製薬・化学分野での各種容器展開　　・製薬・化学分野での各種容器展開

　　　　　　 ⇒遮光性、ハンドリング性に優れた容器開発⇒遮光性、ハンドリング性に優れた容器開発

　　 ・食品業界での多層・バリアボトルの拡販・食品業界での多層・バリアボトルの拡販

新分野への展開による事業拡大新分野への展開による事業拡大

　　・農薬・園芸分野　　・農薬・園芸分野

　　　　　　 ⇒環境問題に適応した生分解性樹脂容器の展開⇒環境問題に適応した生分解性樹脂容器の展開



高シェア事業の基盤充実高シェア事業の基盤充実

・既存分野でのシェアアップ

同事業での高シェアからくる営業深耕により新規顧客の開拓

・顧客満足度アップのための新技術提案

抗菌コート缶、ダイシューブ缶、クリスタル缶等

・新分野事業の展開

ＢＯＶによる新用途開発、食品エアゾール事業の展開

・既存分野でのシェアアップ・既存分野でのシェアアップ

同事業での高シェアからくる営業深耕により新規顧客の開拓同事業での高シェアからくる営業深耕により新規顧客の開拓

・顧客満足度アップのための新技術提案・顧客満足度アップのための新技術提案

抗菌コート缶、ダイシューブ缶、クリスタル缶等抗菌コート缶、ダイシューブ缶、クリスタル缶等

・新分野事業の展開・新分野事業の展開

ＢＯＶによる新用途開発、食品エアゾール事業の展開ＢＯＶによる新用途開発、食品エアゾール事業の展開

食品・粉乳・エアゾール・美術缶事業

単位：百万円

2005/3 2009/3
実績 計画

売上高 12,164 14,000

＊＊ＢＯＶ（ＢＯＶ（Bag on ValveBag on Valve）：４）：４層の機密性のある袋にバルブを装着したもので、缶内の圧縮ガスによって袋内の層の機密性のある袋にバルブを装着したもので、缶内の圧縮ガスによって袋内の

　　　　　　　　　　　　　　　内容物を吐出する。　　　　　　　　　　　　　　　内容物を吐出する。



エンジニアリング事業の自立エンジニアリング事業の自立

・オリジナル商品開発による販売拡大

液体小袋充填機、ＢＩＢ無菌充填機　他

・一般機械・金型及びエンジニアリングによる販売増

ＩＴ関係事業へのエンジニアリングの開始

・既存事業の拡充

食品事業分野における、グループ以外での販売増

・オリジナル商品開発による販売拡大・オリジナル商品開発による販売拡大

液体小袋充填機、ＢＩＢ無菌充填機　他液体小袋充填機、ＢＩＢ無菌充填機　他

・一般機械・金型及びエンジニアリングによる販売増・一般機械・金型及びエンジニアリングによる販売増

ＩＴ関係事業へのエンジニアリングの開始ＩＴ関係事業へのエンジニアリングの開始

・既存事業の拡充・既存事業の拡充

食品事業分野における、グループ以外での販売増食品事業分野における、グループ以外での販売増

自動車用エンジン組立ライン自動車用エンジン組立ラインアルミ缶搬送ラインアルミ缶搬送ライン

液体小袋充填機液体小袋充填機 インジェクション金型インジェクション金型

エンジニアリング事業 単位：百万円

2005/3 2009/3
実績 計画

売上高 7,766 9,100

＊＊ＢＩＢ（ＢＩＢ（Bag in BoxBag in Box））

　　 ポリエチレン製ブローポリエチレン製ブロー

　　 成型薄肉容器を段ボール成型薄肉容器を段ボール

　　 で外装した複合容器で外装した複合容器



ＴＰＳ事業の確立ＴＰＳ事業の確立

お客様のニーズに応えたグループバリューチェーンお客様のニーズに応えたグループバリューチェーン

（ＴＰＳ：トータルパッケージングシステム）活用の提案（ＴＰＳ：トータルパッケージングシステム）活用の提案

第一段階　第一段階　

　日本キャンパック　利根川工場　稼動による販売拡大　日本キャンパック　利根川工場　稼動による販売拡大

　北海製罐　ＡＬＰＳを用いて容器のシェアアップ　北海製罐　ＡＬＰＳを用いて容器のシェアアップ

第二段階　第二段階　

　ＡＬＰＳボトル・充填での　ＡＬＰＳボトル・充填での

　供給力の拡大　供給力の拡大

　　

　容器⇒充填⇒物流の清涼飲料に関する　容器⇒充填⇒物流の清涼飲料に関する

　ＴＰＳを全国規模でネットワーク化　ＴＰＳを全国規模でネットワーク化

飲料メーカーのサプライチェーン

当社が提案するバリューチェーン

素材調達
営業

容器 物流

マーケティング

包材開発

原液開発
商品開発

包材調達
原液製造

店舗棚とり
自販機

製品物流

製品物流製品物流素材調達

営業 開発支援

店舗物流

充填

営業支援 開発支援 調達支援 戦略支援 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ支援 営業店支援

倉庫物流

製造

北海製罐

日本キャンパック

関連物流会社

オーエスマシナリー

側面からの側面からの

エンジニアリングサポートエンジニアリングサポート



ＴＰＳ事業のための方策ＴＰＳ事業のための方策

技術的方策技術的方策

ＡＬＰＳ：ＡＬＰＳ：Active LightweightActive Lightweight--bottle Packaging Systembottle Packaging System

20052005年年1010月グラハム社（米、ＰＡ）　ＡＴＰ技術（月グラハム社（米、ＰＡ）　ＡＴＰ技術（Active Active 

Transverse PanelTransverse Panel））に関するライセンス契約を締結。に関するライセンス契約を締結。

ＡＴＰ技術を改良し、日本市場に適合した「耐熱ボトルのＡＴＰ技術を改良し、日本市場に適合した「耐熱ボトルの

成型及び充填システム」。成型及び充填システム」。

20062006年初夏に上市予定。年初夏に上市予定。

ＡＬＰＳを使用することによりＡＬＰＳを使用することにより

　●さらなる軽量化の推進　●さらなる軽量化の推進

　　　⇒環境負荷の低減　　　⇒環境負荷の低減

　　　⇒無菌充填システムとの競争力強化　　　⇒無菌充填システムとの競争力強化

　●　● ボトル形状の自由度の促進ボトル形状の自由度の促進

　●　● 既存のホット充填システムの商品価値増大既存のホット充填システムの商品価値増大

設備的方策設備的方策

日本キャンパック　利根川工場日本キャンパック　利根川工場

ボトルボトルを自社成形し無菌充填から包装まで一貫を自社成形し無菌充填から包装まで一貫

生産する最新鋭のシステムを導入した新工場。生産する最新鋭のシステムを導入した新工場。

毎分１２００本を製造する世界最速のラインを設置。毎分１２００本を製造する世界最速のラインを設置。

省力・省エネの最新技術や衛生管理の徹底を図る省力・省エネの最新技術や衛生管理の徹底を図る

環境に配慮した最新鋭技術の導入。環境に配慮した最新鋭技術の導入。

日本キャンパック　利根川工場日本キャンパック　利根川工場

ＡＬＰＳボトル　サンプルＡＬＰＳボトル　サンプル



中期経営計画の数値目標中期経営計画の数値目標

単位：億円

4.5％3.5％2.8％1.7％2.6％ＲＯＥ

79919895111減価償却額

60607015066設備投資額

5040352826営業利益

1,7001,6701,6301,5201,584売上

2009/3

計画

2008/3

計画

2007/3

計画

2006/3

予想

2005/3

実績

連結ベース



当資料に記載された内容は、当資料に記載された内容は、20062006年年11月現在において一般的に認識されて月現在において一般的に認識されて

いる経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づいている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づいて

作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更

される可能性があります。される可能性があります。

また、業績見通し等の数値はその正確性を保証するものではありません。また、業績見通し等の数値はその正確性を保証するものではありません。

投資に際しての最終的なご判断は、ご自身でなされるようお願い致します。投資に際しての最終的なご判断は、ご自身でなされるようお願い致します。

北海製罐発祥の地　小樽工場北海製罐発祥の地　小樽工場

お問合せ先：お問合せ先：

ホッカンホールディングス株式会社ホッカンホールディングス株式会社

常務取締役　工藤　常史常務取締役　工藤　常史

℡：０３－３２１３－５１１１℡：０３－３２１３－５１１１


