
2006年2月7日

““STEP UP 2006STEP UP 2006””
＝＝飛躍に向けた事業変革＝飛躍に向けた事業変革＝

新中期経営計画説明資料



1

目　　次

“WING 2003”(2003～2005年）の総括

“STEP UP 2006”（2006～2008年）

持続的な企業価値増大の実現に向けて

“WING 2003”(2003～2005年）の総括

“STEP UP 2006”（2006～2008年）

持続的な企業価値増大の実現に向けて



2

437.0

295.0 353.0
387.0

519.0

770.0

4.2%

2.7%
3.3%

4.0%

5.9%

8.7%

0

500

1,000

'00 '01 '02 '03 '04 '05 　
0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

成長への基盤作り成長への基盤作りポートフォリオの変革ポートフォリオの変革

営業利益営業利益

（億円）（億円）

ROAROA

１．“WING2003”の総括

ROE(%) 4.2 0.3 -7.1 3.0
1.38 1.21 中期目標通り

3.1 9.6
0.951.18　 0.90.91.59D/ E ﾚｼｵ

創造・成長創造・成長

中期目標：7.6%

（１）計数計画の達成状況（１）計数計画の達成状況

１．“WING2003”の総括

持続的企業価値持続的企業価値
増大の実現増大の実現

全社収益力の全社収益力の
再構築・強化再構築・強化

M&AM&A等等
経営資源投入経営資源投入

将来将来～～20052005～～20022002
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（２）“WING2003”(03～05年）重点的課題の達成状況

重点戦略・課題 課題の実施状況

重点戦略事業への経営資源　　　　
傾斜配分

１．事業ポートフォリオ再構築

ノンコア事業、不採算事業対応完了

２．新規事業創出機能強化 研究アライアンス強化策

「ソルフィル」事業見直し

３．経営システム改革 持株会社制移行・定着

コーポレート・ガバナンス強化

トータル・リスクマネジメント推進

４．コーポレートブランド戦略 ブランド浸透

CSR推進

６．医薬事業の事業統合 杏林製薬との統合見送り

　（2003年4月）

５．環境激変（原燃料高騰）への対応 付加価値品シフトとコストダウンで克
服し体質強化

１．“WING2003”の総括
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（３）残された課題

１．“WING2003”の総括

持続的発展のための長期ビジョンと事業戦略

研究開発を通じた新事業創出

ポリエステル繊維事業の再構築
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２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

（１）長期経営ビジョン（５～１０年後に目指す姿）

長期的に帝人グループは長期的に帝人グループは

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

新事業創出による成長加速新事業創出による成長加速

グローバルエクセレンス獲得グローバルエクセレンス獲得

化学・バイオ技術　と　ビジネスソリューション化学・バイオ技術　と　ビジネスソリューション

　で持続的成長　で持続的成長
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（２）グローバルエクセレンスの獲得

帝人の目指す「グローバルエクセレンス」とは、

三位一体でのグローバル経営

　　◆事業戦略・業績　　　　　　　　　　　　 　　　

　　◆コーポレート・ガバナンス　　　　　　

　　◆CSR　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三位一体でのグローバル経営三位一体でのグローバル経営

　　◆事業戦略・業績　　　　　　　　　　　　 　　　

　　◆コーポレート・ガバナンス　　　　　　

　　◆CSR　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

売上高１，０００億円規模の新規事業群創出
　（M&A等も含み5～10年後実現）

売上高１，０００億円規模の新規事業群創出売上高１，０００億円規模の新規事業群創出
　（M&A等も含み5～10年後実現）

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

・ROE15％以上

・営業利益年成長率2桁

・新製品売上高比率30％

　（化学素材事業）
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利益ある

成長

利益ある利益ある

成長成長

00 01 02 03 04 05 06 07 08 将来

（３）新中期経営計画の位置付け

“前進2000” “WING2003” “STEP UP 2006”

全社収益力
再構築・

強化

全社収益力全社収益力
再構築・再構築・

強化強化

飛躍に向け
た事業変革

飛躍に向け飛躍に向け
た事業変革た事業変革

グローバル
エクセレンス

の獲得

グローバルグローバル
エクセレンスエクセレンス

の獲得の獲得

企業価値の増大追求

持続的な発展志向

革新性の重視

企業価値の増大追求企業価値の増大追求

持続的な発展志向持続的な発展志向

革新性の重視革新性の重視
「「集中と選択」の徹底集中と選択」の徹底

持株会社制移行によるグループ経営の強化持株会社制移行によるグループ経営の強化

株主期待利益を反映した総資本コスト概念の導入株主期待利益を反映した総資本コスト概念の導入

トータル・リスクマネジメントの推進トータル・リスクマネジメントの推進

◆◆中長期経営方針中長期経営方針

◆◆中期経営方針中期経営方針

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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（４）中期環境認識と戦略

ライフサイエンス、ナノテク、
IT等での新市場拡大

ライフサイエンス、ナノテク、ライフサイエンス、ナノテク、
ITIT等での新市場拡大等での新市場拡大

環境問題深刻化、エネル
ギー問題長期化

環境問題深刻化、エネル環境問題深刻化、エネル
ギー問題長期化ギー問題長期化

堅調な世界経済とアジア
高成長

堅調な世界経済とアジア堅調な世界経済とアジア
高成長高成長

先進国少子高齢化・途上
国での人口増大

先進国少子高齢化・途上先進国少子高齢化・途上
国での人口増大国での人口増大

ステークホルダーからの要
求高度化

ステークホルダーからの要ステークホルダーからの要
求高度化求高度化

【環境変化】【環境変化】 【対　　応】【対　　応】

注力4市場で、地球環境と人
に配慮した、

　 ｢化学・バイオ素材」と

「ソリューション」提供

　　◆注力4市場

　　　・自動車・航空機
　　　・情報・エレクトロニクス
　　　・ヘルスケア
　　　・環境・エネルギー

注力注力44市場で、地球環境と人市場で、地球環境と人
に配慮した、に配慮した、

　　 ｢化学・バイオ素材」と｢化学・バイオ素材」と

「ソリューション」提供「ソリューション」提供

　　　　◆注力◆注力44市場市場

　　　・自動車・航空機　　　・自動車・航空機
　　　・情報・エレクトロニクス　　　・情報・エレクトロニクス
　　　・ヘルスケア　　　・ヘルスケア
　　　・環境・エネルギー　　　・環境・エネルギー

コーポレート・ガバナンス強化

CSR推進

コーポレート・ガバナンス強化コーポレート・ガバナンス強化

CSRCSR推進推進

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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（５）中期経営戦略

１．ポートフォリオ変革
　　 a. 投入資源の傾斜配分

b. 「注力４市場」シフト
　

２．研究・開発戦略推進

１．１．ポートフォリオ変革ポートフォリオ変革
　　 a. 投入資源の傾斜配分

b. 「注力４市場」シフト
　

２．２．研究・開発戦略推進研究・開発戦略推進

◆重点課題重点課題

◆成長ドライバー成長ドライバー

　　　

「安定経営」から「創造経営」へ「安定経営」から「創造経営」へ

◆マネジメント・システムの改革マネジメント・システムの改革

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

戦略リスクマネジメント戦略リスクマネジメント
　　・積極的な戦略投資を担保する先行投資リスク管理強化

ポートフォリオマネジメント・システムポートフォリオマネジメント・システム
の進化の進化

　　・ＳＢＵ単位のマネジメント（ＳＢＵ区分に応じ投入資源の規模設定）

化学・バイオ　：　高機能素材群化学・バイオ　：　高機能素材群
　　 素材分野素材分野

ソリューションソリューション ：： スペシャルティスペシャルティ
　　 分野　　　　　　　　ヘルスケア分野　　　　　　　　ヘルスケア
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（６）中期計数計画

◆全社目標

（億円） 2005年 2008年

（億円･人）
2003～

　2005
2006～

　2008 増減

設備投資 1,770 3,000 + 1,230 

研究開発費 940 1,100 + 160
減価償却費 1,570 1,850 + 280

人員*2 19,300 20,000 + 700

増減

売上高 9,400 11,000 + 1,600
1,000 + 230

+ 200
+ 410
+ 900

当期純利益 300 500
EBITDA *1 　　 1,290 1,700

総資産 9,100 10,000

770営業利益

<2008<2008年目標経営指標年目標経営指標>>

ROAROA 10%10%以上　以上　

ROEROE 12%12%以上　以上　

D/ED/E比率比率 0.60.6～～0.70.7　　

<損益・資産と投入資源のイメージ>

*1：EBITDAは「営業利益」＋「減価償却費」で算出

*2：人員は各々2005年度末、2008年度末人員

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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◆事業別目標イメージ

化学素材事業化学素材事業 5,2505,250 6,2006,200 + 950+ 950 550550 750750 + 200+ 200

IT / 新事業他 500 600 + 100 30 50 + 20
ソリューション事業ソリューション事業 4,1504,150 4,8004,800 + 650+ 650 290290 370370 + 80+ 80

合計 9,400 11,000 1,600 770 1,000 + 230

化学素材比率 56% 56% - 65% 67% + 2%
ソリューション
事業比率　 44% 44% - 35% 33% - 2%

売上高 営業利益

2008年 増減

300 + 160
+ 40

+ 50
+ 10

- 50

450

250
70

-120

（億円） 2005年 2008年 増減 2005年

+ 550 140
410

200
60

-70

+ 400

+ 150
+ 400

00

3,100
3,100

1,200
3,000

--

2,550
2,700

1,050
2,600

--

合成繊維

化成品

医薬医療

流通・ﾘﾃｲﾙ

全社･消去他

衣料繊維構造改革を含み化学素材事業増益衣料繊維構造改革を含み化学素材事業増益

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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①飛躍に向けたポートフォリオ変革

◆「企業価値増大への貢献度」◆「企業価値増大への貢献度」 と「成長の持続可能性」の切り口で、と「成長の持続可能性」の切り口で、SBUSBU再編再編

成長成長SBUSBU 安定収益安定収益SBUSBU 再建再建SBUSBU
長期的視点での積極的資
源投入

安定収益と、キャッシュ
フロー確保

抜本策による再建実施

合成繊維 パラアラミド繊維

炭素繊維

PEN繊維

PET繊維

化成品 ポリカーボネート

PENフィルム・樹脂

PETフィルム・樹脂

医薬医療 医薬医療

流通・リテイル 流通・リテイル

ＩＴ ＩＴ

　a.「選択と集中」の視点での投入資源の傾斜配分

（７）重点事業課題

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

=「事業G別」から「SBU単位」のポートフォリオ経営への深化＝
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◆投資戦略

設備投資 (3年累計)設備投資 (3年累計) 研究開発費 (3年累計)研究開発費 (3年累計) EBITDA(3年累計)EBITDA(3年累計)

W
ING

　2003

1,770億円 3,200億円

3,000億円 4,700億円

W
ING

　2003
STEP

　UP
　2006

STEP
　UP

　2006

成長SBU
75%

安定収益SBU　
10％

再建SBU　
10％

その他　

5％

成長SBU
70%

安定収益SBU　

20％

再建SBU　

10％

成長SBU
60%

成長SBU
70%安定収益SBU　

10％

再建SBU
20％

その他

10％

安定収益SBU　

20％

再建SBU　

10％

1.7倍 1.5倍

コーポレート

研究他 10%

成長SBU
70%

再建SBU
10%

安定収益SBU　

10％

成長SBU
70%

940億円

1.2倍

再建SBU
5% コーポレート

研究他
20%

安定収益SBU　
5％

1,100億円

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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a)「成長SBU」の戦略的拡大

◆中期事業展開

パラアラミド繊維・炭素繊維

　・「先端技術」＋「用途展開力」：

シェア確保

　・戦略投資

ポリカーボネート（PC）

　・アジアNo.1堅持、積極拡大継続

　・加工製品事業強化、幅出し

PEN
　・フィルム・樹脂・繊維分野で積極

　 用途拡大

医薬医療
　 ・医薬品・在宅医療の一体経営

　 ・特化領域でグローバル事業拡大

　 ・在宅医療第二、第三の柱育成

◆中期事業展開◆中期事業展開

パラアラミド繊維・炭素繊維パラアラミド繊維・炭素繊維

　・「先端技術」＋「用途展開力」：

シェア確保

　・戦略投資

ポリカーボネート（ポリカーボネート（PCPC））

　・アジアNo.1堅持、積極拡大継続

　・加工製品事業強化、幅出し

PENPEN
　・フィルム・樹脂・繊維分野で積極

　 用途拡大

医薬医療医薬医療
　 ・医薬品・在宅医療の一体経営

　 ・特化領域でグローバル事業拡大

　 ・在宅医療第二、第三の柱育成

成長成長SBUSBUが売上高のが売上高の5050％、％、

営業利益営業利益8080％（％（20082008年）年）

2005 2008

-100
薬価・

診療報酬
改訂

-40
経費
増

◆ヘルスケアの増益差異

◆高機能素材への戦略投資

0

200

400

600

800

1,000

2005年 2006年 2007年 2008年

中国立上げ

新素材・M&A・アライアンス*

設備投資

EBITDA

200200
250250

既存製品・
新製品拡販

+190

*検討中

炭素繊維

ＰＣ

トワロン 増設*

増設

増設

億円

億円

増設

増設*

増設*

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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b)「安定収益SBU」の収益・キャッシュフロー確保

◆中期事業展開
　①ポリエステルフィルム

　・先端市場（FPD分野等）積極拡大

　　・損益分岐点引き下げ（固定費削減）

　 ②流通・リテイル

　　・「企画・提案型商社」機能強化

　　・リスク管理の徹底

　③IT
　 ・事業基盤強化（アライアンス等）

　 ・新成長事業（GRANDIT他）の育成・強化

◆中期事業展開◆中期事業展開
　①ポリエステルフィルム　①ポリエステルフィルム

　・先端市場（FPD分野等）積極拡大

　　・損益分岐点引き下げ（固定費削減）

　 ②流通・リテイル②流通・リテイル

　　・「企画・提案型商社」機能強化

　　・リスク管理の徹底

　③　③ITIT
　　 ・事業基盤強化（アライアンス等）

　 ・新成長事業（GRANDIT他）の育成・強化

「「安定収益安定収益SBUSBU」」として、として、33年年
累計累計EBITDAEBITDA　　900900億円確保億円確保

900億円

3年累計EBITDA3年累計EBITDA

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

ポリエステル

フィルム

（含PEN）

60%

IT

15%

流通・

リテイル

25%
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◆中期事業展開
　①ポリエステル繊維（一本化）

a. 衣料繊維事業と工業繊維事業統合*
　　　・機能分野拡大

　　　 ・技術シナジー

　　 　・PEN繊維等高機能素材拡大

　　　 ・組織効率化　

b.TFJの構造改革

　　 　・機能性分野商品に特化

　　　・売値改善、販売費・管理費等削減

　　　・グローバル連携強化

c.海外子会社の収益性向上

　　 ・タイ：機能衣料・非衣料拡大

　　　・インドネシア：ユーティリティコスト削減
　　　　　　　　　　　　 労働生産性向上

◆中期事業展開◆中期事業展開
　①ポリエステル繊維（一本化）　①ポリエステル繊維（一本化）

a.a. 衣料繊維事業と工業繊維事業統合衣料繊維事業と工業繊維事業統合**
　　　　　　・機能分野拡大

　　　 ・技術シナジー

　　 　・PEN繊維等高機能素材拡大

　　　 ・組織効率化　

b.TFJb.TFJの構造改革の構造改革

　　 　・機能性分野商品に特化

　　　・売値改善、販売費・管理費等削減

　　　・グローバル連携強化

c.c.海外子会社の収益性向上海外子会社の収益性向上

　　　　 ・タイ：機能衣料・非衣料拡大

　　　・インドネシア：ユーティリティコスト削減
　　　　　　　　　　　　 労働生産性向上

c)「再建SBU」の抜本的収益改善

赤字脱却、安定収益確保赤字脱却、安定収益確保

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

機能性

分野

45%

ﾌｧｯｼｮﾝ衣料
分野
30% 60%

15%

長繊維

テキスタイル

機能性

分野

60%

ﾌｧｯｼｮﾝ衣料
分野

40%
75%

25%

ｲﾝﾃﾘｱ他

25%

25%

現帝人ファイバー㈱売上高構成変化現帝人ファイバー㈱売上高構成変化

2005年 2008年

機能性分野へのシフト加速機能性分野へのシフト加速

*帝人ファイバー(株)で一体運営
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b.「注力４市場」への事業シフト

成長SBU 安定収益SBU 再建
SBU

PET
繊維

✔

✔

✔

新事
業

ﾊﾟﾗｱ
ﾗﾐﾄﾞ
炭素
繊維

PC PEN 医薬
医療

PET
フィ
ルム

流通･
ﾘﾃｲﾙ

✔

✔

✔

自動車 ✔ ✔ ✔ ✔

IT

✔

✔

✔

航空機 ✔ ✔

情報・
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ﾍﾙｽｹｱ ✔ ✔ ✔

環境･
ｴﾈﾙｷﾞｰ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

成長市場

注
力
市
場
担
当
役
員

「高い成長性・収益性のある4市場」＋　「技術・展開力」

注力市場担当役員主導で特定顧客との連携強化

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）
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0

200

400

600

05 08

ヘルスケア

自動車・航空機

1.3倍

2.1倍

1.3倍

億円

情報・ｴﾚｸ
ﾄﾛﾆｸｽ

1.2倍

情報・エレクトロ
ニクス
35%

自動車・航空機

25%

ヘルスケア

20%
その
他

20%

全社増分営業利益の全社増分営業利益の8080％を％を
44市場で確保市場で確保

全社増分利益（+230億円）

の市場別割合

２．“STEP UP 2006”（2006～2008）

全社増分利益（+230億円）

の市場別割合

◆「注力４市場」：「注力４市場」：

自動車・航空機、情報・エレクトロニクス、自動車・航空機、情報・エレクトロニクス、

ヘルスケア、環境・エネルギーヘルスケア、環境・エネルギー 注力市場営業利益注力市場営業利益

* 「環境・エネルギー分野」は、軽量化を中心に、主として

「自動車・航空機分野」に含めている。
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②新規事業創出のための研究・開発戦略

１．市場重視型研究・開発への傾斜

　a. 注力４市場で特定顧客との連携強化

２．研究・開発強化と新事業創生

a.当面の重点研究・開発分野

　　　・新炭素材料

　　　・バイオプラスチック

　　　・高機能電子材料

　 b.自社開発に加え、積極的な

アライアンス,M&A推進

　

１．市場重視型研究・開発への傾斜１．市場重視型研究・開発への傾斜

　a. 注力４市場で特定顧客との連携強化

２．研究・開発強化と新事業創生２．研究・開発強化と新事業創生

a.当面の重点研究・開発分野

　　　・新炭素材料

　　　・バイオプラスチック

　　　・高機能電子材料

　 b.自社開発に加え、積極的な

アライアンス,M&A推進

　

研究開発費

940億円
コーポレート

研究他

10%

研究開発費

1,100億円

WING2003WING2003

STEP UP 2006STEP UP 2006

２．“STEP UP　2006”（2006～2008）

コーポレート研究費拡大コーポレート研究費拡大

　（　（22倍：対現中期）倍：対現中期）

事業研究
90%

事業研究
80%

コーポレート

研究他

20%
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３．持続的な企業価値増大の実現に向けて

持続的な企業価値増大の実現持続的な企業価値増大の実現

事業戦略

コーポレート・コーポレート・
ガバナンスガバナンス

CSRCSR
（環境経営・社会貢献）

“Human Chemistry, Human Solutions”

（１）三位一体での事業運営

３．持続的な企業価値増大の実現に向けて
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（２)株主還元

従来の配当方針

　「連結業績をベースとして、今後の事業展開や業績動

向などを総合的に勘案した、長期的に安定した配当」

従来の配当方針従来の配当方針

　「連結業績をベースとして、今後の事業展開や業績動

向などを総合的に勘案した、長期的に安定した配当」

今後の配当方針

　　「連結業績に連動した配当」

　　(当面、配当性向20～30％目標）

今後の配当方針今後の配当方針

　　　　「連結業績に連動した配当」「連結業績に連動した配当」

　　　　((当面、配当性向当面、配当性向2020～～3030％目標）％目標）

３．持続的な企業価値増大の実現に向けて
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見通しに関する注意事項
　

　 当資料に記載されている内容は、種々の前提に

基づいたものであり、記載された将来の計画数値、
施策の実現を確約したり、保証するものではあり
ません。

本資料は、平成18年2月7日午前11時00分に公表した弊社中期経営計画発表に基づくも
のです。。
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◆中長期経営基本方針

企業価値の増大を追求する

株主をはじめとするステークホルダーの期待に対し、中長期的な企業価値増大
によって応える。

企業価値増大に向け、戦略構想とリスク・マネジメントにおいて高い実行能力に
基づく経営活動を行う。

企業価値の増大を追求する企業価値の増大を追求する

株主をはじめとするステークホルダーの期待に対し、中長期的な企業価値増大
によって応える。

企業価値増大に向け、戦略構想とリスク・マネジメントにおいて高い実行能力に
基づく経営活動を行う。

持続的発展を志向する

提供するすべての製品・サービスに顧客からの高い信頼を得ながら、
持続的・発展的な事業展開を目指す。

ガバナンス・システムの向上を図るとともに、企業の社会的責任（CSR）を果た

すことを通じて、持続的な発展を目指す。

持続的発展を志向する持続的発展を志向する

提供するすべての製品・サービスに顧客からの高い信頼を得ながら、
持続的・発展的な事業展開を目指す。

ガバナンス・システムの向上を図るとともに、企業の社会的責任（CSR）を果た

すことを通じて、持続的な発展を目指す。

革新性を重視する

顧客および社会が期待する革新的な化学・バイオ技術あるいはビジネスソリュー
ションの創出を追求する。

前進を続けるためには現状に満足することなく、日々の改善を着実に進めなが
ら構造的な改革に挑戦する。

革新性を重視する革新性を重視する

顧客および社会が期待する革新的な化学・バイオ技術あるいはビジネスソリュー
ションの創出を追求する。

前進を続けるためには現状に満足することなく、日々の改善を着実に進めなが
ら構造的な改革に挑戦する。

（参考資料）
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◆◆注力４市場への展開（１）　＝自動車・航空機＝注力４市場への展開（１）　＝自動車・航空機＝

（参考資料）

自動車自動車
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（参考資料）

炭素繊維コンポジットの大量採用炭素繊維コンポジットの大量採用
A380A380は運行コストの低減及び現状の空港設備使用を考慮し、軽量化をは運行コストの低減及び現状の空港設備使用を考慮し、軽量化を
図るため構造体の図るため構造体の20%20%以上の炭素繊維コンポジットを採用する見込み以上の炭素繊維コンポジットを採用する見込み

である。である。
参考情報：参考情報：A380A380の受注残高：の受注残高：159159機（機（20052005年年1212月）月）
　　　　　　　　　　　　 炭素繊維素材の使用量：炭素繊維素材の使用量：A380 A380 約約34 34 tt／／機機 （既存の（既存のA340A340では約では約15 15 tt／／機）機）

※東邦テナックスでは※東邦テナックスではA380A380向け炭素繊維素材の過半数のシェアを獲得。向け炭素繊維素材の過半数のシェアを獲得。

         AIRBUS

航空航空
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■　位相差フィルム■　■　位相差フィルム位相差フィルム

偏光板偏光板偏光板

液晶セル液晶セル液晶セル

■　位相差フィルム■　■　位相差フィルム位相差フィルム

輝度上昇フィルム輝度上昇フィルム輝度上昇フィルム

偏光板偏光板偏光板

●　プリズムシート●　●　プリズムシートプリズムシート

●　拡散フィルム●　●　拡散フィルム拡散フィルム

■　拡散板■　■　拡散板拡散板

●　ARフィルム●　●　ARARフィルムフィルム

●　偏光板保護フィルム●　●　偏光板保護フィルム偏光板保護フィルム

●　白色反射フィルム●　●　白色反射フィルム白色反射フィルム
■：ポリカーボネート樹脂

●：ポリエステルフィルム

　等の素材を展開しています。

■：ポリカーボネート樹脂■：ポリカーボネート樹脂

●：ポリエステルフィルム●：ポリエステルフィルム

　等の素材を展開しています。　等の素材を展開しています。

■　キャビネット■　■　キャビネットキャビネット

（参考資料）

◆◆注力４市場への展開（２）注力４市場への展開（２） 　＝情報・エレクトロニクス＝　＝情報・エレクトロニクス＝

ＦＰＤＦＰＤ
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注１）　２００３年７月に、仏イプセン社とクロスライセンスを締結し４品目を導入。日本国内では現在、２品目（注１）　２００３年７月に、仏イプセン社とクロスライセンスを締結し４品目を導入。日本国内では現在、２品目（ITMITM--014014、、ITMITM--077077））
が臨床開発中。残り２品目も準備中。が臨床開発中。残り２品目も準備中。

注２）　２００４年４月に、グレラン製薬と高脂血症治療剤フェノフィブラートの日本における販売契約を締結。注２）　２００４年４月に、グレラン製薬と高脂血症治療剤フェノフィブラートの日本における販売契約を締結。
　　 ２００５年３月、「トライコア」上市。２００５年３月、「トライコア」上市。
注３）　２００５年４月に、グレンマーク社（インド）と注３）　２００５年４月に、グレンマーク社（インド）とCOPD(COPD(慢性閉塞性肺疾患）・慢性閉塞性肺疾患）・喘息喘息治療薬導入のライセンス契約を締結治療薬導入のライセンス契約を締結
注４）　２００５年８月に、日産化学工業と心房細動・租動治療予防薬の共同開発合意注４）　２００５年８月に、日産化学工業と心房細動・租動治療予防薬の共同開発合意
注５）注５） ２００５年２００５年1212月にベニロン（適応追加、月にベニロン（適応追加、ChurgChurg--StraussStrauss症候群）は症候群）はPhasePhaseⅢⅢへ移行へ移行

（参考資料）

骨・関節骨・関節
領域領域

呼吸器呼吸器
領域領域

循環・循環・

代謝領域代謝領域

その他その他

臨　床　開　発　段　階臨　床　開　発　段　階

PhasePhaseⅠⅠ PhasePhaseⅢⅢ 申請申請

TBNTBN--1515

LTCLTC--203203

TMXTMX--6767

ﾍﾞﾆﾍﾞﾆ ﾛﾝﾛﾝ

（（新規ｽﾃﾛｲﾄﾞ、新規ｽﾃﾛｲﾄﾞ、

アレルギー性鼻炎）アレルギー性鼻炎）

((遺伝子組換活性化遺伝子組換活性化ProteinCProteinC､､
重症敗血症）重症敗血症）

（適応追加、（適応追加、

多発性硬化症）多発性硬化症）

（ＸＯＤ阻害剤、（ＸＯＤ阻害剤、
痛風・高尿酸血症）痛風・高尿酸血症）

承認承認/ / 新規上市新規上市

TMATMA--1515
（（抗ベロ毒素抗ベロ毒素、、OO--157157））

BTRBTR--1515
（（吸入ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤、吸入ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤、

気管支喘息）気管支喘息）

（週（週11回処方製剤）回処方製剤）
ﾎﾞﾅﾛﾝＯＷ錠ﾎﾞﾅﾛﾝＯＷ錠

ﾍﾞﾆﾍﾞﾆ ﾛﾝﾛﾝ
（（適応追加、適応追加、ChurgChurg--

StraussStrauss症候群）症候群）

ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ
（剤型追加、（剤型追加、

成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ）成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ）

ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲﾛｰｼｮﾝﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲﾛｰｼｮﾝ
（剤型追加、（剤型追加、

尋常性乾癬〔難治〕）尋常性乾癬〔難治〕）

医薬品のパイプライン医薬品のパイプライン

ITMITM--014014
（徐放性ソマトスタチン･アナログ、（徐放性ソマトスタチン･アナログ、

先端巨大症先端巨大症））

ITMITM--077077
（（GLPGLP--11､Ⅱ､Ⅱ型糖尿病）型糖尿病）

TPCTPC--806806
（キマーゼ阻害剤、心疾患）（キマーゼ阻害剤、心疾患）

Phase Phase ⅡⅡ

((20052005年年1212月末現在月末現在))

ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲ軟膏ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲ軟膏
（適応追加、（適応追加、
尋常性乾癬）尋常性乾癬）

（（日本：再申請準備中）日本：再申請準備中）

◆◆注力４市場への展開（３）注力４市場への展開（３） 　＝ヘルスケア＝　＝ヘルスケア＝



28

◆◆注力４市場への展開（４）注力４市場への展開（４） 　＝環境・エネルギー＝　＝環境・エネルギー＝

ケミカルリサイクルケミカルリサイクル

溶解
（溶剤）

溶解
（溶剤）

固体異物
除去

固体異物
除去 解重合解重合解重合 精製

(抽出)
精製

(抽出)

ＰC反応工程ＰC反応工程
溶剤
回収

溶剤
回収

製品製品

ＰＣ
樹脂

ＰＣ
樹脂

回収回収

BPABPA

②②ポリカーボネートポリカーボネート to to ポリカーボネートポリカーボネート

①ポリエステル①ポリエステル to to ポリエステルポリエステル

（参考資料）
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世界の地域別風力発電量推移

（参考資料）

0

20,000

40,000

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

欧州

米国

アジア

その他

年平均成長率30%

MWH

出典　：Composites Industry Monthly Jan. ’03
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL

風力発電ブレード（炭素繊維）風力発電ブレード（炭素繊維）
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◆「成長◆「成長SBUSBU」」のの飛躍に向けた戦略投資飛躍に向けた戦略投資

事業環境
　・省資源・環境対応市場拡大
　・自動車・航空機市場拡大

重点市場
　 ・代替エネルギー・資源開発

　 ・機能・安全

　 ・省エネ・省資源、環境・IT
アクションプラン

　・パラアラミド：次期増設、
新技術開発による コストダウン、

新規用途開発による需要創造

　 ・炭素繊維　：需要増への的確な対応、

グローバルオペレーション推進、

用途開発による新規分野参入、

高機能、革新技術追求

事業環境事業環境
　・省資源・環境対応市場拡大
　・自動車・航空機市場拡大

重点市場重点市場
　 ・代替エネルギー・資源開発

　 ・機能・安全

　 ・省エネ・省資源、環境・IT
アクションプランアクションプラン

　・パラアラミド：次期増設、
新技術開発による コストダウン、

新規用途開発による需要創造

　 ・炭素繊維　：需要増への的確な対応、

グローバルオペレーション推進、

用途開発による新規分野参入、

高機能、革新技術追求

①①パラアラミド繊維・炭素繊維パラアラミド繊維・炭素繊維

・「先端技術」＋「用途展開力」：高シェア確保・「先端技術」＋「用途展開力」：高シェア確保

・戦略投資・戦略投資

（参考資料）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001年 2002年 2003年 2005年 2006年

トワロン

テクノーラ

T/Y

13,500

25,000

◆帝人グループパラアラミド生産能力

85%増強

(11,500) (23,000)

0

10,000

20,000

30,000

2002年 2005年 2008年

T/Y

航空機航空機

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

一般産業一般産業

年平均成長率14%

供給能力

14,290

30,390

（当社推定）◆グローバル炭素繊維需要・供給能力

31,800

48,450
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②②ポリカーボネート（ポリカーボネート（PCPC））樹脂樹脂

事業環境

　 ・ ＰＣ樹脂需要：世界で7%、中国14％/年
成長

重点市場
　 ・樹脂：DVD・次世代光学ディスク、　　　

　　　 ＯＡ、E/E、自動車
　　・加工製品：液晶ディスプレイ等

アクションプラン

　 ・中国での生産能力増強

　 ・ DVD・次世代光学ディスク、自動車
用途積極拡大

　 ・コンパウンド、加工製品（シート・フィル

ム）等川下事業拡大

事業環境事業環境

　 ・ ＰＣ樹脂需要：世界で7%、中国14％/年
成長

重点市場重点市場
　 ・樹脂：DVD・次世代光学ディスク、　　　

　　　 ＯＡ、E/E、自動車
　　・加工製品：液晶ディスプレイ等

アクションプランアクションプラン

　 ・中国での生産能力増強

　 ・ DVD・次世代光学ディスク、自動車
用途積極拡大

　 ・コンパウンド、加工製品（シート・フィル

ム）等川下事業拡大

・アジア・アジアNo.1No.1堅持、積極拡大継続堅持、積極拡大継続

・加工製品事業強化、幅出し・加工製品事業強化、幅出し

0

2,000

2002年 2005年 2008年

◆グローバル需要・供給能力

千T/Y

光学用途光学用途

OAOA･･電気電気//電子機器電子機器

自動車自動車

その他その他

年平均成長率 8%

2,000

3,200

供給能力 4,100

2,500

（当社推定）

シートシート

（参考資料）
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◆光学ディスクメディア市場予測

DVD

次世代ﾃﾞｨｽｸ

CD

百万枚

0

200

2000年 2003年 2006年

日本日本

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

中国中国千T/Y

200

420

2..1倍

◆帝人グループ生産能力
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③③PENPEN

事業環境

　　・省資源・環境対応市場拡大

　　・自動車市場拡大

重点市場
　 ・フィルム：磁気、自動車、エネルギー等

　 ・樹　　脂：高機能ボトル（化粧品・薬品　　
　　　　 容器）等

　 ・繊 維： 自動車等

アクションプラン
　 ・新規用途開発

　 ・需要の拡大に応じた設備能力増強

事業環境事業環境

　　・省資源・環境対応市場拡大

　　・自動車市場拡大

重点市場重点市場
　 ・フィルム：磁気、自動車、エネルギー等

　 ・樹　　脂：高機能ボトル（化粧品・薬品　　
　　　　 容器）等

　 ・繊 維： 自動車等

アクションプランアクションプラン
　 ・新規用途開発

　 ・需要の拡大に応じた設備能力増強

・・ フィルム・樹脂・繊維分野フィルム・樹脂・繊維分野

　で積極的用途拡大　で積極的用途拡大

寸法安定性
バリヤー性

高強度

難燃性
等

耐熱、耐加水分解

◆Super PEN（ナノテク強化PENフィルム）

◆PEN販売量

（参考資料）

フィルム

75%

繊維 10%

樹脂 15%

60%

15%

25%
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④医薬医療④医薬医療

事業環境

　 ・国内の停滞感強い医薬品市場
　 ・拡大が継続する在宅事業

重点市場

　・医薬品、在宅医療分野で、骨・関節系、呼
吸器、代謝・循環器系に特化

アクションプラン

　 ・新薬売上早期拡大

　 ・グローバル展開

　 ・医薬品パイプラインの充実

　 ・在宅医療積極展開

　 ・事業規模拡大に向けてのM&A機会追求

事業環境事業環境

　 ・国内の停滞感強い医薬品市場
　 ・拡大が継続する在宅事業

重点市場重点市場

　・医薬品、在宅医療分野で、骨・関節系、呼
吸器、代謝・循環器系に特化

アクションプランアクションプラン

　 ・新薬売上早期拡大

　 ・グローバル展開

　 ・医薬品パイプラインの充実

　 ・在宅医療積極展開

　 ・事業規模拡大に向けてのM&A機会追求

・・医薬品・在宅医療の一体経営医薬品・在宅医療の一体経営

・グローバル事業展開・グローバル事業展開

・在宅医療第二、第三の柱育成・在宅医療第二、第三の柱育成

医薬品海外売上高比率医薬品海外売上高比率

2005年 2008年
海外

10%

国内

（参考資料）

海外

15%

海外売上高

2倍

国内
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◆◆「安定収益「安定収益SBUSBU」」の収益・キャッシュフロー確保の収益・キャッシュフロー確保

事業環境
　 ・需要は、世界で6％/年成長

　 ・FPD向けは工業用途成長のコア

　 ・中・印等供給量拡大と日米欧の汎用品市場
侵食

重点市場

　 ・FPD、自動車、エネルギー等

アクションプラン
　 ・地域別ハイブリッド戦略の実践

　 ・FPD向けフィルム拡販

　・次世代加工フィルム商品開発拡販

　 ・PEN工業用新商品開発

事業環境事業環境
　 ・需要は、世界で6％/年成長

　 ・FPD向けは工業用途成長のコア

　 ・中・印等供給量拡大と日米欧の汎用品市場
侵食

重点市場重点市場

　 ・FPD、自動車、エネルギー等

アクションプランアクションプラン
　 ・地域別ハイブリッド戦略の実践

　 ・FPD向けフィルム拡販

　・次世代加工フィルム商品開発拡販

　 ・PEN工業用新商品開発

①ポリエステルフィルム①ポリエステルフィルム（（PET+PENPET+PEN））

・先端市場・先端市場((FPDFPD分野等）積極拡大分野等）積極拡大

・損益分岐点引き下げ（固定費削減）・損益分岐点引き下げ（固定費削減）

◆地域別売上高

2005年 2008年

米国

30%

ｱｼﾞｱ･
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

45%

欧州

25%

（参考資料）

0

5,000

10,000

04年 05年 06年 07年 08年 09年

◆世界のＦPD市場（出典：野村総研）

10億円

5,596

11,360

年平均成長率15%

米国

30%

欧州

20% ｱｼﾞｱ･
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

50%
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②②流通・リテイル事業流通・リテイル事業

事業環境
　・ ボーダレス化

　・ 天然繊維指向、新素材の上市・普及

　・ 中国・アジアでのビジネスチャンス・リスク
の増大

　・ 市場の二極化（高級品・普及品）、輸入増

重点市場

　・ テキスタイル、自動車関連部材、高機能素
材のグローバルコンバーティング

アクションプラン
　 ・顧客とのパートナーシップ強化

　 ・グローバルテキスタイル商権確立

　 ・高機能素材の拡販と成長産業分野への
資源投入

事業環境事業環境
　・ ボーダレス化

　・ 天然繊維指向、新素材の上市・普及

　・ 中国・アジアでのビジネスチャンス・リスク
の増大

　・ 市場の二極化（高級品・普及品）、輸入増

重点市場重点市場

　・ テキスタイル、自動車関連部材、高機能素
材のグローバルコンバーティング

アクションプランアクションプラン
　 ・顧客とのパートナーシップ強化

　 ・グローバルテキスタイル商権確立

　 ・高機能素材の拡販と成長産業分野への
資源投入

③③ITIT事業事業

・「企画・提案型商社」機能強化・「企画・提案型商社」機能強化

・リスク管理の徹底・リスク管理の徹底

・事業基盤強化（アライアンス等）・事業基盤強化（アライアンス等）

・新成長事業（・新成長事業（GRANDITGRANDIT他）の育成・強化他）の育成・強化

（参考資料）

事業環境

　 ・新規通信事業者出現、放送と通信の融合

　 ・個人情報・内部統制等関連市場拡大

　 ・医療機関のIT投資増大

重点市場

　　・環境変化に適応した企業向け新成長市場

　　・モバイル市場

　　・メディカル市場

アクションプラン

　　・GRANDIT事業拡大

　　・事業強化・拡大に向けたアライアンス機会
追求

事業環境事業環境

　 ・新規通信事業者出現、放送と通信の融合

　 ・個人情報・内部統制等関連市場拡大

　 ・医療機関のIT投資増大

重点市場重点市場

　　・環境変化に適応した企業向け新成長市場

　　・モバイル市場

　　・メディカル市場

アクションプランアクションプラン

　　・GRANDIT事業拡大

　　・事業強化・拡大に向けたアライアンス機会
追求
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