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平成 18 年３月 16 日 

各 位 

会 社 名 セイコーエプソン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 花岡 清二 

（コード番号 6724 東証第１部） 

 

 

エプソンの経営革新 中期経営計画・創造と挑戦 1000 

（2006 年度～2008 年度）の策定について 

 

 

当社は、昨今の当社を取り巻く事業環境の変化および業績の悪化を踏まえて、本年１月 27 日

に収益力強化改革プランを公表しましたが、このたび、これに基づき新たな中期経営計画・創造

と挑戦 1000 を策定しましたので、お知らせいたします。 

 

１．中期経営計画・創造と挑戦 1000 の骨子について 

  当社は、2003 年に「中長期基本構想 SE07」を策定し、i1（imaging on paper：プリンタ）、

i2（imaging on screen：プロジェクター）、i3（imaging on glass：ディスプレイ）の「3i

戦略」を核として、デジタル・イメージング・カンパニーを目指すことを成長戦略の骨子とい

たしました。 

この SE07 で目指す方向性については、現在も大きく変わってはいませんが、当社の事業を

取り巻く急激な環境変化への対応力において不十分な点があったと認識しています。その結果

として、SE07 の達成に向けた中期経営計画「Action07」において 2006 年度のターゲットとし

て定めた売上高経常利益率９％以上（連結）という目標に対し、大幅な乖離が発生する見込み

となりました。この原因については、当社が持つ強みが活かし切れていなかったこと、ビジネ

ス環境変化への対応力が不十分であったこと、コスト作りこみ力や短期投資回収力が不足して

いたことなどにあります。 

当社では、このような状況を真摯に受け止め、このたび、業績の回復と再成長に向けて新た

に中期経営計画・創造と挑戦 1000 を策定いたしました。2006 年度を初年度とする今回の中期

経営計画は、経営の枠組みを変革し、経営の革新を推進することを目指したものであり、2006

年度からの確実な業績回復を実現するとともに、2008 年度での連結経常利益 1,000 億円以上

の達成を定量目標として定めました。 

当社としましては、前回公表した収益力強化改革プランをベースとして、以下の中期グルー

プ経営方針に基づき個別の施策・戦略を展開し、今回の中期経営計画を確実に達成する所存で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中期グループ経営方針＞ 

１）事業・商品ポートフォリオの明確化と強化 

２）デバイス事業構造改革の推進 

３）コスト効率の徹底強化 

４）ガバナンス体系の変革 

５）企業風土改革と全員による推進 
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２．事業・商品ポートフォリオと個別事業戦略について 

当社では、継続的な収益確保を目的として、今後目指すべきポートフォリオに基づき現在の

№１商品群の堅持・強化を図ってまいります。 

インクジェットプリンタ事業、レーザープリンタ事業および液晶プロジェクター事業につい

ては、ビジネスモデルを進化させることにより、さらなる収益力の強化を目指します。中・小

型液晶ディスプレイ事業や高温ポリシリコン TFT 事業については、競争力を有する事業である

ため、一層の体質強化により収益性を高めてまいります。これらと並行して次世代を担う商品

群の創出に向けた布石の強化にも取り組みます。これらにより、パーソナル分野からビジネス、

インダストリ、プロ分野へのバランスのよい商品戦略を志向し、事業ドメインの強化を目指し

ます。また、ビジネスシステム事業については、高収益体質をさらに強化するとともに新たな

事業分野の開拓を進めます。水晶デバイス事業については、業界№１のポジションを活かし、

タイミング・デバイス、センシング・デバイス、オプト・デバイスを中核とした強い商品力に

より、収益力を一段と強化します。一方、半導体事業については、ここで大幅なスリム化を図

り、収益力の強化を行います。 

なお、インクジェットプリンタ事業、中・小型液晶ディスプレイ事業および半導体事業の個

別の事業戦略については、以下のとおりです。 

 

① インクジェットプリンタ事業 

中期経営計画の前提となる市場環境については、フォトプリンタとマルチファンクション

プリンタは引き続き成長が見込まれます。また、数量規模は小さいものの、ラージフォーマ

ットプリンタも市場成長が見込まれる一方で、シングルファンクションプリンタは市場が縮

小する見通しです。 

このような前提のもと、インクジェットプリンタ事業については、当社の主柱事業として

収益力の強化を図るための戦略を進めてまいります。市場成長が見込まれるフォトプリンタ

やマルチファンクションプリンタでは、「エプソン・カラー」などを中心としたプレミアム

フォトの訴求による拡販と、耐候性の高い顔料インクの訴求などによるビジネス用途への拡

販を進めます。また、ラージフォーマットプリンタでも、高画質・高耐候性などの優位性を

最大限活用し市場拡大を図ります。シングルファンクションプリンタについては、市場成長

が見込まれる BRICs を中心にプレゼンスを確保いたします。 

中期経営計画の初年度である 2006 年度は、インクジェットプリンタ事業にとって体力づ

くりの年という位置付けです。利益の源泉であるインクカートリッジについては、出荷数量

の成長は維持するものの、成長率が鈍化する前提で戦略を組み立てています。一方、全般に

採算の厳しいプリンタ本体については、プリントボリュームが極端に低いモデルを中心に、

2006 年度には計画的に出荷数量を絞り込み、量から質への転換を図ります。そして、商品

構成と事業体質の改善により、中長期的に安定した利益創出を実現する基礎を固めます。 

中期的なインクジェットプリンタの事業戦略の根幹は、低プリントボリュームの商品・顧

客セグメントから高プリントボリュームの商品・顧客セグメントへの経営資源のシフトにあ

ります。当社の強み、競争力の源泉であるフォト技術やインク技術、画像処理技術、ヘッド

技術を最大限に活用し、高いプリントボリュームが期待できるセグメントに戦略をフォーカ

スいたします。 

これらの戦略と並行して損益圧迫要因の排除にも徹底的に取り組み、プラットフォームの

統一や部品の共通化などを強力に進めるとともに、物流コストや調達コストなどのトータル

コストダウンにより、プリンタ本体の採算改善を図ります。また、利便性の訴求などにより、

インクカートリッジの純正率の向上にも取り組みます。 

これらの施策により、中長期にわたり安定的な収益確保を確実に実現し、さらにその先の

成長に向けた基盤を確立します。 
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② 中・小型液晶ディスプレイ事業 

中期経営計画の前提となる市場環境については、携帯電話向けおよびデジタルスチルカメ

ラ向けは 2005 年から 2006 年にかけても価格低下が継続すると予測されるため、金額は一時

的なマイナス成長が見込まれます。ただし、携帯電話市場では数量がアクティブディスプレ

イを中心に今後も拡大すると予測されるため、将来的には再び金額成長が見込まれます。一

方、中・小型液晶ディスプレイの新しい用途として、ハンディ GPS などに代表されるような

無線通信と融合したマルチメディア市場やポータブル・ミュージック・プレイヤーなどの携

帯機器市場の拡大傾向が鮮明化しています。 

このような前提のもと、中・小型液晶ディスプレイ事業については、当社の主柱事業とし

て、この分野での№１企業を目指して価格対応も含めて徹底的かつ積極的に攻め、勝ち残る

戦略を進めてまいります。 
2006 年度は、価格低下への対応力をつけながら、次の成長に向けた仕込みを行う年とし

て位置付けます。そのために、まずは事業体質の強化を目的として、モジュール設計段階か

らのコストダウン開発や部品調達面でのあらゆるコストリダクションを行います。また、当

社の強みである業界トップ水準の高品質かつ安定的なモジュール供給能力を顧客にコミット

することにより、顧客からの信頼の維持とさらなる向上を図ります。 

2008 年度に向けた中期重点戦略については、当社の強みである低消費電力、高開口率、

高視野角、高色域化などの他社と差別化できるキラー技術のさらなるブラッシュアップを進

めます。また、アモルファス TFT やモジュール全体の生産能力の拡大を図るとともに、モジ

ュール構造設計の見直しや調達戦略の強化などにより、コストダウン施策を徹底して進めま

す。 

これらの施策と並行して新たなアプリケーション領域の拡大にも取り組み、特に従来以上

に長時間の電池駆動が要求される動画系の携帯機器分野において、当社が培った低消費電力

技術を核に積極的に攻略して市場成長を取り込みます。 

これらの施策により、ビジネスポートフォリオを改善し、バランスのとれた利益成長を果

たします。 

 

③ 半導体事業 

相対的に市場ポジションが低くかつ固定費負担が重い半導体事業については、ここで事業

全体の構造改革・再編を行い、生産拠点やラインの統合・再編による徹底的なスリム化を図

り、売上高成長がなくても利益確保を可能とする規模に再編いたします。そして、事業全体

をスリム化して身軽にすることにより、将来的な事業の選択肢についても多様化を図ってま

いります。 

中期経営計画においては事業の規模に見合った確かな戦略のもとで事業運営を行い、当社

が長年にわたって培ってきた得意技術である低電力、低リークアナログ IP を際立たせる商

品ジャンルにリソースを集中いたします。そのうえで、これらの技術蓄積が存分に発揮でき

るデジタル・アナログ混載の複合半導体、特に低消費電力の携帯電話向けの各種製品やセン

サー、インターフェイスなどにターゲットを絞って事業を展開し、「3i 戦略」の強化に資

してまいります。 
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３．中期研究開発方針について 

中期の研究開発方針は、画像と映像の融合により、i1 から i3 までの３つのコアコンピタン

スをさらに先鋭化させ、お客様の利便性と夢の実現に寄与することです。Compact、Energy 

Saving、Fine Image という当社が長年にわたって培ってきた、ものづくりと技術の DNA を i1

から i3 までのそれぞれの分野での成長を牽引する差別化技術として一層磨き上げます。 

これにより、既存事業領域の一層の強化を図るとともに、長期的な成長を担う新しい事業領

域・商品群の開発につなげてまいります。 

 

４．固定費構造改革と改善効果について 

当社は、今回の電子デバイス事業を中心とする固定費構造改革などにより、2005 年度に総

額 463 億円、2006 年度に総額 30 億円の構造改革費用を計上いたしますが、これにより、今後

３年間の合計で 640 億円の固定費改善効果が見込まれます。 

なお、これらの概要については、以下のとおりです。 
 
① 半導体事業 

生産拠点について、ラインの再編を中心とした改革を行います。この結果、減損損失など

のコストが 2005 年度と 2006 年度の合計で 276 億円発生しますが、これにより、今後３年間

の合計で 255 億円の固定費改善効果が見込まれます。 

 

② 中・小型液晶ディスプレイ事業 

2006 年度の厳しいオペレーションが想定される TFD において固定資産の減損を実施する

とともに、アモルファス TFT と低温ポリシリコン TFT でも一部の固定資産の減損・廃却を行

います。この結果、2005 年度に 171 億円のコストが発生しますが、これにより、今後３年

間の合計で 95 億円の固定費改善効果が見込まれます。 

 

③ 高温ポリシリコン TFT 事業 

2006 年度末までに諏訪南事業所の一部の生産ラインを終結し、その能力を生産効率が高

い千歳事業所に振り替えます。この結果、2005 年度に 29 億円のコストが発生しますが、こ

れにより、今後３年間の合計で 20 億円の固定費改善効果が見込まれます。 

 

④ その他事業 

電子デバイス事業以外では、今年度不振が続いた欧州エリアにおいて情報関連機器事業で

の人員削減などの固定費構造改革を行います。これらの結果、2005 年度に 16 億円のコスト

が発生しますが、これにより、今後３年間の合計で 45 億円の固定費改善効果が見込まれま

す。 

 
⑤ その他 

要員の効率化については、収益力強化改革プランで公表のとおり、今後３年間で外部要員

3,000 人の効率化を進め、これにより、今後３年間の合計で 225 億円の固定費改善効果が見

込まれます。 
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５．中期コスト効率化プランについて 

コスト効率化プランについては、収益力強化改革プランで公表のとおり、調達コストは対前

年度比 20％削減追加、物流、QF（Quality Failure）およびサービスサポートコストは 2008

年度に 2005 年度比 50％削減追加にそれぞれ取り組みます。また、国内の生産・スタッフ拠点

の集約・統合による効率化も推進いたします。 

コスト効率化については、内部努力によって利益成長をもたらすものであるため、全社一丸

となって削減目標の達成に向けた活動を行います。 

 

６．全体ガバナンス体系の変革について 

今回の中期経営計画を確実に遂行するための体制を強化すること、経営・監督責任と執行責

任の明確化および経営全体のとしての透明性と活力を高めることを目的に、以下のとおり従来

の枠組みを変革いたします。 

 

① 業務執行役員制度の導入 

全体の経営・監督を行う取締役と事業部門で業務を執行する業務執行役員とに分け、迅速

な意思決定に基づく事業運営を目指します。 

 

② 取締役定員数の削減 

現状の定員 25 名以内を 10 名以内とすることにより、取締役会での議論をより活発化させ、

経営の健全なチェック機能を一層発揮できる体制とします。 

 

③ 取締役任期の短縮 

従来の二年任期から一年任期とすることで、年度ごとの業績評価を強化し、取締役の責任

と評価をより明確にします。 

 

７．中期業績目標について 

今回の中期経営計画の対象となる各事業年度の業績目標については、以下のとおりです。 

 

＜参考＞各事業年度の業績目標（連結） 

年 度 売上高 経常利益 

2006 年度  1 兆 5,550 億円 400 億円 

2007 年度 1 兆 5,900 億円 700 億円 

2008 年度 1 兆 6,700 億円 1,000 億円以上 

 

以 上 


