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新/連結中期３ヵ年経営計画に関するお知らせ 

 

 

当社は、このたび、「新たな成長へ」をテーマにした新/連結中期３ヵ年経営計画「Vision2008」

（2006～2008 年度）を策定いたしましたので、お知らせいたします。 

当社は、現/連結中期３ヵ年経営計画（2003～2005 年度）において「安定した収益体制の基盤

づくり」を目指した諸施策に取り組み、連結数値目標「売上高：３年間で総額 5,800 億円以上」、

「有利子負債：３年後 1,000 億円未満」、「自己資本比率：３年後 30％以上」を達成できる見込み

となりました。 

当社は、今期までの成果を踏まえ、新/連結中期３ヵ年経営計画に取り組み、安定した収益を継

続することでさらなる企業価値の向上を目指します。 

 

本計画の内容につきましては、別添資料の通りですので、ご参照ください。 

 

以 上 
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当社は、2003年度を初年度とし、｢安定した収益体制の基盤づくり｣

を目指した連結中期3ヵ年経営計画 (2003～2005年度)に引き続き、

『新たな成長へ』をテーマに2006年度を初年度とする新/連結中期

3ヵ年経営計画｢Vision2008｣(2006～2008年度)を策定しました

当社は、2003年度を初年度とし、｢安定した収益体制の基盤づくり｣

を目指した連結中期3ヵ年経営計画 (2003～2005年度)に引き続き、

『新たな成長へ』をテーマに2006年度を初年度とする新/連結中期

3ヵ年経営計画｢Vision2008｣(2006～2008年度)を策定しました

Ⅰ．はじめに
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売上高 ：３年間で総額5,800億円以上 7,052億円(予想)

有利子負債 ：３年後1,000億円未満 2005年12月末現在661億円

自己資本比率：３年後30％以上 2005年12月末現在42.7％

3ヵ年における連結数値目標3ヵ年における連結数値目標 進捗状況進捗状況

Ⅱ．現/連結中期3ヵ年経営計画の進捗状況

2003年5月に発表し、2006年3月期で終了する現在の「連結中期3ヵ年経営

計画」で掲げました数値目標については、達成できる見込みとなりました
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新/連結中期3ヵ年経営計画｢Vision2008」

（2006年～2008年度）

Ⅲ．基本戦略
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１．新たな成長へ選択と集中

２．技術が牽引

３．CSR経営

４．グローバル＆グループ経営

５．思考展開でバリューアップ

１．新たな成長へ選択と集中

２．技術が牽引

３．CSR経営

４．グローバル＆グループ経営

５．思考展開でバリューアップ

新/連結中期3ヵ年経営計画「Vision2008｣の基本方針は、当社の既存事業の

拡充および技術の複合化と応用による周辺事業への展開により、すべての

ステークホルダーにとって魅力ある企業グループへと成長を続けることにあり

ます。それに向かって、次の戦略により企業価値の向上を目指します

基 本 戦 略基 本 戦 略



7

●新たな成長を目指し、3ヵ年で約300億円の設備投資

（半導体・液晶ディスプレー製造装置の生産スペース増強、半導体製造装置のプロセス

技術センター新設等）

●M&A、アライアンス(内外の有力企業との連携推進、インカ社(英国)の

技術と当社保有技術の融合）

●スクリーンブランド価値の向上や知的財産の戦略的展開

●新たな成長を目指し、3ヵ年で約300億円の設備投資

（半導体・液晶ディスプレー製造装置の生産スペース増強、半導体製造装置のプロセス

技術センター新設等）

●M&A、アライアンス(内外の有力企業との連携推進、インカ社(英国)の

技術と当社保有技術の融合）

●スクリーンブランド価値の向上や知的財産の戦略的展開

既存事業の拡充と周辺事業への展開を積極的に進めていきます

●グループ最大の開発拠点「ホワイトカンバス洛西」開設、技術者の集約と

開発の効率性向上
●市場を見すえた商品開発

●製品品質のさらなる向上

●グループ最大の開発拠点「ホワイトカンバス洛西」開設、技術者の集約と

開発の効率性向上
●市場を見すえた商品開発

●製品品質のさらなる向上

技術のスクリーン、ものづくりのスクリーンを標榜し、開発力、設計力、

製造力を強化します

１．新たな成長へ選択と集中１．新たな成長へ選択と集中

２．技術が牽引２．技術が牽引
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●コーポレート・ガバナンスの強化、内部統制機能の充実

●環境・安全経営の充実

●コーポレート・ガバナンスの強化、内部統制機能の充実

●環境・安全経営の充実

すべてのステークホルダーの総合的な利益の確保に配慮した経営を推進

グループのシナジーを最大限に発揮するため、インフラの整備を進め、

よりグローバルな経営体制づくりを行っていきます

●時代のニーズに即したファイナンス戦略、IT戦略

●地域戦略－中国

●時代のニーズに即したファイナンス戦略、IT戦略

●地域戦略－中国

３．CSR経営の推進３．CSR経営の推進

４．グローバル＆グループ経営４．グローバル＆グループ経営
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社員各自のたゆまぬ「思考展開」により、各々の仕事に一層の付加価値を

生み出し、全社で企業価値の向上を目指します

●人的資源の活性化と有効活用●人的資源の活性化と有効活用

５．「思考展開」でバリューアップ５．「思考展開」でバリューアップ

＊「思考展開」とは、技術開発型企業として生まれた大日本スクリーンの事業展開の信条です。

「何が不足しているか」、「自社の技術や製品にどう結びつくのか」を常に考え、新しい事業や

製品の創造にチャレンジを続けるという強い思いが込められたものです。
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新/連結中期3ヵ年経営計画｢Vision2008｣

Ⅳ．経営目標
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1. 連結売上高 ：3ヵ年合計 8,800億円以上

（現3ヵ年計画：合計予想 7,052億円・予想比 124％）

1. 連結売上高 ：3ヵ年合計 8,800億円以上

（現3ヵ年計画：合計予想 7,052億円・予想比 124％）

2. 連結営業利益 ：営業利益率10％以上を目指す

（現3ヵ年計画：予想平均 7.1％）

3ヵ年合計 900億円
（現3ヵ年計画：合計予想 521億円・予想比 172％）

2. 連結営業利益 ：営業利益率10％以上を目指す

（現3ヵ年計画：予想平均 7.1％）

3ヵ年合計 900億円
（現3ヵ年計画：合計予想 521億円・予想比 172％）

新たな成長へ、3,000億円企業への飛躍新たな成長へ、3,000億円企業への飛躍

当社グループの経営目標当社グループの経営目標
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新/連結中期3ヵ年経営計画｢Vision2008」

Ⅴ．新たな成長への取り組み
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●●開発拠点の整備と効率化

・洛西事業所をグループ最大の開発拠点「ホワイトカンバス洛西」として、

技術者を集結し、技術の融合と開発効率の向上推進

・お客様ならびに研究開発機関との共同開発、産官学連携推進の拠点化

・コストを意識した開発のさらなる推進

●●半導体製造装置関連の生産、開発体制の強化

・300mmウエハー洗浄装置生産用工場（彦根）の新設

・プロセス技術センターの新設

・半導体分野におけるお客様ならびに研究開発機関との共同開発の推進

●●FPD製造装置の生産体制強化
・ガラス基板の大サイズ化に対応した生産スペースの増強

●●インクジェット技術の応用展開
・インカ社(英国)の技術と当社保有技術の融合

成長を支える技術投資成長を支える技術投資

ホワイトカンバス洛西
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■半導体製造装置■半導体製造装置

【方針】

●それぞれの装置分野におけるポジションの向上

●次世代プロセスに対応した生産・開発体制の強化

【方針】

●それぞれの装置分野におけるポジションの向上

●次世代プロセスに対応した生産・開発体制の強化

【市場環境】

○デジタル家電、モバイル端末などのアプリケーション向け

市場の拡大

○BRICｓなど新興地域で半導体の需要拡大

○半導体メーカーの積極的な設備投資の継続(微細化、増産)

【取り組み】

◆需要増大への対応（３００㎜ウエハー洗浄装置生産工場の新設）

◆プロセス技術センターを拠点として、お客様ならびに研究開発機関との共同開発
推進

◆グローバルパーツセンターによる部品供給の一層の集約化・効率化

【取り組み】

◆◆需要増大への対応（３００㎜ウエハー洗浄装置生産工場の新設）

◆◆プロセス技術センターを拠点として、お客様ならびに研究開発機関との共同開発
推進

◆◆グローバルパーツセンターによる部品供給の一層の集約化・効率化

各事業での取り組み（電子工業用機器）各事業での取り組み（電子工業用機器）

300㎜ウエハー対応洗浄装置

300㎜ウエハー対応
コータ・デベロッパ
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【方針】

●主力製品の競争優位性向上

●ガラス基板大サイズ化に向けたさらなる開発強化

●画像処理技術を応用した新規製品の開発

【方針】

●主力製品の競争優位性向上

●ガラス基板大サイズ化に向けたさらなる開発強化

●画像処理技術を応用した新規製品の開発

【取り組み】

◆◆お客様ならびに研究開発機関との共同開発推進

◆◆ガラス基板大サイズ化に対応した生産スペースの増強

◆◆中国でのビジネスの拡大

■FPD製造装置■FPD製造装置

【市場環境】

○サッカーW杯、北京オリンピックなどビッグイベントの開催を契機
とした薄型テレビ市場の急速な需要拡大

○薄型テレビの大型化によるガラス基板大サイズ化

○液晶パネルメーカーの旺盛な設備投資意欲の継続

大型ガラス基板対応

液晶ディスプレー製造装置

各事業での取り組み（電子工業用機器）各事業での取り組み（電子工業用機器）
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【市場環境】

○プリント配線板市場の堅実な成長

○中国・アジア市場拡大

○FPD／半導体関連事業での検査・計測機器市場拡大

【取り組み】

◆◆中国、韓国、台湾での基盤強化

◆◆高精細化、品質向上と工程合理化への対応

各事業での取り組み（電子工業用機器）各事業での取り組み（電子工業用機器）

【方針】

●精密露光、検査、計測機器ビジネスでの市場競争力強化

●マーケットの拡大
・海外展開強化、他の事業分野へのコア技術の応用展開

【方針】

●精密露光、検査、計測機器ビジネスでの市場競争力強化

●マーケットの拡大
・海外展開強化、他の事業分野へのコア技術の応用展開

■電子機器(プリント配線板製造装置等)■電子機器(プリント配線板製造装置等)

プリント配線板外観検査装置

パターン直接描画装置
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【方針】

●CTPシェア、世界No1（自社推定）を継続

●デジタル印刷機（インクジェット含）販売の拡大

●インカ社技術との融合・商品開発で新市場に進出

【方針】

●CTPシェア、世界No1（自社推定）を継続

●デジタル印刷機（インクジェット含）販売の拡大

●インカ社技術との融合・商品開発で新市場に進出

【取り組み】

◆◆世界市場でのCTP拡販

◆◆海外調達・海外生産の推進

◆◆インクジェット関連の商品の開発・製造・販売

【市場環境】

○商業印刷は、日欧米の先進国市場では成熟期に入るが

新興地域では浸透・拡大が見込める

○POD（Print On Demand）需要の拡大が見込める

各事業での取り組み（画像情報処理機器）各事業での取り組み（画像情報処理機器）

CTP（プレートレコーダー）

デジタル印刷システム
トゥループレス344

デジタル印刷システム

トゥループレスジェット
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Ⅵ．最後に

大日本スクリーングループは、

『新たな成長へ』をテーマに

新/連結中期3ヵ年経営計画 ｢Vision2008｣に

取り組み、安定した収益を継続することで

さらなる企業価値向上を図ります。

そして、すべてのステークホルダーにとって

魅力ある企業グループの構築を目指します。
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注：本資料に記載の予想ならびに将来の見通しや計画は、現在入手可能な情報に基づき、計画のもとにな

る前提、予想を含んだ内容を記載したものです。実際の業績は、今後の市況の変動などを含むさまざまな

要因によって大きく異なる結果となる可能性があり、将来の計画数値や施策を確約したり保証するもので

はありません。


