
  

 

 
２００６年３月２７日 

各    位 
              会 社 名 株 式 会 社 明 電 舎  
                代 表 者 名 取締役社長 片岡 啓治 

                     （コード番号 6508） 
                   問い合わせ先 執行役員 広報部長 石川 寿男 

                      （電話 03-5641-7134） 
 

新中期経営計画に関するお知らせ 
 

当社は、2006 年度から 2008 年度まで３ヵ年の新中期経営計画「バリューアッププラン」を  

策定し、本年 4 月 1 日より明電グループ全体で取り組みを開始しますのでお知らせします。 

 

当社は 2003 年度から 2005 年度までの３年間、中期経営計画「チャレンジ＆クリエイトプラン」

において、企業価値の最大化と事業構造の変革に取り組んできました。 

同計画では、最大の課題であった繰越損失の解消と復配・増配を実現したほか、財務体質の改

善や事業体制の再編などグループをあげての施策展開により、当社グループの企業体力は大幅に

強化されたものと確信しております。 

しかし、我が国の景気が回復基調にあるとはいえ、当社グループを取り巻く経営環境は依然と

して予断を許さない状況であり、その中で改めて取り組むべき課題が明確になった３ヵ年となり

ました。 

これらを見据え、次の３年間にやるべきことを具体的に展開したのが、新中期経営計画   

「バリューアッププラン」です。 

 

 詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ：新中期経営計画「バリューアッププラン」を策定 
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News Release Ｎｏ.200603001 

２００６年３月２７日 

株式会社 明 電 舎 

広 報 部 長 

新中期経営計画「バリューアッププラン」を策定 

～“技術で拓く価値” 信頼される企業を目指して～ 

 

 株式会社明電舎（取締役社長 片岡啓治）は、2006 年度から 2008 年度まで３ヵ年の新中期経

営計画「バリューアッププラン」を策定し、本年 4 月 1 日より明電グループ全体で取り組みを開

始します。 

 

1. はじめに 
当社は 2003 年度から 2005 年度までの３年間、中期経営計画「チャレンジ＆クリエイトプ

ラン」において、企業価値の最大化と事業構造の変革に取り組んできました。 

同計画では、最大の課題であった繰越損失の解消と復配・増配を実現したほか、財務体質

の改善や事業体制の再編などグループをあげての施策展開により、当社グループの企業体力

は大幅に強化されたものと確信しております。 

しかし、我が国の景気が回復基調にあるとはいえ、当社グループを取り巻く経営環境は依

然として予断を許さない状況であり、その中で改めて取り組むべき課題が明確になった３ヵ

年となりました。 

当社は、新しい中期経営計画の策定にあたり、まず、私たちが“５年後に目指すべき姿”

のビジョンを描きました。 

 

（1）「高収益企業」の実現に向けた事業基盤の構築 

    強固な技術基盤に基づく高付加価値製品・システム・サービスの開発と成長市場の

拡販が軌道に乗っており、将来の拡大成長に向けた確固たる収益基盤を構築してい

る。 

（2）「グローバル型企業」への前進 

    海外向け売上高・海外生産が拡大し、海外事業が売上及び収益面で大きな割合を占

めている。 

（3）「社会から信頼を得られる企業」への前進 

    企業活動を通じて持続可能な社会の構築に貢献し、責任ある企業として信頼されて

いる。 

 

これらを見据え、次の３年間にやるべきことを具体的に展開したのが、新中期経営計画 

「バリューアッププラン」です。 

「技術の価値」、「人の価値」、「事業の価値」の３つの価値（バリュー）を高め、「高収益の確

保による企業価値拡大」と、「社会から信頼される企業」を目指します。 
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２．基本方針と実施事項  
 
（１）基本方針 

 
① 営業・技術・開発部門一体でのグループとしての「技術経営」を推進し、強い事業・

製品の更なる強化、新製品の育成・拡販を図る。 
② 既存事業から強化すべき事業へ経営資源をシフトさせ、新規事業、海外事業、エンジ

ニアリング＆サービス事業等の推進・強化を図る。 
③ ＣＳＲ経営を推進し、社会貢献・環境意識の高い人材の育成や、コーポレートガバナ

ンスの強化を図る。 
 
 

 

（２）重点実施事項 

 

①海外戦略の強化 

海外向け新製品の開発強化、海外生産、海外サービス・メンテナンス体制の整備、海外人

材の育成を推進します。それにより海外売上高の拡大を図り、会社を支える大きな柱として

海外事業を強化します。 

［目標］海外売上高比率 連結ベース 2005 年度 11％→2008 年度 20％ 

単独ベース 〃    8％→ 〃   15％ 

 

  ②技術経営の推進 

研究開発に人、資金を積極的に投入し、マーケティング戦略と整合性を図りながら、開発

体制の整備とマネジメント、知財戦略の強化、人材育成の強化を通じて強固な技術基盤を培

い、高付加価値製品を創出します。 

［目標］新製品売上高比率   2005 年度 19％→2008 年度 30％（単独ベース） 

 

  ③新規事業の育成 

当社グループのコア事業を中心とした領域での新規事業の開拓に注力します。新規事業領

域の探索、事業化支援の機能を強化し、新規事業の効率的な開発・育成を行います。 

 

  ④ＣＳＲ(企業の社会的責任)経営の推進 

コンプライアンス、環境保全、労働・安全衛生、ＣＳ、品質管理等の当社の事業活動をＣ

ＳＲの観点から見直します。当社グループ全体での推進体制を整え、経営戦略として発展的

な活動に取り組みます。 

 

  ⑤グループ戦略の強化 

グループ各社が当社の各事業と一体となって効率的に事業を推進する体制を整えること

により、当社グループ全体の価値を高めていきます。 

当社の事業との連携度や収益性などグループ各社の持つ特性に従って各企業の課題を抽

出し、課題解決またはグループの効率化に向けて再編・統合も視野に入れた対策を実施しま

す。 
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３. 数値目標 
  

（1）連結ベース 

 2005 年度見通し 2008 年度目標 

売上高 1,800 億円 2,100 億円 

営業利益 65 億円 115 億円 

売上高経常利益率 2.8％ 4.8％ 

経常利益 50 億円 100 億円 

当期純利益 35 億円 60 億円 

有利子負債 450 億円 550 億円 

株主資本比率 32.2％ 33％ 

海外売上高比率 11％ 20％ 

研究開発費 59 億円 106 億円 

設備投資額 175 億円 59 億円 

人員 7,100 人 7,000 人 
     ※連結ベースの人員は、明電舎及び全関係会社（ベンチャー含む） 

の総人員です。（連結決算における人員とは異なります。） 

 （2）単独ベース 

 2005 年度見通し 2008 年度目標 

売上高 1,520 億円 1,730 億円 

営業利益 40 億円 70 億円 

売上高経常利益率 2.6％ 4.0％ 

経常利益 40 億円 70 億円 

当期純利益 23 億円 45 億円 

有利子負債 398 億円 500 億円 

株主資本比率 32.0％ 32％ 

新製品売上高比率 19％ 30％ 

海外売上高比率 8％ 15％ 

研究開発費 58 億円 87 億円 

設備投資額 134 億円 44 億円 

人員 3,800 人 3,300 人 

 

  新製品・新技術の開発強化により、独自性の高い高付加価値製品を創出し、収益力を強化 

することにより、2008 年度経常利益を連結ベース 100 億円、単独ベース 70 億円に引き上げます。 

 研究開発費は、2006 年度から 2008 年度までの合計で連結ベース 290 億円、設備投資額は同じく

合計で連結ベース 480 億円を計画しております。2003 年度から 2005 年度までとの比較では、研究

開発費は約 1.5 倍、設備投資は約 1.7 倍と大幅に増額します。  

また、海外重視の経営施策を強化し、2008 年度海外売上高比率連結ベース 20％、単独ベース 15％

を目指します。 

人員につきましては、海外事業部門、研究開発部門を増強する一方、業務の効率化によるスタッ

フ部門の削減を図り、連結ベース 1.4％（100 人）削減、単独ベースでは 13.2％(500 人)削減を計

画しています。 
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４.各事業分野の重点施策 
  上記の基本方針と実施事項、数値目標に基づき、各事業分野で取り組むべき課題を抽出し、 

具体的な施策として展開しました。 

 

（１）社会システム事業分野  

   電力会社の設備投資の底打ち感があるものの、公共投資の減少や公共事業の民営化など市 

場環境が大きく変化する中、事業構造の変革と収益構造の改革が求められています。 

 

   ①電力・施設分野 

ア. お客様における新しい価値（低コスト、省力化、環境性）の提供 

イ. 競争力のある新製品の投入 

・電気二重層キャパシタ式瞬低補償装置 

      ・電鉄用架線検測装置 

      ・マイクログリッド（地域電力供給システム） 

      ・ガスコージェネレーションシステム 

      ・ＮａＳ電池用パワーコンディショナ 

      ・風力発電平滑化装置 など 

ウ. 変電、発電、品質保証製品等を複合的なソリューションとして提案 

      ・ＥＳＣＯ事業など 

②環境・社会分野 

ア．「水」「エネルギー」「環境負荷低減」「防災」をキーワードにとして、地域ソリュー

ションの拡販 

イ．導入メリット（エネルギーコスト、ＣＯ2削減）を明確にした提案の実施 

・ＥＳＣＯ事業の提案強化 

・省エネ製品の拡販 

ウ．資金調達方法を含む事業提案の実施 

・ ＰＦＩ事業の取り組み強化 

 

（２）海外事業分野 

  明電グループが世界に通用するグローバル企業集団となることを目指します。グループ横断

的に生産、開発、地域戦略の推進を図り、海外事業を会社を支える大きな柱に飛躍させます。 

 

    ア．日本を司令塔として、東南アジア・中東、中国、欧州・北米の各地域にわたる事業

戦略を展開 

イ．海外生産、海外サービス・メンテナンス体制の整備 

ウ．既存取扱い製品の販売強化と共に、水処理事業など海外未展開事業の展開、インド

など今後の成長市場への進出 

エ. 海外向け新製品の開発促進 

 

 

（３）産業システム事業分野 

  民間企業の積極的な設備投資により、市場規模は拡大しつつあります。しかし、厳しい価格 

競争・開発競争の中で付加価値の高い製品の早期投入・拡販が急務となっています。 

 

  ①情報通信分野 

ア．電子機器分野では、半導体・非半導体製造分野を中心に産業用コントローラや真空

コンデンサ等の製造装置の心臓部となるコンポーネント並びに統合管理システム

の提供を推進 
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イ．システムソリューション分野では、卸売市場総合情報システム、鮮魚トレーサビリ

ティシステム、電子カルテシステム、介護情報管理システムなどの機能拡充と拡販

を図り、ニッチ市場におけるシェアＮｏ.１を目指す  

②電機システム分野 

ア．射出成形機、エレベータ、ハイブリッド車、建機等へのＰＭモータの用途拡大と、

海外市場への可変速システムの早期投入 

生産関係会社である甲府明電舎および明電舎（杭州）電気系統との連携を活用し、

市場の拡大・コストの低減等を推進 

イ．従来から扱っている発電機、変電製品の用途拡大と、電気二重層キャパシタ式瞬低

補償装置や高圧インバータ等の新たな製品を投入 

    ウ．フォークリフト電装品など物流機器コンポーネントの海外展開を推進 

新製品の早期投入による競争力強化と、品質の更なる向上 

 

  ③動力計測システム分野 

ア．海外関係会社との連携強化による、ダイナモメータ(自動車メーカ向け試験装置)

の海外市場の拡大 

イ．既存技術を活かした新製品開発による新規市場への参入 

 

（４）エンジニアリング事業分野 

  当社製品の設備機能維持のための保守・点検や、特性向上のための改良などの事業を行って

います。また、診断技術を駆使した設備の延命化対策、省エネ及び環境対策の提案、ＩＴを活

用したリモート監視などサービス範囲の拡大を図っているほか、最先端テクノロジーを駆使し

た半導体製造装置のメンテナンス及び中古機再生事業も手がけています。 

 

ア．法規制の強化・緩和によるビジネス創出と、環境意識の高まりに対応したビジネス

の拡大 

イ．民需市場の回復やアジア地区の経済発展に伴うメンテナンス需要拡大に対応するた

めのサービス体制の見直しと強化 

ウ．半導体技術サービス体制の再構築による、デバイスメーカからの完全請負受注拡大

と装置関連の新ビジネスへの取り組み強化 

 

＜補足データ＞各セグメントの数値目標（連結ベース） 

事業分野  2005 年度見通し 2008 年度目標 

売上高 1,010 億円 1,100 億円 社会システム 

(海外事業分野を含む) 営業利益 50 億円 60 億円 

売上高 570 億円 750 億円 
産業システム 

営業利益 7 億円 33 億円 

売上高 210 億円 250 億円 
エンジニアリング 

営業利益 12 億円 20 億円 

売上高 230 億円 250 億円 
その他 

営業利益 6 億円 12 億円 

売上高 △220 億円 △250 億円 
全社又は消去 

営業利益 △10 億円 △10 億円 

売上高 1,800 億円 2,100 億円 
計 

営業利益 65 億円 115 億円 

以 上 
◆本資料のお問い合わせ先 

株式会社 明電舎 広報部 ＴＥＬ：０３－５６４１－７１４０ 


