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平成18年4月3日 

各  位 

 

会社名  安藤建設株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山田 恒太郎 

（コード番号 １８１６東証 第１部） 

問合せ先 社長室経営企画部長 野崎 治仁 

 (TEL 03-3457-9207) 

 
新・中期経営計画「ADV（アドバリュー）2008」策定のお知らせ 

 
 当社は、このたび、新・中期経営計画「ADV2008（2006.4～2008.3）」を策定いたしま

した。ADV はANDO Differential Value（差別化された価値）の頭文字を取り、造語「ア

ドバリュー」の読みを当てました。 
またADVANCE（先進的な）、ADVANTAGE（優位性）、ADDED-VALUE（付加価値の

ある）など、この３年間で当社が目指す方向性や姿などの意味を込めております。 
日本経済は回復基調に入り、民間設備投資も堅調な伸びを示しておりますが、公共投資

の縮減が続き、当社の属する建設市場、特に当社が得意とする民間建築分野の競争は激化

の一途を辿っております。 
 こうした中、当社は「ADV2008」において「VALUE 創造専門家集団として ANDO ブラ

ンドを高め続ける企業」を中期ビジョンに掲げ、企業競争力の強化と信頼性の向上を通じ

て、持続的な成長を目指してまいります。 
 具体的には、当社が強み・実績を有する生産施設、医療・福祉施設、大規模・超高層住

宅、ストック市場の４分野に対しての選択と集中によって、建設事業の強化を進めるとと

もに、建設事業と不動産事業の相乗効果の発揮および収益の多角化に向け、リスクを限定

した形での不動産投資を通じた開発事業の強化を進めてまいります。 
 持続的な成長と企業価値の増大を目指し、全社を挙げて新・中期経営計画「ADV2008」
を推進する所存ですので、株主の皆様、お取引先の皆様のご理解とご支援を賜わりますよ

うお願い申し上げます。 
 

記 
ADV2008 の概要  
 １．中期ビジョン 
  （１）中期企業イメージ： 

VALUE創造専門家集団として ANDO ブランドを高め続ける企業 
 

（２）数値目標イメージ（個別）       ※計画値はローリングします。 
 2009年 3月期 内 訳 
受注高 2,260億円 建設：2200 億円、不動産：60 億円 
売上高 2,260億円 建設：2200 億円、不動産：60 億円 
売上総利益 160 億円 建設： 150億円、不動産：10億円 
経常利益 50 億円  
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 ２．中期戦略 
新たな事業モデルを構築し、注力分野への選択と集中を進めながら、企業競争力の

強化と信頼感の向上に取り組みます。 
  
 （１）事業モデル 

基本スタイル（高付加価値提案・高品質建造物・長期フォローアップ）を確立し、

強い現場力、特色ある技術、緊密な社内外連携、企業の健全性を梃子に、競争力・

収益力の強化と信頼性の向上を進める基本事業モデルを構築するとともに、建設・

不動産事業の連携などを通じて、新たな事業モデルの構築を進めます。 
 
 （２）事業分野 
   ①建設事業：注力４分野の強化 
 当社が得意とするクリーンルーム、住宅、PCa（プレキャストコンクリート）技術 

を発展させ、生産施設、医療・福祉施設、大規模住宅開発・超高層住宅、ストッ 
ク市場を注力４分野として、中核技術・ノウハウを開発・展開していくことで競 
争力の強化を目指します。 

   ②開発事業の強化 
 建設事業との相乗効果の発揮に加えて、保留床取得型や共同事業型開発など、リ 

スク低減型の開発投資を行い、安定的な不動産利益の確保を目指します。 
 

 （３）中期方策 
   ①価値提案型営業の展開 
   ②技術開発力の強化 
   ③事業競争力と社内外連携の強化 
   ④生産現場力の向上 
   ⑤フォローアップ体制の整備 
   ⑥信頼感を高める企業活動の徹底 
 
 （４）組織体制（2006 年 4 月１日より） 

地域での協力関係構築に向けて、本部・事業部制を導入し、これに伴い首都圏事業

本部を新設しました。 
首都圏事業本部内には、４つの建築事業部と横浜支店、ならびに事業部をサポート   

する事業統括室や企画提案をリードする事業企画部などを設置しました。 
首都圏の４建築事業部は、営業・工事一体型の組織を採用するとともに、生産施設   

や医療・福祉施設などの特化型部門を配置しました。 
そのほか、営業本部・建築本部ならびに海外事務所についても機構を改革しました。 
 

以 上 
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新・中期経営計画新・中期経営計画 ADV2008ADV2008
＜アドバリュー2008＞

ADVは、

ANDO Differential Value（差別化された価値）の

略であると同時に、

ADVANCE（先進的な）、

ADVANTAGE（優位性）、

ADDED-VALUE（付加価値のある）など、
この３年間でＡＮＤＯが目指す方向性や姿などの
意味を込めています。

参-２



新・中期経営計画新・中期経営計画 ADV2008ADV2008

新・中期経営計画新・中期経営計画 ADV2008ADV2008概要概要

中期ビジョン 企業イ中期ビジョン

＜新・事業モデルの構築＞

○高付加価値提案・高品質建造物・長期フォローアップ
○開発事業・建設事業・PC事業のシナジーモデル

＜注力４分野への選択と集中と開発事業強化＞

○生産施設・医療福祉施設・大規模・超高層住宅、ストック市場
○開発関連投資による建設受注貢献および開発利益確保

企業競争力強化企業競争力強化 方策方策

価値提案型営業の展開
技術開発力の強化
社内外連携強化

信頼性向上 方策

生産現場力の強化
フォローアップ体制の整備

企業の健全性の向上

現場力の強化現場力の強化・・社員モチベーション向上社員モチベーション向上

新たな事業モデルを構築し、注力分野への選択と集中を進めながら、
企業競争力の強化と信頼性の向上に取り組む

中期戦略中期戦略

新新 体体 制制

中期戦略のポイント中期戦略のポイント

メージ：「VALUE創造専門家集団」としてＡＮＤＯブランドを高め続ける企業
目標イメージ：受注・完工2200億円、完工利益150億円、不動産利益10億円、経常利益50億円

●単純価格競争に巻き込まれない受注環境の創出
●信頼性を高める品質の確保・向上と長期的対応
●技術およびノウハウの研鑚・継承・共有化と社外の力の活用
●将来の成長を確実にする技術開発と事業モデルの創出
●企業力の原点である社員の能力とモチベーションを高める仕組みづくり

中期方策中期方策

参-３
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中期ビジョン中期ビジョン

中期企業イメージ中期企業イメージ

「VALUE創造専門家集団」としてＡＮＤＯブランドを高め続ける企業

※VALUE創造専門家集団とは、
「ソフト・ハードの高い技術力と企画提案力を基に、お客様の事業に貢献する高い能力とモチベーションを持った専門家集団」です。

◇基本スタンス お客様の要求通りに造るサプライヤーからお客様の要求を超える価値を提供するパートナーへ

◇事業スタイル 建設事業の注力４分野への集中、事業間（特に開発事業）の相乗効果の発揮

投資残高100億円を上限に不動産関連投資を行ないます。60億円不動産売上

選別受注や提案型営業の展開、調達方法の見直し、新・生
産プロセスの導入等により達成を目指します。

150億円完成工事総利益

50億円経常利益

収益安定化を目指します。10億円不動産利益

2,200億円完成工事高

量の拡大を追わず質の拡充を目指します。2,200億円工事受注高

備考目標項目

中期目標イメージ中期目標イメージ

※数値目標はローリングします。

参-４
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中期中期戦略
従来型のゼネコンから「VALUE創造専門家集団」への飛躍を目指し、新たな事業モデルを構築し、注力分
野への選択と集中を進めながら、企業競争力の強化と信頼感の向上に取り組みます。

戦略

高付加価値提案

長期フォローアップ

高品質建造物

基本スタイル

特
色
あ
る
技
術

強
い
現
場
力

緊密な社内外連携

企業の健全性

建設（PC）
工場稼動増

部材価格低下

工場稼動増

価値提案型受注モデル価値提案型受注モデル
（例：マンション建替え）

マンション建替実績・ノウハウ

基本事業モデル基本事業モデル

開発事業
開発期間短縮

建設会社だからできる提案

建設（建築）

◇基本事業モデルのポイント

・営業現場力、技術力、提案力を強化し、価値提案型営業を通じて価格競争から価値競争への転換を進めます。
・新生産プロセスを構築し、品質および生産性・収益性の向上を目指します。
・お客様との信頼関係の構築、ビジネスチャンスの拡大を目指し、竣工後の長期フォローアップシステムを導入します。
・基本スタイルの梃子として、特色ある技術開発、現場力の強化、社内外連携の緊密化に取り組みます。
・信頼性のベースとなる企業の健全性強化に取り組みます。

参-５
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事業展開事業展開

建設事業：注力４分野への集中建設事業：注力４分野への集中

＜生産施設＞・・・首都圏に特化部門新設
当社が得意とするクリーンルーム技術などの先端技術と、
LCM（ライフサイクルマネジメント）・BCM（企業継続性マネジ
メント）技術を組み合わせて、価値提案力強化を目指します。

＜医療・福祉施設＞・・・首都圏に特化部門新設
ノウハウの整備・共有化により競争力強化に取り組むととも
に、PETや粒子線治療施設などの最新医療施設に関する技
術開発を進めます。

＜大規模住宅開発・超高層住宅＞・・・首都圏に特化事業部
得意とするPC技術や開発ノウハウが活かせる大規模住宅開
発や超高層住宅の受注・収益確保に向けて営業展開・技術
開発を行ないます。

＜ストック市場＞
当社がノウハウ・技術・実績を有する他の３分野と重複する
部分（マンション建替え、福祉型再開発、BCM etc)を中心に
対応を強化します。

生産施設
（クリーンルーム含む）

医療・福祉施設
（最新医療施設含む）

大規模住宅・超高層住宅
（ＰＣａ含む）

ＬＣＭ・ＢＣＭ

福祉型再開発
教育施設からのコンバージョン

ストック市場
（長期フォローアップ含む）

マンション建替え
再開発

市場の将来性と当社が持つ強みから、特に競争力を高める分野として注力分野を定め、経営資源を集中します。

開発事業の強化開発事業の強化

●建設の上流としての有利な建設受注の確保に向けて、建設事業との相乗効果発揮を目指します。
●マンション建替え、再開発等、ストック市場を中心に開発利益の確保を目指します。
●リスク低減に向け、従来型自社開発から保有床取得型へのシフト、共同事業型の開発事業を進めます。

価値提案型建設受注の確保および収益の多角化に向けて開発事業を強化します。

参-６
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中期中期方策方策

新事業モデルの構築による企業競争力強化と信頼性向上に向け、企業力の原点である営業現場力・生産現場力の強化と

社員モチベーションの向上を意識した６つの方策を展開します。

＜企業競争力強化方策＞ ＜信頼性向上方策＞

◆生産現場力の向上◆価値提案型営業の強化

◇営業現場力の強化

◇提案力強化に向けた技術・ノウハウ・体制の整備

◇分野別営業体制の導入（首都圏） etc

◇ＩＴ化や省力化、役割分担見直し等による新・生産プロセスの構築

◇協力会社の教育・関係強化

◇教育システムの拡充 etc

◆フォローアップ体制の整備◆技術開発力の強化

◇超高層技術・PC技術の強化

◇クリーンルームを含む生産施設・最新医療施設の技術開発 ｅｔｃ

◇竣工後フォローシステムの導入（建造物定期検診等）

◇LCM・BCM技術開発・展開 etc

◆事業競争力と社内外連携の強化 ◆信頼感を高める企業活動の徹底

◇CSRの推進

◇財務健全性の強化

◇安藤型成果主義の確立 etc

◇建設・開発事業や建築・土木などの事業間連携強化

◇グループ連携強化による上流から下流までの価値提供

◇東亜建設工業・ハザマとの連携強化 etc

営業現場力

提案力・対応力・専門能力などを元に、プロジェクトを先導し、
お客様との信頼関係を深める力

生産現場力・・・お客様満足と信頼感の源泉

従来のＱＣＤＳにＳ（Sociality：社会性）の視点も加えて計画を最
適化する提案力と実行力

参-７
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組織体制組織体制

ADV2008の達成を確実にするため、2006年4月1日付で以下の機構改革を行ないました。

◇シンガポール事務所を現地法人化
◇ローカル社員のモチベーション向上

全海外事務所の現地法人化

本部（地区担当）・事業部制の採用

◇エリアでの協力体制を強化

営業本部の機構改正

営業本部

営業第一本部

営業第二本部

営業第三本部

建築本部

第一建築事業部

第二建築事業部

第三建築事業部

第四建築事業部

横浜支店

土木事業部

首都圏事業本部

土木本部

都市開発本部

事業統括室

新組織体制概要

生産施設部
物販・物流部･･･

医療・福祉部
文教施設部 ･･･

＜分野特化部門＞

住宅特化事業部

首都圏事業本部の設置

◇首都圏での競争力強化
◇営業・工事一体型の組織を採用
◇各分野の専門・特化型組織を設置

◇お客様との中長期的な関係強化
◇新規開拓への取り組み

建築本部の機構改正

◇技術の研鑚・継承
◇技術主体の本部としての技術力強化
◇施工技術改革による生産性・収益性の向上

参-８


