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平成 19 年３月 14 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） 

 

ディスプレイ事業の構造改革および業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、昨年３月に中期経営計画・創造と挑戦 1000 を策定し、その後、各事業の収益性改善

に向けた諸施策を実施してまいりました。この結果、当社の主柱事業であるインクジェットプ

リンタ事業につきましては、収益性を一層重視した販売戦略を推進したことなどにより業績改

善が図られ、全社としても中期経営計画で掲げた 2006 年度の経常利益目標を上回る見通しとな

りました。一方、中・小型液晶ディスプレイ事業につきましては、中期経営計画で想定した事

業環境などが大きく変化したことにより収益回復に遅れが見られるため、今回、下記のとおり

今後の事業戦略などを踏まえて、事業の方向性に関する見直しを行うとともに減損処理を実施

し、将来の事業戦略の展開に対応した財務体質への転換を図ることとしました。また、エプソ

ンイメージングデバイス㈱につきましては、増減資などによる財務体質の改善・強化を通じて

事業運営の安定化を図り、当社グループとして大口顧客を中心としたサポート体制の強化に取

り組んでまいります。 

以上のような状況を踏まえて、このたび、前回公表の業績予想につきまして修正を行うこと

としましたので、併せてお知らせいたします。 

当社としましては、これらの施策・対応に加えて、引き続き収益性改善に向けた諸施策にス

ピード感を持って取り組み、各事業の収益基盤の改善・強化を図ってまいる所存であります。 

 

記 

 

１．事業構造改革に基づく施策 

（1）中・小型液晶ディスプレイ事業の現状認識と課題 

中・小型液晶ディスプレイ事業につきましては、2006 年度は価格低下への対応力の強化を

図りながら、次の成長に向けた仕込みを行う年として位置付け、グローバル調達にともなう徹

底したコストダウンによる事業体質の強化に取り組んだ結果、着実に成果をあげることができ

ました。また、高品質と安定的なモジュール供給能力による顧客からの信頼の維持・向上にも

取り組みましたが、この結果、顧客ニーズへの技術対応の遅れなどの改善すべき課題が明確に

なりました。 

テクノロジー別の状況につきましては、カラーSTN は携帯電話市場におけるモノクロからカ

ラーへの置換え需要を想定しましたが、モノクロの根強い需要の影響を受けることとなり、

MD-TFD はアクティブのローエンドの取込みを計画しましたが、低価格アモルファスシリコン

TFT の影響を受け、いずれも販売数量は計画に対して未達となりました。 

また、アモルファスシリコン TFT はアクティブのボリュームゾーンである QVGA および携帯

電話以外の新規アプリケーションの開拓を見込みましたが、上記の技術対応の遅れなどの影響
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もあり、携帯電話向けの数量が減少するとともに携帯電話以外の新規分野の取組みが十分に進

まず、LTPS は当社の高精細技術を必要とするような新規分野が未成熟であり、いずれも販売

数量は計画を下回りました。 

以上のことから、今年度の業績不振の主な要因としては、顧客ニーズが多様化するなか、上

記の４つのテクノロジーの保有にともないリソースが分散する結果となり、すべての領域にお

ける顧客ニーズに十分に応えることができなかったことにあります。また、新規分野の開拓に

おいても当社の本来の強みである技術に基づく市場動向を先取りした提案力が十分ではなか

ったため、想定したような成果を得ることができませんでした。 

これらのことを踏まえて、以下のとおり各テクノロジー別に今後の方向性の見直しを行うと

ともにオペレーション改革にも取り組み、収益性改善を図ってまいります。 

 

（2）各テクノロジーの今後の方向性 

カラーSTN につきましては、今後も携帯電話市場を中心にモノクロからの置換え需要が見込

まれるため、携帯電話向けの数量に対応した事業規模の維持を図るとともに、携帯電話に加え

て他のアプリケーションの開拓にも注力いたします。また、オペレーションを海外へ完全に移

管することにより、効率的な事業運営に徹してまいります。 

MD-TFD につきましては、当社の独自規格の液晶パネルであるため、アモルファスシリコン

TFT に比較して生産数量が少なく、周辺部品を含めたコストダウンには自ずと限界があること

から、当社のディスプレイ戦略のなかでの役割を見直し、今後は事業終結に向けた取組みを進

めてまいります。 

これらの施策にともない、今後はアモルファスシリコン TFT と LTPS にリソースを集中した

うえで、アモルファスシリコン TFT につきましては、携帯電話などの既存領域に対しては今

まで以上に顧客ニーズに応えて着実に取り組むとともに、ポータブルメディアプレーヤーなど

の付加価値が高い領域には差別化技術により対応してまいります。また、商品企画段階からの

プラットフォーム化や部品共通化などの社内での標準化を徹底的に進めるとともに、調達コス

トダウンなどの活動を強化することにより、収益改善を行ってまいります。 

LTPS につきましては、低パワー・薄型・高画質に加えて高精細技術により、今後の成長が

期待されるハイエンドのスマートフォンなどを確実に取り込むようにいたします。 

当社としましては、中・小型液晶ディスプレイ事業の原点に立ち戻り、当社の強みである低

パワー・薄型・高画質にさらに磨きをかけたうえで、特長のある差別化技術により商品力の強

化を図ります。次世代のモバイルディスプレイにおいては、単なる表示装置を超えた、使う人

との双方向性を重視した機能が重要になると考えられますが、このようなディスプレイを実現

するために、当社として持てるリソースを結集してまいります。 

 

（3）オペレーション改革への取組み 

①開発・設計力およびものつくり力などの強化 

今後、顧客の QCD（品質・価格・納期）に対するニーズに確実に対応するため、開発・設

計力およびマーケティング力の強化を図るとともに、MD-TFD で培った高い製造技術の活用

を図りつつ、引き続きものつくり力の強化を進めてまいります。 
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②生産体制の見直し 

当社グループは、現在、国内（長野県、岐阜県、鳥取県）と海外（中国、フィリピン）に

生産拠点を有しております。今回の各テクノロジーの方向性の見直しにともない、今後、事

業規模に応じた最適な生産拠点・ラインの整理・統合を実施してまいります。 

なお、今回の MD-TFD の事業終結に向けた取組みの一環として、2007 年度中にはエプソン

イメージングデバイス㈱本社（長野県安曇野市）の前工程生産ラインを閉鎖する予定であり

ます。また、今後、海外の後工程生産拠点につきましては、生産性・歩留り改善などにより

能力を高めつつ、数量規模に合わせた整理・統合を適切なタイミングで実施いたします。 

 

③グループ内の成長分野への人員の配置転換 

MD-TFD の事業終結にともなうアモルファスシリコン TFT および LTPS へのリソースの集中

に併せて、人員につきましては、当社グループのなかで今後の成長が見込まれる分野を中心

に配置転換を進めるとともに、必要に応じて上記の２つの分野へも配置転換を行ってまいり

ます。 

 

④プラットフォーム化および部品の共通化 

今後、購買部品のコストダウンを一層強化するために、部品のプラットフォーム化および

共通化を徹底的に進め、変動費の削減に取り組んでまいります。 

 

２．財務面における対応 

（1）減損処理の実施および今後の影響額 

今回、今年度の業績動向などを踏まえて、ディスプレイ事業の減損処理を実施し、当期にお

いて 406 億円の減損損失を特別損失として計上しますが、これにともない、将来の事業戦略の

展開に対応した財務体質への転換を図ってまいります。 

なお、今回の減損処理の結果、2007 年度以降の３年間において合計 215 億円の固定費の減

少が見込まれます。 

 

（2）エプソンイメージングデバイス㈱の財務体質の改善・強化 

当社子会社であるエプソンイメージングデバイス㈱につきましては、当社を引受先とする増

資などにより財務体質の改善・強化を行い、今後の安定的な事業運営および顧客からの信用確

保を図ります。 

なお、増資と併せて実施予定の減資後の財務状況につきましては、以下のとおりです。 

 

・増 資 の 額   550 億円（全額を当社が引受け、うち資本組入額 275 億円） 

・資 本 金   275 億円 

・資本準備金   583 億円 
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３．通期業績予想の修正 

連結業績予想につきましては、前回業績予想公表時（平成 19 年１月 26 日）からディスプレ

イ事業や映像機器事業における販売増加などによる増収が見込まれます。また、増収にともな

う増益効果や固定費削減などによる業績改善が見込まれるため、売上高、営業利益および経常

利益を以下のとおり修正いたします。一方、当期純利益につきましては、前記のとおりディス

プレイ事業の減損損失（406 億円）を特別損失として計上することなどにより、以下の予想と

いたしました。 

個別業績予想につきましては、前回業績予想公表時（平成 18 年 10 月 25 日）から主にプリン

タ事業における収益性重視の販売戦略や固定費削減などによる業績改善が見込まれるため、売

上高および経常利益を以下のとおり修正いたします。一方、当期純利益につきましては、子会

社株式の評価損（483 億円）を特別損失として計上することなどにより、以下の予想といたし

ました。 

 

（1）連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想（Ａ） 1,411,000 40,000 40,000 14,000

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 1,414,000 50,000 48,000 △18,000

増 減 額（Ｂ－Ａ） ＋3,000 ＋10,000 ＋8,000 △32,000

増 減 率（％） ＋0.2％ ＋25.0％ ＋20.0％ －

（参考） 

前期実績（平成 18 年３月期） 1,549,568 25,757

 

27,986 △17,916

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △91 円 67 銭 

 

（2）個別業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想（Ａ） 827,000 34,000 1,000

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 842,000 53,000 △19,000

増 減 額（Ｂ－Ａ） ＋15,000 ＋19,000 △20,000

増 減 率（％） ＋1.8％ ＋55.9％ －

（参考） 

前期実績（平成 18 年３月期） 863,192 △20,112 △59,248

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △96 円 76 銭 

 

（注）本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であ

り、潜在的なリスクや不確定要素を含んだものです。そのため、実際の業績はさまざまな重要な要素によ

り、記載された見通しと大きくかけ離れた結果となりうることをご承知おきください。 

 

以 上 


