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2008 年 5 月 13 日 

各   位 

 

会 社 名 新 日 本 空 調 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 岩 﨑彰 宏

コード番号 1952 （東証 第 1 部） 

問 合 せ 先 常務取締役 

 経営企画本部長 岡 本 隆 裕

 TEL（03）3639-2701 

 

新規 3 ヵ年経営計画 

「新日空 Target Plan 2010」（2008～2010 年度）について 
 

 

当社は、新規3ヵ年経営計画「新日空 Target Plan 2010」（2008～2010年度）を策定しましたので、その

概要をお知らせします。 

 

中期経営計画“新日空「New Vision 07」計画”（2005～2007 年度） 終年度の 2007 年度は、次期   

3 ヵ年計画でROE 5％を必達するための「準備と繋ぎの年」として位置付け、受注高 915 億円、完工高 970

億円、当期純利益 7 億円を目標に掲げて、過年度受注の不採算物件の一掃を図る一方で、重点分野と

得意分野の更なる強化を推し進め、利益重視の受注方針を徹底した結果、受注高 1,009 億円、完工高

1,052 億円、当期純利益 8 億円を達成することができました。 

 

これにより、「準備と繋ぎ」の成果が着実に出てきているものの、設備業界の今後を展望した時、現行 

市場では周辺業界からの参入・競争激化や業界の再編・淘汰の動きが予想され、その中で、当社が存在

感のある会社として生き延び、更なる成長を目指すためには、現在の業態を勇気を持って変革していく 

ことが必要です。 

 

当社はかねてより、“環境に優しい設備企業”として、環境に配慮した企業活動を展開してきました。 

現行事業領域の重点分野と得意分野の強化と進化を図る一方で、環境問題が地球規模で大きなテーマ

となっている今日、従来以上に環境問題に軸足を置いた「環境設備企業」として顧客や社会の要請に 

応えると共に、その中で新たな収益源を創出することで収益源の多様化を目指します。 

 

従って、新規 3 ヵ年経営計画「新日空 Target Plan 2010」は、 

「環境設備企業への変革」をキーワードとし、 

 

① 現行事業領域の重点分野であるリニューアル事業と産業空調事業における環境保全・省エネルギー

の観点からの一層進化した提案型営業の展開と、得意分野である原子力事業の海外への展開準備

と海外事業取組みの更なる強化 

② 環境に優しいエネルギー効率運用事業等の環境・省エネ関連新領域の創出による 

収益源の多様化（独自性と総合力発揮） 

③ 透明性の高い企業活動の展開 

 

以上を骨子とした実行計画に基づき、「企業価値の向上」を目指すこととします。 

 

定量面では、「受注/完工 1,000 億円にはこだわらないが、ROE5％にはこだわる」との利益重視の方針

を徹底し、初年度の 2009 年 3 月期で受注高 950 億円、完工高 970 億円、経常利益 20 億円、当期    

純利益 10 億円、最終年度の 2011 年 3 月期で受注高 990 億円、完工高 1,000 億円、経常利益 30 億円、

当期純利益 15 億円とし、ROE5％の達成を目指します。 
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Ⅰ．基本方針 

 

当社の企業理念である、“空気を中核とする熱・水技術の研究と開発に努め、環境創造分野に新たな

価値を創り出し、社会的に信頼される企業”の実現を目指します。 

そのために、環境問題が地球規模で大きなテーマになっている今日、「環境設備企業」として現行事業

領域の更なる強化と収益源の多様化並びに透明性の高い企業への業態変革を基本課題として「企業 

価値の向上」を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．定性計画 

 

1) 現行事業領域の強化 

 

①リニューアル事業の拡大 

・ リニューアル比率 → 65％へＵＰ 

⇒環境保全・省エネルギー関連提案営業の強化 

⇒都市施設との事業一体化による効率的・機能的運営 

新設からリニューアルまでの継続した顧客対応と一貫した品質管理体制を強化する

ために、都市施設事業部とリニューアル事業部を統合し、「都市施設・リニューアル 

事業本部」を設立。関東甲信越地域の顧客対応一元化による情報共有と一層の総合

力発揮。 

②産業空調事業の拡大 

⇒産業空調の全社対応を図るべく、事業本部に格上げし、 

「環境エネルギー推進センター」を新設 

従来の産業系空調システムの施工にとどまらず、顧客に 適運転モード・予防保全

のアドバイスや改正省エネ法に基づくエネルギー使用状況報告書の代行業務等の

支援事業を含む「環境に優しいエネルギー効率運用事業」を行うための全社的センタ

ーとして、「環境エネルギー推進センター」を新設。 

⇒重要顧客との関係強化並びに新規顧客開拓 

環境・省エネ対応等の提案力進化を含めた受注競争力向上による顧客拡大。 

③原子力事業の拡大 

⇒原子力用空調のパイオニアとして、環境に優しい原子力分野での事業の更なる拡大を

目指し、地球温暖化防止に繋がる温室効果ガス排出削減に貢献。 

⇒国内新規プラント建設案件の確注と提案営業展開による設備保守業務拡大。 

プラント長寿命化提案による国内原子力プラント改造・取替事業開拓。 

⇒米国他海外向け原子力プラントについての設計支援等の事業開拓。 

 

 

 

収益源の多様化 

（独自性と総合力発揮） 

透明性の高い企業活動 

企業価値の向上 

現行事業領域の強化 
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④海外事業への注力 

⇒スリランカ拠点のエンジニアリング能力を 大限に活用することによる 

中東・南西アジア市場中心の戦略的受注。 

⇒海外全体（中国現法含め）の事業規模は、リスク管理の観点から、 

全社の約 10％程度と位置付け。 

⑤関係会社との連結経営促進 

⇒保全業務（保守点検・整備・補修）全般にわたり新日空サービスとの 

効率的業務運営を推進し、シナジー効果・補完機能を一層発揮。 

 

2) 収益源の多様化（独自性と総合力発揮） 

 

①「環境に優しいエネルギー効率運用事業」の構築 

⇒空気・熱・水技術を駆使して築き上げてきた可視化技術・電気計装技術・シミュレーショ

ン技術・リニューアル提案力に、近年著しい発展をしているＩＴ・通信・計測・監視技術を

融合することにより、建物設備の運用状況をビジュアル化（遠隔監視）し、常時、エネル

ギーの使用状況を把握することで、環境に優しいエネルギー効率運用支援事業を構築

し、省エネシステムへの更新需要も開拓。 

②「環境エネルギー関連技術」の活用 

⇒「微粒子可視化」技術の事業化と全国展開 

当社得意技術の一つの「微粒子可視化」技術の事業化と全国展開。 

⇒省エネ・温暖化抑制システムの開発推進 

世界規模の課題である「地球温暖化防止」に向け、 

省エネ・温暖化抑制システムの開発推進。 

③独自技術の育成・事業化 

⇒「技術戦略委員会」（新設）主導の下、技術開発研究所、応用技術推進センター（新設）、

技術本部および関係事業部門の連携による総合力発揮。 

 

3) 透明性の高い企業活動 

 

①積極的なＣＳＲ・広報・ＩＲ活動  ⇒ＣＳＲ活動の充実 

②内部統制の確立 ⇒業務の有効性・効率性やコンプライアンス等、内部統制の確立 

③人材の育成と活用 ⇒全社的な人材育成の一元化による教育研修の充実・強化 

「主体的に考え実行する人材」の育成。 

 

4) 営業本部を「事業推進統括本部」に改編 

 

事業部門へのサポート体制明確化と強化を目的として「事業推進統括本部」を設立。 

同本部内に下記新設。 

・ 「営業推進センター」    ⇒顧客開拓支援、三井グループ企業との連携強化や、 

全国展開顧客からの情報共有・水平展開強化 

・ 「応用技術推進センター」 ⇒新技術の事業化と事業部門への橋渡し役 

・ 「購買センター」       ⇒国内全店の購買業務に関する母艦機能 

また、「投融資委員会」を新設し、多様な投融資案件につき専門的・機能的に対応。 
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Ⅲ．定量計画 

 

 

 

 

 

受注計画                                                      （単位：百万円）

分野区分 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

新築 27,800 25,800 24,100国内 

一般 リニューアル 47,000 49,200 52,300

原子力 7,200 8,800 9,200

個 

別 

海外 8,000 8,000 8,000

関係会社 5,000 5,200 5,400

連結受注高（合計） 95,000 97,000 99,000

【参考】  

リニューアル分野   計 58,200 60,700 63,900

％ 61% 63% 65%

産業分野（除 原子力）  計 33,000 34,000 36,000

％ 34% 34% 36%

産業分野（原子力除）  計 40,000 42,800 45,200

％ 41% 43% 45%

損益計画                                                             （単位：百万円）

勘定科目 

下段は％ 
2008 年度 2009 年度 2010 年度 

連結完工高 97,000 97,000 100,000

9,200 9,600 10,000
連結完工総利益 

9.4% 9.8% 10.0%

7,200 7,200 7,200
販管固定費 

7.4% 7.4% 7.2%

2,000 2,400 2,800
営業利益 

2.0% 2.4% 2.8%

2,000 2,600 3,000
経常利益 

2.0% 2.6% 3.0%

1,000 1,300 1,500
当期純利益 

1.0% 1.3% 1.5%

  

ROE(%) 3.3% 4.3% 5.0%
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経営企画本部 

管理本部 

技術本部 

技術開発研究所

事業推進統括本部 

原子力事業部 

海外事業部 

都市施設・リニューアル事業本部 

営業推進センター 

応用技術推進センター 

購買センター 

都市施設事業部 

リニューアル事業部 

産業施設事業本部 

東北支店 

環境エネルギー推進センター 

取
締
役
会 

監
査
役
会 

関東支店 

名古屋支店 

大阪支店 

中国支店 

九州支店 

投融資委員会 

技術戦略委員会 

ＣＳＲ委員会 

人事政策委員会 

社 

長 

経営会議 

内部監査室 

内部統制 

プロジェクト室 

案件審議会 

注釈：太枠組織が 2008 年 4 月改編部分 

新日空サービス 

中国現地法人 

スリランカ現地法人

Ⅳ．全社組織図 

（設立手続中） 

 


