
2008 年 5 月 22 日 

各位 

三洋電機株式会社 

 

 

三洋電機グループ中期経営計画（2008～2010 年度）について 

― 集中投資で成長路線へ転換 ― 

 

 

三洋電機グループは、この度、昨年 11 月に発表しました中期経営戦略に基づく新中期経営計画（2008

～2010 年度）を策定いたしました。 

 

 

前 中期経営計画（2005～2007 年度）の総括 

 

2005 年度から 2007 年度の 3 カ年では、事業ポートフォリオの再構築、全社横断的な経営効率向上施

策等による収益基盤の回復と財務体質の健全化に努め、最終年度の 2007 年度において営業利益目標

の達成、最終黒字の確保、ならびに有利子負債の大幅な削減を実現しました。 

 

 

三洋電機グループ 新 中期経営計画（2008～2010 年度）の概要 

 

１．中期経営方針 

「環境・エナジー先進メーカー」への変革に向けて、信頼の回復・高収益企業への基盤確立 

 

 

２．中期経営目標 

（１）2010 年度 連結営業利益チャレンジ目標 1,000 億円以上 （必達目標 900 億円） 

（２）約 1000 日（3 カ年）で全ての継続事業を収益事業化 

 

 

３．中期経営計画における主な経営指標 

（単位：億円） 

 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

売上高 ２０，２００ ２１，５００ ２３，８００ 

営業利益 ５００ ７００ 
９００ 

チャレンジ目標 １,０００ 

その他 

・設備投資 3,600 億円（3 カ年）【前 3 カ年比 +1,300 億円】 

・フリーキャッシュフローは 3 カ年累計でプラスを維持し、 

 成長投資資金の確保と健全な財務体質維持の両立を図る 
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４．中期経営計画のポイント 

 

当社グループは、2008 年度を経営再建から成長路線への転換点とし、新３ヵ年で高収益基盤の確立、

過去最高益水準に挑戦してまいります。 中期経営計画における戦略上のポイントは以下の通りです。 

 

（１）2010 年度の計画達成に向けた戦略的投資の実施 

・ 新中期経営計画では成長路線への転換を確実なものとするため、3 カ年では過去最大規模と

なる設備投資を実施し、特に、部品３事業（二次電池、ソーラー、電子デバイス）には、その約７

割を集中します。 

 

※2008 年度の位置づけについて 

新中期経営計画の初年度である 2008 年度は、上述の通り、2010 年度の営業利益目標 1,000

億円の達成に向けた先行投資を実施することによる減価償却費・固定費等の増加に伴い、一時

的な減益を計画しておりますが、中期経営戦略に基づく高収益基盤の確立へ向け、3 カ年での

利益成長の布石となる施策を実行してまいります。 

 

  （２）約１０００日（3 カ年）で、全ての継続事業を収益事業化 

・ 完成品事業群の海外展開強化および経営効率向上策の推進、ならびに半導体事業の収益強

化に向けた得意分野への選択と集中を重点的に推進します。 

 

（３）中長期的な競争力強化策の推進  

・ 中長期的な競争力強化に向けて、個別事業横断的な技術開発、商品開発およびマーケティン

グ機能の強化を、事業領域単位で推進します。 

 

（４）キャッシュフロー経営の徹底による健全な財務体質の維持  

・ キャッシュフロー経営徹底に向けて、全社原価低減活動の推進、運転資本の水準適正化、グロ

ーバルベースでの経営管理システムの再構築等を行ってまいります。 

 

 

５．個別事業の中期計画と主要施策 

（１）エナジー事業領域 

 ①二次電池事業 

・需要旺盛なリチウムイオン電池増産へ向けた生産能力増強 

・ＨＥＶ事業におけるパートナー戦略の強化 

・更なる増産へ向けた新製造拠点の設立 

②ソーラー事業 

・ＨＩＴ太陽電池 生産能力増強による海外拡販推進 

 2010 年度 欧州・北米を中心に、海外売上規模を 1,000 億円以上に拡大 

 

（２）エレクトロニクス事業領域 

①電子部品事業 

・キャパシタ・光ピックアップ増産による売上拡大 約 500 億円(3 カ年目標) 

（アジアにおける複数の生産拠点設立により、顧客市場の需要拡大へ対応） 
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②半導体事業 

・重点分野への経営資源集中による競争力強化 

・物流拠点の統合・集約および製造工程の効率化推進 

・当社グループ内調達率向上による販売拡大および技術開発力の強化 

③デジタル事業 

デジタルカメラ 

・OEM 顧客との連携強化・開発力向上による着実な受注拡大 

 （2010 年度 年間生産台数 2000 万台へ） 

・ムービー事業の拡大策推進 

 （Xacti グローバル展開強化、OEM 供給開始） 

プロジェクター 

・新モデル導入による大型トップシェア維持 

ＴＶ 

・北米市場強化および新興市場における安定的収益確保 

車載機器 

・顧客対応力強化、ポータブルナビ継続強化による販売拡大 

 

（３）エコロジー事業領域 

①コマーシャル事業 

・環境対応型商品を軸とした事業拡大 

冷熱３分野（業務用空調、ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ）における売上成長 約７００億円(３カ年目標) 

         -コカコーラ社向け飲料ショーケース用自然冷媒（ＣＯ２）カセットの展開強化 

         -業務用空間清浄システムの展開強化 

・欧州・中国を中心とした海外展開の更なる強化 

・サービス機能（業務用機器リプレース営業）の強化 

   ②白物家電事業 

・イオン社とのプライベートブランド共同開発の展開強化 

・洗濯乾燥機ＡＱＵＡの更なる高機能化 

・三洋電機コンシューマエレクトロニクス(株)による経営効率向上策推進  

 

（４）海外完成品事業の販売拡大 

   ・米州、欧州、中国、アジアおよび中東阿・インドの５地域に営業統括責任者を新設（常駐）し、 

    地域別の販売戦略に基づき、完成品事業の海外販売拡大を図ります。 
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６．まとめ 

 
 

参考： 2020 年に向けた環境・エネルギー問題への取り組み 

・ 三洋電機グループは、「環境・エナジー先進メーカー」として、当社の持つ技術力により、今後の地球規模での環境問

題・エネルギー問題に対してグローバルに貢献していくことを、目指すべき将来像として位置づけ、引き続き、技術開

発および商品開発を進めてまいります。 

・ 特に、当社グループの特徴ある技術・事業である、太陽電池・ＨＥＶ用二次電池・市販用ニッケル水素充電池（エネル

ープ）に関しては、2020 年には、合計 約２０００万トン（年間）のＣＯ２削減への貢献を目指します。 また、これらの環

境貢献型商品による事業規模としては約１兆円規模にまで成長させることを目指していきます。 

・ また、当社グループは、太陽電池・ＨＥＶ・省エネ家電などの環境配慮型商品の普及によるＣＯ２排出抑制量が当社

事業活動によって排出する CO2 量を上回る状態を社内目標「カーボンマイナス」として設定し、2020 年頃には、環境

貢献の面において特徴のある企業を目指したいと考えております。 

・ まず、当面の目標としては、2010 年には、社内目標「カーボンニュートラル」の達成を目指し、企業活動によるＣＯ２排

出量と、環境配慮型商品による排出抑制量が同等となる状態へ向けて、事業活動のＣＯ２排出量抑制に全社員で取

り組むことはもちろん、当社商品によるＣＯ２排出抑制を重点的に推進して参ります。 

※以下、当社表現による目標 

「カーボンマイナス」 ： 当社の事業活動による CO2 排出量を当社商品による CO２排出抑制量が上回る状態 

「カーボンニュートラル」  ：当社の事業活動による CO2 排出量と当社商品による CO２排出抑制量が同等な状態 

 

以 上 

 

＜お問い合せ先＞ 

三洋電機株式会社 コーポレートコミュニケーション本部 広報部 

       （大阪）06-6994-3546  （東京）03-6414-8638 

 

 

 

本リリースに掲載されている過去の事実以外の記述は、三洋電機の現在の計画、見通し、戦略などから予測した将来の業績に

関する見通しであり、これらは、現時点で得られる情報をもとにして当社で経営判断したものであります。従いまして、取得する情

報の正確性や信頼性について、保証を行うものではありません。これらの情報のみに全面的に依拠することはなさらないように

お願いします。 

業績見通しには、さまざまなリスクや不確実性などの変動要因を含んでおり、影響を与え得る重要な要因には次のようなものが

あります。1）当社が取り組んでいる事業における経済情勢や資本市場の大幅な変動や消費動向の変化。2）国際的な事業展開

を行ううえで米ドルまたはその他の通貨と円との為替レートの変動。3）各国市場における様々な貿易規制。4）急激な技術革新、

市場競争、価格競争のなかで当社が新技術、新商品、サービスを提供できる能力、など。ただし、業績に影響を与える要因はこ

れらに限定されるものでなく、潜在的なリスクや不確実性を含んでおりますので、ご承知おきください。 
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佐野 精一郎

三洋電機株式会社

代表取締役社長

三洋電機グループ 中期経営計画
（２００８～２０１０年度）

２００８年 ５月２２日
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１．前中期経営計画の総括 （２００５～２００７年度）

本日の説明事項本日の説明事項

２．中期経営計画の骨子 （２００８～２０１０年度）

３．２０２０年に向けた

環境・エネルギー問題への取り組み



3
前中期経営計画（2005～2007年度）の総括

連結
2005年度 2007年度2006年度

2003年度
（実績）

2004年度
（実績）

売上高 23,970 20,17818,82625,080 24,846

営業利益 △172 761426871 352

当期純利益 △2,057 287△454134 △1,715

有利子負債 7,922 4,8896,78910,933 12,139

（単位：億円）

前 中期経営計画（実績）

全社構造改革の結果、収益面・財務面ともに着実に回復

「継続企業の前提に関する注記」の解除
（ゴーイングコンサーン注記）

※2006年度・2007年度ともに、非継続事業組替後の数値を記載



4
前中期経営計画（2005～2007年度）の総括

前 中期経営計画

(05～07年度）

新 中期経営計画

(08～10年度）

位置づけ 経営再建 成長路線
（高収益基盤の確立）

戦略の

特徴

多額の費用・損失を伴う

全社構造改革の実施

成長へ向けた

過去最大規模の設備投資
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１．前中期経営計画の総括 （２００５～２００７年度）

本日の説明事項本日の説明事項

２．中期経営計画の骨子 （２００８～２０１０年度）

３．２０２０年に向けた

環境・エネルギー問題への取り組み
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「私たちは世界のひとびとになくてはならない存在でありたい」「私たちは世界のひとびとになくてはならない存在でありたい」

経 営 理 念

中期経営目標中期経営目標 （２００８～２０１０年度）（２００８～２０１０年度）

環境・エナジー先進メーカーへの変革に向けて環境・エナジー先進メーカーへの変革に向けて
信頼の回復・高収益企業への基盤確立信頼の回復・高収益企業への基盤確立

チ ャ レ ン ジ １ ０ ０ ０

【必達目標 連結営業利益900億円】

２０１０年度 連結営業利益チャレンジ目標 １,０００億円以上

約１０００日（３年間）で、全ての継続事業を収益事業化

中 期 経 営 方 針
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中期経営計画 （２００８～２０１０年度）

中期経営計画における 主な経営指標中期経営計画における中期経営計画における 主な経営指標主な経営指標

連 結
2007年度

（実績）

中期経営計画

2008年度 2009年度 2010年度 08年度比

売上高 20,178 20,200 21,500 23,800 118%

営業利益 761 500 700 900
ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標 1,000

＋400

（単位：億円）

設備投資計画 ３，６００億円（３カ年計） [前3カ年比 約＋1,300億円]

フリーキャッシュフローはプラスを維持 （３カ年計）

中期戦略に基づき、３カ年での利益成長を実現
（０８年度は外部環境悪化に加え、成長戦略に伴う費用増により一時的減益）（０８年度は外部環境悪化に加え、成長戦略に伴う費用増により一時的減益）

※2007年度実績は、非継続事業組替後の数値を記載
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（単位：億円）

2010年度2009年度2008年度

エレクトロニクス事業領域エレクトロニクス事業領域

エコロジー事業領域エコロジー事業領域

5,000

売上高

営業利益

エナジー事業領域エナジー事業領域

450

580

6,100

2010年度2009年度2008年度

9,800
売上高

営業利益
520

11,500

2010年度2009年度2008年度

売上高

営業利益
160

5,800
5,000

5,400

10,500

5,200

480

330
440

90
120

(108%)

(113%)

+30

+100

+30
+40

(104%)
(112%)

+110
+80

(107%)
(110%)

（二次電池、ソーラー） （コマーシャル、白物家電）

（デジタル、電子部品、半導体、車載機器）

事業領域別 売上・利益計画



9
中期経営計画のポイント （２００８～２０１０年度）

２０１０年の計画達成に向けた戦略的投資の実施
（部品３事業への投資の選択と集中）

中期経営計画遂行における戦略上のポイント

キャッシュフロー経営の徹底による健全な財務体質の維持

中長期的な競争力強化策の推進

約１０００日（３年間）で、全ての継続事業を収益事業化

・完成品事業群の海外展開強化、経営効率向上策の推進

・半導体事業の収益強化に向けた得意分野への選択と集中

（事業領域別の技術力・商品力・マーケティング機能の強化）
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中期経営計画のポイント （設備投資計画）

設備投資総額

約３，６００億円

2008～2010年
（３ヶ年計）

約２，３００億円

二次電池
ソーラー
電子部品

約３，１００億円
その他

2005～2007年
（３ヶ年計）

2002～2004年
（３ヶ年計）

約７割
（約2,500億円）

約５割
（約1,200億円）約３割

（約950億円）

約+1,300億円

二次電池 約1,250億円

ソーラー 約 700億円

電子部品 約 550億円

過去最大規模の設備投資を実施
2010年 中期計画達成へ向けて、全社設備投資額の７割を部品３事業へ集中
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エナジー事業領域 主要施策

エナジー事業領域エナジー事業領域

二次電池事業

ソーラー事業

需要旺盛なリチウムイオン電池増産へ向けた生産能力増強

設備投資 １，２５０億円 （3カ年計） [対マスタープラン＋250億円]

ＨＩＴ太陽電池の生産能力増強による海外拡販推進

2010年度 欧州・北米を中心に

海外売上規模を１，０００億円以上に倍増

約１，９５０ 億円（３カ年計）設備投資計画

ＨＥＶ事業におけるパートナー戦略の強化

更なる増産へ向けた新製造拠点の設立
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エレクトロニクス事業領域 主要施策 （１／２）

エレクトロニクス事業領域エレクトロニクス事業領域

電子部品事業

半導体事業

重点分野への経営資源集中による競争力強化

キャパシタ・光ピックアップ増産による

売上拡大 約５００億円 （３カ年目標）

[アジアにおける複数の生産拠点設立により、顧客市場の需要拡大へ対応]

当社グループ内調達率の向上による販売拡大

および 技術開発力の強化

物流拠点の統合・集約および製造工程の効率化推進
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エレクトロニクス事業領域 主要施策 （２／２）

エレクトロニクス事業領域エレクトロニクス事業領域

デジタル事業

ＯＥＭ顧客との連携強化・開発力向上による

着実な受注拡大

(2010年度 年間生産台数2000万台へ)

ムービー事業の拡大策推進
（Ｘａｃｔｉグローバル展開強化、ＯＥＭ供給開始）

新モデル導入による大型トップシェア維持

ＤＩ(デジカメ）

プロジェクター

北米市場強化および新興市場における安定的収益確保ＴＶ

車載機器 顧客対応力強化、ポータブルナビ継続強化による販売拡大
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エコロジー事業領域 主要施策

エコロジー事業領域エコロジー事業領域

コマーシャル事業

環境対応型商品を軸とした事業拡大
冷熱３分野における売上成長 約７００億円(３カ年目標)
[業務用空調、ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ]

-コカコーラ社向け飲料ｼｮｰｹｰｽ用自然冷媒（ＣＯ２）カセットの展開強化
-業務用空間清浄システムの展開拡大

欧州・中国を中心とした海外展開の更なる強化

白物家電事業

イオン社との協業 プライベートブランド共同開発の展開強化

三洋電機コンシューマエレクトロニクス(株) による

経営効率向上策の推進 （家電不採算商品・商流の整理 等）

サービス機能（業務用機器リプレース営業）の強化

洗濯乾燥機ＡＱＵＡの更なる高機能化
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完成品事業群 海外販売戦略完成品事業群完成品事業群 海外販売戦略海外販売戦略
（単位：億円）

※その他・・・東アジア・中南米
※デジタルカメラ等のＯＥＭ先販売分を除く社内目標値

連結売上高
07年度
（実績）

10年度
(計画）

主要施策

米州 1,280 2,200
大手アカウント向けＣＲＭ活動の強化
・量販への販路拡大で、薄型ＴＶの拡販（07年度比倍増）
・空調事業の販路開拓（07年度比3.5倍）

欧州 870 1,200
需要拡大地域、商品に集中
・エコキュート等暖房・給湯分野に本格的に着手し、

空調事業を継続的に拡販（07年度比2.5倍）

中国 740 1,000
五輪・万博需要物件を軸に、強みのある業務用機器拡販
・空調・コールドチェーン商品の拡販（07年度比4割増）

アジア 470 600
高いブランド認知・販売網活用により白物中心の事業幅を拡大
・新興市場向けＴＶの拡販（07年度比3割増）
・プロジェクターの拡販（07年度比7割増）

中東阿・ｲﾝﾄﾞ 220 400
購買力上昇・大規模プロジェクト投資を好機とし、

業務用機器総合提案を推進

・物件を中心とした空調事業の拡販（07年度比3倍）

その他 180 300

計 3,760 5,700
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財務戦略

連結
有利子負債

成長投資資金の確保と健全な財務体質の両立
新規借入金により、成長投資資金を調達

04年度
実績

05年度
実績

06年度
実績

07年度
実績

08年度
計画

09年度 10年度

12,139

7,922
6,789

4,889

新中期経営計画

・フリーキャッシュフローを
プラスに維持 （３カ年累計）

（単位：億円、連結）

・有利子負債は抑制的に運営し、
健全な財務体質の維持を図る
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キャッシュフロー経営の徹底に向けて

キャッシュフロー経営徹底に向けてキャッシュフロー経営徹底に向けてキャッシュフロー経営徹底に向けて

機能軸での経営基盤の強化により、機能軸での経営基盤の強化により、

中期経営計画を確実に達成できる体制を確立中期経営計画を確実に達成できる体制を確立

運転資本の水準適正化運転資本の水準適正化 （連結（連結 在庫・債権債務）在庫・債権債務）

「全社原価低減活動」の推進「全社原価低減活動」の推進
（原価低減、一般経費削減によるコスト構造の改善）（原価低減、一般経費削減によるコスト構造の改善）

グローバルベースでの制度・システム再構築グローバルベースでの制度・システム再構築
（連結経営管理システム（連結経営管理システム等等））
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2007年度 2008年度 2010年度

（単位：億円、連結）

設備投資総額

営業利益

成長路線 (高収益基盤確立）

２００８年を経営再建から成長路線への転換点とし、２００８年を経営再建から成長路線への転換点とし、
新３ヶ年で高収益基盤の確立、過去最高益水準を目指す新３ヶ年で高収益基盤の確立、過去最高益水準を目指す

▲172

761
500

900

経営再建

当期純利益

▲2,057

▲454

287

2006年度2005年度

350

1,000以上 チャレンジ
目標

426

2009年度

700

※2006年度・2007年度ともに、非継続事業組替後の数値を記載

※設備投資強化に伴う
減価償却費増
▲１５０億円 等

約３，６００億円（3カ年）

約２，３００億円（3カ年）

まとめ
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１．前中期経営計画の総括 （２００５～２００７年度）

本日の説明事項本日の説明事項

２．中期経営計画の骨子 （２００８～２０１０年度）

３．２０２０年に向けた

環境・エネルギー問題への取り組み
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２０２０年にありたい当社の姿２０２０年にありたい当社の姿

ＨＩＴに薄膜太陽電池を加えた事業規模の拡大ＨＩＴに薄膜太陽電池を加えた事業規模の拡大

ＣＯ２削減 ５５０万トンＣＯ２削減 ５５０万トン

具体例１ ソーラー事業 中長期展望

※ 市場予測及び効果試算は当社推測

２０１０年２０１０年 ２０２０年２０２０年

００..６６ＧＷＧＷ

４４ＧＷＧＷ

７倍７倍

当社 太陽電池生産能力

全世界の状況全世界の状況
・・ ２００８年２００８年 太陽光発電は全世界電力の０太陽光発電は全世界電力の０..１％１％

・・ ２０４０年２０４０年 ２５％以上にまで大きく伸長２５％以上にまで大きく伸長
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２０２０年にありたい当社の姿２０２０年にありたい当社の姿

累積１３００万台のＨＥＶに当社製電池を搭載累積１３００万台のＨＥＶに当社製電池を搭載

ＨＥＶ電池市場でシェア４０％ＨＥＶ電池市場でシェア４０％

具体例２ ＨＥＶ事業 中長期展望

＊市場予測及び効果試算は当社推測

ＣＯ２削減 １３００万トンＣＯ２削減 １３００万トン

・・ ２０２０年２０２０年 ２０台に１台がＨＥＶの時代に２０台に１台がＨＥＶの時代に全世界の状況全世界の状況

年

万台

ＨＥＶ、ＥＶの市場予測と当社二次電池の販売目標

２０１５２０１０２００８２００７ ２０２０

ＨＥＶ／ＥＶ

シェア
４０％

５００
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ｅｎｅｌｏｏｐのグローバル展開を進め、一次電池１００億個をｅｎｅｌｏｏｐのグローバル展開を進め、一次電池１００億個を

ｅｎｅｌｏｏｐで置き換えるｅｎｅｌｏｏｐで置き換える
ＣＯ２削減 １００万トンＣＯ２削減 １００万トン

・・ 乾電池等の一次電池の生産乾電池等の一次電池の生産 年間約４００億個年間約４００億個

約半数は、二次電池に置き換え可能約半数は、二次電池に置き換え可能
全世界の状況全世界の状況

二次電池への
置き換えが可能

うち５０％を ｅｎｅｌｏｏｐで
置き換える

２０２０年 一次電池生産予測

生
産
個
数

４００億個

２００億個

具体例３ ｅｎｅｌｏｏｐ事業(ニッケル水素電池) 中長期展望

＊市場予測及び効果試算は当社推測

２０２０年にありたい当社の姿２０２０年にありたい当社の姿
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１兆円１兆円１兆円

２０２０年に向けた事業の方向性

太陽電池

ＨＥＶ

ｅｎｅｌｏｏｐ

２０００万２０００万トントン
（（--２０２０累計２０２０累計))

20202020年ＣＯ年ＣＯ２２削減効果削減効果

ＣＯ２削減に大きく寄与する市場においてＣＯ２削減に大きく寄与する市場において

を目指すを目指す事業規模事業規模

地球規模の問題解決への貢献地球規模の問題解決への貢献
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ＣＯ２削減への貢献

環境貢献型商品による削減量が、事業活動のＣＯ２排出量を上回る環境貢献型商品による削減量が、事業活動のＣＯ２排出量を上回る

カーボンマイナスの実現へカーボンマイナスの実現へ

２０１０年 ２０２０年

ＣＯ２量
（万トン）

０

商品によるＣＯ２削減

事業活動によるＣＯ２排出

２０２０年２０２０年 ＣＯ２削減について当社の取り組みＣＯ２削減について当社の取り組み

※カーボンニュートラル：当社の事業活動によるCO2排出量と当社商品によるCO２排出抑制量が同等な状態
※カーボンマイナス ：当社の事業活動によるCO2排出量を当社商品によるCO２排出抑制量が上回る状態
※「当社商品によるCO２排出抑制量」は、当社基準で計算した値を使用

以下、当社表現による

２０１０年には１６０万トンで２０１０年には１６０万トンで
““カーボンニュートラルカーボンニュートラル””を達成へを達成へ
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コマーシャル機器の総合メーカーとして
オンリーワンの省エネシステムの構築が可能

コマーシャル機器の総合メーカーとして
オンリーワンの省エネシステムの構築が可能

業務用機器 省エネルギーソリューションと技術

空調室内機

照明
空調室外機

インターネット

統合コントローラ

エクセリエＥＸ
スーパーショーケース

enegreen冷凍機

管理用ＰＣ 機器間の排熱の有効利用機器間の排熱の有効利用

太陽電池とのシステム化太陽電池とのシステム化

統合制御による省エネ統合制御による省エネ

（左図中の 部分）

システム概要図システム概要図
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当社の代表的な環境浄化技術

・オゾンによる水浄化・オゾンによる水浄化

・電解水によるプール水浄化・電解水によるプール水浄化

・除菌技術：電解ミストによる空気の

除菌･脱臭･ウイルス･花粉不活化

・温度･湿度調整技術

ウイルスウォッシャー機能
搭載空気清浄機

ドラム式洗濯乾燥機
（ＡＱＵＡ）

水水 空気

アクアクリーンシステム

＋太陽電池＋充電システム

＋超微細ろ過技術＋バイオ技術など

コマーシャル機器の統合制御による
省エネルギーソリューション

世界各地において 飲料水を確保する
小型システムの提供

世界各地において 飲料水を確保する
小型システムの提供

２０２０年にありたい当社の姿２０２０年にありたい当社の姿 ２０２０年にありたい当社の姿２０２０年にありたい当社の姿

温度・湿度だけではなく、花粉・カビ・細菌など
の除去にも配慮したコマーシャルシステムへ
温度・湿度だけではなく、花粉・カビ・細菌など
の除去にも配慮したコマーシャルシステムへ
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世界になくてはならない技術・商品を提供する

「環境・エナジー先進メーカー」として

グローバルに貢献

世界になくてはならない技術・商品を提供する世界になくてはならない技術・商品を提供する

「環境・エナジー先進メーカー」として「環境・エナジー先進メーカー」として

グローバルに貢献グローバルに貢献

環境・エナジー先進メーカーへの変革に向けて

強みとなる技術 エネルギー技術

・太陽電池技術
・二次電池技術
・コンプレッサ技術
・省エネ技術

環境浄化技術

・オゾン技術
・電解水技術
・膜ろ過技術
・吸着技術
・バイオ技術

家電機器開発で培ったエレクトロニクス技術

融合して総合力を発揮

ベースとなる技術

2020年の姿

・デバイス技術 ・デジタル技術 ・ネットワーク技術 ・材料基盤技術

・画像処理技術 ・車載／ナビ技術 ・デジカメ技術 ・半導体技術
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このプレゼンテーションに掲載されている過去の事実以外の記述は、三洋電機の現在

の計画、見通し、戦略などから予測した将来の業績に関する見通しであり、これらは、

現時点で得られる情報をもとにして当社で経営判断したものであります。従いまして、

取得する情報の正確性や信頼性について、保証を行うものではありません。これらの

情報のみに全面的に依拠することはなさらないようにお願いします。

業績見通しには、さまざまなリスクや不確実性などの変動要因を含んでおり、影響を与

え得る重要な要因には次のようなものがあります。1）当社が取り組んでいる事業にお

ける経済情勢や資本市場の大幅な変動や消費動向の変化。2）国際的な事業展開を

行ううえで米ドルまたはその他の通貨と円との為替レートの変動。3）各国市場における

様々な貿易規制。4）急激な技術革新、市場競争、価格競争のなかで当社が新技術、

新商品、サービスを提供できる能力、など。ただし、業績に影響を与える要因はこれら

に限定されるものでなく、潜在的なリスクや不確実性を含んでおりますので、ご承知お

きください。

数値の記載に関する注意事項

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている数値および％表示は、全て概数を記載しており

ます。完成品事業群の海外地域別販売計画の中で示している数値は、デジタルカメラ等

のＯＥＭ先販売分を除外した、社内目標値を記載しています。



● 世界初！「オゾンすすぎ」を搭載したドラム式洗濯乾燥機「AQUA」

29
２００７年度 主な新技術・新商品トピックス

● ＣＯ２コンプレッサ搭載「飲料ショーケース用ノンフロン式カセット」納入開始
(コカコーラ社との協業)

● 世界初「データセンター 省エネ型空調設備構築サービス」
（日本ＩＢＭとの共同発表）

● ｅｎｅｌｏｏｐ ｕｎｉｖｅｒｓｅ ｐｒｏｄｕｃｔｓ

２００７年度「グッドデザイン大賞（内閣総理大臣賞）」を受賞

● 世界最小･最軽量 「フルＨＤデジタルムービー」

● ＨＩＴ太陽電池セルで世界最高の変換効率２２.０％を達成

● 世界初 水中撮影可能なポケットサイズムービーカメラ

● 世界最短の設置距離（８ｃｍ） 「超・短焦点プロジェクター」

● 車でも、街でも気軽に使える充電池内蔵タイプのポータブルナビ・「ミニゴリラ」

● 空気までお掃除するクリーナー「airsis」

● キッチンを支える高級炊飯器「おどり炊き」と高級オーブンレンジ「デリスタ」

● 水の力で空気を洗う「virus washer 機能搭載 空気清浄機・ポータブル空間清浄機」

● 耳でしゃべる！？ 双方向 防雑音「イヤホンマイク “ｅ耳くん”」を開発



事業別戦略の概要

事業群 事業 ポジション 投資規模(３年間）
売上、営業利益計画

（2010年度）

部
品

二次電池 ◎
世界シェアＮｏ１

積極投資
エナジー事業領域

売上 約 ６，１００億円
（08年度比 約122%)

営業利益 約 ５８０億円
（08年度比 約+130億円)

ソーラー ◎
変換効率Ｎｏ１

積極投資

電子部品 ◎
世界シェアＮｏ１商品

積極投資
エレクトロニクス事業領域

売上 約１兆１，５００億円
（08年度比 約117%)

営業利益 約 520億円
（08年度比 約+190億円)

半導体 ○
アナログに強み

効率投資

完
成
品

デジタル ○
特定顧客向けﾋﾞｼﾞﾈｽ

効率投資コマーシャル ○
国内シェアＮｏ１商品

エコロジー事業領域

売上 約 ５，８００億円
（08年度比 約116%)

営業利益 約 １６０億円
（08年度比 約+70億円)

白物家電 ○
環境技術・独自技術

約

2,500億円

約

1,100億円

（約３割）

部品３事業への投資強化・完成品事業の収益事業化等により、部品３事業への投資強化・完成品事業の収益事業化等により、
中期経営計画の達成、高収益企業への基盤確立へ中期経営計画の達成、高収益企業への基盤確立へ

（約７割）

海外展開強化
（完成品全体）




