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日揮グループは、

Program Management Contractor
& Investment Partner

を目指します。
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中期経営計画
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1-1. 中期経営計画「New Horizon 2015」の目標指標

2016年3月期2016年3月期
(目標)

当期純利益 ５００億円

ＲＯＥ １０％以上

配当性向
連結当期純利益の

２５％
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1-2. 中期経営計画の推移
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New Horizon 2015
(11年4月～16年3月)
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1-3. 中期経営計画「New Horizon 2015」の位置付け

10年後を見据えた５ヵ年計画

新しい企業像への変貌

Program Management Contractor
& Investment Partner

新しい企業像への変貌=

7２０２０２０１５２０１０

New Horizon 2015 次期中期経営計画

1-4. プログラムマネジメントとは？

事業全体を計画・具現化し、ＥＰＣ、投資、マネジメントサービス、
製造業など、あらゆるサービスを提供できる新しい企業像

プログラムマネジメント

ＦＥＥＤ Ｏ＆ＭＥＰＣ

事業企画・
立案・推進 ＰＭＣ

企画・マネジメントサービス

事業投資・運営

製造業・ＩＴサービスなど

ＦＥＥＤ：基本設計（Ｆｒｏｎｔ-Ｅｎｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄｅｓｉｇｎ）

Ｏ＆Ｍ：運転・保守（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ＆ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）

ＰＭＣ：Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

ＥＰＣ：プラントの設計（Engineering）、調達（Procurement）、建設（Construction）業務
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ビジネス戦略

Program Management Contractor & Investment Partner への

変貌を目指し、現在のコアであるＥＰＣビジネスの競争力強化を図りつつ、

幅広い顧客のニーズに応え、新たな価値を創造するため、

事業投資・サービスビジネスの一層の育成を図ります。

9

2-1. マーケット環境(1)

●海外ハイドロカーボンＥＰＣ分野のマーケット環境は、
今後も旺盛。但し競争環境は、一段と激化

●ノンハイドロカ ボン分野（非鉄 医薬 メデ カル）
分野

●ノンハイドロカーボン分野（非鉄、医薬、メディカル）
マーケットは着実に拡大

●社会インフラ(水、発電、鉄道など)投資は
巨大マーケットへ

●海外ハイドロカーボンＥＰＣ分野は、中東・北アフリカ、
東南アジア オセアニアに加え 南米 ロシア

地域

東南アジア、オセアニアに加え、南米、ロシア、
中央アジアが有望

●社会インフラ開発は、新興国が中心

●国内顧客の設備投資も海外へシフト
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2-1. マーケット環境(2)

社会インフラ各分野の年間投資規模
(2008年から2030年までの年間投資予想平均)

新興国の人口増加 産業多角化 都市化によ て 膨大な需要が予測される分野

8,700億ドル水

6,000億ドル電力

4,800億ドル石油・ガス

新興国の人口増加、産業多角化、都市化によって、膨大な需要が予測される分野
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鉄道・道路 3,000億ドル

石炭 300億ドル

出典：ECCコンファレンス2009資料
World Energy Outlook 2009

2-2. 中期経営計画「New Horizon 2015」ビジネスモデル

●ＥＰＣビジネス ： 既存分野に加え、新分野を開拓

： 事業投資のさらなる拡大、
企画・マネジメントサ ビスを育成

●事業投資・サービスビジネス

ＥＰＣビジネス 事業投資・サービスビジネス

既存分野
事業投資・運営

企画・マネジメントサービスを育成
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新分野

企画・マネジメントサービス

製造業・ＩＴサービスなど



2-3. マンパワーリソース計画

海外ＥＰＣ子会社を増強し、
グループ全体で約１３,０００名体制へ

製造業ほか

国内ＥＰＣ

海外ＥＰＣ
約４,２００名

国内ＥＰＣ

海外ＥＰＣ
約６,０００名

製造業ほか
約２,０００名

造
約２,２００名

計 約１１,０００名

２０１０年３月期
(現在)

計 約１３,０００名

２０１６年３月期
(予定)

国内ＥＰＣ
約２,７００名

国内ＥＰＣ
約２,７００名

日揮
約２,１００名

日揮
約２,１００名
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2-4. 組織戦略 ―真のグローバル企業グループへ

●日揮グループ全体としての拡大・成長に向け、海外ＥＰＣ子会社の
強化・拡大を一層推進。新規の海外ＥＰＣ子会社設立も視野。

●それぞれの国 地域を代表する多様なＥＰＣ子会社群で構成される

JGCガルフ（サウジアラビア）

●それぞれの国・地域を代表する多様なＥＰＣ子会社群で構成される
真のグローバル企業グループへ

●現地マネジメント層の育成、登用を積極的に検討。
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日揮

JGCシンガポール
JGCインドネシア

JGCベトナム

JGCフィリピン

G ガ （ ウジ ラ ）

JGCアルジェリア



2-5. 技術開発戦略

重点戦略

●開発技術の早期商業化とライセンスビジネスの拡大

テクノロジービジネス クリエーターを目指す

●開発技術の早期商業化とライセンスビジネスの拡大

●成長分野における新規ビジネスの創出と推進

●オープンイノベーションの活用による社外との連携強化 プロピレン製造技術
実証設備

注力分野

資源 製造

JGC Coal Fuel(JCF)
CO2分離回収技術実証

（国際石油開発帝石 越路原プラント）

資源 製造

社会インフラ･
ライフサイエンス

環境･新エネルギー
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ＥＰＣビジネス強化策

ハイドロカーボン分野の競争力強化・向上、ノンハイドロカーボンの拡大、

海外ＥＰＣ子会社の強化、ＥＰＣ新分野の開拓をＥＰＣビジネス戦略の４本柱に据え、

激変するマ ケット環境にあるＥＰＣビジネスの競争力強化を図ります
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激変するマーケット環境にあるＥＰＣビジネスの競争力強化を図ります。



3. ＥＰＣビジネス強化策(1)

1．ハイドロカーボン分野における競争力強化・向上

●抜本的なコスト競争力向上

●営業力(マーケティング力)の強化と客先とのさらなる関係強化

●マーケットの深耕、開拓
(北アフリカ、オーストラリア、南米、ロシア、中央アジアなど)

●プロジェクト遂行力のさらなる強化

2．ノンハイドロカーボン分野の拡大

●非鉄分野のさらなる拡大

●医薬・メディカル分野の海外展開

17

3. ＥＰＣビジネス強化策(2)

3．海外ＥＰＣ子会社の強化

●産油・産ガス国におけるローカリゼーションへの対応

4．ＥＰＣ新分野の開拓

●ＦＬＮＧ分野の拡大・強化

●中小規模プロジェクトの受注拡大

●グループ内の相互連携の強化

●ＦＬＮＧ分野の拡大・強化

●海外原子力発電プロジェクトへの進出

●インフラプロジェクトも視野

●モジュール工法※を採用するプロジェクトへの対応

※ モジュール工法：別の場所で小規模に分割したプラント設備を製作し、
現地で最終組み立てを行う方式 18



事業投資・サービスビジネス拡大策

事業投資、企画・マネジメントサービス、製造業などの推進、自らが事業者として、

あるいは、より事業者に近いサービスを提供できる企業グループへと

変貌を図ってまいります

19

変貌を図ってまいります。

4. 事業投資・サービスビジネス拡大策(1)

地球環境保全 → 再生可能エネルギーへのシフト

新興国の成長 エネルギ 社会インフラ整備ニ ズ増大

背
景

1．事業投資

電力・新エネルギー分野

TM

● IPP ＆ IWPP、
太陽エネルギー、
バイオエタノール、
石炭スラリー(JCF )

環境・水分野

●中国での環境対応
●海外上下水道分野の

建設・運営・O&M事業の加速

新興国の成長 → エネルギー・社会インフラ整備ニーズ増大
景
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資源開発分野

●石油、天然ガス開発の継続
●鉱物資源事業への参入

新分野

●都市インフラ開発（空港含む）、
新産業開発(医薬、ﾒﾃﾞｨｶﾙ、住宅、農業)



4. 事業投資・サービスビジネス拡大策(2)

2．企画・マネジメントサービス

● 資源開発計画、社会インフラ開発計画の分野で、

事業者の視点に立ち、開発計画の実現に向けた

企画の立案、推進に関するマネジメントサービスを展開

● 事業企画・立案・推進● 事業企画 立案 推進

● ＦＥＥＤ（Front-End Engineering Design:基本設計）

● ＰＭＣ（Project Management Consulting） など
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4. 事業投資・サービスビジネス拡大策(3)

3．製造事業など

触媒・ファイン事業

●海外展開の一層の加速

●ＦＣＣ触媒の輸出拡大

●環境触媒の欧米向け輸出強化、中国現地法人による原料販売の拡大

●ファイン事業における海外生産・販売の推進

ＩＴサービス事業、コンサルテーション事業など
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※ ICT：Information and Communications Technology : 情報通信技術

●海外展開の推進

●社会インフラ開発分野におけるグループ内での連携促進

（ICT※、環境コンサルテーションなど）

●海外ＥＰＣ子会社との連携による多面的なサービス提供



中期経営計画
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現・中期経営計画「シナリオ2010」の総括
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現・中期経営計画「シナリオ2010」の総括(1)

数値目標は達成

シナリオ2010数値目標

売上高 6,000億円

実績

売上高 6,085億円 （07年3月期）

当期
純利益

300億円

ROE 11.0%以上

当期
純利益

315億円 （09年3月期）

ROE 15.2% （08年3月期）
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現・中期経営計画「シナリオ2010」の総括(2)

複合ビジネスモデル（ＥＰＣ＋非ＥＰＣ）を確立

コアビジネスのＥＰＣビジネスで、

目標を上回る業績を達成

ＥＰＣビジネス

事業投資ビジネスを開拓、

大きく前進

現在まで 総投資額 400億円

非ＥＰＣビジネス

目標を上回る業績を達成
・現在までの総投資額 400億円
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現・中期経営計画「シナリオ2010」の総括(3)

分野 プロジェクト

石油 ガス ハウイヤＮＧＬ（サウジアラビア） ガシツュイユガス処理（アルジェリア）

主なＥＰＣビジネス実績
（遂行中を含む）

石油 ガス石油・ガス・
資源開発

ハウイヤＮＧＬ（サウジアラビア）、ガシツュイユガス処理（アルジェリア）、

ガス処理（アブダビ）、マニファ原油処理（サウジアラビア）

石油精製
ズンクワット製油所（ベトナム）、ソハール製油所（オマーン）、

コスモ堺製油所（日本）

ＬＮＧ・ＧＴＬ

タングーＬＮＧ（インドネシア）、イエメンＬＮＧ（イエメン）、

ゴーゴンＬＮＧ（オーストラリア）、パプアニューギニアＬＮＧ（パプアニューギニア）、

石油・ガス・
資源開発

パールＧＴＬ（カタール）

石油化学・化学 ラービグ、ＪＣＰ、ＮＣＰ（それぞれサウジアラビア）

非鉄 リオツバニッケル製錬、タガニートニッケル製錬（それぞれフィリピン）

医薬・メディカル 国内で多数の医薬品工場、病院を建設
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現・中期経営計画「シナリオ2010」の総括(4)

主な事業投資先
3

4

5

6

巨化ＨＦＣ２３回収・分解ＣＤＭ

セメント工場余熱回収発電ＣＤＭ

セメント原料代替ＣＤＭ（内モンゴル）

セメント原料代替ＣＤＭ（浙江省）

＜中国＞

8

10

サウジアラビア/ラービグ ＩＷＳＰＰ

9

Ｕ.Ａ.Ｅ./タウィーラＢ＆Ａ２ ＩＷＰＰ

12

18

中国/海水淡水化事業

松沢病院ＰＦＩ事業

14

スペイン/太陽熱発電事業

米国/油ガス田生産販売事業

6

7

セメント工場余熱回収発電ＣＤＭ

炭鉱メタン発電ＣＤＭ

17
11

12 荏原エンジに出資

ファーマサービス事業

＜日本＞

アルジェリア/発電所Ｏ＆Ｍ事業
13

ＤＭＥ普及促進事業

16

フィリピン/バイオエタノール生産、

豪州/上下水道事業

電力供給事業

15

インドネシア/ＪＣＦ事業

アルジ リア/発電所Ｏ＆Ｍ事業

発電・造水事業

水事業

排出権（ＣＤＭ）事業

資源開発事業

新エネルギー事業

発電所Ｏ＆Ｍ事業

その他
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タウィーラＩＷＰＰ
（アブダビ）

海水淡水化事業
（中国）

29

A Collaboration of JGC and Hyflux

将来の見通しに関するご注意事項

本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断

や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、こ

れらの目標や予想の達成 および将来の業績を保証するものではありません。れらの目標や予想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。

またこれらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。

従いまして、本情報および資料のご利用は、他の方法により入手された情報と

も照合・確認し、ご利用者の判断によって行ってくださいますようお願いいたし

ます。

本資料ご利用の結果、生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負

いません。

本資料に関するお問い合わせ先

日揮株式会社 管理本部 広報・IR部

Tel：045-682-8026  Fax：045-682-1112

E-mail: ir@jgc.co.jp
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