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新中期経営計画「NEW HORIZON 2015」の策定 

に関するお知らせ 
 

当社は、現在 2006 年度から 2010 年度の 5 ヵ年を対象とする日揮グループ中期

経営計画「シナリオ 2010」を推進しておりますが、本年度は、その最終年度に

あたることから、このたび、2011 年度から 2015 年度の 5ヵ年を対象とする新中

期経営計画「NEW HORIZON 2015」を策定いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．「シナリオ 2010」の総括 

 

日揮グループは、現中期経営計画「シナリオ 2010」において、各種プラントの

設計・機材調達・建設工事を行う EPC ビジネスと、投資ビジネス、製造ビジネ

スなどで構成される「複合ビジネスモデル」を構築し、「未来のエンジニアリン

グ企業体」を目指していくこと、また、目標経営指標として 2010 年度（2011 年

3 月期）連結売上高 6,000 億円、連結当期純利益 300 億円、ROE11％以上を掲げ、

日揮グループの総力を挙げ、取り組んでまいりました。 

 

これまで、コアビジネスである EPC ビジネスでは、2006 度以降、中東、北アフ

リカ、東南アジア、オセアニア地域、ならびに日本国内において、石油・ガス

資源開発、石油精製、LNG／GTL、石油化学の大型プロジェクトをはじめ、非鉄

精錬、ライフサイエンス分野で数多くのプロジェクトを受注し、卓越したプロ

ジェクトマネジメント力により、目標を超える成果を上げております。 

一方、EPC 以外のビジネスでは、世界各地で、水事業、発電事業、石油・天然ガ



ス開発生産事業、排出権取引事業、新エネルギー（太陽熱、バイオマス、石炭

スラリー）事業など、十数事業への参画を果たすなど、EPC ビジネスに次ぐ柱と

して、投資ビジネスの育成を図り、大きく前進させました。 

 

これらの事業活動の結果、目標経営指標である連結売上高 6,000 億円について

は、2006 年度（2007 年 3 月期）に到達し、また連結当期純利益 300 億円につい

ても、2007 年度（2008 年 3 月期）ならびに 2008 年度（2009 年 3 月期）に到達

いたしました。ROE については 2006 年度以降、目標の 11％を上回る成果を上げ

ております。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの成果を総合して、ビジネス戦略、ならびに目標経営数値の双方とも、「シ

ナリオ 2010」の目標を達成することができたと総括しております。 

 

２．新中期経営計画「NEW HORIZON 2015」の位置づけ 

 

日揮グループは、新中期経営計画「NEW HORIZON 2015」により、新たな領域－

NEW HORIZON において幅広い顧客のニーズに応え、顧客とともに新たな価値を創

造する「Program Management Contractor & Investment Partner」への変貌を

図ります。 

 

今後、世界のマーケット環境は、新興国を中心とする急激な人口増加、産業の

多角化、都市化の進展を背景として、石油・天然ガスのみならず、水、電力、

億円 億円 



交通システムといった社会インフラ分野の需要が大きく拡大していくことが確

実視される状況にあります。 

 

日揮グループは、こうしたマーケット環境の変化を踏まえ、現在の事業領域を

大きく拡大させ、顧客の事業戦略の実現に貢献する企業として、時には事業パ

ートナーとして参画し、事業計画の企画、立案、事業の推進・運営・管理に協

力し、必要となるプラント・設備の EPC を遂行する、全く新しい企業像－Program 

Management Contractor & Investment Partner に変貌していくことこそ、将来

にわたっての日揮グループの成長への道であると確信しております。 

 

「NEW HORIZON 2015」は、日揮グループが 10 年先を見据え、事業領域を大きく

拡大していく過程における大変重要なマイルストーンであり、日揮グループの

総力を挙げ、目標達成に努力していく所存です。 

 

＜「NEW HORIZON 2015」における日揮グループの事業領域＞ 

 

  

 

３．目標指標（連結） 

 

「NEW HORIZON 2015」では、日揮グループのコアビジネスである EPC ビジネス

に加えて、事業投資や企画・マネジメントサービスといった、売上高指標では

成果を適切に測れないビジネス領域をも拡大していく方針であるため、当期純

利益を目標指標として掲げることといたしました。 

ROE については、10％以上の達成を目指してまいります。また、配当性向につい



ては、現在の単体ベースでの当期純利益の 25％から、連結べースでの当期純利

益の 25％といたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ビジネス戦略 

 

１）マーケット環境 

 

日揮グループが対象とする分野、地域の両面において、「NEW HORIZON 2015」の

対象期間である 2011 年度～2015 年度の 5ヵ年のマーケット環境は、下記のとお

り変化していくものと予測しております。 

 

① 分野 

石油・天然ガス・石油化学など、ハイドロカーボンプラントの EPC ビジネス

のマーケットは、引き続き活発に設備投資が実施されていくものと思われま

すが、エンジニアリングコントラクター間の受注競争は、一段と激化すると

予測しております。ノンハイドロカーボン分野においては、非鉄、医薬、メ

ディカルなどの分野で着実にマーケットが拡大していくと予測しております。 

また、主に事業投資のマーケットである水、発電などの社会インフラ分野は、

新興国の人口増加、産業多角化、都市化などを背景に、今後さらに巨大マー

ケットへと変貌していくことが予測されます。 

 

② 地域 

上記の海外ハイドロカーボンプラント分野では、中東、北アフリカ、東南ア

ジア、オセアニア地域に加え、南米、ロシア、中央アジア地域も今後の有望

マーケットとして考えております。社会インフラ分野は、新興国がマーケッ

トの中心になると捉えております。また、国内メーカーの海外展開もマーケ



ットのひとつと考えております。 

 

２）ビジネスモデル 

 

こうしたマーケット予測を踏まえて、日揮グループは、新中期経営計画「NEW 

HORIZON 2015」において、「Program Management Contractor & Investment 

Partner」への変貌を目指し、コアビジネスである 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拡大を図ってまいります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）マンパワーリソース計画 

 

海外 EPC 子会社の人員を増強し、日揮グループ全体で現状の約 11,000 名体

制から、2015 年度には、約 13,000 人体制へと拡大を図ってまいります。 

 

４）組織戦略 

 

日揮グループ全体が拡大・成長するためには、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に変

貌することが不可欠と考えております。 

アジア、中東、北アフリカに保有する既存の海外 EPC 子会社 6 社の強化を

図っていくほか、新たな海外 EPC 子会社の設立も視野に入れております。

また、これら海外 EPC 子会社においては、現地社員のマネジメント層への

育成、登用を積極的に検討していく予定です。 

 

５）技術開発戦略 



 

“テクノロジービジネス クリエーター”を標榜し、技術開発成果を基にし

たビジネス開発を加速してまいります。 

重点戦略を、 

① 開発技術の早期商業化とライセンスビジネスの拡大 

② 成長分野における新規ビジネスの創出と推進 

③ 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 

とし、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

ーの各分野に注力してまいります。 

 

５．EPC ビジネス強化策 

 

EPC ビジネスは、特に海外ハイドロカーボンプロジェクトにおいて、競争環境の

一段の激化が予測されるため、以下の四本柱の戦略を強力に推進し、競争力の

強化を図ってまいります。 

 

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に取り組むほか、営業力強化、有望マーケットの

深耕・開拓、プロジェクト遂行力のさらなる強化を図ります。 

国内マーケットに対しては、国内 EPC 子会社との一体遂行で取り組んでまい

ります。 

 

２）ノンハイドロカーボン分野の拡大 

ノンハイドロカーボン分野の主力分野である非鉄分野のさらなる拡大を図

ると共に、医薬、メディカル分野の海外展開を推進してまいります。 

 

３）海外 EPC 子会社の強化 

産油・産ガス国で強まってきているローカリゼーションの動きに呼応し、

海外 EPC 子会社による中小規模プロジェクトの受注拡大を推進します。 

同時に、海外 EPC 子会社間の連携を強め、協力してプロジェクトの受注拡

大を目指す活動も展開してまいります。 

 

４）EPC 新分野の開拓 

既存のハイドロカーボン分野、ノンハイドロカーボン分野に加えて、EPC ビ

ジネスの領域拡大を目指し、F-LNG 分野、海外原子力発電分野、インフラ分

野に積極的に取り組んでまいります。また、今後増加が見込まれるモジュ



ール工法を採用するプロジェクトへの対応も図ってまいります。 

 

６． 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、製造業などのビジネス分野において

は、自らが事業者として取り組む、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の変貌を図ってまいります。 

 

１）事業投資 

 

地球環境保全に対する意識の高まりを背景に、世界的に再生可能エネルギ

ーへのシフトが加速し、同時に新興国の著しい成長により、エネルギー需

要や社会インフラニーズの拡大が予測されることから、以下の関連分野で

積極的に事業投資を推進してまいります。 

なお、投資総額の枠、目標数値はあえて設定せず、基本的に日揮グループ

の強みが生かせる良質な案件に、積極的に投資していくという姿勢で臨ん

でまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）企画・マネジメントサービス 

 

事業企画・立案・推進、FEED(Front-End Engineering Design:基本設計）、

PMC(Project Management Consulting)など、資源開発計画、社会インフラ開発

計画の分野で、事業者の視点に立った「企画・マネジメントサービス」を提供

してまいります。 



 

３）製造ビジネスなど 

 

製造ビジネスのうち、触媒・ファイン事業ではファイン事業のさらなる拡大に

取り組んでまいります。同時に触媒・ファイン事業も含め、IT 事業、コンサル

テーション事業など、国内の子会社・関係会社で遂行している事業においては、

海外展開の推進、日揮グループ会社間における連携強化などを推進し、強化を

図ってまいります。 

 

以 上 

 

 

 


