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1. 長期的長期的長期的長期的なななな事業環境事業環境事業環境事業環境とととと課題認識課題認識課題認識課題認識

�国内生産年齢人口の減少・世帯構成の変化
�原材料の価格上昇・資源不足
�経済のグローバル化・国内需給ギャップによるデフレの進行

�国内建築ストックの改装・リフォーム需要
�環境・リサイクル意識の高まり
�アジアを中心とした新興国経済の伸張
�震災を契機としたエネルギー政策の転換と社会の変化

�国内新築市場やアルミ地金市況に影響されやすい事業構成の変革
�成長分野の開拓や生産性向上への取組み
�財務基盤の強化

�アルミ合金・押出・加工技術の蓄積
�建材事業での実績・ネットワーク・技術
�非建材事業の成長と収益力

事業環境事業環境事業環境事業環境

グループグループグループグループのののの

現状現状現状現状

変化変化変化変化するするするする事業環境事業環境事業環境事業環境ををををチャンスチャンスチャンスチャンスとととと捉捉捉捉ええええ、、、、変化変化変化変化するするするする事業環境事業環境事業環境事業環境ををををチャンスチャンスチャンスチャンスとととと捉捉捉捉ええええ、、、、20202020年年年年までにまでにまでにまでにダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックにににに挑戦挑戦挑戦挑戦すべきすべきすべきすべき方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しししし、、、、年年年年までにまでにまでにまでにダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックにににに挑戦挑戦挑戦挑戦すべきすべきすべきすべき方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しししし、、、、

強強強強みをみをみをみを活活活活かしかしかしかし、、、、新新新新たなたなたなたな資源資源資源資源をををを獲得獲得獲得獲得することですることですることですることで長期的長期的長期的長期的なななな事業成長事業成長事業成長事業成長をををを図図図図るるるる。。。。強強強強みをみをみをみを活活活活かしかしかしかし、、、、新新新新たなたなたなたな資源資源資源資源をををを獲得獲得獲得獲得することですることですることですることで長期的長期的長期的長期的なななな事業成長事業成長事業成長事業成長をををを図図図図るるるる。。。。

機会

脅威

強み

課題
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売上高 2,609億円
営業利益率 3%

2. グループグループグループグループ長期長期長期長期ビジョンビジョンビジョンビジョン

◆2020年 目指す姿

現中期計画 次期中期計画

建材事業の再生、構造改革

から利益ある成長軌道へ

成長戦略の本格化

成長戦略実現成長戦略実現成長戦略実現成長戦略実現によるによるによるによる成長戦略実現成長戦略実現成長戦略実現成長戦略実現によるによるによるによる

収益収益収益収益モデルモデルモデルモデルのののの転換転換転換転換収益収益収益収益モデルモデルモデルモデルのののの転換転換転換転換

成長戦略の種まき

更なる成長と

新たな価値創造

HD17期
2020.5

HD12期
2015.5

HD9期
2012.5

HD7期
2009.6

HD10期
2012.6

HD13期
2015.6

�新新新新しいしいしいしい価値創造価値創造価値創造価値創造にににに挑挑挑挑みみみみ、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境とととと人人人人々々々々のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの質質質質向上向上向上向上にににに貢献貢献貢献貢献するするするする。。。。

�日本日本日本日本でででで培培培培ったったったった技術技術技術技術ををををベースベースベースベースとしとしとしとし、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルなななな事業展開事業展開事業展開事業展開をををを図図図図るるるる。。。。

�事業活動事業活動事業活動事業活動でのでのでのでの環境調和環境調和環境調和環境調和をよりをよりをよりをより進進進進めめめめ、、、、継続継続継続継続してしてしてして社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するするするする。。。。

HD8期期期期
実績実績実績実績

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 3,5003,500億円億円億円億円億円億円億円億円
営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 6%6% HD17期期期期

目標目標目標目標
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効率化

3. 2020年年年年にむけたにむけたにむけたにむけた成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略

高高高高

低低低低

低低低低

新築向け

（建材事業）

【【【【現在現在現在現在のののの基盤事業基盤事業基盤事業基盤事業】】】】

資源資源資源資源シフトシフトシフトシフト

機会投資

高高高高

マテリアル：AL系押出材中心
商業施設：什器・看板中心

（非建材事業）

①①①①①①①①改装改装改装改装・・・・リフォームリフォームリフォームリフォーム事業事業事業事業のののの強化強化強化強化改装改装改装改装・・・・リフォームリフォームリフォームリフォーム事業事業事業事業のののの強化強化強化強化

③③③③海外展開海外展開海外展開海外展開③③③③海外展開海外展開海外展開海外展開

【【【【グループグループグループグループのののの戦略的成長領域戦略的成長領域戦略的成長領域戦略的成長領域】】】】

環境技術環境技術環境技術環境技術がががが成長成長成長成長ののののドライバードライバードライバードライバー環境技術環境技術環境技術環境技術がががが成長成長成長成長ののののドライバードライバードライバードライバー

３３３３つのつのつのつの成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略

重点投資

既存事業深化既存事業深化既存事業深化既存事業深化とととと

事業領域事業領域事業領域事業領域のののの広広広広がりがりがりがり

新新新新ドメインドメインドメインドメイン新新新新ドメインドメインドメインドメイン

自社優位性自社優位性自社優位性自社優位性

市
場

成
長

率
市

場
成

長
率

市
場

成
長

率
市

場
成

長
率

＋＋＋＋新新新新ドメインドメインドメインドメイン

②②②②非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業のののの強化強化強化強化②②②②非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業のののの強化強化強化強化

3つのつのつのつの成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略にににに環境技術環境技術環境技術環境技術をををを成長成長成長成長ドライバードライバードライバードライバーとしてとしてとしてとして組組組組みみみみ込込込込みみみみ、、、、

資源資源資源資源シフトシフトシフトシフトをををを行行行行いいいい、、、、収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい事業事業事業事業ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオへのへのへのへの変革変革変革変革をををを進進進進めるめるめるめる。。。。
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4. 2020年年年年 成長戦略指標成長戦略指標成長戦略指標成長戦略指標

人間人間人間人間にににに快適快適快適快適なななな商業空間商業空間商業空間商業空間をををを創造創造創造創造するするするする人間人間人間人間にににに快適快適快適快適なななな商業空間商業空間商業空間商業空間をををを創造創造創造創造するするするする

スペースクリエータースペースクリエータースペースクリエータースペースクリエーターへへへへスペースクリエータースペースクリエータースペースクリエータースペースクリエーターへへへへ

コアコアコアコアであるであるであるである合金合金合金合金････押出押出押出押出とととと加工技術加工技術加工技術加工技術をををを追求追求追求追求しししし、、、、コアコアコアコアであるであるであるである合金合金合金合金････押出押出押出押出とととと加工技術加工技術加工技術加工技術をををを追求追求追求追求しししし、、、、

高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値AlAl････････MgMgでででで明日明日明日明日のののの産業産業産業産業をををを切切切切りひらくりひらくりひらくりひらくでででで明日明日明日明日のののの産業産業産業産業をををを切切切切りひらくりひらくりひらくりひらく

顧客視点顧客視点顧客視点顧客視点ののののサービスサービスサービスサービス・・・・技術力技術力技術力技術力によりによりによりにより、、、、顧客視点顧客視点顧客視点顧客視点ののののサービスサービスサービスサービス・・・・技術力技術力技術力技術力によりによりによりにより、、、、

環境建材環境建材環境建材環境建材、、、、改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム分野分野分野分野でででで飛躍飛躍飛躍飛躍環境建材環境建材環境建材環境建材、、、、改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム分野分野分野分野でででで飛躍飛躍飛躍飛躍

商
業

施
設

建
材

改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム比率比率比率比率改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム比率比率比率比率

�� ４０４０４０４０％％％％以上以上以上以上４０４０４０４０％％％％以上以上以上以上

�� 売上売上売上売上２２２２倍倍倍倍にににに売上売上売上売上２２２２倍倍倍倍にににに

①①①①

改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム

事業事業事業事業のののの強化強化強化強化事業事業事業事業のののの強化強化強化強化

国内国内国内国内でででで培培培培ったったったった技術力技術力技術力技術力････提案力提案力提案力提案力をををを背景背景背景背景にににに国内国内国内国内でででで培培培培ったったったった技術力技術力技術力技術力････提案力提案力提案力提案力をををを背景背景背景背景にににに

海外事業海外事業海外事業海外事業をををを本格化本格化本格化本格化、、、、事業収益事業収益事業収益事業収益のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう海外事業海外事業海外事業海外事業をををを本格化本格化本格化本格化、、、、事業収益事業収益事業収益事業収益のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう

海外海外海外海外海外海外海外海外売上売上売上売上売上売上売上売上比率比率比率比率比率比率比率比率

�� １０１０１０１０％％％％以上以上以上以上１０１０１０１０％％％％以上以上以上以上

③③③③

海外展開海外展開海外展開海外展開海外展開海外展開海外展開海外展開

マ
テ

リ
ア

ル

非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率非建材事業比率

�� ４０４０４０４０％％％％以上以上以上以上４０４０４０４０％％％％以上以上以上以上

�� 売上売上売上売上２２２２倍倍倍倍にににに売上売上売上売上２２２２倍倍倍倍にににに

②②②②

非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業

のののの強化強化強化強化のののの強化強化強化強化

事業事業事業事業コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト事業事業事業事業コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト20202020年年年年年年年年 戦略指標戦略指標戦略指標戦略指標戦略指標戦略指標戦略指標戦略指標成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略

※HD8期比(2011.5)

※HD8期比(2011.5)

※主要3事業会社の売上比率
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5. 2020年年年年 成長戦略指標成長戦略指標成長戦略指標成長戦略指標

HD17期期期期((((2020.5)))) 目標目標目標目標HD8期期期期((((2011.5)))) 実績実績実績実績期期期期

マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル事業事業事業事業

商業施設事業商業施設事業商業施設事業商業施設事業

建材事業建材事業建材事業建材事業

非
建
材
事
業

非
建
材
事
業

非
建
材
事
業

非
建
材
事
業 計31%

計計計計43%

69％

22％
57％

31％

12％

21% 40%
改・リ

新築

②②②②非建材非建材非建材非建材事業事業事業事業比率比率比率比率

①①①①改装改装改装改装・・・・リフォームリフォームリフォームリフォーム

事業比率事業比率事業比率事業比率

9％

6％3％営業利益率

10%以上以上以上以上1%未満海外事業比率海外事業比率海外事業比率海外事業比率

3,500億円2,609億円売上高

③③③③海外事業比率海外事業比率海外事業比率海外事業比率

グループグループグループグループ連結連結連結連結グループグループグループグループ連結連結連結連結

主要主要主要主要主要主要主要主要33事業会社事業会社事業会社事業会社事業会社事業会社事業会社事業会社 売上比率売上比率売上比率売上比率売上比率売上比率売上比率売上比率
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環境環境環境環境環境環境環境環境リフォームリフォームリフォームリフォームののののリフォームリフォームリフォームリフォームのののの

市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透

環境商品拡充環境商品拡充環境商品拡充環境商品拡充／／／／断熱断熱断熱断熱・・・・通風通風通風通風・・・・輻射冷暖輻射冷暖輻射冷暖輻射冷暖・・・・遮熱遮熱遮熱遮熱・・・・省省省省＆＆＆＆創創創創エネエネエネエネ建材建材建材建材

リフォームリフォームリフォームリフォーム専用商材拡充専用商材拡充専用商材拡充専用商材拡充

‘‘‘‘一新助家一新助家一新助家一新助家’’’’店舗網拡大店舗網拡大店舗網拡大店舗網拡大とととと総合総合総合総合リフォームショップリフォームショップリフォームショップリフォームショップ化化化化

提携提携提携提携によるによるによるによるチャネルチャネルチャネルチャネル多様化多様化多様化多様化

6. 成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 ①①①①改装改装改装改装・・・・リフォームリフォームリフォームリフォーム事業事業事業事業のののの強化強化強化強化 ・・・・・・・・・・・・建材事業建材事業建材事業建材事業

顧客視点顧客視点顧客視点顧客視点ののののサービスサービスサービスサービス・・・・技術力技術力技術力技術力によりによりによりにより、、、、環境建材環境建材環境建材環境建材、、、、改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム分野分野分野分野でででで飛躍飛躍飛躍飛躍顧客視点顧客視点顧客視点顧客視点ののののサービスサービスサービスサービス・・・・技術力技術力技術力技術力によりによりによりにより、、、、環境建材環境建材環境建材環境建材、、、、改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム分野分野分野分野でででで飛躍飛躍飛躍飛躍顧客視点顧客視点顧客視点顧客視点ののののサービスサービスサービスサービス・・・・技術力技術力技術力技術力によりによりによりにより、、、、環境建材環境建材環境建材環境建材、、、、改装改装改装改装････リフォームリフォームリフォームリフォーム分野分野分野分野でででで飛躍飛躍飛躍飛躍

STER事業事業事業事業のののの拡大拡大拡大拡大

後付樹脂内窓

「プラメイクE」

自然換気システム

「NAV WINDOW21」
太陽熱利用ガス温水システム

「SOLAMO」

改修サッシ

CW太陽光発電 太陽光発電仕様カーポート

「ソーラスター」

STER(スター）事業 ： SSSSankyo TTTTateyama EEEEco & RRRRemodeling 

環境・改装の提案から施工・メンテナンスまでトータルで提案・サポート

B to C販売網販売網販売網販売網のののの充実充実充実充実BB to Cto C販売網販売網販売網販売網のののの充実充実充実充実販売網販売網販売網販売網のののの充実充実充実充実3

B to Bのののの拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立BB to Bto Bのののの拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立のののの拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立拡販体制確立2

リフォームリフォームリフォームリフォーム・・・・環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大リフォームリフォームリフォームリフォーム・・・・環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大リフォームリフォームリフォームリフォーム・・・・環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大環境商材拡大1
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7. 成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 ②②②②非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業のののの強化強化強化強化 ・・・・・・・・・・・・マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル事業事業事業事業

鍛造ロアアーム

メガソーラー用

可動式軽量架台

ダイカストと押出材の接合技術

ＬＥＤ用高反射率部材

成長産業分野成長産業分野成長産業分野成長産業分野のののの成長産業分野成長産業分野成長産業分野成長産業分野のののの

顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造

Mg 鍛造向け小型連続鋳造
ビレット製造技術

コアコアコアコアであるであるであるである合金合金合金合金････押出押出押出押出とととと加工技術加工技術加工技術加工技術をををを追求追求追求追求しししし、、、、

高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値Al････Mgでででで明日明日明日明日のののの産業産業産業産業をををを切切切切りひらくりひらくりひらくりひらく

コアコアコアコアであるであるであるである合金合金合金合金････押出押出押出押出とととと加工技術加工技術加工技術加工技術をををを追求追求追求追求しししし、、、、コアコアコアコアであるであるであるである合金合金合金合金････押出押出押出押出とととと加工技術加工技術加工技術加工技術をををを追求追求追求追求しししし、、、、

高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値AlAl････････MgMgでででで明日明日明日明日のののの産業産業産業産業をををを切切切切りひらくりひらくりひらくりひらくでででで明日明日明日明日のののの産業産業産業産業をををを切切切切りひらくりひらくりひらくりひらく

精密加工品精密加工品精密加工品精密加工品・・・・組立品事業組立品事業組立品事業組立品事業のののの拡大拡大拡大拡大

大型大型大型大型・・・・高精度押出技術高精度押出技術高精度押出技術高精度押出技術のののの開発開発開発開発⇒⇒⇒⇒放熱放熱放熱放熱などのなどのなどのなどの環境需要獲得環境需要獲得環境需要獲得環境需要獲得

Al高力合金高力合金高力合金高力合金、、、、 Mg技術力向上技術力向上技術力向上技術力向上⇒⇒⇒⇒高強度高強度高強度高強度・・・・軽量化軽量化軽量化軽量化ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

グローバルグローバルグローバルグローバル市場市場市場市場にににに対応対応対応対応するするするする品質保証体制品質保証体制品質保証体制品質保証体制

蓄電関連部材

高度高度高度高度なななな品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築高度高度高度高度なななな品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築高度高度高度高度なななな品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築品質保証体制構築3

高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値のののの

鋳造鋳造鋳造鋳造・・・・加工加工加工加工・・・・接合技術接合技術接合技術接合技術のののの開発開発開発開発

高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値のののの高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値のののの

鋳造鋳造鋳造鋳造・・・・加工加工加工加工・・・・接合技術接合技術接合技術接合技術のののの開発開発開発開発鋳造鋳造鋳造鋳造・・・・加工加工加工加工・・・・接合技術接合技術接合技術接合技術のののの開発開発開発開発

2

合金合金合金合金・・・・押出技術押出技術押出技術押出技術のののの追求追求追求追求合金合金合金合金・・・・押出技術押出技術押出技術押出技術のののの追求追求追求追求合金合金合金合金・・・・押出技術押出技術押出技術押出技術のののの追求追求追求追求1
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商業空間提案商業空間提案商業空間提案商業空間提案のののの商業空間提案商業空間提案商業空間提案商業空間提案のののの

総合総合総合総合メーカーメーカーメーカーメーカーへへへへ総合総合総合総合メーカーメーカーメーカーメーカーへへへへ

環境対応環境対応環境対応環境対応・・・・ローコストローコストローコストローコスト対応対応対応対応によりによりによりにより未開拓小売業種顧客開拓未開拓小売業種顧客開拓未開拓小売業種顧客開拓未開拓小売業種顧客開拓

什器什器什器什器・・・・看板看板看板看板・・・・店内店内店内店内サインサインサインサイン・・・・メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスのののの総合力化総合力化総合力化総合力化によりによりによりにより

コンビニコンビニコンビニコンビニ・・・・大手小売大手小売大手小売大手小売チェーンチェーンチェーンチェーンでのでのでのでの高高高高シェアシェアシェアシェアのののの維持維持維持維持

電子機器組込筐体電子機器組込筐体電子機器組込筐体電子機器組込筐体、、、、デジタルサイネージデジタルサイネージデジタルサイネージデジタルサイネージ組込什器組込什器組込什器組込什器

などによるなどによるなどによるなどによる商材商材商材商材のののの拡大拡大拡大拡大

8. 成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 ②②②②非建材事業非建材事業非建材事業非建材事業のののの強化強化強化強化 ・・・・・・・・・・・・商業施設事業商業施設事業商業施設事業商業施設事業

人間人間人間人間にににに快適快適快適快適なななな商業空間商業空間商業空間商業空間をををを創造創造創造創造するするするするスペースクリエータースペースクリエータースペースクリエータースペースクリエーターへへへへ人間人間人間人間にににに快適快適快適快適なななな商業空間商業空間商業空間商業空間をををを創造創造創造創造するするするするスペースクリエータースペースクリエータースペースクリエータースペースクリエーター人間人間人間人間にににに快適快適快適快適なななな商業空間商業空間商業空間商業空間をををを創造創造創造創造するするするするスペースクリエータースペースクリエータースペースクリエータースペースクリエーターへへへへへへへへ

LED棚下照明100V

アドバンスライト ＳＬ－Ｃ

店舗内装本格展開

ユニバーサルフィッティングルーム

店舗内装店舗内装店舗内装店舗内装へのへのへのへの本格展開本格展開本格展開本格展開

既存既存既存既存のののの周辺事業周辺事業周辺事業周辺事業のののの獲得獲得獲得獲得既存既存既存既存のののの周辺事業周辺事業周辺事業周辺事業のののの獲得獲得獲得獲得既存既存既存既存のののの周辺事業周辺事業周辺事業周辺事業のののの獲得獲得獲得獲得3

商品商品商品商品カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー拡大拡大拡大拡大商品商品商品商品カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー拡大拡大拡大拡大商品商品商品商品カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー拡大拡大拡大拡大2

商業施設商業施設商業施設商業施設・・・・サインサインサインサインでででで更更更更なるなるなるなる深耕深耕深耕深耕商業施設商業施設商業施設商業施設・・・・サインサインサインサインでででで更更更更なるなるなるなる深耕深耕深耕深耕商業施設商業施設商業施設商業施設・・・・サインサインサインサインでででで更更更更なるなるなるなる深耕深耕深耕深耕1
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9. 成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 ③③③③海外展開海外展開海外展開海外展開

国内国内国内国内でででで培培培培ったったったった技術力技術力技術力技術力・・・・提案力提案力提案力提案力をををを背景背景背景背景にににに海外事業海外事業海外事業海外事業をををを本格化本格化本格化本格化、、、、事業収益事業収益事業収益事業収益のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう国内国内国内国内でででで培培培培ったったったった技術力技術力技術力技術力・・・・提案力提案力提案力提案力をををを背景背景背景背景にににに海外事業海外事業海外事業海外事業をををを本格化本格化本格化本格化、、、、事業収益事業収益事業収益事業収益のののの一翼一翼一翼一翼をををを国内国内国内国内でででで培培培培ったったったった技術力技術力技術力技術力・・・・提案力提案力提案力提案力をををを背景背景背景背景にににに海外事業海外事業海外事業海外事業をををを本格化本格化本格化本格化、、、、事業収益事業収益事業収益事業収益のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう担担担担うううう

アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたアジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした

グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開

部材部材部材部材････部品部品部品部品のののの海外調達率向上海外調達率向上海外調達率向上海外調達率向上

海外海外海外海外でのでのでのでの開発開発開発開発････設計設計設計設計････工図体制構築工図体制構築工図体制構築工図体制構築

アライアンスアライアンスアライアンスアライアンスによるによるによるによる拠点立拠点立拠点立拠点立ちちちち上上上上げげげげ・・・・展開拡大展開拡大展開拡大展開拡大

欧米等欧米等欧米等欧米等へのへのへのへの製品輸出製品輸出製品輸出製品輸出

商業施設事業製造･販売拠点

�上海立山商業施設上海立山商業施設上海立山商業施設上海立山商業施設

�立山貿易立山貿易立山貿易立山貿易（（（（上海上海上海上海））））

台湾向け高級サッシ

�三三三三協協協協大大大大同同同同アルアルアルアルミミミミ

ASEANへの展開拡大
�ムアントンアルムアントンアルムアントンアルムアントンアルミミミミニニニニウウウウムムムム

国内国内国内国内コストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上国内国内国内国内コストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上国内国内国内国内コストコストコストコスト競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上2

アジアアジアアジアアジアでのでのでのでの

現地生産現地生産現地生産現地生産・・・・現地販売確立現地販売確立現地販売確立現地販売確立

アジアアジアアジアアジアでのでのでのでのアジアアジアアジアアジアでのでのでのでの

現地生産現地生産現地生産現地生産・・・・現地販売確立現地販売確立現地販売確立現地販売確立現地生産現地生産現地生産現地生産・・・・現地販売確立現地販売確立現地販売確立現地販売確立

1
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環境技術環境技術環境技術環境技術をををを事業成長事業成長事業成長事業成長ののののドライバードライバードライバードライバーにににに、、、、

『『『『既存領域既存領域既存領域既存領域のののの深化深化深化深化』』』』ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連分野関連分野関連分野関連分野のののの開拓開拓開拓開拓などなどなどなど『『『『事業領域事業領域事業領域事業領域のののの広広広広がりがりがりがり』』』』にににに挑挑挑挑むむむむ

環境技術環境技術環境技術環境技術をををを事業成長事業成長事業成長事業成長ののののドライバードライバードライバードライバーにににに、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術をををを事業成長事業成長事業成長事業成長ののののドライバードライバードライバードライバーにににに、、、、

『『『『『『『『既存領域既存領域既存領域既存領域のののの深化深化深化深化既存領域既存領域既存領域既存領域のののの深化深化深化深化』』』』』』』』ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連分野関連分野関連分野関連分野のののの開拓開拓開拓開拓などなどなどなどととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連分野関連分野関連分野関連分野のののの開拓開拓開拓開拓などなどなどなど『『『『『『『『事業領域事業領域事業領域事業領域のののの広広広広がりがりがりがり事業領域事業領域事業領域事業領域のののの広広広広がりがりがりがり』』』』』』』』にににに挑挑挑挑むむむむにににに挑挑挑挑むむむむ

次世代次世代次世代次世代

自動車自動車自動車自動車

ターゲットターゲットターゲットターゲットターゲットターゲットターゲットターゲット

資源循環資源循環資源循環資源循環

再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

金属素材技術金属素材技術金属素材技術金属素材技術のののの追求追求追求追求金属素材技術金属素材技術金属素材技術金属素材技術のののの追求追求追求追求金属素材技術金属素材技術金属素材技術金属素材技術のののの追求追求追求追求

資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型ののののビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型ののののビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型ののののビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備のののの基本技術基本技術基本技術基本技術のののの追求追求追求追求建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備のののの基本技術基本技術基本技術基本技術のののの追求追求追求追求建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備のののの基本技術基本技術基本技術基本技術のののの追求追求追求追求

建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備とととと環境機器環境機器環境機器環境機器とのとのとのとの融合融合融合融合建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備とととと環境機器環境機器環境機器環境機器とのとのとのとの融合融合融合融合建材建材建材建材････店舗設備店舗設備店舗設備店舗設備とととと環境機器環境機器環境機器環境機器とのとのとのとの融合融合融合融合

10. 成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略 環境技術環境技術環境技術環境技術へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

環境配慮型環境配慮型環境配慮型環境配慮型

ビルビルビルビル････住宅住宅住宅住宅････店舗店舗店舗店舗

高力高力高力高力・・・・高高高高耐久耐久耐久耐久・・・・軽量化技術軽量化技術軽量化技術軽量化技術

生生生生産産産産プロプロプロプロセセセセスススス

排排排排出出出出物物物物のののの資源資源資源資源化化化化

住居住居住居住居・・・・店舗店舗店舗店舗リフォームリフォームリフォームリフォーム

でのでのでのでの回回回回収品収品収品収品資源資源資源資源化化化化

2020

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル技術技術技術技術

回回回回収収収収のののの仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくりくりくりくり

次世代次世代次世代次世代環境技術環境技術環境技術環境技術とととと

商商商商････住住住住空間空間空間空間のののの融融融融合合合合

環境都市環境都市環境都市環境都市

整備整備整備整備

太陽光利太陽光利太陽光利太陽光利用用用用 創創創創エネエネエネエネ＋＋＋＋蓄蓄蓄蓄エネエネエネエネ

ネットネットネットネットワワワワークークークーク制制制制御御御御

省省省省エネエネエネエネ、、、、長期優長期優長期優長期優良良良良

住宅住宅住宅住宅・・・・ビルビルビルビル・・・・店舗店舗店舗店舗

断熱断熱断熱断熱・・・・通風通風通風通風・・・・遮熱技術遮熱技術遮熱技術遮熱技術

2020

20202020

1

適切適切適切適切ななななデバイスデバイスデバイスデバイス採採採採用用用用によるによるによるによる

効果効果効果効果とととと信頼信頼信頼信頼性性性性

アッアッアッアッセセセセンンンンブブブブリーリーリーリー技術技術技術技術

太陽光太陽光太陽光太陽光

発電用部材発電用部材発電用部材発電用部材

創創創創エネエネエネエネ機器用機器用機器用機器用

部材部材部材部材

省省省省エネエネエネエネ・・・・蓄蓄蓄蓄電電電電

関連関連関連関連部材部材部材部材

生生生生産産産産プロプロプロプロセセセセススススのののの高度化高度化高度化高度化

高放熱技術高放熱技術高放熱技術高放熱技術・・・・加工性加工性加工性加工性

LED照照照照明組込明組込明組込明組込みみみみ

2

3 4
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【本資料に関する注意事項】

本資料に記載されている内容には、三協・立山ホールディングス株式会社及び連結子会社（以下、総称して「三協・立山ホールディングスグ

ループ」という）の計画、戦略、業績などの将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、現時点での入手可能な情報から

得られた三協・立山ホールディングスグループの仮定や判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスク、不確実性及びその他の

要因が内在しています。それらの影響により三協・立山ホールディングスグループの実際の業績、事業活動、財務状況は、これらの見通しと

大きく異なる場合があります。また、新たな情報、将来の事象、その他にかかわらず、三協・立山ホールディングスグループが将来の見通しに

関する記述を見直すとは限りません。なお、業績など実際の結果に影響を与えるリスク、不確実性及びその他の要因としては、三協・立山ホ

ールディングスグループの事業領域を取り巻く経済情勢、三協・立山ホールディングスグループの製品やサービスの需要動向の変化や価格

競争の激化、アルミ地金等の価格変動が挙げられますが、これらに限られるものではありません。

本資料の複製・転載はお断りします。


