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株式会社日立製作所  
執行役社長  

２０１２年５月１０日 

中西 宏明 

２０１２中期経営計画 
－ 進捗状況について － 

後半部分 
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４-１. 経営基盤強化 【コスト構造改革】 

・ 生産コスト 

・ 直接材コスト 

・ 間接コスト 

全コスト 

グローバル事業戦略 IT戦略    人財戦略 

直接材 
コスト 

生産 
コスト 

間接 
コスト 

総コスト 
約９兆円 

全コスト 組織 エリア 

コスト 
領域 

日本 中国 

アジア インド 

米国 欧州 

５事業グループ 

日立グループの 
全事業体 

 「Hitachi Smart Transformation Project」の断行 （総コスト５％削減） 

生産 
・ バリューチェーンのグローバル化 

・ 共通プロセスのグローバル化 

・ グローバル調達力の強化 

・ 調達エンジニアリンクﾞ活用 
直接材 

・ 共通業務・経費集約 

・ グローバルシェアード推進 
間接 
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４-２. 経営基盤強化 【財務体質の強化】 

  ・ Ｄ/Ｅレシオ*  ０.８倍以下  
  ・ 株主資本比率 ２０％ 

  ・ 当期純利益                
     ２,０００億円台の安定的確保               

＊非支配持分を含む、証券化事業体の連結に 
   伴う負債を含む 

コスト構造改革 
  「Hitachi Smart Transformation  
   Project」の断行 
 

当期純利益の積上による 
株主資本の強化 

総資産の圧縮・効率化 
 

成長投資に向けたキャッシュの
創出 

社会イノベーション事業への経営資源集中 
グローバル戦略に基づく重点地域への投資拡大 

ボーダーレスな人財の最適活用と効率化 

経営リソースの重点投入 

収益性の改善・財務体質の強化 
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４-３. グローバル成長戦略  

「日立グループ中国・アジア地区 
総裁」設置 
・ 中国・アジア地区の市場開拓加速 

・ 地域に密着したアライアンスの推進 

・ 社会・ITインフラ事業の展開・強化 

・ タイ、インドネシア、ベトナム他   

  現地化の推進・拡大 

企画､渉外､エンジニアリング 
機能強化 

事業拡大ヘの施策 
・ パートナリング強化 

・ 現地化の推進・拡大 

中国売上１.６倍ヘ拡大 
（２０１０年度比） 

ＡＳＥＡＮ地区の事業強化・拡大 

・ 現地オフィス設置予定 

・ 社会・ＩＴインフラ事業への基盤構築 

・ 経済制裁解除を踏まえた事業拡大  

ミャンマーにおける事業立ち上げ 

注力強化地域 

コーポレート機能のグローバル化 中国事業戦略２０１５  

20 



© Hitachi, Ltd. 2012. All rights reserved. 

人財のダイバーシティ加速 
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４-４. グローバル成長戦略 【人財の最適活用と効率化】 

グローバル人財採用強化 

ローカル人財育成 

外国人経営人財登用 

インフラ構築２０１２年度完了 

人財データベース 

グローバル・グレーディング 

(職務価値の統一評価) 

経営人財評価基準統一 

重要地域人財マネジメント確立 

経営人財グローバル共通育成・配置プログラム 
[２０１２年度適用開始] 

グローバル人財戦略 
ボーダーレスな人財の最適活用と効率化 

グローバル人財マネジメント推進 海外ビジネス推進力強化 
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22 

４-５. グローバル成長戦略 【ガバナンスの強化】 

外国人取締役増員：２０１２年６月株主総会提案３名 （現在１名） 

グローバルな知見を経営の基本方針に反映 
 

 

 ・インフラ関連企業・団体などにおける豊富な経験・識見 
 

 ・ASEANを中心としたグローバル産業の育成に 
  関する豊富な経験と識見 

 

社外取締役を過半数に： 

執行役兼任取締役半減： 

ジョージ・バックリー氏 フィリップ・ヨー氏 

２０１２年６月株主総会提案１３人中７名（外国人社外取締役２人） 
［現在１２人中４名（外国人社外取締役なし）］ 

２０１２年６月株主総会提案１名 （現在２名） 
 

新任外国人社外取締役候補者 

経営のグローバル化への対応 

監督機能の強化 

＊２００３年６月より、委員会設置会社へ移行 
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*１ 環境適合設計アセスメントを実施し、ある基準点以上に達した製品 
*２ 持続可能な発展のための世界経済人会議 (World Business Council for Sustainable Development) 

１０年･２０年先まで受け継がれる価値 

お客様･パートナーと共に創りあげる価値 

メーカーとしての規範と使命を具現化する価値 

４-６. グローバル成長戦略 【価値の創造とCSR】 

年間１億トンのＣＯ２排出抑制 

あらゆる製品を環境適合製品へ 

国際的枠組みに沿った取り組み 

国・地域の文化、価値観の理解 
*1 

日立のめざす価値の実現に向けて 

環境への貢献（２０２５年度までの目標） 人権の尊重 

アジアの若手リーダー育成 WBCSD  Bakker事務 
総長とのトップ対談 
 
各国の課題と日立 
事業機会の相互理解 
 

地域社会貢献活動 ステークホルダー・ダイアログの実施 
*２ 

環境教育、理科教育 
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成長戦略実行  

５. グローバルメジャープレーヤーへ 

コスト構造改革 

ビジネスモデル変革 

人財戦略 

地域と歩む企業 

注力事業・地域にフォーカス 

「Hitachi Smart Transformation  
Project」の断行 

グローバルで「勝つ」体制構築 

グローバルな最適人財活用 

地域貢献と多様性の尊重 

社会イノベーション事業で 
世界に応える日立へ 



© Hitachi, Ltd. 2012. All rights reserved. 26 

将来予想に関する記述 

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の
前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 
その要因のうち、主なものは以下の通りです。 

主要市場（特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ）における経済状況および需要の急激な変動  

為替相場変動（特に円／ドル、円／ユーロ相場）  

資金調達環境  

株式相場変動  

持分法適用関連会社への投資に係る損失  

価格競争の激化（特にデジタルメディア・民生機器部門）  

新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社および子会社の能力  

急速な技術革新  

長期契約におけるコストの変動および契約の解除  

原材料・部品の不足および価格の変動  

製品需給の変動  

製品需給、為替相場および原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社および子会社の能力  

社会イノベーション事業強化に係る戦略  

事業構造改善施策の実施  

主要市場・事業拠点（特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ）における社会状況および貿易規制等各種規制  

製品開発等における他社との提携関係  

自社特許の保護および他社特許の利用の確保  

当社、子会社または持分法適用関連会社に対する訴訟その他の法的手続  

製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等  

地震、津波およびその他の自然災害等 

情報システムへの依存および機密情報の管理  

退職給付債務に係る見積り 

人材の確保 
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