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中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５」フェーズⅢ 
「明電グループの新たな飛躍に向けた“ものづくり力”の強化」 

 
 
 株式会社明電舎（取締役社長 稲村純三）は、2009 年 4 月に策定した５か年の中期経営計画「Ｐ

ＯＷＥＲ５」（パワーファイブ）について、本年 4 月より「ＰＯＷＥＲ５フェーズⅢ」の取り組みを

開始しました。 
 
１．はじめに 
 当社グループでは、2009 年 4 月に 2013 年度を最終年度とする５か年の中期経営計画「ＰＯＷＥ

Ｒ５」を策定し、着実な施策の実行による企業価値の向上に取り組んでまいりました。 
しかし、昨年 3 月の東日本大震災の発生以降のわが国のエネルギー政策の転換や、円高の影響など、

当社グループを取り巻く経営環境は大きく変化しております。また、主力事業のひとつである変電・

配電事業の合弁を解消し、新たな成長に向けた事業構造の変革にも取り組んでおります。 
 こうした状況に鑑み、当社グループでは、ＰＯＷＥＲ５で目指す「明電グループの挑戦―ものづく

り“ＰＯＷＥＲ”で社会に貢献―」という基本的な方向性を堅持しながらも、現下の経営環境に即し

た重点施策の「見直し」と「強化」を行うこととし、本年 4 月より「フェーズⅢ」として、2014 年

度を最終年度とする 3 か年の取り組みを開始しました。 
 
   計画期間の設定（2009年4月より）

  
 
 
 
 
 
 
 ＰＯＷＥＲ５の遂行により、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを安定的に提供することで、

お客様に安心と喜びをもたらし、かつ高い収益を実現している会社を目指します。さらに社員一人ひ

とりが高い満足感と誇りを感じられる会社を目指します。 
 
 

フェーズⅠ（2009～2010年度） フェーズⅡ（2011～2013年度）

計画期間の再設定

フェーズⅠ（2009～2010年度）
フェーズⅡ
（2011年度）

フェーズⅢ（2012～2014年度）

成長基盤づくりの期間 成長拡大期間

成長基盤づくりの期間 成長拡大期間戦略の見直し

フェーズⅠ（2009～2010年度） フェーズⅡ（2011～2013年度）

計画期間の再設定

期間の設定（2009年4月より）計画

フェーズⅡ
（2011年度）

フェーズⅠ（2009～2010年度） フェーズⅢ（2012～2014年度）

成長基盤づくりの期間 成長拡大期間

成長基盤づくりの期間 成長拡大期間戦略の見直し

 1



 
２．フェーズⅢ重点施策 
  フェーズⅢ（2012～2014 年度）では、5 つの重点施策を実行します。 
 

（1）「成長事業」の加速 
（2）「既存コア事業」の強化と新規展開の加速 
（3）グループ海外戦略の強化 
（4）製品競争力の強化 
（5）事業再編・アライアンス（Ｍ＆Ａ）の推進

 
 
 
 
 
 
（1）「成長事業」の加速 
   フェーズⅠ・Ⅱでは、低炭素社会に貢献できるコンポーネント製品として、電気自動車用モー 
  タ・インバータ、電力変換製品、電気二重層キャパシタ、風力発電製品、真空コンデンサの５つ 
  の「成長・新事業」の確立に取り組み、電気自動車用モータ・インバータの量産受注、電力変換 
  製品や風力発電製品の新製品開発など一定の成果を挙げることができました。 
 
   フェーズⅢでは、フェーズⅠ・Ⅱの成果を元に各事業の成長拡大を加速し、「成長・“新”事業」

から、当社グループの成長を牽引する「成長事業」への飛躍を目指します。 
  具体的には、電力変換製品と風力発電製品の 2 分野を統合してスマートグリッド事業とし、再生

可能エネルギーなどの分散型電源、変電・配電製品、リアルタイム制御技術などを合わせたシス

テム製品の強化を図ります。また、電気二重層キャパシタは、蓄電デバイス事業とし、スマート

グリッドと連繋した事業拡大を図ります。そして、新たにフォークリフト用モータ・コントロー

ラや無人搬送車（ＡＧＶ）などを製造・販売するロジスティクス事業を「成長事業」に加えます。 
 これら 5 つの「成長事業」の連繋を強化し、特長製品・サービスを柔軟に組み合せることで、

お客様への提案力の向上に努めます。 
 

電気自動車用モータ・インバータ事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、世界初の電気自動車の量産となる三菱自動車工業㈱様 i-MiEV
 （アイ・ミーブ）、MINICAB-MiEV（ミニキャブ・ミーブ）向けにモータ・インバ

  ータの量産体制を構築し、成長に向けた事業基盤を確立した。 
 ■フェーズⅢでは、本事業を「成長事業」の柱とし、三菱自動車工業㈱様向けの増産

に取り組むとともに、国内外の新規お客様への拡大に注力する。また、省レアアー

ス材料を用いたモータの小形・軽量化などの基盤技術開発を加速させる。 
 ■当社グループは、受注生産を主としてきたが、本製品の生産を通じて得た設計技術

や部品調達、設備自動化など量産に関する知見を元に、フェーズⅢでは、さらなる

生産効率の向上に取り組み、ものづくり力を強化する。 
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真空コンデンサ事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、品質や生産性の向上を目的に、沼津事業所（静岡県）内に 
  新しい製造ラインを立ち上げた。また、海外展開を加速させ、北米市場で初の繰り

返し受注を獲得した。 
 ■フェーズⅢでは、国内唯一の真空コンデンサメーカーとして一層の品質向上に努め、

  世界ナンバーワンへの飛躍を目指す。コア技術である真空応用技術の強化により、

  小型・高性能型など新製品開発に注力するとともに、北米市場・中国など海外販売

  を拡大する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スマートグリッド事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、横浜市やシンガポール、インドネシアなど国内外での数多く

の実証実験に参画し、再生可能エネルギーや蓄電池システムを用いたエネルギー利

用の最適制御などの技術蓄積に取り組んだ。 
  また、主な製品として、国内・海外の太陽光発電向けの電力変換製品、風力用発電

機やコンバータなどの風力発電製品など、特長製品のラインナップを整備した。 
 ■フェーズⅢでは、「明電グループとしての電気を主体としたスマートグリッド事業」

として、ビル・工場や水処理などの公共施設向け、離島向け、鉄道や電気自動車（蓄

電利用）といった交通向けなどに、「エネルギー有効活用・最適システム」を提供す

る事業を確立する。また、他社とのアライアンスを積極的に行う。 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

蓄電デバイス事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、電気二重層キャパシタの量産受注の獲得に向けた用途開拓、

国内・海外鉄道会社向けの電力回生電力貯蔵装置（キャパポスト）や瞬低補償装置

などの特長製品への組み込み販売に注力してきた。 
 ■近年、震災以降の節電需要の高まりを受けて、大容量の蓄電デバイス関連製品が 
  期待を集めている。フェーズⅢでは、自社の蓄電デバイスに加えて、大容量蓄電池

  を用いた電力変換製品や、住友電気工業㈱とのアルミセルメットを用いた大容量 
  電気二重層キャパシタなどの共同開発を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロジスティクス事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、電動フォークリフト用の新型コントローラや無人搬送車の 

国内・海外への拡販に注力した。 
 ■フェーズⅢでは、電気自動車用モータ・インバータと同じくモータ技術と制御技術

を強みとする本事業を成長事業に追加し、海外販売・生産体制の強化により、市場

が成長する中国や東南アジア向け販売を拡大する。また、新規展開として、農業機

械やごみ収集車両などへのモビリティ（車両）向けの事業を確立する。 
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（2）「既存コア事業」の強化と新規展開の加速 
   フェーズⅢでは、フェーズⅠ・Ⅱに引き続き、水処理事業、電鉄事業、動力計測システム事業

の 3 つの既存コア事業の競争力強化と海外展開を中心とする新規分野の拡大に取り組みます。 
  さらに、当社製品のメンテナンスサービスを行うエンジニアリング事業の新規展開を加速し、 
  製品のライフサイクル全体に亘ったサービス力を強化します。 
 

水処理事業 
■フェーズⅠ・Ⅱでは、浄水場・下水処理場向け電気設備の新規・更新物件や水道施

設の運転維持管理業務の受注を獲得し、国内での収益力強化を図るとともに、震災

で被災したお客様の復旧・復興にグループ一丸で取り組んだ。また、新分野として

下水・排水処理用セラミック平膜の量産体制の整備を実施した。 
■フェーズⅢでは、引き続き新規・更新案件の受注確保に努めるとともに、国内公共

 上水道分野でのオルガノ㈱との業務提携による水道施設への総合的な提案活動、 
 クラウド技術を用いた水道施設の運転維持管理業務の受託の拡大などに取り組む。

 また、新規分野では、中国・東南アジアなど海外向けのセラミック平膜の販売など

 事業基盤を確立する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電鉄事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、国内の整備新幹線案件の受注確保に努めるとともに、架線 
  検測装置「カテナリーアイ」や回生電力貯蔵装置「キャパポスト」などの特長製品

  の国内・海外への鉄道各社への提案活動を重点的に実施した。 
 ■フェーズⅢでは、引き続き、国内鉄道会社向けの変電設備更新需要の受注確保に 
  努めるとともに、中国・東南アジアを中心とする海外鉄道会社向けに、遮断器や 
  整流器など変電設備の提案活動をさらに強化する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

動力計測システム事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、電気自動車・ハイブリッド自動車用評価システム「ＥＶＲＥ

ＶＯ（イーブイレボ）」など新製品開発に注力するとともに、中国・東南アジアなど

海外事業体制の強化に取り組んだ。 
 ■フェーズⅢでは、国内外の自動車メーカーや部品メーカーの海外展開に対応し、成

長拡大が著しい中国、インド、東南アジアなど海外事業拡大に取り組む。 
  また、電気自動車用モータ・インバータ事業との技術連繋を強化し、環境対応車 
  向け試験装置など新製品のラインナップを拡大する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

エンジニアリング事業 
 ■フェーズⅠ・Ⅱでは、生産性向上やコスト競争力の強化により、収益の拡大に努め

  るとともに、東北地域を主体に震災復旧の取り組みに注力した。 
 ■フェーズⅢでは、設備の状況や余寿命診断を付加した「ニューメンテナンス」の提

  案活動や、震災以降に需要が高まった国内の電源設備や海外既納品に対するメンテ

  ナンスサービスを拡大する。 
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（3）グループ海外戦略の強化 
   当社グループの成長の実現には、アジアをはじめ、成長著しい新興国の需要取込みが必要です。 
  フェーズⅢでは、「成長事業」、「既存コア事業」の海外展開として、海外販売・生産体制の強化、 
  海外市場向けの製品開発、Ｍ＆Ａやアライアンスなどを積極的に展開し、2009 年 4 月に発表し 
  た 2013 年度の目標「海外売上高比率 30％」、及び 2014 年度の目標「海外売上高比率 34％」の 
  達成を目指します。 
   また、地域としては、中国・東南アジア・中東に重点を置き、変電・配電設備、発電設備の拡

販に取り組みます。現地の電力会社、鉄道会社に加え、日系メーカーの海外製造拠点の新設・能

力増強案件に対する国内・海外営業部門一体での提案活動など、提案力の向上に努めます。 
   さらに、昨今注目されるミャンマーや中南米などの新規市場の調査を行うなど、新たな市場獲

得にチャレンジします。 
   
   当社グループは、東南アジア地区の海外現地法人を早くから立ち上げており、フェーズⅠ・Ⅱ

では、事業拡大を支える体制強化として、中国、タイ、マレーシア、インドネシアなどの海外現

地法人の販売要員の増強や開発機能の強化を行うとともに、将来の ASEAN 経済統合を視野に

入れた布石として、シンガポールに事業統括機能を配置しました。 
   また、この 4 月に、グローバル調達部、及びグローバル人事室を新設しました。   
 
（4）製品競争力の強化 

   フェーズⅢでは、当社のコア製品である変電・配電製品、発電製品、電力変換製品の 3 つの製

品領域の製品競争力（価格、性能など）強化のため、この 4 月に、「製品戦略」を統括する製品

主管役員を選任しました。製品主管役員は、マーケティングや技術・開発戦略、コスト戦略など

製品戦略を統括するとともに、国内・海外に亘る最適な生産体制を構築し、グローバルで勝てる

製品競争力の強化を実行します。 
 

変電・配電製品の製品競争力強化 
 ■㈱日本ＡＥパワーシステムズより事業承継した明電Ｔ＆Ｄ㈱を中心に、変圧器や 
  キュービクル形ガス絶縁開閉装置（Ｃ－ＧＩＳ）、真空インタラプタ（ＶＩ）などの

  変電・配電製品の製品競争力を強化する。 
 ■フェーズⅢでは、特に、海外向け製品の強化として、当社コア技術である真空技術

  をベースとしたエコ対応製品の開発、海外生産の拡大を推進する。 

 
 
 
 
 
 
  発電製品では、海外市場向けの高効率・低価格製品開発を推進します。電力変換製品では、太陽

光発電用変換装置（パワーコンディショナ）やデータセンタ向けのＵＰＳ（無停電電源装置）の

製品開発などを推進します。 
 
（5）事業再編・アライアンス（Ｍ＆Ａ）の推進 
   事業展開の加速と経営資源の有効活用のために、アライアンスやＭ＆Ａを積極的に活用します。 
  現在まで、自動車試験機事業における㈱小野測器との業務及び資本提携、中小型水力発電システ 
  ム分野における㈱東芝との業務・技術提携、国内公共上水道分野におけるオルガノ㈱との業務提 
  携を行っており、引き続き、国内・海外の企業や大学などとのアライアンスを推進します。 
   また、グループとしての競争力を高めるための事業再編に取り組みます。 
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３．数値目標（連結）                           
                                   単位：億円 

 2011 年度実績 2012 年度予想 2014 年度目標 
売上高 １,８１１ ２,０００ ２,３００ 
営業利益 ６３ ８５ １２５ 
経常利益 ５３ ７０ １１０ 
当期純利益 １７ ４０ ６５ 

 
海外売上高比率   2013 年度目標 30％  2014 年度目標 34％ 
ROE         2014 年度目標 10％以上 

    設備投資、研究開発投資は 2012 年度から 2014 年度の 3 か年累計で、 
    設備投資額２６０億円、研究開発投資額３００億円の予定。 
 

 （参考）                              単位：億円 
 2011 年度実績 2012 年度予想 2014 年度目標 

売上高 １,０７５ １,２３０ １,５００ 社会システム 
営業利益 ２０ ３７ ６０ 
売上高 ３９１ ４７０ ６００ 産業システム 
営業利益 ２ ２０ ３０ 
売上高 ２５９ ２４０ ２６０ エンジニアリング 
営業利益 ３５ ２５ ３０ 
売上高 ３３ ３３ ３３ 不動産 
営業利益 １２ １２ １２ 
売上高 ２８０ ２８０ ２８０ その他 
営業利益 ８ ８ １０ 
売上高 ▲２２７ ▲２５３ ▲３７３ 全社又は消去 
営業利益 ▲１４ ▲１７ ▲１７ 
売上高 １,８１１ ２,０００ ２,３００ 計 
営業利益 ６３ ８５ １２５ 

 
以 上 
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