
中期3ヶ年（2013年4⽉〜2016年3⽉）

経営計画書
〜 世界に通⽤する「⽇本のシード」へ 〜

（証券コード 7743）



国内市場シェア 10％ 以上
〜ワンデーカテゴリーのシェアでは 2位 を⽬指す〜

（売上⾼ 単体210億円、連結225億円）
“より多くのお客様の『⾒える』をサポートする”

⼈⼝減少に伴う市場の停滞や、経営環境の変化等を先取りし、
世界に通⽤する『⽇本のシード』の礎を築くための3年間とする

（中期計画の位置付け）

“こんな時だからこそ『⽇本』で作る！”
Only One を重視した⾼スペックな商品を投⼊する （国内⽣産だからこその⼩回りの良さ）

成⻑する新興国に対しては国産の⾼い品質をアピール （Made in Japanだからこその⾼品質）

規模拡⼤と合理化を図り、海外メーカーを超える⽣産⼒・技術⼒をつける （⽇本で作り続けるための原価低減策推進）

システム、ロジスティクス、BCP対応等インフラの整備 （⽇本で作り続けるためのリスク分散）

コーポレートガバナンス、コンプライアンス体制を強化 （ステークホルダーからの信⽤・信頼）

雇⽤の創造、納税の義務等社会的責任を果たし、貢献する （⽇本企業としての存在意義）

（シードの⽅向性）

中期経営⽬標・ビジョン（2016年3⽉期）
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⽬指すグループの姿①連結ベース
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営業利益 純利益

売上⾼

利益（単位：百万円） 売上（単位：百万円）

〈〈 成⻑ドライバー 〉〉
●ピュアシリーズ
⇒ 近視、乱視、遠近

●アイコフレ
⇒ 度数拡⼤、UVカット

うるおい成分添加

●ヒロインメイク投⼊

●DDS投⼊

●新素材ワンデー投⼊

受取和解⾦
462百万円



⽬指すグループの姿②アイテム別売上⾼（卸売ベース）
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コンタクト ケア⽤品 眼鏡 その他

コンタクトへの注⼒
に特化する3年間

ワンデーの伸⻑に
より衰退は否めず

個性あるフレーム
ラインアップで堅持
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（単位：百万円）
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向こう3ヶ年の経営環境の認識

経営環境・トレンド

⽇本の総⼈⼝の減少と⾼齢化

⽇本経済の成熟と新興国の成⻑

コンタクトレンズ市場成熟期

法規制等による環境変化

天災等想定外の事象への不安

経営⽅針

個別店舗戦略の徹底と
新規顧客の獲得

⽣産能⼒の増強と新商品開発

商品施策の展開

新しい挑戦
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戦略概要
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⽣産戦略
〜⽣産能⼒の増強と新商品開発〜

海外メーカーを上回る⽣産⼒・技術
⼒をつけ、“国産”、“⾼品質”を
前⾯に国内外で攻勢をかける

広告・マーケティング戦略
〜個別店舗戦略の徹底と新規顧客の獲得〜

ユーザー、お取引先、眼科医へ、
ブランド・企業イメージの訴求を
図り、シードファンを増やす

開発・商品戦略
〜商品施策（オンリーワン商品）の展開〜

オンリーワンな商品をラインアップし、
次世代市場を創造する、素材を開発し

さらなる収益拡⼤の基盤をつくる

海外戦略
〜新しい挑戦〜

発展するアジア市場での
“シード”ブランドの構築と

ニッチマーケットでNO.1を⽬指す

国内市場シェア10％以上・連結売上⾼ 225億円

基本戦略

M&A・業務提携等
経営資源の有効活⽤

システム・ロジスティクス等
BCP対応

CG・コンプライアンス
体制強化



鴻巣研究所の
⽉産2,000万枚体制の確⽴

徹底した品質管理と
国産品質の訴求

⼯程改善や省⼈化による⽣産
効率UPと原価低減

海外メーカーを上回る
⽣産⼒・技術⼒をつけ
“国産”、“⾼品質”を
前⾯に国内外で攻勢

をかける

・総額約37億円の投資を⾏い、2014年3⽉期中に⽉産2,000万枚体制を確⽴
・海外協⼒⼯場との連携強化
・機械連続稼働率改善、各⼯程の省⼈化、⾦型の内製等を実施し、2016年3⽉期まで
に20％の原価低減を実現

・将来のさらなる増産体制確⽴に向けた、鴻巣研究所隣接地の購⼊済み（5.5億円）
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開発・商品戦略（商品）

遠近⽤、乱視⽤タイプの投⼊

眼鏡、ケア⽤品の梃⼊れ

新機能の添加

ユーザー・患者様から
選んでいただける

ONLY ONEな商品を
ラインアップする！

・「ピュア」シリーズ⇒プラス度数レンズ（遠視対応）、乱視⽤タイプ投⼊（2014年3⽉期）

UVカット機能強化、ブルーライト対策機能添加（2015年3⽉期）

・アイコフレ⇒製作度数範囲の拡⼤、『ヒロインメイク』の投⼊（2014年3⽉期）

UVカット機能強化、うるおい成分添加（2015年3⽉期）

・ワンデーピュアマルチステージ（遠近両⽤）⇒新たに⾼加⼊度タイプを追加
・眼鏡フレーム⇒価格に左右されないブランド価値構築と個性的な宣伝活動
・ケア⽤品⇒コンタクトと⼀体感を持ったブランドの形成

戦略ブランド：「ピュア」シリーズ、アイコフレ、遠近両⽤タイプ
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次世代市場を創造し、
さらなる収益拡⼤の

基盤をつくる

・花粉症に伴う症状緩和を⽬的とした、DDSコンタクトの投⼊（2016年3⽉期）

・より医療グレードの⾼いDDSコンタクトの研究
・シリコーンハイドロゲルを超える素材のワンデー・2ウィークの投⼊（2016年3⽉期）

・移植や再⽣医療への取り組み

新しい領域へのチャレンジ

DDSコンタクトレンズの投⼊

新素材コンタクトレンズの投⼊

開発・商品戦略（開発）
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ユーザー、お取引先、
眼科医へブランド・企業
イメージの訴求を図り、
シードファンを増やす

・各種マス媒体、ソーシャルメディア、イベント等を活⽤し、重点ブランド・企業ブランドを訴求
・アイメイト⽀援への参加意識を喚起し、「ピュア」シリーズのブランド価値向上
・お取引先様それぞれに合った広告協賛、イベント協賛等を実施しWin-Winな関係を構築
・学会、医会、有⼒医師、研究者とのパイプを太くし、協⼒関係の強化
・広告宣伝費 2013年3⽉期10.1億円 ⇒ 2016年3⽉期までに約40億円投⼊

学術営業の強化

マスマーケティングを中⼼とした
消費者向けアプローチ

個店別のきめ細やかな営業
展開と新規取引先の獲得

広告・
9

マーケティング戦略



海外戦略

シード（実瞳）の存在を
アピールしブランド価値組成

ベトナム、モンゴル、シンガポール
、インドネシア、マレーシア等の
コンタクト途上国へ積極進出

発展するアジア市場での
“シード”ブランドの構築

・⽇中関係を注視しながら、2015年3⽉期には「実瞳（上海）商貿有限公司」を⿊字化。
2016年3⽉期販売⽬標は2.5億円

・中国でのメガネフレーム展開も検討
・中国国内眼科向け商材の開発
・ベトナム、モンゴルは、現地代理店と協⼒して、2ヶ国で2億5千万円を⽬指す（2016年3⽉期）

・シンガポールは、2014年3⽉期から本格稼働。国内及びマレーシアやフィリピンへの展開拠点に
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基本戦略①

横浜物流Cの拡充による
配送能⼒の強化

システムインフラの整備

九州物流C（仮称）新設し、九
州地区のコスト減とリスク分散

納期短縮
配送コスト削減
出荷増対応

海外出荷対応

・出荷量増加ならびにBCP対応として、横浜物流センターを拡充し配送能⼒を強化
・九州エリアの配送コスト削減ならびにBCP対応として、九州物流センターを新設
・社内システムの冗⻑化（バックアップ体制の整備）

・イントラシステムのバージョンアップ、受注、販売、購買、会計システムの連動性強化
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基本戦略②

組織体制の整備・強化

⼈事・教育研修制度の拡充

コーポレートガバナンス、
コンプライアンス体制の強化

健全な企業体質を
構築することで

社員の⼠気向上と
優秀な⼈材を確保

・株式公開企業として、また、医療機器業界企業としての法令順守・企業統治体制の強化
・内部統制、内部牽制の効いた組織体制の整備
・教育研修機会を増やし、また、メリハリのある処遇制度を設け、企業と共に成⻑する⾵⼟をつくる
・業績拡⼤に伴う、適材適所の⼈員配置を⾏い、並⾏して⼈員強化も図る
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基本戦略③

M&Aによる事業拡⼤

事業または取扱いアイテムを
⾒直し、低採算事業は撤廃

業務提携による効率化
経営資源を有効活⽤し
かつ、スピード感のある
事業戦略を遂⾏する！

・国内、欧州をメインに、メディカル分野を対象とした製造メーカーの買収
・国内中規模クラスの販売店への資本傘下や、買収による⼩売体制の強化
・不採算事業（本体）や恒常的な⾚字店舗（⼦会社）のスクラップ＆ビルドの実施
・処⽅、販売技術の向上による販売⼒強化
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株主還元策について

安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、
株主の皆様に可能な限りの配当継続を実施する

安定⾼位の配当維持
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研究開発について

次世代市場を創造
する研究テーマや
⼈材確保へ投下

開発・商品戦略に定められた3年間の新商品開発と、
5年~10年先を⾒据えた素材開発を⾏う。

2012年度 9.1 億円
2013年度
2014年度
2015年度

24億円



設備投資について

総コスト削減策を並⾏して進め、製造⼒強化や新素材研究及びBCP対応のためのイ
ンフラ整備に資源を投下する。

業容拡⼤に対応し、かつ企業活動継続のための投下
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2012年度 47.5 億円
2013年度
2014年度
2015年度

100億円


