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本資料は、資料作成時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成したものであり、業績予測や事業・製品の開発計画を含みます。当社は業績予測、事業・
製品の開発計画の実現性について責任を負いません。実際の業績は、今後の市況の変動などを含むさまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性
があります。事業・製品の開発計画については、市場での受け入れ、競合他社の新製品開発などを含む様々な要因により遅れが生じる、または実現できない
可能性があります。
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はじめに

次期中期経営計画に向けて

長期的・持続的成長への基盤確立

新規成長ドライバーの育成加速

利益の持続的拡大

財務体質の改善

2006年-2008年：
プロジェクト・パッション

社会貢献社会貢献企業の実現企業の実現

次期中期経営計画（2011年～）への助走期間
事業環境変化に対応した構造改革

成長する市場を見極めた成長戦略

2009年-2010年：
パッション・エクステンション

進化する個性派化学で
豊かさと持続性が調和した社会の創造に貢献

無機・金属、有機化学技術と人間力を源泉とする
既存事業の改革と次世代成長事業群の創出を実現する
－エネルギー、環境・資源、情報・電子をドメインとして設定－

2011年-2015年：中期経営戦略

（次期中期経営計画は2010年下期発表予定）
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1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

長期的・持続的成長への基盤確立

新規成長ドライバーの 育成加速

利益の持続的拡大

財務体質の改善

2006年-2008年：
プロジェクト・パッション

社会貢献企業の実現社会貢献企業の実現

進化する個性派化学で
豊かさと持続性が調和した社会の創造に貢献

無機・金属、有機化学技術と人間力を源泉とする
既存事業の改革と次世代成長事業群の創出を実現する
－エネルギー、環境・資源、情報・電子をドメインとして設定－

2011年-2015年：中期経営戦略

次期中期経営計画（2011年～）への助走期間
事業環境変化に対応した構造改革

成長する市場を見極めた成長戦略

2009年-2010年：
パッション・エクステンション
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石油化学
中国の旺盛な需要をけん引役としてオレフィン等のアジア市況は

改善し、樹脂等誘導品各社の稼働率向上

HDD
ドライブ業界は第2四半期に急速回復（特にノートPCの回復は顕著)

自動車
ハイブリッド車などエコカーは伸長、また中国を中心とした新興国市場は
拡大するが、日・米・欧市場の急速な回復は見込めない

鉄鋼
一部新興国における需要増加は見られるものの、日・米・欧市場における
本格的な回復は2010年以降

半導体
回復は緩やかなものに留まる

第1四半期を底として全般的に需要は回復するが、

回復度合いに“ばらつき”

【2009年 顧客業界の動向】

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

①当社事業の概況
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【回復基調にある事業】

石油化学： 6月からフル稼働に回復（1、2月：稼働率70%）

HD： ドライブ回復に伴いHDも稼働率急上昇

（稼働率：第1四半期 40% ⇒ 現状 80%）

LED： 第3四半期から数量増加（特に超高輝度青色系）

電子材料向け特殊ガス：
液晶向けは回復するも半導体向けは緩やか
（高純度塩素・アンモニア稼働率：

1、2月 20～30% ⇒ 現状 ほぼフル稼働）

電解コンデンサー用高純度アルミ箔：
第3四半期から数量急回復

（稼働率：第1四半期 10% ⇒ 現状 ほぼフル稼動）

アルミニウム缶： 年初からフル稼働を継続

ハイブリッド車パワー半導体冷却器：
ハイブリッド車の好調に伴い、当社もフル生産

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

①当社事業の概況
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【回復が遅れている事業】

以下のうち自動車向けアルミ部材は稼働率60～70%へ

それ以外は現状50%の稼働率へ回復

自動車向けアルミ部材（熱交換器、ショウティック®）：

ハイブリッド車以外の回復が緩やか

電炉鋼向け黒鉛電極：
国内は第3四半期から改善するが改善幅は小さい

セラミックス研削材：

国内工業生産の戻りが鈍く回復は低調

レーザービームプリンター向け感光ドラム基体：
米国市場の回復に遅れ

レアアース： 顧客業界の在庫調整が長引く

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

①当社事業の概況
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第2四半期から急速にHDD数量回復、成長軌道へ回帰
•第1四半期の在庫調整のオーバーシュートから需要に見合う出荷水準に回復
•ドライブメーカーの予想は上方修正、前年ピークレベルの需要へ
•当社は下期フル稼働へ

2010年以降は8%～10%程度の成長
•今後、ノートPCが成長けん引

今回予想

世界世界HDDHDD出荷量出荷量
（百万台）

（当社推定）

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

②HD事業の状況 －HDD市場予想と当社状況－

5月予想
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山形拠点の始動
富士通㈱メディア事業の統合により、

サーバーおよびモバイル向けメディアのポジションを拡大

統合効果
•生産能力増 300万枚/月

⇒当社グループ生産能力

1,800万枚/月 → 2,100万枚/月
•サーバー向けHDメディア強化
•モバイルPC向けガラスHDメディア強化
•山形独自技術との融合による技術力向上
• 強のコスト競争力を実現

適人員配置、低い固定費負担

昭和電工HD山形（株）

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

②HD事業の状況 －昭和電工HD山形の戦力化－



 InGaN系
• 世界トップレベルの高輝度・高出力化を達成
• 世界で初めて4インチ基板で量産、更なる大口径化を推進

⇒大幅な生産性の向上を実現（Hybrid PPD®方式）

超高輝度4元系
• 世界 高の輝度、長寿命を武器に車載用途で展開
• 植物工場向け新規用途開拓

⇒育成に 適な660nmの
波長で 高輝度を実現
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1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

③LED事業の状況 －超高輝度LEDの強み－

11
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液晶TVバックライトおよび照明用途が
2010年以降順次立ち上がり巨大マーケットを形成

• 現状（2009年） 小型LCDモニター、ノートPCバックライト
• 2010年～ 液晶TVバックライト本格化
• 2013年～ 一般照明本格化

マーケットの成長に合わせ能力増強
• 当社現有能力 InGaN系：2億個/月、 超高輝度4元系：1億個/月
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出典：㈱富士キメラ総研

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

③LED事業の状況 －市場成長に応じた拡大戦略－
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第1四半期を底に回復軌道へ

上期

第2四半期：
第1四半期比で赤字幅半減

上期計：
4月修正予想損益から46億円改善

（4月修正予想△275億円
→ 実績 △229億円）

下期

第3四半期：黒字に転換
下期トータルでは

各セグメントとも黒字化見込み
＊09/4Q、3Qは見込み
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1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

④2009年業績予想 －営業利益－
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セグメント別売上高、営業利益

*修正予想は2009年7月30日発表
下期予想はご参考として通期業績予想から第２四半期累計期間の数値を差引いて算出しております。

業績予想は発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、市況
や為替レートの変動などを含む様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

（億円）

第1四半期
2009

第2四半期
2009

上期
2009

下期予想*
2009

通期予想*
2009

石油化学 売上高 402 561 962 1,388 2,350
営業利益 -5 26 20 45 65

化学品 売上高 198 270 468 492 960
営業利益 -8 -3 -11 6 -5

電子・情報 売上高 159 271 430 790 1,220
営業利益 -93 -63 -157 7 -150

無機 売上高 105 124 229 241 470
営業利益 4 -1 3 17 20
売上高 347 430 777 923 1,700
営業利益 -45 -23 -68 3 -65

  
営業利益 -9 -7 -16 -19 -35

合計 売上高 1,210 1,656 2,867 3,833 6,700
営業利益 -157 -72 -229 59 -170

 

セグメント

アルミ他

共通・本部

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

④2009年業績予想 －セグメント別営業利益－
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（億円）

2009年業績予想と2010年見通し

 2月発表の2010年計数イメージを見直し

 成長軌道への回帰に向け、収益力回復

2009年
予想

2010年
見通し

2010年
本年2月発表
イメージ

売上高 6,700 8,000 9,000

営業利益 △170 300 400

営業利益率 △2.5% 3.8% 4.4%

期末有利子負債 4,200 4,300 3,600

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －2010年見通し－



16

【2010年 業界動向の予測】

石油化学
・中東の設備稼動によりLLDPE、EG等誘導品がアジア市場流入
・中国需要旺盛だがオレフィン需給緩和
・当社は4年に一度の定修年

HDD
・ノートPCのけん引により世界PC出荷は再度プラス成長へ
・HDDは2009年下期並みの需給バランスが続く
・垂直記録方式は更なる高度化、ディスクリートメディア導入は2011年へ

自動車
・ハイブリッド車の生産は拡大
・一般車は堅調な中国市場を除き数量回復は緩やか

電炉鋼
・在庫調整は2009年中に終了し小幅増加するが、ピーク需要への回復は

遅れる

半導体
・世界需要は2008年比90%水準までの回復に留まる

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策
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基盤事業強化、成長分野の加速に向けた施策の実行

•昭和電工HD山形の戦力化

•LED技術の圧倒的優位確立と需要拡大に見合う体制
整備

•先端電池部材事業加速に向けた全社組織立ち上げ

成長分野の展開加速Ⅱ

（石油化学）

•2010年定修でエチレンプラント・リニューアル完了

⇒ナフサクラッカーとして世界トップレベルの競争力を実現

（カーボン）

•独自コンセプト（“絶対品質”“絶対コスト”）による大口径
電極で圧倒的なポジションを獲得

•徹底的な合理化による競争力向上

基盤事業の強化Ｉ

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －競争力強化－
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構造改革施策を断行

•熱交換器（国内）、アルミナで減損の実施減損処理の実施Ⅳ

•熱交換器事業の再構築抜本的な構造改革の実行Ⅲ

•キャパシタ事業譲渡

•アルミ地金外販からの撤退

•アルミ汎用押出（建材）事業からの撤退

出口戦略の実行Ⅱ

•生産拠点再編、ライン再編

－有機化学品設備統合

－代替フロン設備休止

－HD生産拠点再編

•人員対策の実施

－ 適な人員配置、内製化による外注コスト削減

－アルミニウム事業で400人削減

生産体制 適化：

70%程度の稼働率でも利益を

確保できる体制の確立

Ｉ

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －構造改革－
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•管理職は前年比約10%削減

•一般従業員も前年比賞与削減

従業員給与Ⅲ

•2009年上期に多くの工場で一時休業実施

（雇用調整助成金受給）

国内工場の操業短縮・休業実施Ⅳ

•15～25%カット役員報酬Ⅱ

•前期末比約940名削減

（別に昭和電工HD山形連結に伴う増加約360人）

•特に熱交換器、HD事業関連海外子会社にお
いて人員削減によるコストダウン実施

連結総人員Ⅰ

人員対策、操業短縮・休業実施等により人件費削減
削減額 2009年 年間40億円

2010年 30億円

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －人件費削減－
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2009年、2010年で合計300億円のコストダウン実施

10億円25億円15億円無機

10億円

45億円

70億円

変更計画

－10億円化学品

10億円35億円アルミ他

10億円60億円電子・情報

上積み額当初計画

◇2009年計画
・年初コストダウン計画に30億円を上積み
年初計画 120億円 ⇒ 今回計画 150億円

上積み額の内容

①人件費のコストダウン拡大 10億円

②購買努力等、外注費の圧縮 20億円

◇2010年計画 150億円

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －コストダウン－
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△170

80

70

370

300

限界原価限界原価

改善改善 増産・増販増産・増販
効果等効果等固定費固定費

削減削減

20092009年年

営業利益予想営業利益予想

20102010年年

営業利益営業利益

見通し見通し

2010年営業利益：2009年対比で470億円改善

構造改革施策の実行により、150億円の利益改善
＜内訳＞
労務費削減 30億円

適生産体制構築 40億円
（拠点再編、ライン統合）

原単位改善 40億円
購買物流費圧縮他 40億円

△50

固定費固定費

増加分増加分

（山形等）（山形等）

（単位：億円）

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策

150億円
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（50億円）・アルミ構造改革費用

96億円下期特別損失

（55億円）

（84億円）

・棚卸資産評価損

・固定資産に関わる減損損失

－熱交換器（国内）、アルミナ 等

164億円上期特別損失

＜2009年＞ 260億円の特別損失計上

＜2010年＞ 80億円の特別損失を想定

1. 2009年－2010年：構造改革と成長への助走

⑤2009年－2010年の主要施策 －特別損失－
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⑤ 2009年－2010年の主要施策
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② 進化する個性派化学

③ 事業ポートフォリオ

④ 成長事業の加速

⑤ 新規事業の展開

⑥ 既存事業戦略

⑦ 計数イメージ

2009年－2010年：構造改革と成長への助走１

2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略２

はじめにはじめに －－ 次期中期経営計画に向けて次期中期経営計画に向けて
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長期的・持続的成長への基盤確立

新規成長ドライバーの育成加速

利益の持続的拡大

財務体質の改善

2006年-2008年：
プロジェクト・パッション

社会貢献企業の実現社会貢献企業の実現

次期中期経営計画（2011年～）への助走期間
事業環境変化に対応した構造改革

成長する市場を見極めた成長戦略

2009年-2010年：
パッション・エクステンション

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

①2011年－2015年の基本方針

進化する個性派化学で
豊かさと持続性が調和した社会の創造に貢献

無機・金属、有機化学技術と人間力を源泉とする
既存事業の改革と次世代成長事業群の創出を実現する
－エネルギー、環境・資源、情報・電子をドメインとして設定－

2011年-2015年：中期経営戦略
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エネルギー供給保障エネルギー供給保障 健康で安全な社会健康で安全な社会 利便性・快適性向上利便性・快適性向上

エネルギーエネルギー 環境・資源環境・資源

ドメインドメイン

ターゲットターゲット
市場市場

提供する提供する
価値価値

力の源泉力の源泉

ベース・テクノロジーベース・テクノロジー キー・テクノロジーキー・テクノロジー
イノベーションイノベーション
・テクノロジー・テクノロジー

情報・電子情報・電子

省エネ、新エネ、蓄エネ 地球環境の維持改善 高度情報集積

部材・素材部材・素材
ソリューションソリューション

「進化する個性派化学」

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

②進化する個性派化学 －概念－
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エネルギー供給保障エネルギー供給保障
（ニーズの例）

• 化石エネルギー依存度の低下

• 省エネルギーをもたらす効率化・
小型化・軽量化

健康で安全な社会健康で安全な社会
（ニーズの例）

•地球温暖化対策

•高度医療の普及

利便性・快適性向上利便性・快適性向上
（ニーズの例）

• デジタル化進展と情報量増加への対応

• 通信・電子分野における機器・システムの
高速化、高容量化、小型化、微細化

省エネ・新エネ・蓄エネ

• あらゆるプロセスにおけるエネル
ギー原単位改善

• 非従来型エネルギー活用への寄
与

地球環境の維持改善

• 環境負荷を軽減する

イノベーション

• 汚染物質を改質・除去・再利
用するイノベーション

高度情報集積

• ディスプレイ、記録媒体、半導
体等の設計・製造におけるエネ
ルギー効率、資源効率に改善
するイノベーション

部材・素材・ソリューション提供により、「エネルギー供給保障」

「健康で安全な社会」「利便性・快適性向上」のニーズに貢献

ターゲットターゲット

市場市場

提供する提供する

価値価値

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

②進化する個性派化学 －ニーズの動向と当社が提供する価値－

「進化する個性派化学」
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個性派化学を進化させ社会のニーズに貢献
【エネルギー】 【環境・資源】 【情報・電子】

超高輝度LED、ファインカーボン、レアアース

電池包材、ハイブリッド車パワー半導体冷却器
アリル系誘導品

環境調和型溶剤、分離精製材料
反応性機能材料

黒鉛電極 アルミニウム缶、オレフィン HD、半導体プロセス材料

電解コンデンサー用高純度アルミ箔、感光ドラム基体

有機EL、燃料電池部材、ＳｉCパワーデバイス 新規光学材料、光触媒 フッ素ケミカルズ、機能性モノマー、ナノ機能材料

「蓄積と創造」「内部と外部」「蓄積と創造」「内部と外部」
技術融合技術融合

磨きをかける
「キー・テクノロジー」

有機合成プロセス 無機合成プロセス
表面・界面化学 バイオ
電気化学 素子化技術
数理・物性解析 アルミ加工技術
アルミ鋳造プロセス
結晶・ウェハープロセス

継承する
「ベース・テクノロジー」

発展させる
「イノベーション・テクノロジー」

有機分子設計 高機能触媒
有機エレクトロニクス 磁性・記録材料
フッ素・機能性ガス 機能性金属材料
薄膜成長 炭素構造制御

ナノ構造制御 高度表面処理
機能性液体 フッ素ケミカル
化学バイオプロセス
ロール・ツー・ロール
ナノインプリンティング

次世代太陽電池、LED人工光源、

次世代電池部材
次世代バイオマス、新磁石合金

先端化学プロセス
次世代ストレージ、ポストフォトリソ材料

育成

次世代

成長

基盤

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

②進化する個性派化学 －研究開発戦略－
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育成 成長 要再構築基盤

石油化学
オレフィンアリル系誘導品

環境調和型溶剤

アセチル系誘導品

特殊高分子

化学品
分離精製材料

反応性機能材料
産業ガス

アクリロニトリル

アミノ酸

アンモニア

クロロプレン

電子

・

情報

超高輝度LED

ファインカーボン

（LIBカーボン材料）

レアアース

無機
黒鉛電極

研削・耐火材

アルミナ

アルミニウム

他

電解コンデンサー用
高純度アルミ箔

感光ドラム基体
アルミニウム缶
ショウティック

自動車熱交換器

SiCパワーデバイス
有機EL
燃料電池部材
（白金代替触媒、

セパレーター）
フッ素ケミカルズ
新規光学材料
ナノ機能材料

セグメントから見た新たな事業ポートフォリオ

光触媒 ファインカーボン
（樹脂複合材）

LIB電池包材
ハイブリッド車

パワー半導体冷却器

次世代

次世代バイオマス

先端化学プロセス

次世代太陽電池

LED人工光源

新磁石合金

次世代電池部材

次世代ストレージ

ポストフォトリソ材料

機能性モノマー

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

③事業ポートフォリオ

※青字事業は後述

HD

半導体プロセス材料

Ⓡ
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無機・金属、有機の蓄積技術と融合により無機・金属、有機の蓄積技術と融合により
成長する電池市場に“面”でアプローチ成長する電池市場に“面”でアプローチ

リチウムイオン電池部材

カーボン、アルミの技術を基軸に新規高機能製品開発を加速

・負極材（SCMG®）

－車載用に採用（世界初）： 国内１社、海外2社（韓国、欧州）で採用決定
－パワーツール用においても採用拡大

・正・負極添加材（VGCF®）： 国内外の有力メーカーで採用済み

・ラミネート包材（アルミ箔）： 世界ナンバーワンシェア（50%超）で展開

燃料電池部材
・白金代替触媒*：圧倒的な低コストかつ長寿命触媒の開発に成功

・セパレーター： 定置型（リン酸方式）向けに独占供給中

固体高分子型*：低コスト、軽量、さらに約30%の出力増加が可能

先端電池部材先端電池部材

*この成果は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業務の結果得られたものです。

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

④成長事業の加速 －例：先端電池部材－
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白金代替触媒白金代替触媒**

• 現状の白金触媒に比べ1/20の圧倒的
な低コスト

• 白金より溶解度が低く長寿命化が可
能

ニオブ系酸化物触媒

有機有機ELEL

• 新構造の採用により世界トップクラス
の光取り出し効率40%を達成

• 2010年に照明市場向けにサンプル出
荷開始

カーボンセパレーターカーボンセパレーター**

• 独自技術（ホウ素添加カーボン、接
着樹脂、親水化処理）により低コスト
と軽量化にメドをつけ、さらに従来品
に比べ約30%の出力増加が可能

白色EL素子

「進化する個性派化学」

バイポーラー型
カーボンセパレーター

*この成果は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業務の結果得られたものです。

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑤新規事業の展開

将来を見据えた新規事業の例
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メディアメディア専業メーカーとして圧倒的な地位専業メーカーとして圧倒的な地位をを確立確立し、し、
安定安定的に収益を計上する基盤事業へ的に収益を計上する基盤事業へ

市場は今後も年率8%～10%程度のペースで成長

以下の施策により圧倒的な地位確立

• 生産拠点見直しによる徹底的な効率化

・生産集約による体制 適化、固定費の圧縮

・既存設備の能力 大化による投資収益率の向上

• 次世代記録方式の開発におけるリーダーシップ発揮

・ドライブメーカー、装置メーカー等との共同開発

・技術優位による高付加価値確保

• さらなる戦略的M＆A

ハードディスク事業ハードディスク事業

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑥既存事業戦略 －HD－
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2010年定修でエチレンプラント・リニューアル完了

• 石油精製およびコンビナート内誘導品各社との連携

• 有機化学品事業の抜本的強化

・ 適生産体制構築の継続

・新規製品の立ち上げに注力

－NPAC（＊）拡販、アリルアルコール/

酢酸アリル誘導品の新製品開発

世界トップレベルのナフサクラッカー世界トップレベルのナフサクラッカーとして勝ち残りとして勝ち残り
石油化学事業石油化学事業

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑥既存事業戦略 －石油化学－

＊NPAC：酢酸ノルマルプロピル（低環境負荷型溶剤）
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電極需給予測

400

600

800

1,000

1,200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UHP電極需要

UHP電極出荷量

UHP電極供給能力

大口径電極での圧倒的な競争力を武器に大口径電極での圧倒的な競争力を武器に
グローバルな拡大戦略を追求グローバルな拡大戦略を追求

2012年需給がバランスし、収益回復
• 国内拠点（大町）は大口径・ニップル供給基地としての機能を強化し、

徹底的な合理化を追求

• 需要動向に対応し、2015年までに能力増強実施

出典：当社推定

千ｔ

黒鉛電極事業黒鉛電極事業

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑥既存事業戦略 －黒鉛電極－
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 2010年までに構造改革を完了、 適な運営体制構築

• 成長市場をターゲットとする高付加価値事業の徹底強化
－感光ドラム基体：グローバル 適生産体制の確立と革新的製造プロセス導入

－電解コンデンサー用高純度アルミ箔：高圧箔シェア拡大と海外市場での拡販

－LIB向けラミネート包材：No１製品の強みを活かし規模拡大

• ハイブリッド車パワー半導体冷却器

－画期的な技術を武器にハイブリッド車/電気自動車市場に供給拡大

個性派個性派技術を活かした高付加価値事業への特化技術を活かした高付加価値事業への特化
アルミニウム事業アルミニウム事業

LIB向けラミネート包材 感光ドラム基体

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑥既存事業戦略 －アルミニウム－



35

抜本的対策実行により2010年に黒字化

2011年以降新中期経営計画の下で成長軌道へ回帰

 2015年営業利益における新規事業比率：10%強

（億円）

（前提：円ドルレート95円 (2010年以降））

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑦計数イメージ －営業利益・有利子負債－

2009年
予想

2010年
見通し

2013年
イメージ

2015年
イメージ

売上高 6,700 8,000 9,500 11,000

営業利益 △170 300 800 1,000

営業利益率 △2.5% 3.8% 8.4% 9.1%

期末有利子負債 4,200 4,300 3,800 3,500
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2011年－2013年3ヵ年の累計投資額：2,000億円
（3ヵ年の累計償却額：1,750億円）

石化 12%

化学品 10%

電子・情報 49%

無機 16%

アルミ他 13% 育成 11%

成長 19%

基盤、要再構築 70%

セグメント別 ポートフォリオ別

•成長する電子・情報セグメントに約半分を配分

•育成・成長に30%を配分
一方でHD（基盤）、黒鉛電極（基盤）にも積極的な投資

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑦計数イメージ －投資－
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育成
18%

成長
31%

基盤
34%

共通
12%

次世代
5%

2011年～2013年 3ヵ年累計 600億円

•成長・育成分野に重点配分

•HD（基盤）にも積極的な資源配分

2. 2011年－2015年：新たな成長に向けた中期経営戦略

⑦計数イメージ －研究開発費－


