
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ部門の事業体制の最適化とｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ部門の事業体制の最適化と

今後の成長戦略今後の成長戦略

２００６年１月３１日２００６年１月３１日

富士写真フイルム株式会社富士写真フイルム株式会社

注意注意

　　　本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は､現時点で入手された情報に基づき判断した予想で　　　本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は､現時点で入手された情報に基づき判断した予想で

　　　あり､潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして､実際の業績は､様々な要因によりこれらの　　　あり､潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして､実際の業績は､様々な要因によりこれらの
　　　業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。　　　業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。

！
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VisionVision７５　７５　この２年の取り組みこの２年の取り組み

基本戦略に沿った取り組み

連結経営の強化連結経営の強化

新たな成長戦略の構築新たな成長戦略の構築

経営全般にわたる

徹底的な構造改革

経営全般にわたる

徹底的な構造改革

・成長事業分野への設備投資増強　　　　
・新規事業分野を中心とした積極的な　　
　Ｒ＆Ｄ投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・Ｍ＆Ａ・ｱﾗｲｱﾝｽによる戦略的提携強化

・国内イメージング分野の販売・流通改革
・総合ラボの再編　　　　　　　　　　　　　　　
・生産体制の見直し

・ｷｬｯｼｭ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｼｽﾃﾑの導入
・持株会社化への移行決定

プロセスイノベーションの推進 新たな成長に向けた基盤強化
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想定以上の経営環境の変化想定以上の経営環境の変化

イメージング事業の環境変化イメージング事業の環境変化

カラーフィルム世界需要推移カラーフィルム世界需要推移 デジタルカメラ需要推移デジタルカメラ需要推移

カラーフィルムの総需・価格ダウン

デジタルカメラの成長鈍化・価格ダウン

想定以上の

環境悪化
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2000年総需を100とした場合の指数
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総需台数

総需単価

伸長が鈍化伸長が鈍化

単価下落▲１０％単価下落▲１０％//年年

＊2000年台数総需を100、総需単価を0とした指数で表示
＊数値はデジタル一眼レフを除く

0000年年 0101年年 0202年年 0303年年0404年年 0505年年 0606年年0707年年 0808年年

ダウントレンドが継続ダウントレンドが継続

※両グラフとも当社調べ
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Vision75Vision75計画との比較計画との比較

　

　　

　

　　

◆◆２００５年度営業利益２００５年度営業利益

事業セグメント別営業利益比較事業セグメント別営業利益比較

- Vision75の2005年度計画を100としたときの達成度 -

イメージング分野のみギャップ大イメージング分野のみギャップ大

注） 2005年度見通し＝上期実績＋下期計画（今回の構造改革費用の増は織り込まず）

＊ コーポレート経費配賦前
＊
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Ｖ75計画 2005見通
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Ｖ75計画 2005見通
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Ｖ75計画 2005見通

＜イメージング分野＞

指数

＜ドキュメント分野＞＜インフォメーション分野＞

指数 指数

ギャップ
▲８５％
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新たな成長に向けて新たな成長に向けて

構造改革の加速

- 写真感光材料事業の構造改革
- 電子映像事業構造の再構築

構造改革の加速

- 写真感光材料事業の構造改革
- 電子映像事業構造の再構築

成長事業分野へ
の資源集中投入

　- 既存成長事業での持続的　　
　　発展
　- 新規事業の育成

成長事業分野へ
の資源集中投入

　- 既存成長事業での持続的　　
　　発展
　- 新規事業の育成

将来に向け将来に向け
た積極投資た積極投資

経営環境の経営環境の
大幅な変化大幅な変化

20042004～～20052005 20052005～～20062006 20072007～～

20052005年度～年度～20062006年度年度
に集中して断行！に集中して断行！

イメージングイメージング

インフォメーションインフォメーション

ドキュメントドキュメント

新たな成長新たな成長
軌道へ軌道へ
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写真感光材料事業の構造改革写真感光材料事業の構造改革

１．三極（日・米・欧）生産体制の再編１．三極（日・米・欧）生産体制の再編

現地生産化の推進による
日・米・欧の世界三極体制

現地生産化の推進による
日・米・欧の世界三極体制

従来従来

ワールドワイドベースでの
生産能力 適化

⇒コストミニマイズ化

ワールドワイドベースでの
生産能力 適化

⇒コストミニマイズ化

今後

◆生産設備の一部停機

◆再編に伴う人員スリム化
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写真感光材料事業の構造改革写真感光材料事業の構造改革

２．販売経費・研究開発投資等の 適化２．販売経費・研究開発投資等の 適化

（1）販売/流通における人員スリム化と

　　徹底的な経費削減

　　

（２）研究開発投資の大幅縮小

　　

（３）ラボ拠点の統廃合の推進　

77

電子映像事業の構造改革電子映像事業の構造改革

電子映像事業構造の再構築電子映像事業構造の再構築

高感度路線を中核とし
　た特長ある商品ライン
　アップの強化

国内生産体制の縮小　
　と中国量産体制の確立

徹底的な経費削減と　
　SCM強化によるトータ　
　ル在庫削減

特長ある商品の市場投入、

ならびに販売・生産の徹底
的な効率化による

安定的な収益構造の実現
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構造改革によるコスト削減効果構造改革によるコスト削減効果

効果額

　約500億円/年のコスト削減

　　　　　　　　　　　　（対’05年度）

写真感光材料事業に係わる

　　　　　人員削減

　　　　　 約5,000人減

一時費用累計（’05～’06年度）一時費用累計（’05～’06年度）

一時費用累計（’05～’06）

1,100設備等

資産関連

人員関連 550

億円

1,650

2005 2006 計

800 850 1,650

構造改革による効果（’07年度）構造改革による効果（’07年度）

99

20052005年度連結業績予想年度連結業績予想

　　　　　　　　　　　　　　135135円円

108108円円

3.3%          8453.3%          845

6.4%        1,6236.4%        1,623

6.5%        1,6446.5%        1,644

100.0%      25,273100.0%      25,273

20042004年度年度

実績実績

　　　　　　++11円円

　　　　　　++66円円

　　　　　　--650650

　　　　　　--910910

　　　　　　--950950

　　　　　　--500500

差異差異

((A)A)--(B)(B)

135135円円

107107円円

3.1%          8503.1%          850

6.1%        1,6406.1%        1,640

6.3%        1,7006.3%        1,700

100.0%      27,000100.0%      27,000

20052005年度年度

前回予想前回予想((B)B)

　　　　　　　　　　　　 136136円円

113113円円

0.8%        2000.8%        200

2.8%        7302.8%        730

2.8%        750 2.8%        750 

100.0%    26,500 100.0%    26,500 

20052005年度年度

修正予想修正予想((A)A)

為替：米ドル為替：米ドル

売上高売上高

営業利益営業利益

当期純利益当期純利益

ユーロユーロ

税引前利益税引前利益

（単位：億円）（単位：億円）
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重点施策重点施策

■成長事業分野への資源集中投入■成長事業分野への資源集中投入■成長事業分野への資源集中投入

高機能材料高機能材料

医療画像医療画像//ライフサイエンスライフサイエンス
ドキュメントドキュメント

■■ フラットパネルディスプレイ材料フラットパネルディスプレイ材料
■■ 電子材料電子材料
■■ インクジェット用インクインクジェット用インク

◆◆ 光学デバイス光学デバイス

グラフィックアーツグラフィックアーツ

1111

重点事業分野①重点事業分野①

■■ 医療画像医療画像//ライフサイエンスライフサイエンス

Ｘレイシステム、Ｘレイシステム、PACSPACS

FCRを核としたビジネス拡充
SYNAPSEの機能充実による

　ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｻｰﾋﾞｽ事業の拡大
重点エリアの販売体制強化

　　（西欧、中国、インド 他）　

フィルム主体から機器・ネットワーク　フィルム主体から機器・ネットワーク　

　主体へのポートフォリオ転換　主体へのポートフォリオ転換

ローエンド市場へのトータルソリュー　ローエンド市場へのトータルソリュー　

　ション提供　ション提供

消化器内視鏡の差別化強化　　

海外現法支店・新規代理店の

　増強、国内外ｻｰﾋﾞｽ体制の充実

電子内視鏡電子内視鏡

血液診断、遺伝子抽出等の　　
　海外展開を軸にした拡販

新規分野における製品供給

ライフサイエンスライフサイエンス

経鼻内視鏡を梃子にしたシェアアップ

内視鏡周辺システムの拡充

輸出国拡大、チャネル強化、動物マー
　ケットへの拡販

臨床診断・健康維持ビジネスの創出



1212

重点事業分野②重点事業分野②

■■ ドキュメントドキュメント

カラー複写機における欧米、ｱｼﾞｱ・中国カラー複写機における欧米、ｱｼﾞｱ・中国
　　市場での市場でのNo.1No.1獲得獲得

カラーＬＢＰ海外ＯＥＭビジネスの発展
国内顧客基盤の維持・拡大

オフィス分野オフィス分野

サービスビジネスの展開加速による新た
　なアフター、アニュイティの獲得

製品ライン拡充による海外ビジネスの拡大
国内カラー化推進の継続・強化

基幹システムと連携した文書管理等、基幹システムと連携した文書管理等、カス　
　タマーニーズ高度化への対応
　　・内部統制強化要請への対応
　　・基幹分散出力ニーズの取り込み　　　　　
　　・機器・アプリケーションの拡充　他

プロダクションサービス分野プロダクションサービス分野

新たなサービスビジネス基盤の創出によ新たなサービスビジネス基盤の創出によ
　る拡大　る拡大

デジタルカラーパブリッシングビジネスにデジタルカラーパブリッシングビジネスに

　よる成長獲得　よる成長獲得

iGen3等を核にしたバリアブルプリンティン　
　グ市場での需要獲得

印刷プロセス上流まで含めたパブリッシン　パブリッシン　

　グビジネス　グビジネスの拡大
　　・FF/FX協業によるカラーマネジメントシス
　　　テムの強化　他
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重点事業分野③重点事業分野③

高品質のサーマル、フォトポリマー高品質のサーマル、フォトポリマー

　を有することを武器にしたシェアアップ　を有することを武器にしたシェアアップ

高速ＩＪ用ＵＶインクをベースに、工業　高速ＩＪ用ＵＶインクをベースに、工業　

　製品・パッケージ印刷市場を開拓　製品・パッケージ印刷市場を開拓

CTP版世界4極生産体制の強化
無処理ＣＴＰ版の本格展開
Sericol社を核にした産業用デジタ

　ルインクビジネスの拡大（inkjet）

■■ グラフィックアーツグラフィックアーツ

オランダ工場で、オランダ工場で、CTPCTP新製造ラインを立ち上げ新製造ラインを立ち上げ

オランダ工場で、フォトポリマーオランダ工場で、フォトポリマーCTPCTP製造開始製造開始

中国中国22番目となる蘇州工場立ち上げ番目となる蘇州工場立ち上げ

中国工場で、サーマル中国工場で、サーマルCTPCTP製造開始製造開始

米国工場で、フォトポリマー米国工場で、フォトポリマーCTPCTP製造開始製造開始

中国工場で、フォトポリマー中国工場で、フォトポリマーCTPCTP製造開始製造開始

20062006年年 1010月月

22月月20052005年年

33月月20072007年年

〃〃

〃〃

20042004年年 44月月

88月月

1010月月

世界4極生産体制

-- CTPCTP版世界市場シェア目標版世界市場シェア目標

　　 　　　　　　　　　　　　4040％％

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

04 05 06 07 08

ＣＴＰ

コンベ

ＣＴＰ市場見通し
億円

年度
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重点事業分野④重点事業分野④--11

ＴＡＣフィルム生産能力の増強継続

　　　「富士フイルム九州」稼動開始
0

100

200

300

400

500

04 05 06 07 08

その他
ＴＶ
ﾓﾆﾀｰ・ﾉｰﾄPC

LCDﾊﾟﾈﾙ市場見通し（アプリケーション別）
百万ｍ2

当社の中核事業として、

　　高成長＆高収益事業構造の　　　　高成長＆高収益事業構造の　　
　　維持・拡大　　維持・拡大

TACフィルム、WVフィルムに次ぐ
　高付加価値商品の育成

モニター・ノートPC向け

WVフィルムのデファクトスタンダード化
　の定着

液晶TV向け

WVWVフィルムの搭載量拡大フィルムの搭載量拡大

VA、IPS、OCB用途高付加価値フィル　
　ムの拡販

トランサー等カラーフィルター分野の　
　拡販

ＰＤＰ向け

電磁波シールドフィルムをスタートに　
　本格進出

年度

■フラットパネルディスプレイ材料■フラットパネルディスプレイ材料

1515

先端ポジレジスト（先端ポジレジスト（ArFArF、、液浸等）　　　液浸等）　　　
　分野でのトップシェア獲得　分野でのトップシェア獲得

ＣＭＰスラリーＣＭＰスラリー,,Ｌｏｗ－ＫＬｏｗ－Ｋ,,ポリイミド等、　ポリイミド等、　

　　新規ビジネス分野でのポジション確立新規ビジネス分野でのポジション確立

重点事業分野④重点事業分野④--22

半導体製造用フォトレジスト半導体製造用フォトレジスト

半導体デバイスの微細化・多層
　化の進展に伴う、次世代フォトレ
　ジストのコア技術確立

半導体後工程を含む新規材料
　分野の本格的事業化

世界３極での生産・販売体制の
　確立
　（2006/2 中国蘇州工場　中国　
　　国内へ製品供給開始予定）

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

億円

05 06 07 08 09 10
年度

当社が取り組む半導体材料の世界総需変化予測

他材料
CMPスラリー
超Low－k等膜材料
フォトレジスト

■電子材料■電子材料

レジスト 超Low-kなど

研磨材

半導体市場全体半導体市場全体
約２５兆円約２５兆円

半導体材料の市場規模半導体材料の市場規模

当社が担う材料当社が担う材料

半導体材料半導体材料
約２．５兆円約２．５兆円
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重点事業分野④重点事業分野④--33

業務用インクジェット用インク業務用インクジェット用インク

インクジェット用インクインクジェット用インク

インクジェットプリンター用インク染料インクジェットプリンター用インク染料

高い画像保存性など優れた特徴を
　備えたインク染料の製品化

インクジェット用インク染料分野に　
　おけるリーディングポジションの確立

民生用インクジェット用インクの　　
　世界№１メーカー英国アビシア社
　の買収によるグローバルな開発・
　生産体制強化

工業印刷用インクで世界№１の
　Sericol社を核にしたインクビジネ
　スの拡大

高速ＩＪ用ＵＶインクをベースに、工業
　　製品・パッケージ印刷市場を開拓

■インクジェット用インク■インクジェット用インク
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重点事業分野⑤重点事業分野⑤

光学レンズ光学レンズ

連結での戦略および光学技術力の
　強化による光学デバイス事業の拡大

■■ 光学デバイス光学デバイス

連結統括機能としての「光学　
　デバイス事業部」設立

◆カメラ付携帯用レンズ

メガピクセルクラスにおける他社
　との差別化強化　　　　　　　　　　
　　　　・非球面レンズ　　　　　　　　
　　　　・AF/ズーム　　他

主流となるメガピクセル機市場に　　主流となるメガピクセル機市場に　　

　おける高成長とシェアの拡大　おける高成長とシェアの拡大

セキュリティ用・車載用レンズ市場　
　でのポジション確立

◆セキュリティ用・車載用レンズ

ハイスペック/高性能/低価格を　
　武器に成長分野へ本格進出
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Ｒ＆Ｄ戦略Ｒ＆Ｄ戦略

先進コア技術研究所　完成予想図

「先進コア技術研究所」「先進コア技術研究所」の開設の開設（竣工予定：（竣工予定：20062006年年33月）月）

独自技術の極限追求

Ｒ＆Ｄ投資の重点分野への集中

全社横断的先進研究の中核基地

事業分野： FPD材料、医療画像/ライフサイエンス、
　　　　　　　電子材料、化学薬品　など

業際の融合による新しい独創喚起　

「融知・創新」による新たな価値の創生

グループの技術の融合・複合

リソース集中分野リソース集中分野

1,000

1 ,500

2 ,000

04 05 06 07 08

Ｒ＆Ｄ費推移見通し
億円

年度

1919

持株会社制への移行持株会社制への移行

　

　　

　

　　

グループ全体 適化の実現

富士ゼロックス富士写真フイルム

生産生産

販売・マーケティング販売・マーケティング

Ｒ＆ＤＲ＆Ｄ

生産生産

販売・マーケティング販売・マーケティング

Ｒ＆ＤＲ＆Ｄ

サービスサービス サービスサービス

＜事業会社＞

持株会社

◆移行時の組織イメージ

グループ戦略、コーポレート機能、共通業務グループ戦略、コーポレート機能、共通業務

移行スケジュール
　 ・’06年 6月 ： 定時株主総会

　　　　　　　　　　　にて承認
・’06年10月 ： 持株会社へ

◆持株会社制移行の目的

事業運営の迅速化 人材交流、共通機能の融合促進

資源配分の 適化
グループの戦略的
マネジメントの強化

コラボレーション領域の拡大



2020

‘‘第二の創業第二の創業’’を果たすためにを果たすために

グループ全体にわたってのグループ全体にわたっての企業体質の変革企業体質の変革

急激なビジネスモデルの転換急激なビジネスモデルの転換急激なビジネスモデルの転換

新たなビジネスモデルを構築し、新たなビジネスモデルを構築し、

‘‘第二の創業第二の創業’’を果たすためにを果たすために……

⇒⇒「イメージング分野の徹底的な構造改革」「イメージング分野の徹底的な構造改革」

⇒

従来型の巨大な研究・生産・販売・ラボ網従来型の巨大な研究・生産・販売・ラボ網

不適合不適合

・強固な現場力の確立

・資源の効率的な配分

・社員のパワーアップと 適配置

2121

収益改善計画収益改善計画

営業利益営業利益

1,644

2,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

億円

新たな成長軌道へ

750750

構造改革の断行

2,800～3,000


