
さらなる企業価値向上に向け 
挑戦いたします

略歴

1986年4月 東京エレク トロン株式会社入社

2005年4月 当社執行役員

2007年6月 当社取締役

2011年6月
TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.  
 （現 TOKYO ELECTRON DEVICE  
ASIA PACIFIC LTD.）董事長

2013年9月
 inrevium AMERICA, INC. 
 （現 TOKYO ELECTRON DEVICE  
AMERICA, INC.）CEO

2015年1月 当社代表取締役社長［現在に至る］

平素は格別なるご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
本年度（2021年3月期）は中期経営計画VISION2020の最終年度となりますので、 
さらなる企業価値向上に向けた、新中期経営計画 VISION2025を策定いたしました。
ポス トコロナにおける事業活動様式の変化だけでなく、 
高効率スマー ト社会「Society 5.0」の到来を見据え、VISIONS2025で掲げた目標に挑戦してまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 

徳重 敦之
　2016年3月期から取り組んでまいりました、中期経営計画
VISION2020の進捗状況について、ご報告いたします。
　V IS ION2020では、売上高2,000億円、経常利益率
3.5%以上、ROE15%の実現を目標に掲げ、基盤ビジネス
（EC事業、CN事業）による安定的・継続的成長と、新規ビジ
ネス（PB事業）による収益性向上を目指してまいりました。
また事業戦略としては、EC事業では産業機器市場、車載
機器市場、CN事業ではクラウ ド関連市場、セキュリティ市場
などの成長分野への注力、PB事業では当社にとって未進出
領域であった、各種製造業の製造部門への自社製品提供に
取り組んでまいりました。
　加えて、基板製造や電子機器の製造を行う「株式会社ア
バール長崎（現 東京エレク トロン デバイス長崎株式会社）」
を2017年に、画像処理やマシンビジョン技術を有する「株式
会社ファース ト」を2018年に連結子会社化し、PB事業のビ
ジネス基盤の強化を行いました。
　結果として、最終年度である本年度予想は、売上高
1,380億円、経常利益率3.0%、ROE10%となっておりま
す。VISION2020を通して、経常利益率とROEにつきまして
は、それぞれ1.8ポイン ト、6.8ポイン ト改善し、経常利益・親会

社株主に帰属する当期純利益につきましては、共に上場来
レコー ドを更新すると想定しておりますが、売上高につきまし
ては、目標値に対する乖離が大きく、想定を超えた事業環境
変化に対するリカバリープランが不十分であったと痛感してお
ります。
　VISION2020で得た経験と反省を生かし、新中期経営計
画 VISION2025で掲げた目標の実現に、全社一丸となり取
り組んでまいります。

※ROEは株主資本利益率　※当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益
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既存の事業基盤を活用し 
高付加価値ビジネスを確立

新規ビジネス

基盤ビジネス
環境変化に即応し 
安定的な利益成長を実現

EC事業 CN事業

PB事業

2015年3月期（基準年度） 2021年3月期予想（最終年度） 成長度 VISION2020（当初目標値） 達成度

売上高 1,116 億円 1,380 億円 23.7 ％ 2,000 億円 69 % 

経常利益率 1.2 % 3.0 % ＋ 1.8 ポイン ト 3.5 %以上 ▲ 0.5ポイン ト
ROE 3.2 % 10.0 % ＋ 6.8 ポイン ト 15.0 % ▲ 5.0ポイン ト
（経常利益） 13.6 億円 41.0 億円 3.0 倍 ー ー
（当期純利益） 7.2 億円 27.0 億円 3.8 倍 ー ー

中期経営計画 VISION2020 進捗状況ごあいさつ
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新中期経営計画

　VISION2025は2022年3月期
から2025年3月期の4カ年計画で、
VISION2020とVISION2025は
連続性のある通算10年の経営計
画となります。計画の最終年度であ
る2025年における事業環境は、低
成長経済下における高効率ス
マー ト社会「Society 5.0」の到来
を想定しております。
 あらゆる産業や社会生活にIoT・ロ
ボッ ト・AI・ビッグデータといった先端
技術を取り入れて経済発展と社会
的課題の解決を両立していく高効
率スマー ト社会「Society5.0」にお
いては、「AI用ハー ドウェア」「AI応
用による自立進化型セキュリティや

サービスインフラ」「高効率なデータ
ス トレージおよびネッ トワークシステ
ム」「自動運転システム」「高度な協
働型ロボッ トシステム」「デジタルモ
ノづくりに向けた革新的な計測シス
テム」「次世代型製造システム」な
どの技術要素が必要となります。
 これらの要素の多くは、当社が従
来から取り扱ってきた製品・サービ
ス、また独自の開発分野と重なって
おり、これまで培ってきたア ドバン
テージを生かすことができると考えて
おります。VISION2025において
も、継続的に注力することにより、社
会の変化に適合しながら持続的な
成長を実現してまいります。

　社会が向かう方向性をとらえ「デジタ
ル トランスフォーメーションを実現する製
品およびサービスを提供し、高効率ス
マー ト社会の持続的発展に貢献する」こ
とを当社のミッションとして定めました。
　当社の社会的使命を明確にすること
により、社員の意識を高めるとともに、ス
テークホルダーの皆様から当社事業活
動に対するご理解を賜りながら、企業価
値の向上に努めてまいります。

超高速ディープラーニングシステム
左：21.5cm角の大型半導体「WSE」
右： セレブラスシステムズ社「CS-1」 

2019年12月発売

マクロ検査装置 
「RAYSENS」
2020年6月発売

データビジネス・ 
サービスビジネス・ 

ス トックビジネスへの移行

データサイエンス・画像処理・ 
ロボティクスを駆使した 
モノづくりシステムメーカー

V I S I O N 2 0 2 5
技術商社機能を持つメーカーへ

DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION

デジタル トランスフォーメーションを
実現する製品・サービスを提供し
高効率スマー ト社会の
持続的発展に貢献する

低成長経済下における高効率スマー ト社会Society 5.0の到来

BUSINESS ENVIRONMENT  想定する事業環境 MISSION  当社のMISSION

VISION  当社のVISION メーカーとして 
目指す形

進化する 
技術商社機能

　当社は、これまで「メーカー機能を
持つ技術商社」というビジネスモデル
を追求してまいりましたが、ミッション
の実現に向け「技術商社機能を持つ
メーカー」へと進化してまいります。
　技術商社としては、社員全員のマー
ケティングにより、データビジネス・サー
ビスビジネス・ス トックビジネスを利益
源泉とする高収益ビジネスへ移行し、
成長分野の技術進展を支える半導
体の販売を通じて顧客基盤を維持・
拡大し、高収益ビジネス移行の礎とす

ることにより、新しい事業形態へと進
化し、収益性を向上してまいります。
　またメーカーとして目指す形は、
データサイエンス・画像処理・ロボティ
クスを駆使したモノづくりシステムメー
カー、設計・量産受託サービスで培っ
た技術に基づくODMメーカー、グ
ローバルNo.1のシステム開発力・提
案力を有する設計開発部門、マスカ
スタマイゼーション対応の高効率ス
マー ト工場であり、より高い収益性の
実現を目指してまいります。

セレブラスシステムズ社が開発し
た世界最大の半導体を搭載した
A I用ハー ドウェア「C S-1」は、
ディープラーニングにかかる時間
を大幅に短縮することが可能で
す。当社は、「CS-1」の販売だけ
でなく、難易度の高いシステム構
築に向けたコンサルティングサー
ビスや、システム保守メンテナンス
サービスを提供します。また、当社
が所有する本システムにより、
ディープラーニングのリソースをお
客様に時間貸しで提供する、課金
型サービスを実施する予定です。

進化する技術商社としての重要な
利益源泉となる、データービジネ
ス・サービスビジネス・ス トックビジネ
スを実現できる製品であり、サービ
スビジネスを展開することで、これま
での収益性を大きく超えた技術商
社としてのビジネスを実現します。

現在、製造業の生産工程では、
人による検査や作業に頼らざるを
得ない現場が多くありますが、労
働人口の減少に加えて、ウィズコ
ロナの時代においては、作業の
自動化や生産性の向上が一層
求められるようになります。当社の
「RAYSENS」は、光のわずかな
変化をとらえる光学技術を用いて
ウェハ表面の欠陥を高速、高感
度に検出するマクロ検査装置で
あり、今後需要の高まりが予想さ
れる化合物半導体などのウェハ
の外観検査や工程内検査を実現

します。当社は、データサイエン
ス・画像処理・ロボティクスなどの
自社保有技術を活用し、生産設
備の予知保全や検査の自動化、
作業の自動化に向けた製品の開
発を強化することで、知能化を実
現する「モノづくりシステム」を提
供してまいります。

ボード

設計・量産
受託サービス

半導体・
電子部品

ITインフラ

保守・運用

センサー

システム構築

ネットワーク

画像処理

クラウド

データ分析AI

アプリケーション

セキュリティ

サービス開発

3.0Society 4.0Society 5.0Society3.0Society 4.0Society 5.0Society

工業社会 情報社会 高効率スマート社会

5.0Society

医療

DIGITAL
TRANSFORMATION

車載

ネットワーク

インフラ

コンピュータ

産業

民生
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Focus

ファース トと連携

PB事業ーお客様と共に次の「モノづくり」へ

「モノづくりシステム」の 
開発・提供

生産設備の稼働データの収集、分析、学習作業を自動
化し、予知保全システムの課題を解決します。設備の予
知保全により、製品の品質改善や設備の稼働率向上、
メンテナンスコストを大幅に削減することが可能です。

当社が20年以上継続している開発受
託ビジネスは、お客様と当社が補完関
係を構築できることが根幹にあり、これ
まで電気回路設計技術者の割合が低
いお客様に対してビジネスを展開して
きました。その結果、取引先は医療・医
薬関連メーカーの比率が高く、高速処
理・高速伝送・画像処理技術は当社
の得意技術として磨かれ蓄積してきま

した。VISION2025を通して医療・医
薬関連メーカーに対するビジネスを拡
大するとともに医療認定取得を進める
ことで、当社自らが検体検査装置など
の製品の企画・開発・設計・製造を一
貫して担うことができるODMメーカー
への進化を目指します。

※ ODM（Original Design Manufacturing）は、
委託者のブラン ドでの製品設計・生産

ファース トが持つ画像処理技
術を活用して開発した、3Dビ
ジョンロボッ トシステムです。
画像処理により形状をリアル
タイムに認識しながら作業を
行うため、これまで人でしか対
応できなかった不定形物にも
対応が可能であり、物流や倉
庫での作業の自動化を実現
することができます。

3Dビジョンロボッ トシステム 
「TriMath」

分析自動化 「CX-M」

検体検査装置（製品イメージ）

マスカスタマイゼーション対応の基板実装ライン（TED長崎）

予知保全 
プラッ トフォーム 
「CX-D」

EC事業
　強固な販路を通じ、取り扱い製品をベースとした課題の解
決を顧客に提供してまいります。また、主力製品を核とした設
計・量産受託サービスにより収益向上を目指すとともに、自
社開発プラッ トフォームをベースとしたクラウ ド IoTビジネスを
確立してまいります。そして、さらなる業務の高効率化を追求
してまいります。

PB事業
　データサイエンス・画像認識・ロボティクスを駆使した「モノ
づくりシステム」の開発により、産業機器における知能化を実
現するシステムを提供してまいります。また、豊富な開発経験
と高品質な製造基盤による「受託開発・製造サービス」を提
供することで、お客様と共に成長を続けてまいります。

CN事業
　新しいテクノロジーを取り込み、信頼性の高いコンサルティ
ングとエンジニアリングを提供いたします。セキュリティやAIプ
ロダク トビジネスに対する継続的な投資を行い、サブスクリプ
ションビジネスやプロフェッショナルサービスの実現による収
益性の向上と安定化を目指してまいります。

増益増収（増益率＞増収率）による持続的成長を目指す
　これまでと変わらず増益率が増収率を超えて成長していく
「増益増収」を目指してまいります。2025年3月期における財
務モデルは、売上高2,000億円±10%、経常利益率5％
超、ROE15％超といたしました。
　また事業別構成については、
ＥＣ事業 売上高構成比 ７０％ 経常利益率 ２％超
ＰＢ事業 売上高構成比 １０％ 経常利益率 １０％超
ＣＮ事業 売上高構成比 ２０％ 経常利益率 １３％超
といたしました。

デジタル ファク トリー ソリューション

TED長崎と連携

「受託開発・製造 
サービス」の提供

設計・量産受託サービス

売上高構成比 経常利益率

EC事業 70% ＞ 2%

PB事業 10% ＞10%

CN事業 20% ＞13%

事業部の取り組み 財務モデル

2025年3月期

データ分析システム

検査システム

ビジョンロボッ トシステム

開発力強化

ODM型一括受託

マスカスタマイゼーション

予知保全のためのデータ活用ツール 
「CXシリーズ」

経常利益率 

＞ 5 % 

ROE 

＞ 15 % 

売上高 

2,000億円
+10 % 

設計・量産受託サービスで培った技術に基づく
医療・医薬系ODMメーカー

新中期経営計画  VISION2025
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