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１１.. 経営理念経営理念とと経営ビジョン経営ビジョン

経営経営理念理念

① 顧客第一
顧客の信頼と期待に応える品質とサービスを提供する。

② 社会的責任
地球環境と人類社会の調和と発展に貢献する。

③ 価値の提供
技術を革新し新しい価値を創造する。

経営経営ビジョンビジョン
次の１００年に向けて 盤石な企業基盤を構築するとともに 安心と次の１００年に向けて、盤石な企業基盤を構築するとともに、安心と
信頼に満ち、活気にあふれる企業を目指す。
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【【はじめはじめ 】】

２２.. 計画の概要計画の概要

【【はじめにはじめに】】

2016年度から取り組む新しい中長期経営計画「Neo ChallengeNeo Challenge

<<ネオネオ チャレンジチャレンジ>>」 を策定しました。

当社の次の50年・100年を見据えて

技術の革新技術の革新((新事業を含む新事業を含む))

徹底した品質とサービスの強化徹底した品質とサービスの強化

財務体質の改善財務体質の改善財務体質の改善財務体質の改善

の3点に重点を置いた経営計画となっています。
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【【計画期間計画期間】】

２２.. 計画の概要計画の概要

【【計画期間計画期間】】

2016年度～2025年度（10年間）（第159期～第168期）

【【テーマテーマ】】

InnovationInnovation for nextfor next 100100
【【方針方針】】

Innovation Innovation for next for next 100100

ファーストステージ

計 画 期 間

事業基盤 更なる強化と新事業 挑戦

方 針

セカンドステージ

ファーストステージ
(2016年度～2019年度)

事業拡大への準備と実行

事業基盤の更なる強化と新事業への挑戦

ファイナルステージ
(2023年度～2025年度)

(2020年度～2022年度)

事業拡大し、盤石な企業基盤を構築

事業拡大への準備と実行

3



３３.. 各ステージの到達目標各ステージの到達目標

（単位：百万円）

2015年度 ファーストステージ
(2016年度～2019年度)

セカンドステージ
(2020年度～2022年度)

ファイナルステージ
(2023年度～2025年度)

（単位：百万円）

(2016年度 2019年度) (2020年度 2022年度) (2023年度 2025年度)

売上高 26,735 30,000 40,000 50,000

営業利益 1 199 2 400 3 600 5 000営業利益 1,199 2,400 3,600 5,000

営業利益率 4.5% 8% 9% 10%

経常利益 839 2,250 3,400 4,820

当期純利益 557 1,570 2,275 3,220

株主資本合計 11,637 12,700 15,600 20,000

ＲＯＥ
（自己資本利益率）

2.6% 6.5% 8.1% 10.0%
（自己資本利益率）

配当性向 56.7% 20%以上 25%以上 30%以上

※但し、各ステージの目標値に到達した時点で、次のステージに移行するものとします。
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４４.. 重点施策重点施策

計画を達成するために以下の重点施策重点施策を掲げ、それぞれに取り組み内容取り組み内容を決めて実行

していきます。取り組み内容は、市場環境・計画の進捗等を考慮して毎年見直しを行い、

各ステージの到達目標値各ステージの到達目標値を達成していきます。

重点施策重点施策重点施策重点施策

①① 製品品質の向上製品品質の向上 ⑦⑦ 収益力の向上収益力の向上

②② アフターサービスの強化アフターサービスの強化

③③ 生産基盤の強化生産基盤の強化

⑧⑧ 財務戦略の立案・実行財務戦略の立案・実行

⑨⑨ 成長産業 の注力成長産業 の注力③③ 生産基盤の強化生産基盤の強化

④④ 技術力の底上げと強化技術力の底上げと強化

⑨⑨ 成長産業への注力成長産業への注力

⑩⑩ 人材基盤の強化人材基盤の強化

⑤⑤ 営業基盤の拡充営業基盤の拡充

⑥⑥ 海外販売の拡大海外販売の拡大

⑪⑪ 情報通信技術の活用情報通信技術の活用

⑫⑫ 企業統治の改革企業統治の改革
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⑥⑥ 海外販売の拡大海外販売の拡大 ⑫⑫ 企業統治の改革企業統治の改革



５５.. 各各重点施策の取り組み内容重点施策の取り組み内容

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

成長産業への注力成長産業への注力

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

技術力の底上げと強化技術力の底上げと強化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・製品ライフサイクルを考慮・製品ライフサイクルを考慮したした

開発開発体制の確立体制の確立
・収益を支える第２の柱を樹立する・収益を支える第２の柱を樹立する

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・・強みとなる特殊仕様に強みとなる特殊仕様に対する対する

設計設計効率の向上効率の向上
・設計者の技術力向上・設計者の技術力向上
・・IoTIoTを活用した製品を活用した製品//設備の開発設備の開発

6



５５.. 各各重点施策の取り組み内容重点施策の取り組み内容

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

製品品質の向上製品品質の向上

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

生産基盤の強化生産基盤の強化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・・安定性＆信頼性安定性＆信頼性の高い製品の提供の高い製品の提供
・・製品の更なる高精度化製品の更なる高精度化とと

耐久性の向上耐久性の向上

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・安定した生産体制の確立・安定した生産体制の確立
・高効率生産体制の実現・高効率生産体制の実現
・製造拠点の強化・製造拠点の強化
・・組織力＆現場力組織力＆現場力の強化の強化
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５５.. 各各重点施策の取り組み内容重点施策の取り組み内容

アフターサービスの強化アフターサービスの強化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・機械・機械を止めないを止めない
・約束したスケジュール・約束したスケジュールでで

作業を完了作業を完了

営業基盤の営業基盤の拡充拡充
海外販売の拡大海外販売の拡大海外販売の拡大海外販売の拡大

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・既存顧客の・既存顧客の囲い込み囲い込み
・新しいセグメントの開拓・新しいセグメントの開拓

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・既存顧客の・既存顧客の囲い込み囲い込み
・新しいセグメントの開拓・新しいセグメントの開拓新 グ ン 開拓新 グ ン 開拓
・・海外アフターサービスの強化海外アフターサービスの強化
・・タイタイOKKOKKをアジアのをアジアの開発開発&&生産生産&&販売販売拠点化する拠点化する
・北米での販売店とエンジニアリング力の拡充・北米での販売店とエンジニアリング力の拡充
欧州市場での販売拡大欧州市場での販売拡大

新 グ ン 開拓新 グ ン 開拓
・・海外アフターサービスの強化海外アフターサービスの強化
・・タイタイOKKOKKをアジアのをアジアの開発開発&&生産生産&&販売販売拠点化する拠点化する
・北米での販売店とエンジニアリング力の拡充・北米での販売店とエンジニアリング力の拡充
欧州市場での販売拡大欧州市場での販売拡大
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・欧州市場での販売拡大・欧州市場での販売拡大・欧州市場での販売拡大・欧州市場での販売拡大



５５.. 各各重点施策の取り組み内容重点施策の取り組み内容

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

収益力の向上収益力の向上

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

財務戦略の立案・実行財務戦略の立案・実行

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・コストの削減・コストの削減
・収益構造の見える化・収益構造の見える化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・健全な財務体制の・健全な財務体制の構築構築

9



５５.. 各各重点施策の取り組み内容重点施策の取り組み内容

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

情報情報通信技術の通信技術の活用活用

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】

企業統治の改革企業統治の改革

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・・NSSNSS((新基幹業務システム新基幹業務システム))の本格稼動の本格稼動
・全社ネットワークの・全社ネットワークの強化強化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・コーポレートガバナンス・コードの積極・コーポレートガバナンス・コードの積極
的な対応的な対応

・監査等委員会設置会社への移行・監査等委員会設置会社への移行

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・コーポレートガバナンス・コードの積極・コーポレートガバナンス・コードの積極
的な対応的な対応

・監査等委員会設置会社への移行・監査等委員会設置会社への移行
・・企業活動情報が日常的に開示され企業活動情報が日常的に開示され、いつ、いつ
でもでも最新情報が取得最新情報が取得できる体制にできる体制にするする

・・CSRCSR活動を示していく活動を示していく

・・企業活動情報が日常的に開示され企業活動情報が日常的に開示され、いつ、いつ
でもでも最新情報が取得最新情報が取得できる体制にできる体制にするする

・・CSRCSR活動を示していく活動を示していく

人材基盤の人材基盤の強化強化

【【主な取り組み内容主な取り組み内容】】
・適性な人員の確保・適性な人員の確保
・人材のレベルアップ・人材のレベルアップ
・・技能＆ノウハウ技能＆ノウハウのの継承継承
・チャレンジ・チャレンジ風土の醸成風土の醸成
・女性の活用・女性の活用
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女性の活用女性の活用
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〒664-0831
兵庫県伊丹市北伊丹8-10ＯＫＫ株式会社

重切削、高剛性の百年品質

兵庫県伊丹市北伊丹8 10
TEL.072(782)5121  FAX.072(772)5156 ＯＫＫ株式会社


