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2011年度 2012年度 2015年度 

134% 

200% 
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新規事業 〈IT農業事業： OEM事業強化〉 ① 

 市場性  

 主要戦略  

・独自技術で農業の自動化 
  （GNSS + 農業センサー） 

◆市場規模：１５００億円 

ICTによる精密農業の効率化 

・OEM提携推進により事業拡大 

・破壊的新製品投入による市場獲得・拡大 

 販売見込 
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新規事業 〈IT農業事業： OEM事業強化〉 ② 

 主要戦略  

・クラウド型管理システムの投入で 
  農業に革命 

ICTによる精密農業の効率化 

MAGNET   ™ 

クラウド 

新製品(2015年度までに投入）   
破壊的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ：2機種/世界No.1：1機種/世界初：4機種 
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2011年度 2012年度 2015年度 

107% 

140% 
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基盤事業 〈GNSS事業：戦略的商品による新興国攻略〉 

 市場性   主要戦略  

・アジア、中南米をターゲットとした 
 戦略製品の投入による市場獲得 

◆市場規模：９００億円 
                （アジア300億円） 

◆先進国は成熟市場、 
   市場は安定 

◆新興国は本格普及により 
   需要急拡大 

アジア市場でのビジネス拡大 

HiPer V 
世界最多チャンネル数 

GPS受信機 
HiPer SR 

世界最小最軽量
GPS受信機 

 販売見込 

・破壊的新製品を継続投入 

世界最小最軽量 

新製品(2015年度までに投入）   
破壊的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ：2機種/世界No.1：3機種/世界初：5機種 
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自動化施工 
IT農業 

378億 

560億 

分野別 連結売上高成長内訳 
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ポジショニング・カンパニー 

世界No.1商品
の投入 

世界No.1商品
の投入 

新規事業 
（自動化施工、IT農業） 

2012年度 
実績 

2015年度 
中期計画 

営業利益率 3.7％ 営業利益率 15.4％ 

その他 
(GPS) 

基盤事業 
（GPS） 



©2013 Topcon Corporation Creativity & Growth 36 

新製品投入数 

FY2010 ～ FY2012 
（実績） 

FY2013 ～ FY2015 
（計画） 

破壊的イノベーション          4 機種          4 機種 

世界No.1          12 機種         7 機種 

世界初          1 機種         16 機種 

製品原価低減          3 機種         2 機種 

新興国市場向け  1 機種 2 機種 

販売力強化          1 機種         1 機種 

合計  22 機種   32 機種 
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Ⅲ カンパニー別成長戦略 

SIC 

POC 

ECC 

：測量事業を基盤として新規事業を強化 
 ：GNSS(GPS)を基盤として自動化施工（ICT）と 
 IT農業を加速 

：検査・診断分野を基盤として予防～治療分野を強化 

 

37 
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事業戦略 

検査・診断分野を基盤として予防～治療分野を強化!! 

眼科IT 

38 

眼科IT 

事業ドメインの拡大 

クラウドでデータを共有し、地域連携型サービスを提供 
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眼科診療トータルソリューションの提供 

検査・診断 

予防・健診 治療・予後管理 

- 基盤の強化・拡大 
- 次世代OCT投入による 
   破壊的イノベーション 
- 更なるコスト競争力アップ 

- 治療器の強化・拡大 
- ポータブル検査装置 

- 低価格フルオート機器 

IMAGEnet（眼科情報システム）  
Web化、クラウド化 

眼科 IT 
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・誰でもはかれる検査装置：フルオート機種提供 
 

・破壊的技術革新による低価格機の投入 
 

・国策(守る予防)による健診制度促進を積極利用 

新規事業〈予防・健診〉  

 主要戦略  

 
◆市場規模 800億円 
 

◆国民医療費の軽減 
 

◆スクリーニングニーズの高まり： 
早期発見・早期治療によるQOL向上 
 

 市場性  

健診市場向けビジネス拡大 

フルオートOCT &フルオート検査機器 

新製品（2015年度までに投入） 
破壊的イノベーション：1機種/世界初：1機種 

400% 

2011年度 2012年度 ･･･ 2015年度

 販売見込 

40 

世界初 
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市場規模 700億円 
 

糖尿病網膜症、 加齢黄斑変性症 
  の増加 

 

新規事業 〈治療・予後管理〉 

 市場性  

治療器と眼底イメージングとのシナジー創出 

 
・患者にやさしい（痛みの少ない）治療器の提供 
 

・パターンレーザとOCTの融合による治療・予後管理 
 

・PASCALのフルラインナップ化によるユーザー層拡大      

 主要戦略  

治療・予後管理 

新製品（2015年度までに投入） 
世界No.1：2機種  

2011年度 2012年度 ･･･ 2015年度 

160%  販売見込 
世界No.1 
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市場規模 300億円 
 

高齢化による医療コストの高騰 

 市場性  

医療の効率化を提供するソリューションビジネス拡大 

新規事業 〈眼科IT〉 

 

医療コスト削減 
 

・予防・健診～治療・予後管理までを一元管理 
 

・医療のスマート化・システム化 
 ⇒世界初のクラウド化・Web化を推進 
  

 主要戦略  

検査・診断 

予防・健診 治療・予後管理 
眼科 IT 

160% 

2011年度 2012年度 ･･･ 2015年度

新製品（2015年度までに投入） 
世界初：１機種 

 販売見込 
世界初 
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最強ラインナップ 
 ・世界最高峰の高深度・高速測定Atlantis投入 
 ・誰でもはかれる究極のスタンダード機Maestro投入 
破壊的イノベーション 
 ・次世代OCT：超高深度・超高速・広範囲測定  

市場規模 600億円 
 

先進国の買い替え需要増大 
 

新興国の市場拡大 

 市場性  

OCT事業の強化 

 主要戦略 

基盤事業〈検査・診断〉強化 

次世代OCT 

200% 

2011年度 2012年度 ･･･ 2015年度新製品（2015年度までに投入） 
破壊的イノベーション：1機種/世界初：1機種/ 世界No1：1機種/ 
製品原価低減：1機種 

 販売見込 

43 

世界初 
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・製品バリエーションの充実  
  誰でもはかれるフルオート 
  マニュアル 
 

・原価低減25% 共通プラットフォーム 

市場規模 1000億円 
 

高齢化に伴う眼科疾患の増加 
 

新興国の市場拡大 

市場性  

基盤事業〈検査・診断〉強化 

競争力アップによるシェア拡大 

 主要戦略 

新製品（2015年度までに投入） 
世界No.1：2機種/製品原価低減：5機種/ 新興国市場向け：4機種/ 
販売力強化：1機種 

130% 

2011年度 2012年度 ･･･ 2015年度

 販売見込 
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新製品の投入数 

FY2010 ～ FY2012 
（実績） 

FY2013 ～ FY2015 
（計画） 

破壊的イノベーション          0 機種          2 機種 

世界No.1          2 機種         5 機種 

世界初          4 機種         3 機種 

製品原価低減          3 機種         6 機種 

新興国市場向け  1 機種 4 機種 

販売力強化          1 機種         1 機種 

合計  11 機種   21 機種 
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分野別 連結売上高成長内訳 

2012年度 
実績 

2015年度 
中期計画 

検査・診断 

治療・予後管理 

310億 

445億 

予防・健診 

営業利益率 5.0％ 営業利益率 16.0％ 

新規事業 
（予防・健診、治療・予後管理、眼科IT） 

基盤事業 
（検査・診断） 
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まとめ 

真のグローバルトップを目指す 

Creativity & Growth 

ROE20%を目標 
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Ⅳ  参考資料 
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地域別・市場別ビジネストレンド 

 米州 

 ヨーロッパ 

 日本 

 土木 

 IT農業 

 測量・GIS 

 計測 

 新興国 

 ▶先進国では4Qは円安が加速するものの、年間では円高影 
響と市況の不透明感で市場は横ばい 

 ▶新興国市場は拡大するも、地域により金融不安・政情不安
の影響で成長は鈍化 

 ▶IT施工、IT農業、計測分野堅調 
 ▶測量分野は円高と競合激化の影響が大きく横ばい 

✔ 米国は堅調な回復、欧州はマイナス成長・停滞が続く 

✔ 日本は復興需要の一方で消費税率引上げ等で景気下押し 
✔ 新興国は成長が継続するも鈍化 

✔ IT施工、IT農業、計測分野で確実な成長が続く 
✔ 新興国で高付加価値商品の需要拡大、IT化が進む 

 FY12  FY13  FY15 

 FY12  FY13  FY15 

《FY12 状況》 

《FY13～FY15 予測》 

《FY12 状況》 

《FY13～FY15 予測》 

 市場別 

 地域別 
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地域別・市場別ビジネストレンド 

 ▶ 欧州財政危機継続、設備投資へも影響あり 

 ▶ 米州景気は回復傾向 

 ▶ 日本の眼科用医療機器市場は横ばい 

 ▶ アジアは中国の政治的影響あるも堅調 

 ✔ 欧州は財政危機からの回復が依然として不透明 
 ✔ 米国は緩やかに市況回復傾向 
 ✔ 日本は開業医層を中心に堅調な推移を維持 
 ✔ アジアは経済成長に伴い医療設備投資伸長に期待 

 ▶ 眼科市場 はOCTの普及が進むが低価格化 

 ▶ 眼鏡市場は設備投資低迷 

 ▶ 健診・人間ドック市場は新興国が伸長 

 ✔ 眼科市場は高齢化社会に伴い需要は増加傾向 

 ✔ 眼鏡市場はチェーン店向け価格・差別化競争激化 

 ✔ スクリーニングは新興国の需要拡大継続 

 眼 科 

 眼 鏡 

糖尿病・緑内障
スクリーニング 

 日本 

 米州 

 ヨーロッパ 

 新興国 

 FY12  FY13   FY15 

 FY12  FY13 FY15 

《FY12 状況》 

《FY13～FY15 予測》 

《FY13～FY15 予測》 

《FY12 状況》  市場別 

 地域別 
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連結 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 

設備投資 33 34 33 33 

（減価償却費） (34) (41) (43) (43) 

資源投入計画 

中期経営計画２０１５ （単位：億円） 

研究開発費 
（売上高研究開発費比率） 

82 
（8.4％） 

100 
（9.1％） 

120 
（10％） 

130 
（10％） 

投資・融資 4 30 50 50 
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お問い合せ先 
   株式会社トプコン 経理グループ  広報・ ＩＲ部 

    TEL    : 03-3558-2532 
    E-mail: investor_info@topcon.co.jp 
    URL    : http://www.topcon.co.jp 

 

 

本資料に記載の業績見通し、並びに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき、  

計画のもとになる前提、予想を含んだ内容を記載しております。 

実際の業績は、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、本資料の 

業績見通しとは異なる場合がございますので、ご承知おき頂きたくお願い致します。 

当資料取扱上のご注意 

52 
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