
成果成果 成果

海外市場公共・商業建築分野 住宅リフォーム市場

重点3市場売上高
ベンチマーク 目標 実績

2015年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度
公共・商業建築分野 166 285 168 199 211

海外市場 96 143 110 123 192

住宅リフォーム市場 283 299 288 290 284

合計  545 727 566 612 687

施設別に求められる機能を付与した
内装ドアシリーズの拡充

素材事業の海外展開強化
ニュージーランドMDF工場グループ化

大規模フェアでリモデルの魅力を訴求
「TDYリモデルコレクション2018」開催

課題 課題 課題

将来の国内新設住宅着工戸数の減少に備えて、その影響を受けにくい経営体質に変革していくため、公共・商業建築分野、 
海外市場、住宅リフォーム市場を重点３市場と定め、拡大に向けた取り組みを進めてきました。

■  壁材フラッグシップ新製品を含む製
品ラインアップの拡充

■  プロユーザー向けショールームを活
かした提案、スペックイン活動の進展

■  業務提携による無垢床材への新展開

■  工事領域・能力拡大の未達
■  住宅市場からの営業シフトの遅れ

■ ニュージーランドMDF工場グループ化
による供給体制強化および販路拡大

■  販路開拓による素材販売増
■  北米素材事業投資の意思決定

■  中国、インドネシア建材事業の伸び
悩み

■  海外市場におけるマネジメント人財
の育成

■  マンションリノベーション事業展開
（リノベーション向け製品開発との
連携）

■  主要都市をカバーするTDYコラボ
ショールーム8拠点体制整備

■  リフォーム向け製品の拡充とブラン
ド力

重点３市場の取り組み状況（成果と課題）

（億円）

2015年度 2015年度2015年度2018年度 2018年度2018年度

中計目標

285

建材事業 建材事業建材事業その他 その他その他エンジニア
リング
事業

エンジニア
リング
事業

エンジニア
リング
事業

素材事業 素材事業素材事業

166 △2 +18
+22 +6 211

96

+71 +3 0
+21 192

283 △7 △21 +24 +5 284

中計目標

143

中計目標

299
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高齢者施設向けの「おもいやりシリーズ」
の充実に加え、幼稚園・保育施設向けの
「おもいやりキッズドア」、商業店舗向けド
ア「ハピアパブリック」など、各施設で求め
られる安全性、耐久性などの機能を付与し
た新製品を積極投入し、提案の幅を広げま
した。

2018年4月、当社グループのMDF工場とし
て4拠点目となるニュージーランド「DAIKEN 

SOUTHLAND LIMITED」をグループ化しま
した。同国内のMDF工場「DAIKEN NEW 

ZEALAND LIMITED」とのシナジーに加え、
供給体制強化および海外市場への販路拡
大により、素材事業の中核であるMDF事業
の存在感をさらに高めました。

2018年5月、TOTO（株）、YKK AP（株）との
アライアンス関係の強みを活かし、リモデ
ルの魅力を体感いただくため、大規模フェ
ア「TDYリモデルコレクション2018」を幕張
メッセで開催しました。同時に開催した全国
のTDY3社共同コラボレーションショールー
ムでのフェアも合わせ、約5万人の方に来
場いただきました。
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経営目標
ベンチマーク 目標 実績

2015年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度
売上高 1,681 1,800 1,688 1,705 1,829

営業利益 55 70 85 75 57

経常利益 52 70 90 87 68

純利益 39 43 51 58 44

ROE 9.8％ 8％ 11.7％ 11.7％ 7.8％
配当性向 30.4％ 30％以上 30.1％ 30.3％ 42.4％

再生可能エネルギーを積極活用
木質バイオマスボイラーの増設

長期ビジョン実現に向けた“共創の場”
「DAIKEN R&Dセンター」の開設

壁材強化のフラッグシップ新製品
「グラビオエッジ」発売

2018年度、長期ビジョン「GP25」の実現に向けた第1ステップとなる中期経営計画「GP25 1st Stage」の最終年度を終えました。
1st Stageとして目指した基盤づくりが着実に進む一方、事業インフラにおいて課題が残る結果となりました。
1st Stageで築いた基盤を活かし、課題は変革につなげ、次なる成長へと歩みを進めていきます。

■ 経営目標に対しては、売上高、純利益で目標を達成しました。

■  営業利益については、前3カ年から収益性を高め、2年連続で目標を達成できましたが、原材料調達および 

受発注システムにおいて課題が顕在化し、最終年度では目標達成とならず、事業インフラについて課題が 

残る結果となりました。

■  素材事業の強化のためのM&A、大規模な新製品投入による製品ラインアップの拡充、R&Dセンター開設、 

バイオマスボイラー増設など積極投資を行い、次なる成長につなげるための施策を着実に実行しました。

■  株主還元については、配当性向30％以上の方針に従い、その充実を図りました。

前中期経営計画
「GP25 1st Stage」の振り返り

前中期経営計画「GP25 1st Stage」（2016-2018年度）のサマリー

価値創造へのビジョンと戦略

（億円）

経営目標に対する達成状況

「GP25 1st Stage」におけるトピックス
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2018年6月、内装空間の提案力を高めるた
め、壁材事業強化の一環として、当社独自
の不燃素材「ダイライト」を活用した深彫調
不燃壁材「グラビオエッジ」を新発売しまし
た。住宅のリビング、寝室でのアクセント
ウォールや、公共・商業施設のエントランス
ホールなどで上質な空間を演出します。

2016年7月、生産過程での環境負荷低減を
目指し、当社最大規模の岡山工場でバイオ
マスボイラーを増設しました。これまで使用
していたLNG（天然ガス）から再生可能エ
ネルギーである木質バイオマスエネルギー
への転換を図ることにより、温室効果ガス
（CO2）の排出削減につながっています。

2018年10月、新たな研究開発拠点として、
岡山工場敷地内に「DAIKEN R&Dセン
ター」を開設しました。当社独自の研究開発
はもとより、社外のさまざまなパートナーと
ともに技術を創り上げる「共創」の場とし
て、長期ビジョン「GP25」実現に向け、研究
開発力の強化、スピードアップを図ります。
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