競争戦略 を持つ企業に学べ
〜2007年ポーター賞 ３企業に栄冠〜
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掲げ、医薬品を通じて社会により質の高い貢献を目指す。
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1893年、広島県で備後絣の製造を行うメーカーとして創業。1970
年、デニム生地事業に軸足を移し、染色に特化する。77年には国内デ
ニム染色市場のシェアを75％とする。現在は紡績から整理加工まで手
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第７回（2007年）ポーター賞を受賞した各社のトップとポー
ター教授。盾に描かれたポーター賞のマークには「枠を突き
破れ」という意味が込められている
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ハーバード大学ユニバーシティー教授

として世界に知られている︒
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