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つばきグループは、徹底した商品力強化とグローバル化によって、

景気に左右されにくい強靭な経営基盤の構築を目指しています。

つばきグループの業績と戦略
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つばきグループの業績と戦略

世界的な不況に対応した緊急対策は概ね完了。
つばきグループは「持続的成長」に向けて、
経営基盤を徹底的に強化していく新たなステージへ。

持続的成長に向け経営基盤の強化を推進

社長インタビュー

　2009年度は、2008年度比で大幅な減収減益の決算になりましたが、連結営業利益は、

期初計画の8億円を大きく上回る47億円となりました。リーマンショック以降、世界

景気が大きく悪化する中で、固定費削減を中心に緊急対応策を早期に実施したことな

どが、この黒字確保につながりました。

　世界の経済環境が一応の落ち着きを取り戻したこともあり、当社グループは本年5

月に、2012年度を最終年度とする中期経営計画（3ヵ年計画）を策定、発表しました。

ただし、2012年度の数値目標は、単なる通過点に過ぎないと考えています。2013年

度以降の成長を加速させるために、あるいは、その成長の持続性を高めるために、

2012年度までの3年間で、景気変動に左右されにくい「強靭な経営基盤」を構築するこ

とが、今回の中期経営計画の主眼です。

　つばきグループは、「モノづくり企業」として、顧客第一を徹底し、世界中のお客様に

ベスト・ソリューションを提供できる企業を目指しています。お客様の環境負荷低減

と経済性向上をサポートするエコ商品の開発強化をはじめ、この｢モノづくり」を通し

て、社会全体に大きく貢献していきたいと考えています。

　ステークホルダーの皆様には、一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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2009年度通期の連結業績のポイントについて解説してください。

世界的な景気低迷に伴う需要の減少にいち早く対応して、固定費を中心に徹底的なコスト

削減を行ったことで、当初計画以上の利益を上げることができました。

　2009年度の売上高は、2008年度比で287億円（20.3%）の減少となりました。この大幅な売上高の減少は、

2009年度の営業利益を2008年度の水準より131億円押し下げる要因となりましたが、当社グループでは、

人件費を中心に83億円の固定費を削減したことに加えて、内製化の推進など、変動費の圧縮にも努めま

した。この結果、2009年度の営業利益は47億円、2008年度比では47.9%の大幅な減益となりましたが、

期初計画の8億円を大きく上回ることができました。

四半期ベースで見た業績の推移はいかがでしたか。

自動車部品事業を中心に売上高は回復基調をたどりました。またコスト削減の効果により、

売上高以上に利益率の回復は顕著なものとなりました。

　四半期ベースの連結売上高は、2009年度第1四半期には239億円にまで落ち込みましたが、第2四半期

以降は順調に回復。第4四半期には336億円と2008年度の第3四半期（331億円）とほぼ同レベルにまで回

復してきました。ただ事業によって、回復スピードには差があります。回復の最大のけん引役となったの

は、自動車部品事業です。同事業では特に日本、北米、アジアにおける売上の回復ぶりが顕著となってい

ます。一方、チェーン事業、精機事業、マテハン事業といった設備投資関連の事業部門の売上回復は、相

対的に緩やかなものに止まっています。設備投資は2009年度の後半に入ってようやく底打ちし、緩やか

な回復傾向に転じましたが、これまでの景気循環の流れを考慮すると、チェーンや精機商品といった部品

にまでその波及効果が出るには、3ヵ月から6ヵ月程度のタイムラグが生じると見ています。

　一方、営業利益率は2009年度の第4四半期に8.2%にまで上昇しています。売上高がほぼ同水準にあっ

た2008年度第3四半期の営業利益率が4.8%でしたので、既述したコスト削減によって損益分岐点が改善

された結果です。
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つばきグループの業績と戦略

新たに発表された中期経営計画（2010～2012年度）では、連結ベースの売上高目標を1,500億円、
営業利益率の目標を9.0%とされています。過去最高の業績となった2007年度の水準（売上高
1,672億円、営業利益率11.8%）からすると、物足りない感じがしますが。

「中期経営計画2012」は、中長期的な視野に立って、持続的成長力の向上につながる「経営基
盤の強化」を第一の目的に策定したものです。これまで以上に、景気に左右されない強靭な

経営体質を作り上げるために、必要不可欠な投資を断行していきます。

　今回の中期経営計画では、単に3年先だけを見据えるのではなく、もっと中長期的な視野に立って、

つばきグループがその成長性と、成長の「持続力」を向上させていくために、経営基盤を大幅に強化してい

くことを主眼に置いています。これまでは1年毎に見直していた中期経営計画を3年間固定させることで、

経営基盤強化に必要不可欠な投資については、着実に実施していく考えです。

　また、過去最高の業績を記録した2007年度の為替水準が1ドル114円、1ユーロ161円であったのに対し、

今回の中期経営計画は円高（1ドル85円、1ユーロ115円）を前提としているという違いもあります。

Q

拡大成長

経済環境急変への
緊急対策

持続的成長への
経営基盤強化

収益体質の
さらなる強化

創業100周年

 中期経営計画2012

2010 2012

  売上高  1,270億円  1,500億円

  営業利益  64億円  135億円

  営業利益率  5.0%  9.0%

激変する事業環境へ対応するための経営基盤強化の３年間

既成概念に捉われることなく、中長

期的視点から商品戦略、地域戦略を

見直し、収益体質の変革を図る

経営基本方針

1. グローバル・ベスト戦略の深耕
2. モノづくり企業としての基盤強化
3. ソリューション提供企業への変革

「中期経営計画2012」の骨子

~2008

2009

2013~20152010~2012

2016

連結業績計画
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では、「中期経営計画2012」の期間中、どのような方針の下、どのような戦略を推進するのか具体
的に解説してください。

「グローバル・ベスト戦略の深耕」、「モノづくり企業としての基盤強化」、「ソリューション提

供企業への変革」を経営基本方針の3つの柱として、つばきグループの競争力の源泉である
「差別化」を一層推し進めていきます。

　基本方針1　グローバル・ベスト戦略の深耕

　1980年代には646～1,207億円であった当社グループにおける年間の連結売上高は、1990年代には

1,016～1,403億円、2000年以降は1,127～1,672億円と、徐々にその水準を切り上げています。この着実

な成長要因のひとつがグローバル・ベスト戦略の推進でした。全体最適を旗印に、生産、調達、販売の3つ

の切り口から徐々にグローバル化を進展してきました。その成果の一方で、グローバル・ベスト戦略にも、

いくつかの問題点が残されていました。

　ひとつの例が、米国の子会社U.S. Tsubaki, Inc.（以下、UST）の事業運営です。USTでは、チェーン・精機、

自動車部品、マテハン商品の製造・販売を行っていますが、地域特性への適合が優先され、事業ごとの特

性に沿ったグローバルベースでの全体最適を図りきれないという反省点がありました。そこで、本年7月

に組織改変を実施し、USTを管理業務だけを行う「本社」と2つの事業会社に分割しました。これにより各

事業部門は、各CBO*の直轄となり、グローバルベースでの生産・調達・販売に関する戦略立案を、タイム

リーに行い、スピーディーに実行していくことが可能となります。

　またグローバル・ベスト戦略の問題点のもうひとつの例として挙げられるのがチェーン事業の欧州市場

開拓の遅れでした。産業用スチールチェーンでグローバルシェア24%を誇るチェーン事業も、欧州市場

に限ってはそのシェアが10%以下に止まっていました。この問題を早期に解決すべく、当社は本年4月に、

ドイツを拠点に幅広い顧客基盤と、グローバルな製造拠点を持つ「KabelSchlepp GmbH（以下、KS社）」

を買収し、子会社としました（下記コラム参照）。ケーブルベヤのグローバルシェア拡大を図ると同時に、

KS社の欧州での顧客基盤を活用することで、産業用チェーンのみならず、精機商品を含む幅広いつばき商

品の販売拡大を図ります。また、生産・調達のグローバルベースでの最適化も一層推進していきます。

* CBO（チーフ・ビジネス・オフィサー）：事業の統括責任者

Q

KabelSchlepp GmbH（KS社）の買収
（2010年4月）

　KS社（所在地：ドイツ ウェンデン市）は、
1954年に設立された機械部品メーカー。ケー
ブル・ホース支持案内装置（当社商品名はケーブ
ルベヤ）では草分け的な存在で、欧州3ヵ国（ド
イツ、フランス、イタリア）だけで7,000社を超
える顧客基盤を保有しています。特に、工作機
械、自動車分野のトップメーカー向けに強固な
直接販売体制を築き上げています。
　当社は、このKS社と長く技術提携関係にあり
ましたが、本年4月に買収（取得価額2,000万

ユーロ）、連結子会社としました。この買収に
より、つばきグループの強みである代理店経由
のルート販売網に、KS社の強みである直接販売
のネットワークが加わり、チェーン・精機商品の
グローバルシェアの一層の拡大が期待できます。
また相互の拠点を融合していくことで、商品開
発や生産の一層の効率化を図っていきます。

KS社本社社屋とケーブルベヤ製造現場
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つばきグループの業績と戦略

　基本方針2　モノづくり企業としての基盤強化

　つばきグループが、各事業分野で高いグローバルシェアを有する商品群を持ち、着実にその業容を拡大

してきた最大の要因は、その製品技術、製造技術で差別化を実現してきたことにあります。新中期経営計

画の期間中、再度その原点に立ち返って、各商品の品質向上に注力していくことが、持続的な成長を実現

するための基礎となると考えています。

　例えば、品質不良率を下げる、生産性を向上させるといった従来の発想ではなく、品質不良をひとつ

も出さない、ラインを一日一度も停止させないという、徹底的に品質とコストを追求する生産改革活動

「ダントツ活動」もそのひとつです。この生産改革活動をいち早く導入した自動車部品事業では、商品の品

質向上はもちろん、大幅な生産性向上を実現し収益性の向上に成功しています。結果として、2009年度

は減収ながら増益を達成しました。当社グループでは、このダントツ活動を今後、すべての製造会社へと

展開していきます。また、技術駐在や若手技術者の海外派遣などを通じて、グローバルベースでの人材育

成を強化していきます。

　このような施策を通して、欧米のハイエンド市場でのシェアを引き上げるとともに、bRiCsをはじめと

する新興国市場のボリュームゾーンを取り込み、グローバルシェアを拡大していきます。そのために当社

では、2009年度のブラジルにおける販売拠点の設置に続いて、本年6月には、インドにパワトラ商品（一

般産業用機械部品）の販売会社を設立しました。また、新興国市場を攻略するには、単に販売拠点を広げ

るだけではなく、部品構成や製造工程の見直しによる大胆なコスト削減を通じて、新興国市場のニーズに

マッチした新たな商品群を投入していくことも重要だと考えています。

09.2H09.1H08.2H

指数（2008年度 下半期＝100）

自動車部品事業部（埼玉工場）における生産性
（時間当たり生産額）

100

120
126

0

100

120

140

自動車技術棟が埼玉工場内にオープン
（2009年6月）

　埼玉工場に、「自動車技術棟（オートエンジニ
アリングラボ）」を新設、2009年6月から本格的
に稼働しました。この技術棟は、30%を超える
世界シェアを誇る当社「タイミングチェーンド
ライブシステム」等、自動車部品事業の次世代
技術・商品の研究開発基地となるものです。
　同棟では、実エンジン・実車を使った商品の
性能テストのデータが蓄積されるほか、テスト
内容や結果をお客様に直接ご覧いただくことが
できます。また、環境対応や低コスト化に必要
な機構や材料の研究、さらには、新商品を高効

率に量産していくための新たな生産・加工技術
の開発を推進していくことで、当社グループの
自動車部品事業における品質・技術・生産力の一
層の向上と差別化を実現していきます。

屋上緑化など、環境対応も考慮した自動車技術棟
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　基本方針3　ソリューション提供企業への変革

　この「ソリューション提供企業への変革」という経営基本方針には2つの意味合いがあります。

　ひとつは、お客様から要求のあったものを製造するという姿勢から一歩踏み込んで、お客様の課題解決

策を提案し、お客様と一緒になって商品開発を進めるという従来からの当社の強みを一層強化していこう

というものです。直接販売が主体の自動車部品事業では、2009年度にマザー工場である埼玉工場に「自動

車技術棟（オートエンジニアリングラボ）」を設置し、実エンジン・実車による技術テストの内容・結果を、

直接お客様にご覧いただける体制を整えました。また、代理店・特約店経由の間接販売が主体のチェーン

や精機事業においても、営業部門がエンドユーザーの要望や課題を的確に分析・把握し、タイムリーに製

造部門に伝達するしくみを強化していきます。

　2つ目は、新規事業領域の開拓です。つばき商品のラインアップを見ると、パワトラ事業部門（チェーン、

精機、自動車部品）が「パーツ」や「ユニット」を取り扱う一方、マテハン事業部門が「システム」を取り扱い、

その中間領域である「モジュール」の開拓が遅れていました。数年前より、このモジュール商品の開発を進

めてきましたが、ここにきて超高速昇降装置の「ジップチェーンリフタ*1」、「オーキャリーユニット*2」と

いった新商品開発において、大きな成果が上がってきました。2010年度からは、マテハン事業部門に、「モ

ジュールビジネス部」を新設し、これまで開拓し切れていなかったモジュール領域を深耕していきます。

*1 ジップチェーンリフタ : 2本のチェーンがジッパーのように噛み合い、1本の強固な柱となって「押し・引き」を実現する昇降装置。
*2 オーキャリーユニット : 搬送物の「払い出し・停止回転・移動回転」が可能なコンパクトなコンベヤユニット。

　これら3つの経営基本方針を柱に、つばきグループは持続的成長を可能とする「強靭な経営基盤」の構築

を進めていきます。「モノづくり」を通じて、世界中のお客様へのベスト・ソリューションの提供を目指す

つばきグループに今後もご期待ください。

 モジュールビジネスへの挑戦

つばきの総合力

パーツ ユニット システムモジュール

モジュールビジネス部新設後の事業領域

マテハンのカバー領域モジュールビジネス部パワトラのカバー領域

スウェーデン・フレックスリンク社と
販売提携、モジュラーコンベヤのライン
アップを充実（2010年7月）

　モジュールビジネス商品のラインアップ充
実を図るため、アルミフレーム製のモジュラー
コンベヤでは世界シェア50%を誇る、スウェー
デンのフレックスリンク社と販売契約を締結。

7月1日より同社のアルミフレーム製3次元搬送
コンベヤの販売を開始しました。このコンベヤ
システムは、1万点以上の標準ユニット・部品を
組み合わせて、直線・曲線・傾斜・垂直など用途
に合わせた多彩な搬送スタイルを容易に構築
できることが特長。比較的小形軽量物の搬送に

適しており、自動車部品関連や太陽光パネル、
医療機器など、超高速昇降装置「ジップチェーン
リフタ」等との組み合わせも含め、販売拡大を
図ります。

3次元搬送コンベヤ
「フレックスリンク
システム」



エコ商品がお客様にもたらす
エコ&エコ効果

　環境に配慮したつばきのエコ商品を採用して

いただくことで、お客様の環境負荷低減や現場の

改善、効率性や品質向上を実現します。また、当

社のエコ商品を組み込んだお客様の商品は、環

境配慮商品としてお客様のビジネスチャンス拡

大につなげていただくことができます。

＜エコ商品採用の効果＞

① 商品のシンプル化などによる、
　 お客様の調達コストメリットを追求
② 長寿命、メンテナンスフリーなど、
　 ランニングコストの低減
③ リユース・リサイクルなどによる、
　 資源循環の推進、廃却コストの低減

つばきグループがエコ＆エコ性能を
追求するための活動

  つばきグループは、環境経営の礎として環境配
慮商品の拡大を大きなテーマに掲げ、高性能化

によるサイズダウンや長寿命化による廃棄物削

減などに努めています。

＜エコ商品開発のポイント＞

① エコ設計の追求、調達品の環境負荷低減
② LCa*手法の導入などによる
　 エコ対応のロジック化
③ エコ商品をベースにした環境イメージ作り

* ライフサイクルアセスメント

16

つばきのエコ＆エコ
つばきグループの業績と戦略

　「エコ＆エコ（Ecology & Economy）」とは、環境に配慮した商品をお客様に提供することによって、地球環境へ
の負荷低減を実現するとともに、お客様のコストメリットなど経済性も併せて追求しようという考え方です。つばき

グループは商品を通じてお客様とともに環境配慮を進め、お客様の経済性向上に貢献します。

つばきグループが考える「エコ＆エコ」

お客様 つばきグループ

Ecology
効果の向上

Economy
効果の向上

エコ商品の開発
当社のエコ評価基準を
満たした商品

エコ＆エコ性能の追求

提供

つばきグループは機械メーカーとして、地球環境に配慮した商品開発を通じて、お客様の環境負荷低
減と経済性向上を実現するために、今後開発する新商品すべてに環境配慮を義務付けることといた
しました。

つばきのエコ（エコロジー）商品がお客様のエコ＆エコを実現します。
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　「新商品開発はエコ商品」を合言葉に、つばきグループ全社がベクトルを合わせてエコ商品の開発に取り組んでいます。

今後、開発する新商品はすべてエコ商品に！

環境配慮項目

　つばきグループでは、私たちができる環境配慮内容を7つに分類し、商品の開発・設計に反映させています。

環境配慮項目 商品仕様の定義 効果

省資源・廃棄物排出量低減
資源使用量の削減、リサイクル、長寿命化などを行い、
資源の節約につなげること

小形軽量化、無給油、長寿命、
廃棄物低減、リサイクル、残留防止

省エネルギー･CO2 排出量の低減 エネルギー使用の低減、CO2 削減につなげること 低フリクション、高効率、小形軽量化

清潔な職場・使用環境づくり お客様の職場環境・使用環境などの改善につなげること 無給油、低発塵、こぼれ防止

周辺環境への配慮
お客様の事業所の近隣、周辺の一般生活環境へ配慮する
こと

公害防止、低騒音、低振動、低悪臭

廃棄の容易さ
リサイクル性、分別性などの向上により環境配慮を支援
すること

同種材料、分解容易

リユース 商品回収後に部品の一部などを再利用すること 商品再利用

有害物質への配慮
お客様の要求に沿った削減を含めて有害化学物質の排除
を行うこと

有害化学物質低減、食性グリース活用

エコ商品決定のプロセス

　商品の環境配慮内容の信頼性を高めるため、つばきグループではエコ評価基準を設定し、それにクリアした商品だ

けをエコ商品と呼んでいます。

代表的なエコ商品

RS ローラチェーン G7-EXの場合

*1　当社の従来品「Rsローラチェーン（Rs80-1）」とのLCaインベントリ分析結果比較（1ユニット当たり）
*2　当社の従来品「Rsローラチェーン（Rs100-1とRs80-1）」とのLCaインベントリ分析結果比較（1ユニット当たり）

環境配慮項目

● 摩耗寿命2倍
   （長寿命化により）→
　   CO2
　   排出量 49%削減 *1

● 伝動能力33%向上
  （サイズダウンにより）→
   　CO2
　   排出量37%削減 *2

●  メンテナンスの
　時間と手間の低減

● チェーン交換のコスト削減

●  設備のコンパクト化による
スペース削減

●  チェーンの小形化による　
コスト低減

Ecology
で

Economy

つばきのエコ（エコロジー）商品がお客様のエコ＆エコを実現します。

つばきグループの統一マニュア
ルに沿って、それぞれの商品に
合ったエコ評価基準を決めます。

評価マニュアル／
エコ評価基準

エコ評価基準を満足させるため、
環境配慮した製品設計を行います。

製品設計

評価マニュアル、エコ評価基準
に沿って商品のエコ評価を行い
ます。

エコ評価

基準をクリアする評価結果が得
られた場合は、エコ商品として
決定・開示します。

決定／開示



2010年度 事業別の基本戦略
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つばきグループの業績と戦略

　当社チェーン商品最大の強みである耐摩耗・高強

度・省エネなどにおける差別化商品を基軸に、ハイ

エンド市場でのシェアアップを最優先に取り組んで

いきます。

　具体的には、まず北米において、従来商品に比べ

摩耗寿命が2倍、伝動能力を33%向上させた新商品
「RsローラチェーンG7-EX」の販売拡大を図ります。
欧州では、欧州規格の新Rsローラチェーン「Rs-
WiNNER」を投入。新たに買収したks社の顧客基
盤を活用するなど、チェーン商品のシェア拡大に

注力します。また日本では、太陽光パネル、リチウ

ムイオン電池関連の成長分野向けに、当社の技術

提案力を発揮して、つばき商品の新規採用を促進

していきます。

　新興国では、マイニングや鉄鋼業界等、厳しい世

界経済環境の中でも安定成長をしている業界を重点

的に攻略していきます。また相対的に高い経済成長

を実現している中国向けにはコンベヤチェーンの販

売拡大を加速させます。

　このようにマーケティング戦略を着実に推進する

一方で、日本、アメリカに加えて、台湾、韓国、ドイ

ツの生産拠点およびブラジル、イタリアの提携先を

含めて供給の最適地化を推進するとともに、ダント

ツ活動を通して、生産技術を一層強化していきます。

世界的な業界再編が進展するチェーン業界において、つばきグループは、技術優位性を発揮しやすい

ハイエンド市場で一層のシェアアップに取り組むとともに、太陽光パネルなどの成長分野の開拓を加速

させていきます。

グローバルな視点に立ったビジネス展開を着実に推進

*  2010年度より、スプロケット事業を
当事業に組み入れ

チェーン事業

億円 %

売上高（左軸） 営業利益率（右軸）
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業績推移*

欧州向け戦略商品「Rs-WiNNER」 販促ツールはロシア語はじめ
6ヵ国語対応

チェーン事業
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　先進国市場では、従来に引き続き、「環境技術に

おける差別化」をキーワードに、小形軽量、高効率、

低フリクション（低摩擦損失）、長寿命、低騒音など、

当社が強みを発揮しているハイエンド商品を中心に

シェアを拡大していきます。

　しかし一方で、自動車産業では、中国をはじめと

する新興国が急激にそのマーケット規模を拡大させ

ています。この状況の中で、当社グループがグロー

バルシェアをさらに引き上げるためには、こうした

新興国市場を攻略していくことが不可欠となってい

ます。この新興国市場でのキーワードは、「コストと

スピード」。特にコストについては大胆な低価格仕

様のタイミングチェーンドライブシステムをスピー

ディーに開発することが必要になります。このため、

埼玉工場にオープンさせた自動車技術棟をフルに活

用し、生産・開発の一層の革新を推進するとともに、

すでに埼玉工場で大きな成果を発揮しているダント

ツ活動をさらに加速していきます。また、韓国に新

工場（2011年6月竣工予定）を建設するなど、日本、
北米、欧州、タイ、中国、韓国の世界6極によるグロー
バル生産体制を一層強化していきます。

新規エンジンプロジェクト獲得によりグローバルシェアを拡大

先進国市場では、当社の高い技術提案力を武器に一層の差別化戦略を推進していきます。また、「コスト

とスピード」の大幅な改革・改善により新興国市場を積極的に攻略し、タイミングチェーンドライブシス

テムのグローバルシェア拡大を図っていきます。

38ｘ47
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自動車部品事業
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技術主導による商品力の徹底的な強化

生産技術のイノベーションを実現することにより商品力、生産性を

高め、ビジネス拡大につなげていきます。
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精機事業

　取り扱う商品の種類が多く、競争も厳しい精機事業においては、まず技

術差別化によるメリハリのあるマーケティング戦略が不可欠となります。

その技術の差別化においてすでに高い評価を確立しているカムクラッチ、

直線作動機、ウォーム減速機の3商品については、当事業の重点商品と
して、海外でのシェアの拡大を図っていきます。

　また、二輪・四輪車向けカムクラッチなどの比較的新しい分野での事

業拡大に注力していきます。今年度、二輪車のスタータ用、四輪車の自

動変速装置用カムクラッチの売上高は、2009年度比で約1.5～2倍と大
きく拡大する見込みです。

　同時に当事業では、チェーン事業と一体になってマイニング（採鉱）業

界などの市場開拓に注力していきます。その一環で、石油プラントに

使用される超大形のカップリングの販売を再開しました。一層の生産

技術の革新を通して生産性を高め、これらの業容の拡大を達成してい

きたいと考えています。

つばきグループの業績と戦略

マテハン事業

　当事業では、民間設備投資の動向によって、業績が左右されやすい側

面があります。このような事業環境の中、当事業を安定成長へと導くた

めには、ソリューション提供の強化と顧客サービスの向上が不可欠とな

ります。このため営業・技術・メンテナンスの各機能・サービスをより強

化し、お客様のビジネス現場でお客様と共にその課題解決につながるソ

リューション提供を強化していきます。

　また、今後の成長が期待できるモジュールビジネスの強化や、お客様

へ納入した設備の安定稼働と生産性向上につながるメンテナンスサービ

スの提供に一層注力していきます。

ソリューション提供と顧客サービス強化による事業基盤の確立

ソリューション提案を強化するとともに、モジュールビジネスの推進、

メンテナンスサービスの向上に一層注力していきます。

*  2009年度まで含まれていたスプロケット事業
は、2010年度よりチェーン事業に組み替え
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