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業績・戦略編
つばきグループは、激変する事業環境下でも成長を持続できる
強靭な企業体質の構築に向け、様々な改革を実行していきます。
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A. 2010年度は売上高が前期比23%の増加、当期純利

益が92%の増加と、リーマンショックで業績が落ち込ん

だ2008～ 2009年度から大きく回復しました。事業別

には、チェーン、精機、自動車部品、マテハンの4事業の

すべてが増収増益を果たしています。

　売上高を地域別にみると、日本向けが前期比10%の

増加であったのに対し、海外向けが48%の増加と大きく

伸び、海外売上高比率は42%近くにまで上昇しました。

この海外売上高比率の急上昇の要因の一部は、ドイツの

KABELSCHLEPP GmbHを買収、新規連結子会社と

したことにありますが、アジア・オセアニアなど欧州以外

の海外売上高も大きく伸びており、自動車部品事業を中

心に、グローバル化は着実な進展を続けています。

　2010年度の業績拡大は、単に景気回復という外部環

境の好転によるものだけではありません。リーマンショッ

ク後に実施したコスト構造改革や、自動車部品事業から

全事業部門へと展開しつつある生産改革活動（ダントツ

活動）など、企業体質強化の施策に着実な成果が表れて

おり、収益性の急回復につながっています。

Q. まず、2010年度（2011年3月期）の連結業績を振り返って、総括をお願いします。

Building a Better 
Tomorrow through
Decisive Action

スピーディな行動が私たちの未来を決める
つばきグループは、過去の成功体験に甘んじることなく、スピード感の
ある改革を実行、激変する事業環境下でも勝ち残れる持続的成長力の
ある企業集団を目指していきます。

実績 前期比

売上高 1,382億円 + 22.6%

営業利益 110億円 +132.6%

当期純利益 60億円 + 91.9%

実績 前期比

営業利益率 8.0% +3.8%ポイント
自己資本比率 45.3% +1.0%ポイント 

D/Eレシオ 0.37倍 –0.11ポイント

2010年度の業績報告

 連結営業利益は、110億円（営業利益率8%）に回復
自動車部品事業を中心に、グローバル化が加速
増収効果に加え、コスト構造改革や生産革新の成果によって収益率が急回復

2010年度の連結業績ハイライト

·
·
·

POINT
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Q. リーマンショック前の水準にはまだ及ばないものの、10年前の2000年度と比較して売上高は1.2倍、営業
利益は1.6倍となりました。グローバル化の進捗などが主因だと思いますが、成長の持続力という点では満足
されていますか。

A. 成長の持続力という面では、未だ課題は多く残されて

いると考えています。つばきグループが変化してきた以上

に、外部環境は激変しています。例えば、先進国の経済

はさらに成熟し、一部ではデフレが加速。一方、中国をは

じめとする新興国はますますその勢力を拡大しています。

　また、世界的に、地球環境保護への意識が急激な高ま

りを見せています。経済が成熟した先進国への対応では、

価格変化に見合ったコスト構造の見直しが不可避です。

その一方で、環境・省エネルギー対応など、お客様満足

度の高い商品の開発などを通して、ソリューション提供に

よるビジネスの高付加価値化が求められます。さらに、高

成長を続ける新興国では、その旺盛な需要を着実に取り

込むための販売体制の確立が不可欠ですし、生産体制の

グローバルベースでの最適化などの課題もあります。

　つばきグループは、多くの商品において高い市場シェア

を獲得し、成長してきました。それを可能としたのは、ニー

ズに適合する商品を開発・カスタマイズし、生産技術力

を磨き、高品質な商品をお客様が受け入れられる価格で

作り出すという「モノづくり」への徹底した“こだわり”です。

そして、この強い「モノづくり基盤」を基に、「マーケティン

グ力」を向上させ、「グローバル化」を進めてきました。

　しかし、これらの3つの要素の強化スピードは、事業部

間で格差が出ています。国内自動車メーカーのグローバ

ル化に追随してきた自動車部品事業が一定の成功を収め

たのに対して、チェーン事業の改革速度は緩やかでした。

ただ、自動車部品事業においても、中国など新興国市場

の開拓や海外生産の前倒しといった克服すべき課題を残

しています。

　私が社長に就任し、初めて策定した「中期経営計画

2012」は、その対象期間である2010年度から2012年度

を「激変する事業環境に対応するための経営基盤強化の

3年間」と位置づけて、特に既述の3点の課題克服に焦

点を当てました。過去の業績拡大に満足することなく、ス

ピードを上げてこれらの課題に今取り組まなければ、5年

後、10年後のつばきグループは弱体化しかねないという

強い危機感があります。

中期経営計画2012

1. グローバル・ベスト戦略の推進

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

売上高 1,500億円

営業利益 135億円

営業利益率 9.0%

経営基本方針 2012年度数値目標

つばきグループの課題への認識

  激変する外部環境に対応するには改革のスピードアップが不可欠
モノづくり企業としての基盤強化とソリューション提供企業への変革、グローバル化の推進が基本方針
重点課題の進捗は、事業セグメント間で大きな格差

·
·
·

POINT
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Q.中期経営計画の初年度である2010年度には、どのような成果がありましたか。
項目別に大きなポイントをご紹介ください。

A. 「モノづくり基盤の強化」の点では、2008年度に自動

車部品事業で導入したダントツ活動を全事業部、全製造

会社へと水平展開しました。不良品をなくし、部品の落

下などでラインを停止させないなどの極めて地道な生産

改革活動ですが、製造工程によっては歩留まりや生産性

が1割以上も改善するなど着実な成果が出ています。

　「商品の強化」での最大の成果は、自動車部品事業の

中核商品であるタイミングチェーンドライブシステムにお

いて、新商品「Zerotechシリーズ」を始動させたこと。こ

の新商品は、フリクションロスを従来品より20～ 30%

低減、摩耗によるチェーンの伸びも飛躍的に抑えた画期

的商品として高い評価を獲得、すでに世界トップクラスの

自動車メーカー 4社から計8機種の受注に成功しました。

　「グローバル・ベスト戦略の推進」では、自動車部品

事業において、日本、北米、欧州、タイ、中国に次ぐ、世

界6極目の生産拠点を韓国に設置、本年6月に竣工、11

月より本格稼働します。また、当社の米国子会社である

U.S.TSUBAKI, INC.を事業部門ごとに分社、戦略の立

案・実行を迅速・機敏に行える体制を整えています。（詳

細は19ページのトピックスを参照）

　また、チェーンおよび精機事業のグローバルシェア拡

大を目的に、昨年6月にはインドに、10月にはドイツに販

売会社を設立しました。ドイツの販売会社は、チェーン、

精機商品の販売のみならず、自動車部品事業のドイツ自

動車メーカー攻略拠点としても活用し、早くも新規受注

獲得という成果が出ています。（詳細は19ページのトピッ

クスを参照）

　加えて、新事業領域の開拓をねらいに、モジュール・ 

ビジネス部を設立しました。当社では従来、部品・ユニット

とシステムという2つの領域で事業活動を展開していました

が、その中間にあるモジュール（小型搬送装置分野）の領

域にも進出することで、3つ目の収益源に育てていきます。

中期経営計画初年度の成果

 ダントツ活動による生産改革と新商品で大きな成果
グローバル生産体制の加速と、意思決定の迅速化につながる組織改革を断行
海外販売拠点の拡大と新事業領域進出への布石

POINT

·
·
·
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ダントツ活動の成果
リンクプレート穴あけプレス工程の実例

指数（2010年4月＝100）

1時間当たり生産性
1年足らずで2割近く改善
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Q.成果が出始めたとは言え、積み残した課題もあるかと思います。
2011年度では特にどの点を重点的に取り組みますか。

A. 「ボリュームゾーン」である中国市場を攻略するための

布石を積極的に打っていきます。チェーン事業では、コン

ベヤチェーンの生産拠点建設に着手、今年度中には詳細

計画をご紹介できる見込みです。マテハン事業では、中国

での自動仕分けシステムへの需要増大を見込み、エンジ

ニアリング子会社を設立する予定です。一方、自動車部

品事業では、外資系自動車メーカーの中国国内での増産

対応を加速させるとともに、中国の生活水準底上げをに

らんでエンジンの自主開発を急ぐ民族系自動車メーカー

への侵攻を図ります。このため、自動車部品事業では、 

すでに専門プロジェクトチームを立ち上げて、低コスト版

のタイミングチェーンドライブシステムを開発中ですが、

材料や部品の見直しなどによって大幅なコストダウンに

一定の見通しが立ってきました。

　「商品の強化」では、環境配慮型商品を充実させま

す。当社はもともと、省エネルギー・長寿命・低騒音な

ど環境に配慮した商品を強みとしてきましたが、一層の

販売拡大には、その高い環境性や経済性を、お客様に

より深くご理解いただく努力が必要です。このため当社

では、環境性・経済性に優れた商品を「エコ商品

（Ecology & Economy）」として認定し、積極的な対外

アピールを図ります。2011年度では、このエコ商品13機

種を一挙に市場投入することで、売上の拡大につなげた

い考えです。（詳細は34ページ参照）

  「ソリューション提供企業への変革」の施策としては、

パワトラ（チェーン・精機）商品のオンライン販売支援

ツールの構築に着手します。インターネット上で仕様の選

定や見積もりサービスなどを提供できるITツールとして、

当社代理店・特約店の営業活動を後方支援するとともに、

ネットワークを通じてエンドユーザーのニーズを当社の技

術者が直接的に把握できることで、ソリューション提供の

拡大につながると期待しています。

　また、アルミフレーム製3次元搬送コンベヤ「フレックス

リンクシステム」の販売拡大をねらいに、同商品を開発し

たスウェーデンのフレックスリンク社との合弁会社「ツバ

キフレックスリンク」を設立しました。当社のモジュール・

ビジネス部と、このツバキフレックスリンクの2社が、それ

ぞれの商品の特性にあった機動的な営業活動を推進する

ことで、モジュールという新事業領域を開拓していきます。

（詳細は19ページのトピックスを参照）

中期経営計画2年目の取り組み

ボリュームゾーンの開拓に積極的な布石
 環境性・経済性において差別化した「エコ商品」の拡販
オンライン営業ツールの提供と新事業領域の開拓

POINT

·
·
·
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Q.震災の影響などで不透明感の強まる2011年度の業績見通しはいかがでしょうか。また、中期経営計画の最
終年度である2012年度の数値目標達成、企業価値向上には何が必要だとお感じでしょうか。

A. 2011年度は、前期比1.3%の増収、1.7%の増益（当

期純利益ベース）を見込んでいます。東日本大震災の影

響で上半期こそ微減益を見込んでいますが、下半期は前

下半期期比で19.3%の増益（当期純利益ベース）となる

見込みです。景気に不透明感が残っていることは事実で

すが、当社グループの持続成長に向けての好材料も少な

くありません。自動車部品事業では、世界の大手自動車

メーカーにおけるシェアが着実に拡大。チェーンや精機事

業では、再稼働する火力発電所向けなどの復興需要も旺

盛です。また、スマートフォン関連や、リチウムイオン関連

などの成長分野向けのビジネスも着実に開花しています。

　ただし、「中期経営計画2012」の数値目標は変えません。

私たちが目指しているのは、外部環境に左右されにくい 

強靭な収益体質の確立です。そのために、毎年見直して

いた3ヵ年計画を、現行の中期経営計画では3年間固定

とし、中長期的な視点から収益性の強化につながる戦略

を着実に実行していきます。予想を上回る景気の落ち 

込みなどで売上目標が達成できない事態が仮に発生した

としても、営業利益率9.0%への回帰という数値目標は、

全力をあげて達成します。持続的成長力を高めることが、

企業価値の向上につながると私は考えます。

　当社は、1株当たり6円の安定配当の継続と、連結業

績に応じた成果配分とを組み合わせた配当政策を基本と

しています。「中期経営計画2012」で掲げた戦略を一つ

ひとつ着実に実行し、売上高・利益の水準をさらに一段

引き上げるとともに、景気に左右されにくい強靭な収益

体質を作り上げ、継続的に増配ができる企業への変革を

目指します。

　引き続きご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し 

あげます。

2011年8月

　　　　　　　　　　　　　　　　　長　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
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今後の業績見通しと企業価値向上への考え方

 外部環境には不透明感があるものの、シェア向上などポジティブな要因も増加
利益率を中心に、2012年度の数値目標達成に全精力を傾注
持続的成長力を高めることが、企業価値の向上に直結

POINT

·
·
·

2012年度までの業績見通し

億円 % 
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米国子会社再編

　米国子会社「U.S.TSUBAKI,INC（UST）」は、製造拠点を
持つ当社の海外子会社の中でも最大級の企業です。しかし、米
州におけるチェーン・精機、自動車部品、マテハンの事業責任
を負うUST社長と、グローバルに各事業の責任を負う日本在住
のCBO（チーフ・ビジネス・オフィサー）という2つのラインが
混在していたために、各市場のニーズ変化への機動的対応とい
う点において問題を抱えていました。
　そこで、当社は2010年11月に、USTを、①本社機能を担う
ホールディングカンパニー（マテハン事業統括も含む）、②パワ
トラ商品専門の事業推進企業、③自動車部品専門の事業推進
企業、の3つに分社しました。これにより、事業の特性に合った
生産やマーケティングを、グローバルな視点から迅速に推進する

ことが可能となりました。実際、分社後には、CBOと各事業会
社間で、生産技術や市場動向の分析などについて、日常的に
ディスカッションが行われています。また、チェーン・精機事業
では、米国国内の販売店シェアが大きく向上するなどの成果が
出てきました。

ドイツでのセールスミーティング

U.S. TSUBAKI HOLDINGS, INC.

ドイツに欧州4つ目の販売拠点を設立

　新興国市場の開拓とともに、欧州市場でのシェア向上も当
社グループの重要な課題です。特にドイツには、世界有数の機
械・重工業メーカーが多数存在しており、当社のチェーンや精
機商品の納入先として、またOEM供給先として、需要の開拓
に大きな余地を残しています。そこで、ミュンヘンの郊外に、
「TSUBAKI DEUTSCHLAND GmbH（TDEG）」を当社子会
社の椿本ヨーロッパ（本社：オランダ）の100%出資子会社と
して設立、2010年10月から営業を開始しました。TDEGでは、
ドイツ国内でOEM供給先の開拓や販売ネットワークの強化に
注力していくほか、2010年4月に買収、連結子会社化した
「KABELSCHLEPP GmbH」との協業によって、ドイツの工作
機械業界、マイニング業界などからの受注拡大を図ります。

　また、TDEGには、自動車部品の技術・営業担当も常駐。ド
イツの大手自動車メーカー攻略拠点としても活動しており、本年
2月には、フォルクスワーゲン社から初の受注を獲得するなど、
順調な滑り出しを見せています。

新事業領域開拓の一環として
合弁会社を設立

　当社グループは、これまで「パーツ・ユニット」と「システム」
という2つの領域で事業活動を展開してきましたが、この中間
にあたる「モジュール」の領域にも進出し、第3の収益源に育て
ていく方針です。第一弾として、2010年4月にモジュール・ビ
ジネス部を新設、①超高速昇降装置「ジップチェーンリフタ」、
②コンベヤユニット「オーキャリーユニット」という2つの自社開
発商品と、スウェーデンのフレックスリンク社の開発商品である
3次元搬送コンベヤ「フレックスリンクシステム」の計3つの商品
を販売してきました。しかし、「ジップチェーンリフタ」と「オー
キャリーユニット」が、お客様の要望に合わせて技術者が設計
を行うエンジニアリング商品であるのに対し、「フレックスリンク 

システム」はコンピュータ上で仕様のカスタマイズを行う商品
であり、それぞれの販売手法には大きな違いがあります。そこ
で、当社はフレックスリンクシステムを専門的に取り扱う新会社
として、フレックスリンク社との合弁で株式会社ツバキフレックス
リンクを設立。本年6月より営
業を開始しています。これによ
り、今後は当社のモジュール・
ビジネス部と、合弁会社ツバキ
フレックスリンクの2つの組織
体制で、モジュールという新
事業領域の開拓を推進してい
きます。

「フレックスリンクシステム」商品
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主要事業レポート

当事業の特長
　創業来の事業であるチェーンでは、品質面での差別化
と強固な販売ネットワークを武器に国内市場でNo.1の
地位を獲得。北米でも20%以上の高い市場シェアを保
持しています。一方、子会社ツバキエマソンが運営する精
機事業は、カムクラッチ、パワーシリンダなどの差別化商
品を武器に、OEM供給の分野を中心に高い評価を獲
得。最近では中国の子会社「天津華盛昌歯輪有限公司
（TEGT）」が著しい成長を遂げています。

課題克服への施策
　日本国内では、ハイエンド商品での圧倒的なシェアによ
り、価格競争に巻き込まれにくい体制を構築しています
が、デフレの長期化に備えて、ダントツ活動などの生産改
革活動による製造コスト低減をこれまで以上のペースで
進めます。また商品強化の点では、2011年度にチェーン
事業で4機種、精機事業で2機種の環境性・経済性に優
れた新商品を投入。「エコ商品（Ecology & Economy）」
の認定マークを付して、その優位性を積極的にアピールし
ていきます。
　中国では、精機事業傘下の子会社TEGTの成功に続く
べく、特に需要が旺盛となっているコンベヤチェーンの現
地生産拠点新設の準備を進めています。これによって、社
会資本整備、設備投資関連の膨大な中国国内の需要を
着実に獲得するとともに、グローバル生産体制の最適化
を促進します。また、欧州では昨年、ドイツに販売会社を
設立しました。同じく昨年4月に買収、連結子会社化した
KABELSCHLEPP GmbHのケーブル・ホース支持・
案内装置（当社商品名はケーブルベヤ）とともに、欧州市
場でのシェア拡大を図ります。

業績の概況と見通し
　2010年度は、チェーン事業は売上高が前期比26%

増、営業利益については約9倍に伸長。新規連結効果に
より欧州で売上が拡大したほか、米国向けも現地代理店
におけるシェアが向上するなど好調でした。また、精機事
業は売上高が前期比30%の増加、営業利益は約16倍
に急伸しました。国内では工作機械や液晶・半導体業界
向けの販売が好調であったほか、造船向けも堅調を維持
しました。
　2011年度は、チェーン事業で、2010年度比4%の増
収、10%の営業増益、精機事業で、2010年度比4%の
増収、3%の営業増益を見込んでいます。さらに中期経営
計画の最終年度となる2012年度では、チェーン事業で売
上高524億円、営業利益率8.1%、精機事業で売上高
207億円、営業利益率9.2%を目指しています。

チェーン・精機事業

市川 直
チェーン・精機部門統括

当事業の克服課題

· 国内のデフレ進行にも耐えうるコスト競争力の強化
· 新興国市場への一層の深耕とグローバル生産体制の最適化
· 欧州市場でのシェア拡大と商品の強化
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自動車部品事業

当事業の特長
　当社は、主力商品であるタイミングチェーンドライブシ
ステム市場において、日本では70%以上のシェアを、世
界全体でも35%のシェアを持つトッププレイヤーです。
当社商品の静粛性・耐摩耗性・軽量性などの技術優位
性が、環境性能をはじめとしたエンジンの高性能化を求
める世界の自動車メーカーから評価されたことが、この高
い市場シェアに表れています。

課題克服への施策
　世界トップ5自動車メーカーへの納入シェアは、毎年
着実に上昇しています。米国の大手自動車メーカー、韓
国の大手自動車メーカーからも大口受注を獲得しまし
た。今後の課題は、主要顧客の新興国生産への着実な対
応と、シェアが低いドイツの自動車メーカーの攻略です。
その成果は早くも表れ始めています。本年2月にはドイツ
の大手自動車メーカーより初めての受注を獲得しました。
今後はフリクションロスを大幅に低減した新商品
「Zerotechシリーズ」を武器に、世界トップ5自動車メー
カーへの納入シェアの一層の拡大を図ります。
　また、今後の成長が期待できる、中国の民族系自動車
メーカーからの受注拡大を図ります。そのため当社では、
低価格車向けの低コスト商品の開発を進めてきましたが、
部品の見直し効果などにより、そのコストダウンに目処が
立ちました。またこれまでの日本、米国、欧州、タイ、中国
の世界5極での生産体制に加え、本年6月には韓国に6極
目の新工場が竣工。今後も生産体制の最適化をグローバ
ルベースで促進するとともに、リスク分散の観点からも海
外生産拠点での増産対応を前倒しで進めていきます。

業績の概況と見通し
　2010年度は、売上高が前期比13%の増加、営業利
益については47%増と大幅な業績回復を果たしました。
環境対応車への補助金打ち切りの影響により、国内の自
動車生産が年度後半から減速したものの、アジアをはじ
めとした海外向けが大きく伸びました。
　2011年度は、2010年度比1%の減収と16%の営業
減益を見込んでいます。減収減益の主因は、東日本大震
災の影響による2011年度第1四半期の大幅な国内自動
車生産の落ち込みでしたが、その自動車生産も急回復し
ている上に、海外向けが引き続き好調であることから、 
下期には大きな回復が期待できます。なお、当事業では中
期計画の最終年度である2012年度は、売上高472億円、
営業利益率10.9%を目指しています。

藤原 透
自動車部品事業部長

当事業の克服課題

· 世界トップ5自動車メーカーへの納入シェアの一層の拡大
· 新興国（特に中国）における民族系自動車メーカーからの受注拡大
· 海外生産拠点での増産対応
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当事業の特長
　当社のマテハン事業は、マテハン業界内において、売
上規模では決して大きな存在とは言えませんが、高速自
動仕分けシステム、新聞業界向けの巻取紙給紙システム、
自動車業界向けの製造ライン搬送システムなどの特定分
野でソリューション力が高く評価されており、確固たる地
位を築き上げています。過去には売上高の拡大に対して
採算性が伸び悩むなどの課題がありましたが、ここ数年
は、収益性を最優先した受注姿勢に転換しています。

課題克服への施策
　当事業の特性を生かした新たな差別化商品の開発・
投入が不可欠となっています。当事業では、お客様の省
エネルギーや省スペース化に貢献する商品の開発を積極
的に展開していきます。2011年度には、3つの「エコ商品
（Ecology & Economy）」を市場投入します。また、一
層厳しくなるお客様の価格要求に対応すべく、設計から
大幅にコスト構造を見直すとともに、標準化を促進してい
きます。また、社会資本整備や設備投資意欲が活発な 

中国の需要を着実に獲得するために、年内には、中国・
上海にエンジニアリング子会社を設置する予定です。
　もうひとつの課題は、当社がこれまで参入しきれていな
かった事業領域への進出。具体的には、当事業が従来取り
扱っていたシステムの領域から、やや小型化した搬送モ
ジュールの領域への展開です。当領域では、2本のチェーン
をジッパーのようにかみ合わせて、対象物を高速かつ精
密に昇降させる「ジップチェーンリフタ」や、搬送物のス
ムースな「払い出し」や「回転」を可能にするコンパクト型
のコンベヤユニット「オーキャリーユニット」などの特長あ
る商品を開発してきましたが、2010年度には、これらのモ
ジュール商品を専門で取り扱うモジュール・ビジネス部
を設立、2011年度はこの新ビジネスを強化していきます。

業績の概況と見通し
　2010年度は、売上高が前期比29%の増加となり、営
業利益は売上高の少なかった前期の赤字から黒字へと
転換しました。営業利益率はわずか0.8%と低水準です
が、これは過去に受注した低採算案件の売上計上が第1

四半期にあったためであり、第4四半期には5%台まで
回復しています。
　2011年度は、2010年度比2%の減収ながら、営業利
益率は2010年度の0.8%から3.2%へと回復を見込んで
います。また、中期計画の最終年度である2012年度では、
売上高294億円、営業利益率6.5%を目指しています。

マテハン事業

当事業の克服課題

· 環境性能（省エネルギー・コンパクト化）を重視した商品の強化
· 標準化推進等による大幅なコストダウンの実現
· 中国を中心に海外市場開拓と新事業領域への進出

片岡 揚平
マテハン部門管掌
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