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当社グループは、「2020年のあるべき姿」実現のための4カ年のアクションプラン

「中期経営計画2020」を策定し、2017年4月から新たな一歩を踏み出しました。

連結業績の推移
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課題と戦略
持続的成長の実現に向けたつばきグループの課題と今後の成長戦略、取り組みに
ついてご説明します。

グローバルトップ企業を目指して



「中期経営計画2020」の数値目標

   中期経営計画2012（2010～ 2012年度）
　リーマンショックの影響による業績悪化を受け、外部環境の

変化に左右されない事業基盤を構築するため、生産性向上、

新商品開発などに注力しました。また、マテハン事業で海外

M&Aを実施するとともに、チェーン事業では中国に、マテハン

事業ではインドネシアに製造拠点を新設するなどグローバル化

を推進しました。

  中期経営計画2016（2014～ 2016年度）と 

中期経営計画2020（2017～ 2020年度）
　「中期経営計画2012」を通して事業基盤の強化が図れたこと

から当社グループは創業100周年となる2017年のその先

（2020年）のあるべき姿を定めました。2020年のあるべき姿

は、各ターゲット市場において、「確固たる地位（シェア）を確立

することでグローバルトップ企業となる」というものです。

　グローバルトップ企業の実現に向けたアクションプランである

「中期経営計画2016」では、各事業部門でマーケットニーズに

徹底対応した新商品開発を加速するとともに、自動車部品事業

では中国・天津とチェコ、韓国に新工場を建設、チェーン事業

でもイタリアメーカーとの技術援助契約締結により現地生産の

種まきをするなど海外拠点を拡充し、一層のグローバル化を推

進しました。

　業績面では、同計画の最終年度において、円高等の影響によ

り、売上高、営業利益ともに計画値に対して未達とはなりまし

たが、グローバルトップ企業の実現に向けての施策は着 と々進

展していると判断しています。

　そして、2017年4月から「中期経営計画2020」をスタート。

マーケットインの企業文化への転換とグループ総合力の発揮を

一段と加速することで、数値目標の達成、グローバルトップ企

業の実現向けて全力を挙げて取り組んでいきます。

設備投資総額 

400~500億円

（2017年度から2020年度の4カ年合計）
*M&Aの費用は含みません

ネットD/Eレシオ

0.2倍以下

*2020年度までの継続目標値

連結配当性向

30%
*2020年度までの継続目標値

連結売上高

3,000億円

営業利益率

10％
海外売上高比率

70％

グローバルトップ企業の実現に向けた中期経営計画の進展

投資計画 財務指標 配当方針

業績目標
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つばきグループの成長メカニズム つばきグループの課題と戦略つばきグループ早わかり



 生産性改善の成果などにより、  
営業利益は3期連続で過去最高を更新

　各事業の課題を明確にして戦略を実行してきた成果が、着実

に表れていると感じています。2016年度の業績については、円高

の進行や中国経済の減速などにより、売上高は前年度に比べ

2.6%減の1,987億円となったものの、営業利益は生産性改善

の成果などにより前年度比0.4%増の216億円と、3期連続で

過去最高を更新しました。

　中でも私が特に手応えを感じているのは、チェーン事業の

Q1   社長就任から2年が経過しました。手応えはいかがでしょうか。

収益性の改善です。創業以来の事業であるチェーン事業は、

リーマンショックにより減少した生産量の回復が遅れたことなど

から収益性が低下しました。しかし、2014年度から開始した生産

改革活動「MIK2018*」において、多品種（変種変量）・短納

期生産に対応するコンパクトで柔軟な生産ライン構築に努めた

結果、収益性が徐々に改善。チェーン事業の営業利益率は

「MIK2018」開始前の2013年度と比較すると5.0ポイント上昇、

2016年度は11.7%となり、収益力が大きく向上しました。

* Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018の略

「ONE TSUBAKI」を合言葉に
グループ総合力を発揮し、
さらなる飛躍を目指します。
代表取締役社長 兼 COO 大原 靖
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業界リーダーの地位を築きつつあるなど、その成果は着 と々出

てきています。しかしながら、市場規模の小さな国内需要だけ

に対応していたのでは、売上の大幅な伸長は困難であり、収益

力の向上も見込めません。

　つまり、競争力のある商品を開発しても、国内をターゲットにして

いる限り、今後の成長が大きなものにならないことから、日本をはる

かに上回る需要がある海外でのビジネス拡大に注力していきます。

3.精機事業の成長力強化

　精機事業の成長力強化も大きな課題です。同事業では、減

速機ではギヤ、直線作動機ではネジ、クラッチではカムといった

強いコア技術を持ちながらも、設備投資を抑制して利益率を

維持する方向で事業を展開してきたため、技術革新の面で遅れ

をとりました。その結果、業績は比較的安定し利益率も高いの

ですが、精機事業の売上は伸び悩んでいます。

　しかし、精機事業のビジネスチャンスは拡大しつつあります。

例えば直線作動機では、環境意識の高まりによりCO2排出量

が多い油圧や空気圧駆動のシリンダから、当社が得意とする

電動シリンダへと需要がシフトしてきています。また、駅のホーム

における転落事故防止対策のため可動式安全柵の導入が相次い

でいるのを受け、軽量コンパクトな当社のDCブラシレスモータ

の需要も高まっています。

　この機運を確実にとらえて成長力を一層高めるため、100%

子会社の（株）ツバキE&Mを吸収合併し、モーションコントロール

事業部として発足させました。新商品開発に注力するとともに、

IoTを含む制御技術との融合を推し進めることにより競争力強化

に取り組んでいきます。

2016年度連結決算ハイライト
2015年度 2016年度 前年度比

連結経営成績（百万円）
　売上高 203,976 198,762 –2.6%
　営業利益 21,570 21,647 +0.4%
　親会社株主に帰属する当期純利益 12,766 14,596 +14.3%

1株当たり配当金 20円 24円
（うち、記念配当2円）

+4円

自己資本比率 55.9% 57.1% +1.2ポイント
ネットD/Eレシオ 0.06倍 0.00倍 0.06倍改善

1.チェーン事業の欧州における製造拠点の確立

　積み残した課題のうち、最優先で対処すべきものは、チェーン

事業の欧州における製造拠点の確立です。同事業は国内市場

で高いシェアを有し、海外でも米国市場では高いシェアを獲得

しています。これは、早い時代からM&Aの実施により米国に

製造拠点を確立させたことで、価格競争力を高めることができ

たからです。しかし、製造拠点を持たなかった中国や欧州での

シェア拡大には苦戦してきました。

　中国では、天津に製造子会社を設立し、2013年度より現地生

産を開始。当初は生産量不足などにより営業損失を計上したも

のの、生産改善への取り組みや環インド洋向けの輸出開始に伴

い営業損失が大幅に縮小しており、今後の伸長が見込まれます。

　一方、欧州市場においては、製造拠点の確立が難航してお

り、今後の発展に向けた道筋がまだついていません。そのため

私自身が責任者となり、早期の実現を目指します。

2.マテハン事業を成長軌道に

　次に対処すべき課題は、マテハン事業を成長軌道に乗せるこ

とです。2016年度は前年度比で増益にはなりましたが、営業

利益率は依然として満足できるものではありません。

　同事業では、この3年間、設計生産性の改善活動を推進する

などコスト削減に努めるとともに、市場ニーズを反映した新商品

開発にも積極的に取り組んできました。例えば、高速自動仕分

機「リニソート®」では、多段構造にすることで、省スペース化を

実現した新商品「リニソート® S-C」を開発。Eコマース市場の

発展に伴う物流量の増加などにより、深刻な労働力不足に悩む

流通業界からの引き合い件数が大幅に増え、受注も好調です。

また、ライフサイエンス分野向けの「つばきラボストッカ®」は、

Q2   「中期経営計画2016」で積み残した課題と、その課題達成のための施策についてお聞かせください。
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海外でのビジネス拡大が中心  

　当社グループの今後の成長は海外市場、とりわけ中国や欧州

でのビジネス拡大が鍵になります。もちろん、国内市場でも販売

を伸ばしていきますが、シェアの低い海外市場の方が成長の

余地が大きく、今後は、海外での製造・販売力を強化するため

の戦略的投資が中心となります。

チェーン事業とマテハン事業では海外拠点の設置

　チェーン事業では先述の通り、欧州でのシェア拡大を実現

させるための現地製造拠点の確立です。その手法がM&Aに

なるか、自社工場の建設となるかはまだわかりませんが、早急

に結論を出します。

　マテハン事業も、海外でのビジネスを拡大し成長軌道に乗せ

るため、現地の製造・販売力強化に寄与するM&Aや設備投資

を実施していきます。

精機事業は新商品開発に寄与する投資を

　さまざまな技術が複合・融合した精機商品の場合、コア技術

の改良を続けるだけでは成長に限界があり、技術革新が成長力

強化の鍵となっています。そのため、精機事業では、海外製造

拠点の設置も重要ではありますが、それ以上に付加価値の高い

新商品開発に寄与する投資が急務と考えています。

投資効率の向上を最優先に、慎重かつスピーディーに

　M&A実現に向けて、まずは投資効率向上を最優先にしっかり

とした調査を行い、合意が得られればスピーディーに実行する

必要があります。今後の成長に向け独自の努力で既存事業の

拡大を図ることはもちろん、競争優位性の強化に結びつく

M&Aを実現させ事業規模拡大を目指します。

技術援助契約締結
（イタリア）
欧州における小形コンベヤ
チェーンの生産強化

販売子会社設立
（スペイン）
スペイン・ポルトガルにお
ける当社グループ商品の
販売強化

販売子会社設立
（フィリピン）
フィリピンにおける当社
グループ商品の販売強化

工場再編（京都、兵庫）
・ 精機事業の生産性向上、
競争力強化
・ 自動車部品のグローバ
ル生産能力増強

新工場建設
（チェコ）
自動車部品のグローバル
生産能力増強

新工場建設
（韓国 第二工場）
自動車部品のグローバル
生産能力増強

既存工場増床
（米国・チコピー）
自動車部品のグローバル
生産能力増強

新工場稼働　
（インドネシア）
マテハン商品のグローバル
生産能力増強

新工場稼働
（スロバキア）
マテハン商品（チップ 
コンベヤ）の生産強化

 チェーン事業
 精機事業
 自動車部品事業
 マテハン事業

Q3   「中期経営計画2020」では、既存事業の強化や新規事業の育成のためにM&Aも駆使されるとのことですが、 
  中心となるのはどの分野でしょうか。

グローバル拠点の拡充（2016年度の成果）
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マーケットインの企業文化への転換

　つばきグループの目指す姿とそのために取り組むべき課題は

明確です。それはマーケットイン型に企業文化を転換すること

により、どんなニーズがどこに、どれだけあるかをきちんと見極

め、そのニーズに徹底対応した新商品開発やモノづくりを進め

るということです。そしてニーズによっては、モノづくりにとどま

らず、真に求められる価値を提供し続けていくことが重要です。

グループ総合力の発揮

　成長戦略を遂行するのは、従業員と組織です。従業員が高い

モチベーションを維持し、組織が活性化しなければ、課題の達成

は難しくなります。従って、課題達成に向け一丸となってグルー

プ総合力を発揮できる組織にすることが私の重要な役割のひと

つだと考えています。そのために、今後も「ONE TSUBAKI」を

合言葉に、つばきグループの成長力強化に努めていきます。

好循環による持続的成長で、つばきグループを飛躍に導く

　当社グループが一体となり総合力を発揮することが、持続的

な成長につながります。そして、成長により生み出された利益を

社会や従業員、株主・投資家の皆様に還元することは、従業員

や組織のモチベーション向上につながります。私は、この好循環

により持続的競争力を強化させ、つばきグループをさらなる

飛躍に導いていきます。

代表取締役社長 兼 COO  

大原 靖

　つばきグループは、新技術・新分野の開拓により成長を遂げてきました。「中期経営計画2020」の達成に向け、既存事業の成長はさるこ

とながら、新規ビジネスにも積極的に挑戦していきます。これからの社会のためにつばきグループは何ができるのかを常に考えながら、モノ

づくりを通じて社会に貢献していきます。

新規ビジネス事例
 
アグリビジネス
大阪府立大学と共同開発した、野菜の優良
苗だけを選別して生育することで、植物工場
の生産性を向上させる世界初の自動化システ
ム「優良苗選別移植システム」

 
モニタリングビジネス
IoTに対応したクラウド経由の遠隔監視システムの構築を可能とした
「MitaMon®」

 
EV電力システム
電気自動車と施設などの電力
網を双方向につなぐEV電力
システム「eLINK®」

クラウドサーバ
MitaMon®

建物への給電

分電盤につながる電気機器に給電

非常時の給電

電気自動車（EV）への充電

農場や
植物工場 各種工場 大型施設や

ビル
発電所・浄水場
などの公共プラント

EV

高圧受電
契約施設電力

給電

EV

Q4   今後の戦略や使命という観点で、最後にステークホルダーの皆様に向けて  
 メッセージをお願いします。

新技術・新分野へのあくなき挑戦
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  海外市場開拓の加速と世界最適地生産化の促進
　当社は日本・北米市場においては高いシェアを獲得している
一方で、まだシェアの低い中国・東南アジアおよび欧州市場の
開拓が成長力を高める鍵です。アジア市場の開拓は、特に環
インド洋地域を中心に順調に進捗しており、パームオイル、シュ
ガー、ゴム手袋、セメントなどの分野において､さらにシェア拡
大を図ります。中国・天津のチェーン製造子会社では製品品質・
価格競争力も格段に向上しており、中国・東南アジア市場での
さらなる販売拡大を目指します。日本の京田辺工場では､グ
ローバル最適地生産化を推進するとともに、グローバル
チェーン生産拠点の中核基地として市場ニーズに基づいた新商
品開発に注力していきます。

  G8シリーズを中心にローラチェーンの 
世界シェアを拡大

　当社は、1953年に日本で初めてローラチェーンのJIS認定を
獲得。以降、およそ10年ごとに新モデルを開発・発売すること
で確固たる地位を確立してきました。2015年以降は創業100

周年モデル「ドライブチェーンG8シリーズ」を相次いで発売し、
ラインアップを拡充しています。この新モデルには、疲労強度を
飛躍的に上げた強力チェーン「SUPER–H」をはじめ、耐食性・
耐薬品性を付加した耐環境チェーン「ネプチューン®」、摩耗寿
命を延ばした無給油チェーン「ラムダチェーン」や「RS®ローラ
チェーン」などがあります。今後、さらなる技術革新を重ねた新
商品を投入することで競争優位性を高め、ターゲットとする市
場でのシェア拡大を目指します。

　動力伝動やモノの搬送に不可欠ともいえるチェーンの市場
は、世界の経済成長とともに拡大してきました。当社は100年
間磨き続けた技術と築き上げたノウハウで摩耗寿命や強度、伝
動能力などの品質面において世界の主要メーカーとの間で「絶
対的な品質、技術差」を確立し、産業用スチールチェーンでは
世界シェア1位（当社調べ）を誇っています。
　2012年度から2016年度までに、チェーン事業の売上高は年

取締役 上席執行役員  

古世 憲二

生産拠点の確立と拡充を図り、
グローバルシェアの拡大を
目指します。

平均3.2%のペースで拡大。2016年度は円高の影響もあり、売
上高は前年度比5.3%の減収となりました。しかし、2016年度
の営業利益率は前年度比2.1ポイント増の11.7%となり、この5

年間で5.2ポイント上昇しました。生産数量の増加に加えて、生
産改革活動「MIK2018*」の推進により労働生産性が大きく改
善したことなどが、収益性向上につながってきています。
 
* MIK2018は「Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018」の略称 
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　また、欧州市場におけるシェア拡大のためには、現地生産化
を進めることが必要で、欧州のチェーン製造拠点確立を早期に
実現していきます。

  生産性のさらなる向上
　チェーン事業の成長力強化のためには、技術優位性にコスト
優位性を付加することが必要です。そこで、京田辺工場では、

売上高構成比率（2016年度実績） 

29.8%
売上成長性（過去5年間） 

年平均 3.2%
収益性（2016年度実績） 

          11.7%

OUR NUMBERS チェーン事業　業績予想

n 売上高　n 営業利益 （予想） （予想）

年平均6.5%成長（計画）

営業
利益率

億円

2014年度より、①効率的なモノの流れ、②生産ラインの集約
およびコンパクト化、③一部の商品への一貫生産ラインの導入
など、生産改革活動「MIK2018」を展開。2018年度末までに
生産性を30%引き上げることを目標にスタートしましたが、実
施項目を2年前倒しでほぼ達成しました。今後は、革新的生産
方式によるモノづくり工場を目指して、さらなる生産フロー改
革・生産性向上を図っていきます。

RS®ローラチェーン進化の歴史

創業100周年モデル ドライブチェーンG8シリーズ

RS®ローラチェーン

NEP仕様  
ネプチューン®
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トが始まっています。当社ではこの流れを確実にとらえ、直線作
動機の販売を拡大するために、油圧・空圧シリンダからの置き
換え需要喚起に向けた新商品開発に注力していきます。
　2017年6月にはエコノミー &エコロジーを徹底的に追求し
た大形シリンダ「パワーシリンダ Uシリーズ」を発売しました。
当社従来品と同等の能力を維持したまま、質量・サイズダウン
を実現。油圧シリンダからの置き換えを容易にするなど、大形シ
リンダの領域でも小形化と省エネ化に貢献していきます。

  制御技術の復活
　IoT時代の到来とともに制御技術の重要性が増してきたこと
から、当社がかつて得意としていながら、近年は縮小傾向だっ
た制御技術の復活を推進。眠っている技術資産の発掘などによ
る、IoT対応の商品力強化にも注力しています。その第一弾とし
て、検知が難しい連続加工時の、工具折損による不良品混入ゼ

  減速機市場におけるシェアの上昇　
　最優先課題は、減速機市場におけるシェアの上昇です。直交
軸タイプの減速機など競争力の高い分野を中心に、その優位性
をさらに高めるための新商品開発を強化することで、シェア上
昇を図ります。その一環として、需要が急伸している軽量搬送
コンベヤ向けの直交軸ギヤモータ「アクシアモータ®」を2017

年4月に発売しました。また、国内鉄道各社が安全対策強化の
ため導入を進めている可動式安全柵向けのDCブラシレスモー
タの販売が好調に推移しています。「ギヤ技術」に制御機能を
付加した新商品開発を強化し、販売を拡大していきます。

  直線作動機の販売拡大
　直線作動機の販売拡大にも注力していきます。当社が強みを
発揮している電動シリンダは、環境意識の高まりにより、油圧・
空圧シリンダから待機電力がゼロとなる電動シリンダへのシフ

　減速機、直線作動機、クラッチなどの精機商品の市場は、世
界経済の成長とともに順調に拡大しています。当社は、電動シ
リンダ（直線作動機）やカムクラッチにおける国内トップメーカー
です。また減速機では、省スペース化に有益な直交軸タイプや
ウォーム減速機が高い技術評価を得ています。

　しかしながら、精機事業における過去5年間の年平均成長率
は0.2%と伸び悩みました。その主な要因は、設備投資を抑制
して利益率を維持する堅実な戦略を進めた結果、新商品開発
に遅れをとったことや中国の景気減速で現地での販売が大幅に
減少したことなどによるものです。

取締役 常務執行役員  

山本 哲也

精機のコア技術を強化するとともに、
IoTを含む制御技術との融合を推進し
成長事業への転換を図ります。

精機事業
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ロを実現する加工機械向け電力センサー「ショックモニタ®加
工ツール折損検知仕様」を開発しました（2017年10月発売）。

  海外市場向け新商品開発を積極化
　「中期経営計画2020」では、2020年度までの4年間で精機
事業の売上高を年平均6.8%のペースで増加させる計画です。
国内で精機商品のビジネスチャンスが広がる一方で、精機事業
が飛躍的な成長を遂げるためには、規模の大きい海外市場で
ビジネスを拡大することが不可欠です。2017年度から新規の連
結対象となるタイのクラッチ製造子会社では、タイやインドで製
造されるオートバイ向けのスタータクラッチの販売が大きく伸び
ており、中国では液晶業界が好調で同業界向けの減速機が
2016年度から増加傾向にあります。こうした上昇基調を今後も
持続するため、新商品を投入していく予定です。

　また、前述のDCブラシレスモータやパワーシリンダなどにつ
いてもマーケットニーズに合わせた新商品を開発し、海外展開
を強化していきます。

  生産性の改善
　精機事業では、国内工場を3拠点から2拠点に集約する工場
再編を2016年度に完了させました。今後は、その再編の効果
を生産性改善と利益率の向上につなげていくことが重要です。
国内工場では、生産性を2018年度までに30%改善させること
を目標としています。

　なお、精機事業のコア技術を強化し、グローバル成長力の
強化を図るため、同事業のけん引役である100%子会社の
（株）ツバキE&Mを2017年10月1日付で吸収合併し、当社
のモーションコントロール事業部として発足させました。

アクシアモータ® 不良品混入をゼロにする電力センサー 
「ショックモニタ®加工ツール折損検知仕様」

パワーシリンダ　
Uシリーズ

n 売上高　n 営業利益

年平均6.8%成長（計画）

（予想） （予想）

億円

OUR NUMBERS 精機事業　業績予想

売上高構成比率（2016年度実績） 

10.7%
売上成長性（過去5年間） 

年平均 0.2%
収益性（2016年度実績） 

          10.3%
営業
利益率
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　一方、重点攻略地域としている欧州においては、競合メー
カーとの熾烈な競争を強いられており、当社が欧州市場での
シェアを拡大するためには、コスト競争力の強化が必要です。
当社では、チェコに建設した新工場を活用し、現地での組み立
て比率および資材調達比率を高めることで、輸入関税や輸送費
などのコストを削減し、欧州市場におけるシェアの拡大を図り
ます。

 増産への対応も順調に進捗
　好調な受注を背景に生産量が年々増加する見込みであるこ
とから、自動車部品事業ではグローバル生産能力の増強を計
画的に進めています。中国・天津に自動車部品の第2工場を稼
働（2016年度）させたほか、さらに第3工場の建設も進めてい

　自動車部品事業では、「中期経営計画2020」の最終年度で
ある2020年度において売上高1,000億円を達成し、タイミン
グチェーンドライブシステムにおける世界シェアを42%程度に
まで引き上げ、ダントツ「世界シェアNo.1」になることを目標と
しています。

  技術優位性を強みに受注は概ね好調  

欧州ではコスト競争力の強化が課題
　環境性能面での技術優位性が自動車メーカーから高く評価
されるなど、当社のタイミングチェーンドライブシステムの新規
採用案件は着実に増加しています。特に、日本・米国・韓国で
の受注が好調であることに加え、中国での新規採用も増加傾向
にあります。

　自動車業界は、高出力を維持しながら環境性能を向上させる
ため、コンパクトで軽量なエンジンの開発が主流となっていま
す。当社では、主力商品であるタイミングチェーンドライブシス
テムにおいて耐摩耗性やフリクションの低減などに優れた新商
品を開発し、性能面・品質面での差別化を図ることにより徐々
にシェアを拡大し、今日では同商品において世界シェア37%

（当社調べ）を誇るトップメーカーに成長しました。

　自動車部品事業の売上高は、2011年度から2016年度の間
に年平均11.5%と、自動車生産台数の増加率を上回る成長を
遂げ、当社グループ最大の事業セグメントとなりました。近年は
グローバル生産能力強化に向けた設備投資を積極化している
ため、減価償却費が増加傾向にありますが、生産数量の増加や
生産性向上活動による原価低減の効果などにより高水準の営
業利益率を維持し、2016年度は16.5%となりました。

取締役 専務執行役員  

鈴木 恭

世界での存在感を発揮し、
ダントツ「世界シェアNo.1」を
目指します。

自動車部品事業
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ます。米国ではマサチューセッツの工場を大幅に増床、韓国で
も第2工場が竣工しました。また、欧州では前述したチェコの
新工場が2017年度から稼働します。これらにより、2020年度
の売上高目標1,000億円に対応できる生産能力はほぼ確保で
きる見込みです。さらには、米国・テネシー工場の移転拡張を
予定するなど、2020年度以降の増産を見越した規模拡大にも
着手しています。

 将来を見据え、新たな柱商品の育成にも着手
　当社ではタイミングチェーンドライブシステム以外に、四輪
駆動車のトランスファーケースに使われるパワードライブ
チェーンの開発と売上拡大にも注力しています。また、パワー
トレインの多様化によりエンジン搭載の自動車生産が2035

年から2040年にはピークを迎えるとの見方が強まる中、次代
を担う新商品開発にも着手しています。タイミングチェーンド
ライブシステムで培った生産技術をベースに絶えず先手を打
ち続け、持続的な成長を遂げていきます。

耐摩耗性向上・低フリクションを追求した
サイレントチェーン

チェコ工場タイミングチェーンドライブシステム

年平均7.4%成長（計画）

n 売上高　n 営業利益 （予想） （予想）

億円

OUR NUMBERS 自動車部品事業　業績予想

売上高構成比率（2016年度実績） 

37.8%
売上成長性（過去5年間） 

年平均 11.5%
収益性（2016年度実績） 

          16.5%
営業
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事業セグメント概況

　マテハン事業を成長軌道に乗せるためには、国内での販売拡
大はもちろん、国内で手応えがあった新商品の販売を、日本よ
り市場規模がはるかに大きい海外で拡大していくことが課題で
す。特に医薬品開発に不可欠な生体試料やDNAの超低温自動
保管庫「つばきラボストッカ®」は、国内シェア85%（当社調べ）
と圧倒的な地位を築いていますが、より市場規模の大きな米国
での販売拡大を目指し、米国市場に受け入れられる新商品の開
発を急いでいます。

  収益性向上への取り組みを継続
　新商品開発をこれまで以上に積極化させる一方で、設計生
産性の向上や据え付け現場での工期短縮などによる収益性
向上への取り組みは継続していきます。また、中国や東南アジ
アの流通業界における自動化ニーズの高まりを見越して、海

  新商品を海外進出の足がかりに
　収益性向上の一環として取り組んできた新商品開発において
は、着実に成果が表れ始めています。そのひとつが自動車製造
工場におけるボディ搬送ライン「SYMTRACK®」。コンパクトか
つ軽量で、設置が簡単であることに加え、工場のレイアウトにも
フレキシブルに対応できるといった特長を持つ同商品は、海外
を含めた自動車製造工場向けに受注を伸ばし始めています。
　また、流通業界向けでは、当社が得意としている高速自動仕
分機「リニソート®」を多段構造にすることで、作業現場の省ス
ペース化を実現した新商品「リニソート® S-C」を2016年9月
に発売。コンパクトで高能力を実現する同商品は、中小規模の
事業所からも関心を集め、発売以来わずか半年で100件近い
引き合いを獲得しました。

　先進諸国では、少子高齢化などによる労働力不足とEコマース
市場の発展に伴う物流量の増加により、製造・搬送ラインの自
動化ニーズは加速度的に増える見通しです。また、市場成長性へ
の期待から、産業用ロボットメーカーなど他分野からの参入も相
次ぎ、技術面・価格面ともにメーカー間の競争が激化しています。
　当社のマテハン事業は、流通業界向けの自動仕分機、新聞
印刷工場向け巻取紙搬送設備、粉粒体搬送コンベヤなど比較

的ニッチな分野において強みを発揮しています。
　2011年度から2016年度の間、売上高は海外M&Aを実施
した影響等により年平均8.0%のペースで拡大しました。一方、
営業利益率は停滞したものの、設計生産性の改善や顧客業界
ごとの経営管理方式導入ならびに社会のニーズに応え、厳しい
価格競争に勝ち残れる新商品の開発など、今後の収益性向上
につながる地盤を築いてきました。

取締役 専務執行役員

春名 秀昭

海外市場でのビジネス拡大を 
実現し、成長性と収益性を 
高めていきます。

マテハン事業
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外での販売拡大に向けた取り組みも加速させています。
　さらに2012年度に買収したメイフランにおいては、つばきグ
ループの生産技術ならびに生産性向上活動を水平展開するこ
とにより、収益性を高めていきます。

  モノづくり力・新商品開発力を強化する新工場の 

建設に着手
　競合他社の新商品投入により当社の競争優位性が崩れるこ
とのないよう、新商品開発やコストダウンなどにより、商品の総
合力を高めることは重要な課題です。そのため、マテハン事業で
は、モノづくり力や新商品開発力の強化、受注拡大につながる

商品PRの推進を目的とした新工場を埼玉工場敷地内に建設中
です（稼働予定は2018年6月）。新工場は「魅せる工場」をコン
セプトとし、モノづくり工房をはじめ、当社商品の性能や使い勝
手をお客様に実感していただくための展示ヤードを設置するほ
か、生産設備を充実させることで競争力を強化していきます。

　これらの取り組みを通じて「中期経営計画2020」では、マテ
ハン事業の売上高を年平均8.7%のペースで増加させる計画で
す。売上高の増加による効果に加えて、収益性向上に取り組むこ
とで、2020年度の営業利益率は5.9%まで改善すると予想して
います。

年平均8.7%成長（計画）

作業現場の省スペース化を実現した 
「リニソート® S-C」

ライフサイエンス分野向け 
超低温自動保管庫「つばきラボストッカ®」

コンパクトかつ軽量で設置も簡単な
「SYMTRACK®」

n 売上高　n 営業利益 （予想） （予想）

億円

OUR NUMBERS マテハン事業　業績予想

売上高構成比率（2016年度実績） 

20.5%
売上成長性（過去5年間） 

年平均 8.0%
収益性（2016年度実績） 

          1.7%
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