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21. 事業内容、規模

2007年3月期決算説明会

■■■■MotionMotionMotionMotion＆＆＆＆ControlControlControlControlのののの総合総合総合総合エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング企業企業企業企業

2006年度
1557億円

売上構成比率売上構成比率売上構成比率売上構成比率

パワトラパワトラパワトラパワトラ部門部門部門部門
78.9%

マテハンマテハンマテハンマテハン部門部門部門部門
20.7%

そのそのそのその他部門他部門他部門他部門 0.4%

チェーン

精機

自動車部品

AMS

PSS

ﾒﾝﾃ

粉粒体、
チップ他

（注）AMS・・自動車業界向け設備
PSS・・流通、新聞、創薬、ＩＴ業界向け設備

パワトラ：パワートランスミッション
（動力伝動部品）

マテハン：マテリアルハンドリング
（各種搬送設備）
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32. グループの強み

グローバルグローバルグローバルグローバル
オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション能力能力能力能力

グローバルグローバルグローバルグローバル
オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション能力能力能力能力

・・・・日日日日、、、、米米米米、、、、欧欧欧欧、、、、中国中国中国中国、、、、アジアアジアアジアアジアのののの

強固強固強固強固なななな顧客基盤顧客基盤顧客基盤顧客基盤強固強固強固強固なななな顧客基盤顧客基盤顧客基盤顧客基盤

・・・・世界世界世界世界トップメーカートップメーカートップメーカートップメーカーへのへのへのへの納入納入納入納入

・・・・有力代理店有力代理店有力代理店有力代理店をををを通通通通じたじたじたじた堅固堅固堅固堅固なななな販売販売販売販売チャネルチャネルチャネルチャネル

最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭のののの技術技術技術技術最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭のののの技術技術技術技術

・・・・世界最新鋭世界最新鋭世界最新鋭世界最新鋭、、、、最大規模最大規模最大規模最大規模ののののチェーンチェーンチェーンチェーン工場工場工場工場（（（（京田辺京田辺京田辺京田辺））））

グローバルグローバルグローバルグローバル
マーケットマーケットマーケットマーケット・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー

グローバルグローバルグローバルグローバル
マーケットマーケットマーケットマーケット・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー

・・・・一般産業用一般産業用一般産業用一般産業用チェーンチェーンチェーンチェーン（（（（世界世界世界世界ｼｪｱｼｪｱｼｪｱｼｪｱ23％）％）％）％）

・・・・自動車自動車自動車自動車エンジンエンジンエンジンエンジン用用用用
タイミングチェーンシステムタイミングチェーンシステムタイミングチェーンシステムタイミングチェーンシステム（（（（世界世界世界世界ｼｪｱｼｪｱｼｪｱｼｪｱ34％）％）％）％）

・・・・カムクラッチカムクラッチカムクラッチカムクラッチ（（（（国内国内国内国内ｼｪｱｼｪｱｼｪｱｼｪｱ80％）％）％）％）

・・・・パワーシリンダーパワーシリンダーパワーシリンダーパワーシリンダー（（（（国内国内国内国内ｼｪｱｼｪｱｼｪｱｼｪｱ50％）％）％）％）

5極極極極ののののｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾙﾈｯﾄﾜｰｸ構築済構築済構築済構築済みみみみ

（注）ｼｪｱは当社推定値
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43. 中長期成長軌道（外部環境との比較）

■最大の変化（成果） : 「より安定的」で、「より高い」成長軌道へ
～ 国内景気連動型体質から持続的高成長型へ

つばきつばきつばきつばきグループグループグループグループのののの成長軌道成長軌道成長軌道成長軌道のののの変遷変遷変遷変遷

国内景気依存型から力強い高成長軌道へ
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国内の設備投資 国内の自動車生産台数

連結売上高 経常利益

業績が国内の

景気に連動

景気回復を凌ぐ

業績成長

日系メーカーの海外における自動車生産台数

つばきグループ

マクロ経済統計
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54. 成長の背景

■守りと攻めのバランス経営

‘‘‘‘ 97「「「「変革変革変革変革へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」‘‘‘‘ 97「「「「変革変革変革変革へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」

‘‘‘‘ 98「「「「Think Globally Act Locally」」」」‘‘‘‘ 98「「「「Think Globally Act Locally」」」」

‘‘‘‘ 99「「「「ミッションミッションミッションミッション経営経営経営経営」」」」‘‘‘‘ 99「「「「ミッションミッションミッションミッション経営経営経営経営」」」」

‘‘‘‘ 00「「「「どんどんどんどん底底底底からのからのからのからの再生再生再生再生」」」」‘‘‘‘ 00「「「「どんどんどんどん底底底底からのからのからのからの再生再生再生再生」」」」

‘‘‘‘ 01010101「「「「スピードスピードスピードスピード豊豊豊豊かにかにかにかに
NewTsubakiNewTsubakiNewTsubakiNewTsubaki へへへへ」」」」

‘‘‘‘ 01010101「「「「スピードスピードスピードスピード豊豊豊豊かにかにかにかに
NewTsubakiNewTsubakiNewTsubakiNewTsubaki へへへへ」」」」

‘‘‘‘02「「「「健全健全健全健全なるなるなるなる危機感危機感危機感危機感」」」」‘‘‘‘02「「「「健全健全健全健全なるなるなるなる危機感危機感危機感危機感」」」」

‘‘‘‘ 03「「「「つばきつばきつばきつばきﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙のののの強化強化強化強化」」」」‘‘‘‘ 03「「「「つばきつばきつばきつばきﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙のののの強化強化強化強化」」」」

２０２０２０２０07070707年度年度年度年度
「「「「現場力現場力現場力現場力のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化」」」」

世界世界世界世界をををを動動動動かすかすかすかす、、、、つばきのつばきのつばきのつばきのイノベイノベイノベイノベ
ーションーションーションーション

２０２０２０２０07070707年度年度年度年度
「「「「現場力現場力現場力現場力のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化」」」」

世界世界世界世界をををを動動動動かすかすかすかす、、、、つばきのつばきのつばきのつばきのイノベイノベイノベイノベ
ーションーションーションーション

‘‘‘‘06「「「「３３３３つのつのつのつのマネージメントマネージメントマネージメントマネージメント」」」」
世界世界世界世界にににに増増増増やそうやそうやそうやそうツバキファミリーツバキファミリーツバキファミリーツバキファミリー

‘‘‘‘06「「「「３３３３つのつのつのつのマネージメントマネージメントマネージメントマネージメント」」」」
世界世界世界世界にににに増増増増やそうやそうやそうやそうツバキファミリーツバキファミリーツバキファミリーツバキファミリー

‘‘‘‘05「「「「企業価値企業価値企業価値企業価値のののの増大増大増大増大」」」」
日本日本日本日本のつばきからのつばきからのつばきからのつばきから世界世界世界世界のつばきへのつばきへのつばきへのつばきへ

‘‘‘‘05「「「「企業価値企業価値企業価値企業価値のののの増大増大増大増大」」」」
日本日本日本日本のつばきからのつばきからのつばきからのつばきから世界世界世界世界のつばきへのつばきへのつばきへのつばきへ

‘‘‘‘04「「「「３３３３・・・・３３３３・・・・３３３３のののの実行実行実行実行」」」」‘‘‘‘04「「「「３３３３・・・・３３３３・・・・３３３３のののの実行実行実行実行」」」」

縮縮縮縮 小小小小 均均均均 衡衡衡衡 拡拡拡拡 大大大大 成成成成 長長長長
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65. 成長の背景（外部環境の構造的変化）

顧客側の課題 つばきｸﾞﾙｰﾌﾟの対応

●●●●世界世界世界世界5555極生産体制極生産体制極生産体制極生産体制をををを
早期早期早期早期にににに構築構築構築構築

●●●●品品品品 揃揃揃揃 ええええ

●●●●積極的積極的積極的積極的なななな研究開発研究開発研究開発研究開発

●●●●チェーンチェーンチェーンチェーン基礎技術力基礎技術力基礎技術力基礎技術力
のののの蓄積蓄積蓄積蓄積（（（（処理等処理等処理等処理等））））

●●●●グローバルグローバルグローバルグローバル化対応化対応化対応化対応

●●●●質質質質・・・・生産性生産性生産性生産性でのでのでのでの
差別化差別化差別化差別化

●●●●省省省省エネエネエネエネ・・・・
環境保全環境保全環境保全環境保全へのへのへのへの対応対応対応対応

部品ﾒｰｶｰへの要求

●●●●グローバルグローバルグローバルグローバルなななな
生産生産生産生産・・・・販売販売販売販売・・・・供給力供給力供給力供給力

●●●●システムシステムシステムシステム力力力力・・・・
カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ力力力力

●●●●高度高度高度高度なななな研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力



●06年度業績報告

●中期経営計画「ＳＴＥＰ０９」

●今後の戦略

第第第第第第第第ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ部部部部部部部部 「「「「「「「「20062006200620062006200620062006年度年度年度年度年度年度年度年度業績報告業績報告業績報告業績報告とととと業績報告業績報告業績報告業績報告とととと
今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし････戦略戦略戦略戦略今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし････戦略戦略戦略戦略」」」」」」」」
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■■■■マテハンマテハンマテハンマテハンのののの一過性一過性一過性一過性のののの赤字案件赤字案件赤字案件赤字案件のののの影響影響影響影響をををを吸収吸収吸収吸収してしてしてして、、、、
2222期連続期連続期連続期連続のののの「「「「最高益最高益最高益最高益」」」」をををを更新更新更新更新。。。。

有価証券売却益
3,414百万円の
発生により高い伸び

91. 06年度レビュー 決算のポイント

（単位：百万円）

対前期比 対計画比（中間期）

　連結売上高 155,746  +　7,985（ 5.4%） ▲ 1,254（▲0.8%）

　営業利益 16,008 　　　+　2,178（15.7%）  +  1,608（11.2%）

　経常利益 14,545 　　　+　1,951（15.5%） 　　+  1,245（ 9.4%）

　経常利益率 9.3％ +  0.8% +  0.8%

　当期純利益 8,541 +　1,935（29.3%）  +  2,441（40.0%）

　自己資本比率 38.1% ▲　0.7% －

　純D/E 比率 32.0% ▲　4.0% －

　1株当たり配当 7円 7円（+記念配2円） －

06年度実績
増　　減

マテハン商品 納期
の期ずれ

■■■■経常利益経常利益経常利益経常利益はははは前回発表予想値前回発表予想値前回発表予想値前回発表予想値（（（（中間期中間期中間期中間期））））にににに比較比較比較比較してしてしてして約約約約12121212億円億円億円億円
上上上上ぶれぶれぶれぶれ。。。。 （（（（チェーンチェーンチェーンチェーン、、、、自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品がががが牽引牽引牽引牽引））））
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102. 06年度レビュー 営業利益の増減分析

■■■■様様様様々々々々なななな外部環境外部環境外部環境外部環境のののの悪影響悪影響悪影響悪影響をををを、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの

地道地道地道地道なななな「「「「合理化合理化合理化合理化」」」」とととと「「「「生産性向上活動生産性向上活動生産性向上活動生産性向上活動」」」」などなどなどなどがががが打打打打ちちちち消消消消したしたしたした。。。。

●●●●2006200620062006年度増減益分析年度増減益分析年度増減益分析年度増減益分析

2006年度の対2005年度営業増益額約22億円

■減益要因

- ７ 億円 マテハン（ＴＣＡ）：追加工事（一過性）によるもの

-19 億円 原材料費高騰

■増益要因

16 億円 値上げ

32 億円 数量増、合理化、円安
（大半は数量増と合理化）
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113. 06年度レビュー 有利子負債
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有利子負債総額 純有利子負債比率

■■■■攻攻攻攻めへのめへのめへのめへの戦略戦略戦略戦略シフトシフトシフトシフトでででで、、、、有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債はややはややはややはやや増加増加増加増加（（（（33333333億円億円億円億円増増増増））））にににに転転転転じるじるじるじる。。。。

しかししかししかししかし、、、、純有利子負債比率純有利子負債比率純有利子負債比率純有利子負債比率はははは低位低位低位低位をををを維持維持維持維持。。。。

（百万円）

（純有利子負債比率＝純有利子負債／総資産）



2007年3月期決算説明会

124. 06年度レビュー 事業別セグメント別内訳

（単位：百万円）

■パワトラ（チェーン・自動車部品）が増益を主導
・・・・マテハンマテハンマテハンマテハンはははは減収減益減収減益減収減益減収減益 ：：：： 一過性一過性一過性一過性のののの問題問題問題問題（（（（一部案件一部案件一部案件一部案件のののの売上売上売上売上のののの期期期期ずれによりずれによりずれによりずれにより減収減収減収減収、、、、

マテハンマテハンマテハンマテハンのののの北米案件北米案件北米案件北米案件のののの追加工事費用追加工事費用追加工事費用追加工事費用によりによりによりにより減益減益減益減益））））
・・・・精機精機精機精機はははは増増増増収減益収減益収減益収減益 ：：：： 原材料高騰原材料高騰原材料高騰原材料高騰がががが響響響響くくくく

Ａ社向け納入開始

自動車業界向け案件の
納期ずれが発生し、
計画を下回る

シュレッダー向け
減速機がスローダウン

利益率は全部門で計画
を上ぶれ

06年度実績 計画（中間期）

■連結売上高 

　パワトラ部門 

   －ＧＢ数値（参考）－

　　　チェーン 48,600 + 4,200 ( 9.5%) 49,300

　　　自動車部品 44,500 + 4,900 (12.4%) 45,300

　　　精機 26,900 + 1,900 ( 7.6%) 27,200

　マテハン部門 　　　　 

   －ＧＢ数値（参考）－ 32,600 ▲ 2,500 (▲  7.1%) 33,600

　その他部門 3,800 ▲　 500 (▲ 11.6%) 3,500

■営業利益率 

　パワトラ部門 13.9% + 0.8% 13.2%

　マテハン部門 5.8% ▲ 0.1% 3.4%

　その他部門 9.0% + 2.3% 8.3%

対前期比増減 

（注）「ＧＢ数値（参考）」は、社内管理資料に基づく参考数値
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135. 06年度レビュー 所在地別セグメント

06年度実績

　日　　　本 　　売　上　高 126,398 + 8,989 (7.7%)

　　営業利益 15,778 + 1,351 (9.4%)

　　営業利益率 12.5% + 0.2%

　北　　　米 　　売　上　高 28,869 ▲ 2,063 (▲ 6.7%)

　　営業利益 1,300 + 322 (32.9%)

　　営業利益率 4.5% + 1.3%

　欧　　　州 　　売　上　高 9,142 + 1,854 (25.4%)

　　営業利益 845 + 308 (57.4%)

　　営業利益率 9.2% + 1.8%

　ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 　　売　上　高 7,541 ▲ 927 (▲ 10.9%)

　　営業利益 1,109 + 153 (16.0%)

　　営業利益率 14.7% + 3.4%

　連　　結 　　売　上　高 155,746 + 7,985 (5.4%)

　　営業利益 16,008 + 2,178 (15.7%)

　　営業利益率 10.3% + 0.9%

対前期比増減

（単位：百万円）

■成果：海外に収益性向上の兆し
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146. 06年度レビュー 海外売上高

06年度実績

　　　　国 内 計国 内 計国 内 計国 内 計 97,488 + 3,237 (3.4%)
売上高構成比 62.6% ▲ 1.2%

　　　　海 外 計海 外 計海 外 計海 外 計 58,258 + 4,748 (8.9%)
売上高構成比 37.4% + 1.2%

　　北　　米 28,829 ▲ 2,318 (▲ 7.4%)
売上高構成比 18.5% ▲ 2.6%

　　欧　　州 9,866 + 1,922 (24.2%)
売上高構成比 6.3% + 0.9%

　　ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 16,119 + 2,193 (15.7%)
売上高構成比 10.4% + 1.0%

　　その他 3,443 + 2,953 (602.7%)
売上高構成比 2.2% + 1.9%

対前期比増減

（単位：百万円）

■アジア･オセアニア中心に海外売上が伸長。
海外売上比率は３７.４％（ｖｓ．01年度 30.0％）

非北米非北米非北米非北米をををを中心中心中心中心にににに
海外売上海外売上海外売上海外売上がががが大幅増大幅増大幅増大幅増
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157. 06年度レビュー 事業部門別営業の概況

■期待の新商品：ＲＳローラチェーン「Ｇ７」が順調な滑り出し。
タイミングチェーンなど、パワトラ主力商品は引き続き堅調。

●グローバルでＢ社、Ｃ社向けが好調に推移

国内ではＤ社も販売好調により大幅増

●海外生産拠点の販売は順調に推移。ＴＣの輸出は対前期比36％増

自 動 車 部 品

●自動車業界向け塗装ライン搬送システムの売上が減少

●ハードディスク搬送設備の納入が大幅に増加

マ テ ハ ン

●自動車、造船、工作機械等の業界向けが好調に推移

●減速機群はｼｭﾚｯﾀﾞｰの落ち込みが響く

●作動機群はﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞｰ、ﾊﾟﾜｰﾛｯｸが好調

●クラッチ群はｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞが好調

精 機

●工作機械業界向けチェーンが伸長

●鉄鋼業界向けチェーンが伸長

●スチールチェーン全体で世界シェア23.5％を達成

（新RSローラチェーン「G7」が貢献）

チ ェ ー ン

概 況事 業

（注）ｼｪｱは当社推定値



中期経営計画「ＳＴＥＰ０９」
（数値目標）
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171．07年度以降の見通し（中期計画ＳＴＥＰ09）

2007年3月期決算説明会

■全体像とポイント ：
前中期計画「ＳＴＥＰ08」の円滑な遂行をめざす（（（（大大大大きなきなきなきな修正修正修正修正はなしはなしはなしはなし）。）。）。）。

今後３年間の年平均伸び率（連結売上高／経常利益）

・チェーン（5.9％／7.8％）、自動車（10.8％／9.5％）、精機（7.2％／15.2％）・・・引き続き増収増益

・マテハン(1.1％／40.9％） ・・・収益重視の成長（利益伸び率が高いのはｽﾀｰﾄﾗｲﾝが低いため）

（単位：百万円）

伸長率 伸長率
（07／06） （09／06）

連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 155,746 170,000 181,000 188,000 9.2% 20.7%

　　パワトラ部門

　　　　チェーン 48,600 52,200 54,400 57,700 7.4% 18.7%

　　　　自動車部品 44,500 54,000 59,000 60,600 21.3% 36.2%

　　　　精　　機 26,900 29,400 31,400 33,100 9.3% 23.0%

　　マテハン部門 32,600 31,800 33,500 33,700 ▲2.5％ 3.4%

営業利益営業利益営業利益営業利益 16,008 17,600 20,300 22,200 9.9% 38.7%

経常利益経常利益経常利益経常利益 14,545 16,300 19,000 20,900 12.1% 43.7%

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 8,541 8,800 10,400 11,500 3.0% 34.6%

09年度（計画）06年度実績 07年度（計画） 08年度（計画）



今後の戦略
～持続的成長をめざして～
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191. これまでの戦略の再レビュー

～攻めへの転換期～

「縮小均衡から拡大成長へ」

～ 体質の強化 ～

「事業再構築」

基本戦略

①自動車部品

世界５極体制の構築（生産・販売）

②差別化されたコア商品の拡販
＜商品事例＞

ｽﾁｰﾙﾁｪｰﾝ、ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｪｰﾝ、ﾃﾝｼｮﾅ、
各種精機商品、自動車業界向け
塗装ライン搬送システム） など

①事業再編

②有利子負債の削減

③研究開発投資の強化

重点施策

景気拡大をやや上回る業績拡大

＜健康な体質＞

景気連動型の業績

＜脆弱な体質＞

椿本チエインと

景気との関係（体質）

2004年度～～2003年度期 間
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202. これまでの成果と今後の成長ポイント

市場平均以上の成長性

（０１年度を100として比較）

強固な財務体質 13.0％29.3％純有利子負債比率

100100国内自動車生産

130100国内設備投資

136100連結売上高

2006年度2001年度例

持持持持 続続続続 的的的的 成成成成 長長長長 のののの 実実実実 現現現現

・売上高経常利益率 ： 01年度3.5％ → 06年度9.3％ → 09年度11.1％（目標）へ

・景気後退局面でも確実に利益を確保できる体質へ

めざすのはめざすのはめざすのはめざすのは一流一流一流一流グローバルグローバルグローバルグローバル企業集団企業集団企業集団企業集団

具体的成果
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213. 次のステージでめざす姿

成長性成長性成長性成長性････収益性収益性収益性収益性････持続持続持続持続
性性性性のののの同時引同時引同時引同時引きききき上上上上げげげげ

＜＜＜＜守守守守りとりとりとりと攻攻攻攻めのめのめのめの
バランスバランスバランスバランスあるあるあるある高成長高成長高成長高成長＞＞＞＞

～攻めへの転換期～

「縮小均衡から
拡大成長へ」

～ 体質の強化 ～

「事業再構築」

基本戦略

景気景気景気景気にににに左右左右左右左右されないされないされないされない
持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長

＜＜＜＜強靭強靭強靭強靭なななな体質体質体質体質＞＞＞＞

景気拡大を
上回る成長

＜健康な体質＞

景気連動型

＜脆弱な体質＞

椿本チエインと
景気との関係
＜体 質＞

2007年度～2004～2006年度～2003年度
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224. STEP09（3ヵ年計画）の位置付け

■「STEP09」の位置づけ

成長性・収益性・持続性を確実に発揮するために、

克服しきれていない課題に重点的に対処していく。

■鍵は「現場力の見直しと再強化」。
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5. 「STEP09」における経営課題と対応策①

①市場・事業領域のさらなる開拓（マーケティング力強化）。
→「成長性」のさらなる向上へ

　　　　　　　　　　　　　　　　事業部門事業部門事業部門事業部門 重点課題重点課題重点課題重点課題 目標目標目標目標とととと対応策対応策対応策対応策

＜＜＜＜チェーンチェーンチェーンチェーン事業事業事業事業＞＞＞＞ ●アジア、欧州市場でのシェア向上

●海外有力代理店（特に欧州）でのインストア
　シェア（つばき商品の販売額）アップを図る。
●中国鉄鋼業界向けなど有望市場への重点
　アプローチ。

●小形搬送チェーンの拡販
●営業、企画、技術の横断的専任組織による
　販売拡大。

＜＜＜＜自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業＞＞＞＞ ●非日系メーカー向けシェア拡大
●マーケティング力強化。
　（グローバル技術サポート体制の強化）

＜＜＜＜精機事業精機事業精機事業精機事業＞＞＞＞ ●輸出比率の向上と欧州市場の開拓
●輸出比率向上をめざす（カムクラッチ中心）。
・中国で圧倒的地位を築いたエスカレータ向け
　減速機の欧州拡販。

＜＜＜＜マテハンマテハンマテハンマテハン事業事業事業事業＞＞＞＞ ●非自動車分野の開拓
●技術提案型営業により、創薬など当社の強み
 　を活かせる特定領域にアプローチ。

●メンテナンス事業の拡大
●国内メンテナンス売上の倍増
●海外大口自動車納入案件のグローバル
　メンテナンスの推進。

23
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② 商品力の見直しと再強化
→「成長性」「収益性」「持続性」のさらなる向上へ

　　　　　　　　　　　　　　　　事業部門事業部門事業部門事業部門 重点課題重点課題重点課題重点課題 目標目標目標目標とととと対応策対応策対応策対応策

＜＜＜＜自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業＞＞＞＞ ●次世代コア商品の育成

●次世代対応タイミングシステムの技術開発を加速。

●パワードライブチェーンの競争力強化。

＜＜＜＜精機事業精機事業精機事業精機事業＞＞＞＞ ●新商品比率のさらなる向上
●06年度では、目標（15.0％）を上回る　15.7％を達成。
　専任のプロジェクト委員会を設置して、これを加速。
　（07年度17.0％→09年度25％超をめざす）

＜＜＜＜マテハンマテハンマテハンマテハン事業事業事業事業＞＞＞＞ ●継続的な新商品の投入 ●特に自動車以外（創薬、流通、新聞、ＩＴ）向け商品の開発。

6. 「STEP09」における経営課題と対応策②
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　　　　　　　　　　　　　　　　事業部門事業部門事業部門事業部門 重点課題重点課題重点課題重点課題 目標目標目標目標とととと対応策対応策対応策対応策

＜＜＜＜チェーンチェーンチェーンチェーン事業事業事業事業＞＞＞＞
●第２次セル生産活動での
　納期改善

生産管理のレベルアップと納期改善を焦点に、生産性７％向上を
めざす。

＜＜＜＜自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業自動車部品事業＞＞＞＞ ●グローバル生産能力の増強

埼玉工場　：工場再編による増産体制強化。
欧州（TEU)　：東欧第2工場建設の検討（ﾃﾝｼｮﾅ加工現地化）。
タ　　　イ　：第2工場拡大（成形・熱処理現地化）。
中　　　国　：新工場移転完了（100万台/年体制へ）。
保　　　全　：海外定期保全を年3回に。専任保全担当者の設置。

＜＜＜＜精機事業精機事業精機事業精機事業＞＞＞＞
●海外調達比率の向上による
　コストダウン

●海外調達比率　06年度17％　→　09年度20％超をめざす。

7. 「STEP09」における経営課題と対応策③

③ さらなる生産性の向上 →「収益性」「持続性」の向上へ
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　　　　 重点課題重点課題重点課題重点課題 目標目標目標目標とととと対応策対応策対応策対応策

人人人人とととと組織組織組織組織のののの強化強化強化強化 ●内部統制の強化
会社法、金融商品取引法対応に加え、グループ全体の仕事の
文書化・見える化を推進し、ビジネスプロセスの変革につなげる。

人人人人とととと組織組織組織組織のののの強化強化強化強化 ●グローバル人材の育成 グローバルに通用するマネージャー育成研修の実施ほか。

情報情報情報情報システムシステムシステムシステムのののの強化強化強化強化 ●ビジネスプロセスの変革

ＩＴ戦略強化として、情報システムの開発部隊を経営企画センター
に移管。
長期的視点から、営業・技術・生産の横断的な総合システム構築
を推進。

8. 「STEP09」における経営課題と対応策④

④ 「人と組織の強化」、「情報システムの強化」

→「成長性」「収益性」「持続性」の向上へ
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Our Mission

－－－－物物物物づくりづくりづくりづくり、、、、夢夢夢夢づくりづくりづくりづくり、、、、世界世界世界世界のののの顧客顧客顧客顧客とととと語語語語りりりり合合合合うううう－－－－

私達は、「パワートランスミッション」と

「マテリアルハンドリング」の技術力を駆使して、

世界の顧客にベスト・バリューを提供します。

Our Vision

私達は世界のリーディング・カンパニーを

目指します。

つばきつばきつばきつばきミッションミッションミッションミッション・・・・ステートメントステートメントステートメントステートメント
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本資料本資料本資料本資料にはにはにはには、、、、業績見通業績見通業績見通業績見通しおよびしおよびしおよびしおよび事業計画等事業計画等事業計画等事業計画等をををを記載記載記載記載してしてしてして
おりますおりますおりますおります。。。。
これらにつきましてはこれらにつきましてはこれらにつきましてはこれらにつきましては、、、、各資料各資料各資料各資料のののの作成時点作成時点作成時点作成時点においてのにおいてのにおいてのにおいての
経済環境経済環境経済環境経済環境やややや事業方針事業方針事業方針事業方針などになどになどになどに基基基基づいてづいてづいてづいて作成作成作成作成しておりますしておりますしておりますしております。。。。
したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、各種要因各種要因各種要因各種要因によりによりによりにより、、、、これらのこれらのこれらのこれらの業績見通業績見通業績見通業績見通しししし
とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる結果結果結果結果になりうることをごになりうることをごになりうることをごになりうることをご承知承知承知承知おきおきおきおき下下下下さいさいさいさい。。。。


