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椿本チエイン アニュアルレポート 2006

株主・投資家の
皆様へ
“グローバル・ベスト”への布石

の成果が表れてきました。

私たちは今、世界に向けて大きく前進します。

福永 喬
代表取締役会長

美本 龍彦
代表取締役社長
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2005年度（2005年4月～2006年3月）

連結経営成績のご報告

中期3ヵ年計画「STEP 07計画」を1年前倒しで達成、

過去最高値を更新

当社グループの売上高は、2004年度比14.0％増

の1,478億円と過去最高に達しました。また、営業利益、

経常利益、当期純利益についても、2004年度比でそ

れぞれ、32.4％、41.7％、48.5％と大きな伸びを見

せ、1990年度以来「実に15年ぶりの最高益更新」と

なりました。なおこれらの実績は、売上高で約9％、利

益面で26～30％、期初に立てた計画値を上回り、さ

らに昨年度立てたSTEP 07計画の2006年度目標

をほぼ１年前倒しで達成した内容となっています。

全事業部門で増収増益 ―

品質・技術開発・生産における私たちの差別化戦略が

大きく寄与

事業セグメント別では、全事業部門で増収増益を達成、

かつ利益率を向上させる結果となりました。

「チェーン事業」においては、国内において民間設

備投資の拡大が2004年度からさらに加速の様相を

見せたほか、欧米・アジアにおいても景気が順調に拡

大するという追い風を受けました。しかし好業績は、

決して外部環境の良さだけがもたらしたものではあ

りません。英国食品メーカーからの大型受注や海外

の大手建機メーカー向けのOEM供給が決定するなど、

私たちの品質・技術面での差別化が、一層の顧客基盤

の拡大へとつながり、チェーンの世界シェアは遂に

21％を達成しました。

「自動車部品事業」においても、タイミングチェーン

などエンジンのカム軸の駆動に使われるタイミング

ドライブシステムが、ベルトからチェーンへと世界

的にシフト、主要顧客である日本の自動車メーカー

の国際的なプレゼンスが向上しているなどの追い風

に加え、①世界5極における最適地生産体制の構築、

②強度・耐久性向上など継続的な技術開発といった、

自助努力が効を奏し、タイミングチェーンドライブ

システムにおける私たちの世界シェアは33％へと

さらに向上、最大手を猛追している状況です。

また「精機事業」においては、シュレッダー用の減速

機の販売拡大、サーボモータ・ステッピングモータ用

軸継ぎ手などの高精度商品発売など、顧客基盤の拡大

と技術開発力の一層の向上を図りました。一方、「マテ

ハン事業」においては、自動車塗装工場の搬送ライン

短縮と生産性の向上に寄与する「身のみ搬送システム」

のグローバル展開など、技術開発面での差別化が順調

に進展。その一方で、創薬支援機器など、提案型営業

による新規顧客開拓を進めています。

これまでの歩みと今後の課題・基本戦略

グローバル・ベストの実現に向けて

私たちつばきグループが目指す中長期的なゴールは、

国内マーケットから大きく視点を広げ、世界を舞台に

私たちのベストバリューを提供し、まさに「グローバル・

ベスト」体制を確立することにあります。STEP 08計

画における連結業績の具体的な数値目標として、

2008年度売上高1,780億円（2005年度実績を基

準に年率6.4％の成長）、経常利益181億円（同年率

12.9％の成長）、売上高経常利益率10.2％（2005年

度実績8.5％）としました。なおこの数値は、昨年度に

立てたSTEP 07計画の数値目標を約1年前倒しで

達成したことから、上方修正したものです。

好業績の背景には、外部環境の良さ

だけではなく、私たちが「選択と集中」を

積極推進してきたことの効果が存在している。
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これまでの道のりの検証 ―

グローバル・ベストに向けた「守りと攻め」の2面戦略

「世界シェアの拡大」と「右肩上がりの業績数値目標」

を、ただ闇雲に掲げるだけでは、それは決して経営計

画と呼べるものではなく、目標は、単なる「夢や希望」

の類に終わってしまいます。真にグローバル・ベストを

実現するには、それなりの「資格条件」を満たすことが

大前提となります。その観点から、私たちの「これまで

の歩み」をやや中長期的に、再検証してみたいと思い

ます。

過去5年間、私たちはまず「景気変動への脆弱性」を

取り去ることに全力を傾注してきました。実際、

2000年度以前の業績をみると、景気指標（例えば設

備投資額）次第で経営成績が大きく上下にぶれる「脆

弱な体質」を持っていました。原因のひとつは、国内

シェアがチェーンにおいて約6割、自動車部品におい

て7割と、国内での顧客基盤拡大余地が少なくなって

きたことにありました。だからこそ、世界にその活動

範囲を広げる必然性があったわけですが、それだけで、

グローバル展開を図ろうというわけでは決してありま

せん。

まず重要なのは、①「攻めの経営」に耐えられる強固

な財務基盤・収益体質の構築と、②品質・技術開発・生

産体制などにおける差別化の実現にある、と私たちは

考え、様々な面での改革を「複合的」に行ってきました。

例えば2004年度における売上高は1,296億円と、

97年度の売上高（1,283億円）とほぼ同水準にあり

ます。しかし97年度の経常利益55億円に対し、

2004年度は89億円、さらに2005年度は126億円

と、収益性は飛躍的に向上しています。チェーン事業、

自動車部品事業に比べ、競争力が弱かった精機事業、

マテハン事業において、工場集約や不採算商品からの

撤退という「構造改革」を実施。その一方で、チェーン

事業においては、技術優位性や価格競争力を向上させ

るために、京都府京田辺市に最新鋭の大型工場を建設

するなどの「思い切った先行投資」も断行しました。

早晩、攻めの経営に転じるためには、単なる経費削

減やリストラだけではない、「恒久的かつ構造的な体

質改善（＝品質技術や生産面での差別化）」が不可欠と

考えて決断したことが、今日の好業績につながってい

るように思います。

一方で管理部門については、業務のアウトソーシン

グなど効率的な組織体制を構築、販売管理費の対売上

高比率は、1997年度の21.7％から2004年度には

18.9％、さらに2005年度には17.2％へと大きく低

下しました。また、財務面では、既述した新工場建設

という積極的な大型投資により、一時的に有利子負債

総額は97年度の416億円から、2000年度には787

億円にまで膨れ上がりました。しかし、2005年度末

にはこれを390億円にまで圧縮しています。

世界に挑戦できる実力を「着実に」

整えてきたかどうか

その先を見据えた地道な行動こそが重要。

守りのみならず、攻めの経営も同時進行、

財務体質・収益体質の改善を達成。
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当面の事業環境の分析

私たちは今日の世界的な景気拡大を、決して楽観的

には見ていません。しかしながら、経済情勢と競合条

件において、いくつかの「構造的かつ長期的な変化」

が起きており、この観点からは、私たちつばきグルー

プを取り巻く事業環境には当面、フォローの風が吹く

と考えています。

例えばチェーン事業においては、顧客である製造

業の間で、トータルライフサイクルコスト（TLCC）へ

の意識の高まりから、品質・技術面、特に強度・耐久性、

伝動能力の向上への要求がこれまで以上に高

まっていることが挙げられます。これに対して、サプ

ライヤー側の状況をみると、こうしたユーザーの動き

に適合できる能力と投資余力（開発投資、設備投資面）

という意味において、企業間に大きな格差（優勝劣敗）

が生じています。このことは、すでに規模的に世界最

大手に位置し、品質面・財務面でも他に差をつけてい

る当社グループにとって優位に働くと言えます。

また、自動車部品事業においては、エンジンの高出力・

コンパクト化ニーズに対応して、エンジンのカム軸駆

動部品であるタイミングドライブシステムのチェーン

へのシフト（ベルトより強度・耐久性が高いため）が進

展。特にチェーン化が遅れていた欧州において、今後

加速すると予想されます。また、ますます加速する自

動車部品の設計・開発・調達におけるグローバル化や

私たちの主力顧客である日本の自動車メーカーのグ

ローバルシェア向上も、自動車部品事業のみならず、

マテハン事業にとってプラス材料です。一方、精機事

業においては、例えば、直線作動機の油圧から電動へ

のシフトが、電動パワーシリンダにおいて国内過半の

シェアを有する私たちに追い風となります。

課題と対応戦略

克服すべき課題もあります。チェーン事業におい

ては、品質面における私たちの優位性をさらに拡大

すると同時に、いくらユーザーが品質重視とは言っ

ても、価格競争力の向上も重要な要素です。前者の

課題に対しては、例えばRSローラチェーンにおいて、

従来品に比べ、摩耗伸び（耐久性）を2倍（他社比では

4倍）に向上させた世界最高水準の第7世代のRSロー

ラチェーンを本年6月より新発売。また、コンベヤ

チェーン、無給油ラムダチェーンなどにおいて、最適

地生産体制の見直しとそれに伴う生産の海外移転を

一部実施し始めました。

一方、自動車部品事業においては、既存の主力製品

であるタイミングチェーンの次の柱ともなるべき新

製品の早期育成と海外子会社の収益率向上が課題で

あり、これらに対して種々の施策に取り組んでいます。

また、精機事業においては、海外を中心とした顧客基

盤の一層の拡大が、一方マテハン事業においては、プ

ロジェクト採算の管理徹底、顧客業種の分散などが、

それぞれ課題となっています。この点の詳細と解決策

については、各事業セグメントの概要をご覧ください。

景気に楽観的なわけではない。

経済と競争条件における

構造的かつ長期的な変化に注目。
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マネジメント体制および株主還元に対する考え方

私たちの目指すグローバル・ベストは、品質や価格

といった商品力・事業展開力に限定したものではあり

ません。ガバナンスやコンプライアンスなどの経営管

理面においても「世界の一流」を目指しています。とり

わけ、コンプライアンスについては、いくら利益成長

性を高めても、万一何か問題が起きれば一瞬にして企

業価値は損なわれてしまいます。この認識のもと、私

たちは倫理ヘルプラインの設置など、制度面、人員・

組織面でも毎年コンプライアンスの強化を図ってい

ます。また、投資家・アナリストに対して、単に情報を

一方通行で発信するのみならず、経営に対するフィー

ドバックを絶えず行い経営に活かせるような様々な取

り組みを行っています。（マネジメント体制：P22～23）

株主還元については、既述したとおり、利益成長

性・安定性を向上させることで企業価値を極大化し、

時価総額の引き上げを図る一方で、配当についても、

安定性の確保と業績連動の両立を目指しています。

具体的には安定配当として、年間1株6円を可能な限

り継続した上で、連結業績を考慮した利益配分を行い

ます。ちなみに、2005年度における年間配当額は

90周年記念配当2円を含め、1株当たり9円と、

2004年度比で2円増となっています。

終わりに

私たちつばきグループは、3G（グローバルな事業

展開、グループ経営力の強化、グロース路線の維持・

拡大）を柱として、グローバル・ベスト戦略のさらな

る推進を図っていきます。株主・投資家の皆様には、

引き続きご支援を賜りたくお願い申し上げます。

2006年8月

福永 喬

代表取締役会長

美本 龍彦

代表取締役社長

解決すべき課題に対し、着実に対応していく

ことで、さらにグローバル・ベストに近づく。

商品力・事業力に加えて、経営体制においても

グローバル・ベストを目指す。
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年度

2006 2007 2008

売　上　高 1,570億円 1,700億円 1,780億円

営 業 利 益 155億円 (9.9%) 176億円 (10.4%) 197億円 (11.1%)

経 常 利 益 135億円 (8.6%) 161億円 (9.5%) 181億円 (10.2%)

当期純利益 68億円 (4.3%) 87億円 (5.1%) 98億円 (5.5%)

（ ）内は対売上高利益率

中期3ヵ年計画「STEP計画」
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マテハン事業

① 自動車塗装ライン向け「身のみ搬送

システム」の継続受注

② 海外向けアフタービジネスの展開

③ 創薬関係など新商品開発の強化

精機事業

① 重点商品の磨き上げと深耕策の展開

② 海外事業の支援と輸出比率の向上

③ 新商品開発の促進

自動車部品事業

① 連結経営の強化（連結利益率の向上）

② 世界同一品質に向けた品質改善活動の

グローバル展開

③ 次世代対応タイミングシステムの開発
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チェーン事業

① 新ＲＳローラチェーン「Ｇ７」の販売拡大

② コンベヤチェーンのビジネス拡大

③ プラスチックチェーンのアジア･

オセアニア地区でのシェア拡大
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ビジネスユニット別の売上計画および重点施策

連結計画




