財務編：競争力のさらなる強化を目指して

経営トップからステークホルダーの皆様へ

経営基盤の強化を
総仕上げする一年
過去の成功体験や、既成概念に捉われていたのでは、企業の持続

的成長は危うくなります。成長力が衰える前に、構造的な課題を
顕在化し、大胆果敢にメスを入れていく――つばきグループは、
絶え間のない構造改革を断行することで、景気の変動に強い「真の
グローバル企業」へと成長していきます。

長

勇

代表取締役社長

2012 年度連結業績のご報告
厳しさの残る事業環境下で、

位性が世界の自動車メーカーから高く評価されて市場シェア

予想を上回る増収増益を達成

を着実に拡大、世界トップクラスのシェアを獲得しています。

2012 年度の連結業績は、売上高が前期比 3.5% 増の 1,500

2 つ目は、コスト低減です。グループ全体で展開してきた生

億 2 百万円、営業利益が 4.1% 増の 125 億 79 百万円、当期

産性向上活動によって生産性は着実に向上を続けています。

純利益が 9.0% 増の 74 億 28 百万円となり、いずれも、昨年

内需の不振によって前期比減収を余儀なくされたチェーン事

11 月に修正した予想を上回る結果となりました。

業でも、コスト削減効果により、営業利益を前期比 3.6% 増

国内では民間設備投資と輸出が低迷、事業環境が厳しい
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とすることができました。

まま推移した一年でした。その状況下で、当社グループが増

また、財務面では、さらなる成長に向けて設備投資を積極

収増益を達成できた要因は主に 2 つ。1 つは、自動車部品事

化していることや、M&A 実施などの影響で、期末有利子負

業 の 伸 張 です。同 事 業 の 2012 年 度 営 業 利 益 は、前 期 比

債残高は増加へと転じました。しかし、ネット D/E レシオは

34.0% 増の高い伸びを示しました。単に国内自動車生産回

0.16 倍と健 全 な 水 準 に あ ること、また 自 己 資 本 比 率 が

復の恩恵を受けただけではありません。同事業の主力商品

47.3% へと上昇したことなど、当社グループは強い財務基

であるタイミングチェーンドライブシステムは、その技術優

盤を堅持しています。
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「中期経営計画 2012」の成果と今後の課題
定量目標を概ね達成

ました。一方「人材育成」の点では、技術駐在員や海外トレー

2012 年度は、2010 年度に始動した 3 カ年の中期経営計画

ニー制度の導入、若手社員と経営陣の直接コミュニケー

「中期経営計画2012（以下、中計2012）」の最終年度でした。

ションを図る場である車 座ミーティングの 実 施とともに、

リーマンショックを受けて悪化した当社グループの業績は、

2012 年度には、初のつばき技能オリンピックを開催。永続的

2010 年度から 3 期連続の増収増益と順調な回復を見せてい

な技能の伝承に向けての布石を打ちました。

ます。
「中計 2012」の最終年度数値目標達成率は、売上高
で 100%、営業利益で 93% となりました。営業利益は目標

課題克服の進捗では「事業間ギャップ」が拡大

をやや下回ったものの、①「中計 2012」の策定時点より為

グループ全体では成果が上がっているものの、その進捗には

替が円高基調で推移したこと、②東日本大震災やタイの洪

事業間で差が生じています。自動車部品事業では、自動車

水などの想定外の事態が経済に悪影響を及ぼしたことを考

エンジン の 環 境 性 能 向 上 に 大 きく貢 献 するタイミング

えれば、まずまずの実績を残せたと評価しています。

チェーンドライブシステムの新商品「Zerotech® シリーズ」
が高い顧客評価を獲得し、世界シェア拡大につながっていま

持続的成長に向けて経営基盤の強化を

す。さらに、日本、アメリカ、中国、タイ、イギリス、韓国、メ

目的とした「中計 2012 」

キシコの世界 7 極での生産体制が整うなど、グローバル化も

「中計 2012」は、リーマンショックにより落ち込んだ業績を立

大きく進展しました。生産性向上について「中計 2012」の期

て直し、より中長期の視点で、景気変動に左右されにくい強

間中、自動車部品事業の売上高と営業利益は、一貫して数

固な経営基盤を確立することを主目的としたものです。その

値目標を大きく超えています。

意味で、定量目標の達成以上に、持続的成長力向上に向け

これに対して、チェーン事業、精機事業とマテハン事業

ての課題が達成できたかどうかに私は重きを置いています。

では、
「中計 2012 」の期間中、業績を回復軌道に戻すこと

「中計 2012」で掲げた重点課題は 4 つ。
「モノづくり企業と

に成功したものの、いずれの事業も数値目標からは下振れ

しての基盤強化」、
「ソリューション提供企業への変革（顧客

しています。内需低迷が長引く中で持続的成長を遂げるた

第一の徹底）」、
「グローバル・ベスト戦略の深耕」、そして「人

めには、より積極的な外需の取り込みに注力する必要があ

材育成」です。つまり、強いコスト競争力、顧客への高い付

ります。

加価値提供力、グローバル展開、さらには技能・技術の伝承
と従業員のモチベーションアップこそが、持続的成長力の向
上につながるとの考え方です。

「過去の成功体験」と「既成概念」からの脱却
チェーン事業、精機事業とマテハン事業は、いずれも、ある特

グループ全体としてみれば、取り組みの成果は表れていま

定の領域で強みを持っているがゆえに、新たな挑戦を行うと

す。例えば、
「モノづくり企業としての基盤強化」では、生産

いう意欲が希薄となっていました。例えば、チェーン事業。ハ

性向上活動をグループ全体に展開、毎年目に見えるコスト低

イエンドのドライブチェーンの領域で高い市場シェアを有して

減効果を実感しています。
「ソリューション提供企業への変

いることと、国内市場においては強い販売代理店網を確立し

革」では、環境配慮（Ecology）や経済性（Economy）の両面

ていることで、急いで新たな市場を開拓しなくても成長を続

から他社商品と差別化を図った新商品開発を強化。
「つばき

けられるとの「成功体験への甘え」がありました。また、多品

の エコ 商 品 」が 総 売 上 高 に 占 める比 率 は、2010 年 度 の

種少量生産のチェーンは一貫生産には不向きであるとの「既

「グロー
18.1%から2012年度には26.8% へと伸張しました。

成概念」に捉われて、大胆な生産改革に踏み切れませんでし

バル・ベスト戦略の深耕」では、海外売上高比率の上昇に成

た。同様に、精機事業では OEM の領域で確固たる商圏を確

果が表れています。M&A 効果もあり同比率は、
「中計 2012」

立していたことが、事業・商品の新展開のペースを遅らせ、

の 3 年間で 9.1 ポイント上昇し、2012 年度には 43.6% に達し

マテハン事業では、自動車製造工場における塗装ライン搬送
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設備の大口案件に依存し、汎用性の高い事業領域や海外市

精機事業においては、国内で生産していたハイポイドモー
トル（減速機）を中国での集中生産に切り替え、コスト競争力

場への進出を消極的にさせていたという側面があります。

の強化を図ります。またマテハン事業では、インドネシアに

大胆な構造改革に向けて着々と布石

製造会社を設立、本年 2 月より操業を開始しています。すで

「中計 2012」で掲げた数値目標には届かなかったチェーン、
精機およびマテハン事業ですが、その構造的な問題を克服し
て持続的成長力を強化するための戦略的な布石の面では大
きな進展がありました。

に現地の日系自動車メーカーより新規受注を獲得するなど、
外需開拓の面で着実な成果を上げ始めました。
また、チェーン、精機およびマテハン事業強化の一環として、
「中計2012」の期間中において、2件の海外 M&A（ケーブル・

例えばチェーン事業では、中国・天津に新工場を設立、現

ホース支持案内装置の大手 Kabelschlepp GmbH の買収と、

地生産が本格スタートしました。現地生産の優位性を生かし

チップコンベヤおよびスクラップコンベヤの大手メイフラン・

ながら、今後は設計の現地化や資材調達の見直しにより、中

ホールディングス傘下の全事業取得）を実施しました。これに

国市場で先行するドイツメーカーや地元の大手メーカーを追

より、販売ルートは大きく拡大、商品ラインアップの強化によ

随していきます。また、
「チェーンはロット生産が最適」とい

りチェーン、精機商品の一括納入が増えるなど、ソリュー

う既成概念を打破し、比較的生産量の多い特定用途向け

ション提供企業への変革の取り組みは着実な成果を見せてい

チェーンの製造において、一貫量産ライン（革新ライン）を

ます。

初めて導入、京田辺工場にてコストダウン効果を検証してき
ました。その有効性に確信が持てたことで、今後はこの画期
的な量産ラインを天津の新工場に移設し、中国市場向けに
競争力のある商品を市場投入していきます。

事業別の業績推移と中期経営計画 2012 数値目標との比較
売上高（目標）
（左軸）

売上高（実績）
（左軸）

営業利益率（目標）

営業利益率（実績）
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強い持続的成長力を持つグローバル企業へ
マーケットニーズ主導型の経営へと転換、
より大胆な改革に踏み込む
チェーン・精機およびマテハン事業の構造改革は、モノづく
り企業がつい陥りがちな「工場主導（プロダクトアウト）のモ
ノづくり」を、
「市場ニーズ主導（マーケットイン）のモノづく
り」へと転換することを目指したものです。この転換を着実
に成し遂げるためには、従来の事業セグメントによる縦割り
型の事業運営だけでは不十分であり、市場ごとの戦略立案
と事業運営機能を横串として付加するなど「組織、ガバナン
ス面」を含めた抜本的な改革を行う必要があります。この観
点から、当社グループは、
「中計 2012」に続く次の中期経営

精機、マテハン事業の海外展開加速のために資金需要が高

計画の始動時期を 2014 年度からとすることとしました。そし

まっていますが、20% を下回る配当性向を長きにわたって続

て 2013 年度を、経営基盤強化への総仕上げの一年と位置

けることは株主の皆様に対して大変心苦しく、基本的な配当

づけることで、2016 年の創業 100 周年以降の持続的成長

方針を明確に打ち出すことが急務であると認識しています。

を、確実なものにしていきたいと考えています。

正式には、次期中期経営計画で公表させていただく所存で
すので、株主の皆様にはご理解のほど、よろしくお願い申し

配当方針を明文化の方向へ

上げます。

2012 年度の 1 株当たり配当金は、2011 年度から据え置きの
7 円としました。これにより当社の配当性向は 2011 年度から

構造改革への不断の挑戦を続け

2 期連続で 20% を下回る結果となりました。2013 年度につ

企業価値を持続的に拡大

いては 1 円の増配を予定していますが、それでも予想配当性

当社の連結 ROE は、2009 年度の 4.0% から 2012 年度には

向は18.5% です。自動車部品事業の持続的成長とチェーン、

7.7% へと回復過程にあります。しかし、2007 年度の ROE
が 12.8% であったことを考えると、まだまだ満足できるもの

チェーン・精機・マテハン事業を主とした構造改革

プロダクトアウトからマーケットインの
モノづくりへギヤチェンジ
ポジショニングに基づく戦略立案と、
そのための組織変更等、抜本的改革に着手

「持続的成長」に向けて

マーケティング
ポジショニング

脱・日本発

製造と販売を分離、
よりマーケットに根ざした
地域戦略重視の事業運営へ

ではありません。つばきグループは、今後も積極的に改革を
進めます。そして、景気変動の荒波にも耐えうる強い持続的
成長力を持った「真のグローバル企業」へと成長していきた
いと考えています。

ステークホルダーの皆様には、引き続き、ご支援・ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

2013 年 8 月

長

勇

代表取締役社長

ソリューション提供
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FOCUS ON

成長力強化に向けた戦略的布石
M&A の積極展開
ポイント

1. 販売と設計・製造の両面におけるシナジー効果の獲得
2. 品揃え拡大によるソリューション提供力の増強

当社グループは、中期経営計画 2012 の期間中、2 つの海外

それぞれの販売ルートを相互活用することで、グループ全体

M&A を実施しています。

のマーケティング力強化につなげていきます。

1 つ目は、2010 年 度に実 施したドイツの Kabelschlepp

また、ソリューション提供力の強化も M&A のねらいです。

GmbH の買収（現 Tsubaki Kabelschlepp GmbH）。同社は

例えば、工作機械メーカーでは、ケーブル・ホース支持案内

工作機械など様々な産業機械に使われるケーブル・ホース

装置、パワーシリンダなどの精機商品、金属の加工後に発生

支持案内装置（当社商品名はケーブルベヤ）の草分け的な

するチップの搬送システムなど、様々な部品・システムを外

存在で、地元の欧州をはじめ、アジア、米国などグローバル

部調達しています。今回のM&Aの実施によって、当社グルー

に事業を展開していた企業です。欧州だけでも 7,000 社を

プの品揃えは格段に強化されました。これに伴って、当社グ

超える顧客基盤を保有、特に工作機械や自動車産業のトップ

ループは、今後、顧客向けに複数の商品をワンストップで供

メーカーには強い直接販売体制を構築しています。

給することが可能となります。

2 つ目は、米国のメイフラン・ホールディングスグループ傘

当社は「Kabelschlepp」、
「メイフラン」という2つのブラン

下の全事業の取得（2012 年度に実施）。メイフラン・ホール

ドを生かしながら売上高の一層の拡大と持続的成長力の強

ディングスグループは、チップコンベヤ（工作機械・金属加工

化につなげていきます。

業界向けの金属切屑やクーラント液の搬送・分別装置）と、
スクラップコンベヤ（一般産業向けの固形廃棄物搬送用コン
ベヤ）の大手メーカーとして、欧米を中心に事業展開をして
いた企業です。
ルート販売に強みを持つ「つばき」と、直接販売に強みを
持つ「Tsubaki Kabelschlepp GmbH」や「メイフラン」が、

Tsubaki Kabelschlepp GmbH
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Mayfran International, Inc.

海外拠点の新設
1. 海外のボリュームゾーンの需要獲得を加速することで持続成長力を強化

ポイント

2. 現地生産のメリットを生かした一層のコストダウンの実現
3. 顧客密着の営業・生産体制の構築による高付加価値型サービスの提供

中国に産業用チェーンの製造会社を設立

インドネシアの販売・製造拠点の新設

内 需 が 低 迷 を 続 け る 中、外 需 の 掘 り起 こしを 加 速し、

インドネシアでは自動車メーカーとその関連業界を中心に、

チェーン事業のトップライン成長力を拡大するための施策と

日系企業の進出が加速しています。当社ではこの動きを大

して、当社は、中国の天津に産業用チェーンの製造会社「椿

きなチャンスと捉え、チェーンをはじめとする機械部品から

本鏈条（天津）有限公司」を設立、2012 年度下半期より現

マテリアルハンドリングシステム
（マテハン）
まで、当社グルー

地生産を開始しました。チェーン事業では、これまで M&A に

プの全商品をカバーする販売会社（PT. Tsubaki Indonesia

よって海外の製造拠点を獲得してきましたが、工場の建設を

Trading）を新たに設立しました。また、マテハン分野におい

ゼロからスタートするのは初めての取り組みとなります。同

ては、日系自動車メーカーの現地生産工場向けに、顧客密

社では、資材調達から成形・熱処理、組立までの全工程を現

着型で包括的なソリューションサービスを提供できるマテ

地化するとともに、設計の見直しを継続的に行うことで、コス

ハンメーカーの存在が強く求められています。この市場ニー

ト競争力を高め、中国市場の開拓を進めます。

ズに応えるために、販売拠点に加えて、製造拠点も現地に併

中国ではセメント、鉄鋼などインフラ業界向けのコンベヤ

設することがより有効となると判断し、マテハンの製造会社

チェーンを中心に大きな需要が存在します。大形コンベヤ

（ PT. Tsubaki Indonesia Manufacturing）の新設にも踏み

チェーンの市場規模は 2016 年には 170 億円程度になる見通

切りました。

しです。品質、性能面で圧倒的な技術優位性を持つ、つばき

この 2 つのインドネシア子会社の設立は、早くも目に見え

のコンベヤチェーンをお客様に受け入れられる価格でご提供

る成果をもたらしています。ジャカルタの日系自動車メー

することで、早期に 20％程度の市場シェアを獲得したいと考

カーから、自動車用ドアの搬送に使われる天井走行コンベヤ

えています。

システムをはじめとする 3 件 の 新 規 受 注を獲 得しました。
また、このほかにも多数の引き合いをいただいています。

椿本鏈条（天津）有限公司

PT. Tsubaki Indonesia Manufacturing

PT. Tsubaki Indonesia Trading
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主要事業の概況
チェーン・精機事業
■ 事業環境と業績推移
産業用スチールチェーンは国内市場において 60 ％弱のシェ

一方、精機事業では中国市場において、連結子会社「天津

アを獲得し、機能・品質面での差別化と、強固な販売ネット

華盛昌歯輪有限公司」が、エレベータ向けの減速機を主体

ワークを強みとしています。しかし、チェーン事業の国内販

に現地の需要開拓に成功し、リーマンショック後の業績回復

売に大きな影響を与える日本の「民間設備投資」は、2007

に大きく貢献しています。また、海外での生産が増加してい

年度を 100 とすると、2010 年度以降は 81 〜 83 の範囲内と

る二輪車メーカー向けにカムクラッチの供給が拡大し始めま

低迷を続けています。長期にわたり抑制されてきた設備投

した。

資が、円安を受けて動き始めるかが今後のチェーン需要を左

チェーン事業の売上高は、2010 年度からの 3 年間、内需

右すると考えられます。また、精機事業では国内シェア 85％

の低迷を外需でカバーする形で、年率 9.6 ％の成長となり、

のカムクラッチ、同 70 ％のパワーシリンダなどの高シェア商

2009 年度には 0.8％にまで落ち込んだ営業利益率は、2012

品を中心に、特に OEM 供給の分野で確固たる地位を築いて

年度には 7.1 ％へと回復しました。今後は、生産性改善活動

います。しかしながら、チェーン事業と同様、内需低迷の長

をグローバルベースで促進することでさらなるコストの引き

期化が予想されることから、海外市場の開拓に力を入れてい

下げを目指します。
精機事業の売上高は、2010年度からの3年間、年率8.4％

ます。
チェーン事業の海外展開では、1970年代初頭に米国に進出、

の成長、営業利益率は 2009 年度の 0.8 ％から 2012 年度に

1980 年代半ばには現地のチェーンメーカーを買収し現地生

は 9.9 ％へと回復しています。今後は、チェーン事業と国内

産を開始しました。米国の景気回復に加えて、全米 3 大販売

営業を統合した効果をより実りあるものとして外需の開拓を

店による当社商品の取り扱いシェアが 40 〜 50％台へと上昇

強化し、一部の汎用商品については海外へ生産を集約する

したことで、米国での当社チェーン事業はこの 3 年間、順調

など、一層のコスト低減を推進していきます。

に拡大し、現在米国では 20％強と高い市場シェアを獲得して
います。今後は、日本、米国に比べるとシェアの低い欧州と
アジア市場の攻略を加速することが課題です。

■ チェーン事業

■ 精機事業

億円

%

600

482
400

5.8

0.8
0

3

09
売上高（左軸）

27
10
営業利益（左軸）

TSUBAKI CORPORATE REPORT 2013

600

10

400

5

200

0

0

%

15

502

11.8

381

200

26

516

億円

15

6.7

34
11
営業利益率（右軸）

10.3

9.9

10

7.1

35
12

200

154
0.8

年度

1
09
売上高（左軸）

20
10
営業利益（左軸）

213

196

25
11
営業利益率（右軸）

5

19
12

0
年度

■ 基本戦略
中国市場攻略

ブリッジに は、パ ワ ー シリンダ、ケ ー ブ ル ベ ヤ、ロ ー ラ

これまで中国のコンベヤチェーン市場では、現地メーカーと

チェーン、スプロケットなどの動力伝動部品が使われており、

中国国内に製造拠点を持つドイツメーカーの 2 社が大きな地

当社グループはこれを一括供給できる数少ないメーカーと

位を確立していました。しかしながら、エンドユーザーの品

して、積極的な営業展開を図っています。

質・性能に対する要求がより高いものへと変化しており、耐

欧州市場ではドイツを中心に多くの製造業が存在、当社が

摩耗性や環境性などの点で優位性を持つ当社グループには

取り扱う機械部品への潜在需要がありながら、欧州独自の規

大きな商機が訪れています。ただし、これまでの日本からの

格に対応しきれず、当社グループのシェアは伸び悩んでいま

輸出では、現地に工場を構える競合相手に価格面で劣ること

し た。2010 年 に 子 会 社 化 し たド イ ツ の Kabelschlepp

から、中国の天津に製造会社を設立、2012 年度下半期より

GmbH の買収を契機に、彼らの欧州での顧客基盤を活用、

現地生産を開始しました。今後は、設計や資材調達の見直し

製品統合も図りながら、現地ニーズに応える商品開発を加速

を加速し、量産が可能なチェーンについては一貫生産ライン

させます。その一環として、現地起点のマーケティング強化

方式の導入などで、現地に受け入れられる価格帯を実現して

と商品開発活動の促進を目的に、社長直轄の「グローバル

いきます。

マーケティング部」を新設。ドイツを拠点に活動しています。

また、販売会社の再構築にも注力。これまで中国市場では、
チェーン事業、精機事業が別々の販売会社を持っていました

総合技術サイトの立ち上げ

が、これを統合することで運営コストの削減を図るとともに、

当社グループでは IT を活用した顧客サービスの充実にも注

スケールメリットを生かした営業展開を行っていきます。

力しています。具体的には、ローラチェーンや変・減速機な
ど当社グループの豊富なパワートランスミッション商品群（約

アジア市場および欧州市場攻略

25 万アイテム）について、顧客側の技術者が、製品情報や

中国以外のアジア市場でも、大きな潜在需要が存在します。

使 用 例、CAD データも容 易に入 手できる総 合 技 術サイト

一例は、空港のターミナルと航空機を渡すボーディングブ

「Tsubaki Technical Net（TT-Net）」を立ち上げました。当

リッジ向けのビジネス。経済発展を続けるアジアでは LCC

サイトでは、手元にカタログがなくても製品型番選定までサ

（格安航空会社）の参入もあり、空港整備と発着枠が急拡大、

イト内で完結できることをコンセプトにしており、言語は 3 カ

ボーディングブリッジの需要は増大しています。ボーディング

国語（日本語、英語・中国語）に対応しています。
チェーン・精機事業では、従来のプロダクトアウト的な発想
を改め、顧客視点・マーケット視点に立った営業を強化、顧
客の囲い込みと新規の顧客開拓を加速させていく考えです。

多彩な商品ラインアップ
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自動車部品事業
■ 事業環境と業績推移
自動車部品事業は、2010 年度からの 3 年間、売上高が年率

競争も激化しています。この観点から、当社では気を緩める

8.9 ％、営業利益が 21.1 ％と高い成長を達成、2010 年度か

ことなく技術優位性の一層の拡大を図ること、さらには生産

ら続く3 期連続の増収増益に大きく貢献しました。

性向上活動を加速し、継続的にコストダウンを進めることが

高成長の要因は主に 2 つ。1 つは、リーマンショック以降、

課題であると認識しています。

世界の自動車生産が急回復を遂げたこと。2 つ目は、自動車
部品事業の主力商品である自動車エンジン用タイミング
チェーンドライブシステムの市場における当社の地位向上で

■ 自動車事業

す。2009 年（暦年）に 34.5％であった当社の世界シェアは、
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■ 基本戦略
品質・性能面での優位性拡大

さらなるコストダウンの実現

当社のタイミングチェーンドライブシステムが、高シェアを確

品質・性能面での優位性を維持拡大する一方で、一層のコス

立している最大の要因は、品質・性能面での差別化とグロー

トダウンを実現し、価格競争力を強化することも重要です。

バルな生産供給体制。高品質・高機能、長寿命化を実現し、

自動車部品事業では、生産性向上活動「ものづくり改革活

日系自動車メーカーだけでなく米国、韓国などの世界の大手

動」をグローバルに展開し、すでに大きな成果を上げてきま

自動車メーカーへの納入量拡大へとつながっています。自動

したが、主力となる埼玉工場では、標準化の推進、製造技術

車部品事業では、今後も「Zerotech シリーズ」のチェーン

の革新、製造ラインの自動化・高速化などを通して、2013

に代表される「品種拡大」と、テンショナなど周辺部品の軽

年度中にさらに 15％の生産性向上を目指します。

®

量化・低騒音化に代表される「技術イノベーション」を継続
的に推進し顧客満足度の一層の向上を図っていきます。
また、新興国自動車メーカーにおいても、従来の低価格車

日本（埼玉）、米国、中国、タイ、韓国、英国の製造拠点に、
今年度からメキシコが加わり、自動車部品事業の海外生産
比率は 2016 年には 70 ％を超える予定です。当社では埼玉

戦略から、品質・性能面に重きを置く流れが出てきました。

工 場を自動 車 部 品 の

その意味で、当社が技術優位性による拡大戦略を推進する

マザ ー 工 場と位 置 づ

ことは、高品質・高性能を求める大手自動車メーカーだけで

けて、その製造ノウハ

なく、新興国自動車メーカーへの納入増加にも有効と考えて

ウを海 外 製 造 拠 点 へ

います。

展開することで、自動
車部品事業の一層の
規 模 拡 大と収 益 性 の
向上につなげます。
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タイミングチェーン Zerotech® シリーズ

マテハン事業
■ 事業環境と業績推移
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

が生かせるニッチ領域に注力してきましたが、現状のままで

テムなど、特定用途の搬送システムにおいて、当社はその技

はその対象とする市場規模に限界があることから、国内から

術提案力が高く評価されています。また、2 つの連結子会社

海外へ、また、得意としている自動車塗装ラインでの搬送設

が運営するセメントなどの粉粒体搬送および金属切屑の搬

備から、その他の工程での搬送設備へと、市場領域を広げ

送システムの領域では、業界トップクラスの実績があります。

ていくことが最大の課題です。

自動車業界向け搬送設備の大型案件一巡により、マテ
ハン事業の売上高は 2009 年度には 204 億円まで落ち込みま
したが、その後回復に転じて 2012 年度には 302 億円となり

■ マテハン事業
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■ 基本戦略
アジア市場への展開

リフタ * は自動車ボディーなどの重量物の吊り下げ用ライン

2011 年度には上海にエンジニアリング会社を設立し、中国

を代替し、顧客の設備投資の圧縮と生産性の向上につながる

で需要が高まりつつある「自動仕分けシステム」を中心に営

画期的な商品です。当社はこのような差別化技術がもたらす

業活動を展開、徐々に受注獲得の面で成果を上げています。

顧客メリットを最大限訴求することで、マテハン事業の収益

またインドネシアに製造拠点を構える日系企業の搬送システ

力を抜本的に建て直していきたいと考えています。

ムの新設・改造ニーズに対応して、2012 年度にインドネシア

* 優秀省エネルギー機器として経済産業大臣賞を獲得しました。

に製造会社を設立し、販売と製造双方の現地化を図り積極
的な営業活動を開始しました。日系自動車メーカーから 3 件
の天井走行コンベヤ他の受注を獲得するなど、早くも現地
の潜在需要の掘り起こしに成功しています。
知的財産の有効活用
当社は自動車ボディーの塗装ラインに使われる搬送システム
や新聞印刷工場で使われる巻取紙の供給・搬送システムなど、
特定かつニッチなニーズを捉えた商品開発とソリューション
提供に強みを持っています。マテハン事業の売上と収益の拡
大を図るには、このような当社保有の技術開発力やソリュー
ション力を、より汎用性の高い領域で有効活用していく必要
があります。その代表例として当社が開発したジップチェーン

従 来 の 油 圧 式に比 べ 3 〜
10 倍 の 昇 降 速 度と高 頻 度
運 転を可 能とする「ジップ
チェーンリフタ ®」
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TOPICS
メキシコに自動車部品の製造拠点を設立
つ ば きグ ル ー プ 初 の 中 南 米 に お け る 製 造 会 社「Tsubakimoto Automotive
Mexico S.A. de. C.V. 」をメキシコに設立（2012 年 10 月）。自動車部品事業では
世界 7 番目の製造拠点となります。工場建設を経て 2014 年 1 月から自動車エン
ジン用タイミングチェーンドライブシステムの量産を開始します。メキシコ市場向
けの生産供給体制を強化するとともに、将来的には南米市場向けの製造拠点とし
ての機能も視野に、グローバルビジネスのさらなる拡大を図ります。

メキシコの自動車部品製造拠点（完成予想図）

インドネシアにマテハンの製造拠点を設立
自動車関連を中心に日系メーカーの進出が相次ぐインドネシア・ジャカルタに、
マテハンの製造会社を設立しました。工場竣工・稼働予定の 2015 年 2 月までの間、
現地生産・メンテナンスのメリットを生かすべく仮工場で操業を開始しています。
現地ニーズに対応した商品をタイムリーに供給することで売上の拡大を図り、経済
成長が予想されるインドネシア市場での事業拡大を加速していきます。

インドネシアのマテハン製造拠点

中国・天津のコンベヤチェーン工場が稼働
天津の産業用チェーン製造会社「椿本鏈条（天津）有限公司」の工場が 2012 年

10 月に竣工。組立、成形、熱処理と順次生産活動を開始し、2013 年 5 月に全面操
業しました。これまで、お客様の多くは日系企業でしたが、成長が著しい中国の現
地企業にも満足いただける商品を供給することを目的に、品質・価格面での競争
力を磨き上げ、2016年度までに中国市場での搬送用チェーン
（コンベヤチェーン）
市場におけるシェア 20％を目指します。

2013 年 5 月 13 日に開業記念式典を開催

チェーン・精機商品のセット納入が拡大
チェーンを中心にパワーシリンダやケーブルベヤなどのセット納入が拡大してい
ます。お客様の課題を深く掘り下げたソリューション提案が、単品ではなく、複数
商品の一括納入につながっているのです。具体的には、シンガポールで、空港
ターミナルと航空機を結ぶボーディングブリッジに使用される、パワーシリンダや
ケーブルベヤなどのセット納入が拡大。その他、マレーシアのパームオイル工場
向けやアメリカの石油掘削プラント設備用などの事例があります。つばきグルー
プでは、地域特性を重視した地域密着型の営業へのシフトを進めており、その成
果が表れています。今後も地域に密着し、お客様ニーズを取り込むことで、最適
なソリューションを提供していきます。
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パワーシリンダなど複数のつばきの商品が使われている
ボーディングブリッジ

