グローバルトップ企業を
つばきグループの

課題と戦略
つばきグループのかかえる課題を克服し、
いかに持続的成長につなげるか、
その取り組みと成長戦略について

ご説明します。

「中期経営計画 2012」基本方針

1

モノづくり企業としての基盤強化

2

ソリューション提供企業への変革

3

顧客第一の徹底

4

グローバル・ベスト戦略の深耕

5

人材育成

「中期経営計画2012（2010 ～ 2012年度）」の
ポイント
リーマンショックなどの影響により、2008 年度から2 期連
続で減収減益となったことを受け、
「中期経営計画 2012」
では、激変する事業環境に対応するための基盤強化を図り
ました。具体的には、生産革新活動を通して生産性を大幅
に向上させるとともに、省エネルギーや環境性能における
優位性を強く訴求した商品開発と販売を強化。チェーン事
業やマテハン事業で 2 件の海外 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。
人材育成の面では、
「海外トレーニー制度」を開始するとと
もに、つばき技能オリンピック、革新塾、車座ミーティング
などの新たな取り組みを通して、従業員の意識改革、モチ
ベーションの向上、危機意識の共有化を図っています。

連結業績の推移
1,672 億円
1,415 億円

売上高
営業利益
海外売上高比率

1,127 億円
37.5%

198 億円
07
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34.9%

90 億円
08

34.5%

47 億円
09

目指して

つばきグループ早 わかり

長期ビジョン2020

ターゲット市場で確固たる地位（シェア）を確立し「グローバルトップ企業」を目指す

グローバルトップ

ニッチトップ

グローバルでトップシェアを目指す

特定分野、地域でトップシェアを目指す

「中期経営計画 2016」基本方針
マーケット重視の
企業文化への転換

2

グループ総合力を生かした
ビジネスの拡大

3

収益力の強化

4

人材の育成と活用

つばきグループの成長メカニズム

1

「長期ビジョン2020」
および「中期経営計画2016（2014 ～ 2016年度）
」
のポイント
分け、それぞれの市場ニーズに基づいた商品開発と生産

の 先（2020 年 ）のあるべき姿を見 据えたグランドデザ

を迅速に行うことで、一層のグローバル化を推進していき

イン。各ターゲット市場において、確固たる地位（シェア）

ます。2 つ目は、「グループ総合力を生かしたビジネスの

を確立することで、「売上高 3,000 億円、海外売上高比率

拡大」。事業ごとの縦割り組織に横串を刺すことで、シナ

70%、営業利益率10%」のグローバルトップ企業を目指し

ジー効果の極大化を図ります。基本方針の 3 つ目は、「収

ます。このグランドデザインに基づき、その実行計画となる

益力の強化」。世界最適地生産を推進するとともに、生産

「中期経営計画 2016（以下、中計 2016）」が 2014 年度

設備や生産技術における革新により、一層の生産効率の

にスタートしました。

つばきグループの課題 と戦 略

「長期ビジョン 2020」は、創業 100 周年となる 2017 年

向上と環境負荷の低減を目指します。4 つ目の「人材の育

中計 2016 における基本方針は、大きく4 つ。1 つ目は、
「マーケット重視の企業文化への転換」。世界を米州、欧
州、中国、環インド洋、東アジア（日本を含む）の 5 地域に

成と活用」では、若手社員、グローバル人材の育成、女
性社員の活躍推進など、だれもが能力を発揮できる、働き
がいのある職場環境づくりを目指します。

長期ビジョン 2020
グローバルトップ企業の実現
3,000 億円

中期経営計画 2016
中期経営計画 2012
1,780 億円
1,382 億円

1,448 億円

41.5%

39.3%

110 億円

120 億円

10

11

1,500 億円

1,967億円

53.2%

54.0%

173 億円

214 億円

2,060億円

2,200 億円
70.0%

43.6%

125 億円
12

13

14

220 億円
15

予想

220 億円
16

目標

300 億円
20

目標

年度
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つばきグループの課題と戦略

CEO インタビュー

一歩先を見据えた改革に挑戦することで、
つばきグループは
真の「グローバルトップ企業」へと
成長していきます。

長

勇

代表取締役会長
兼 最高経営責任者（CEO）

Question

2014 年度は 5 期連続での増収増益、最高益の更
新となりました。2009 年度の社長就任以降の 6
年間をどのように総括されますか。

A 従業員の能力とモチベーションの向上
「PDCA」の「D（Do）」の機能強化にも力を入れてきまし
た。社長就任後、次世代のリーダーを育成するための「革新
塾」を主催したほか、若手社員との交流の場「車座ミーティン

A チェック機能と課題への対応機能を拡充

グ」を含めた様々な取り組みを通して、従業員との課題認識

社長に就任してまず真っ先に着手したのは、中期経営計画

の共有、モチベーションの向上を図ってきました。

の見直しです。当社グループでは以前より 3 カ年の中期経営

5 期連続の増収増益、最高益の達成は、これらの改革の

計画を策定していましたが、実際には成果や課題の検証が不

成果です。特に「PDCA」の「D（Do）」の部分で、従業員

十分なままに毎年ローリングしていました。そこで社長就任

が課題解決を図るための取り組みに注力したところが大き

後の最初の「中期経営計画 2012（2010〜 2012 年度）」か

かったです。同時に、当社グループの成長戦略をご理解いた

らはローリング方式をやめ、戦略がきっちりと実行されている

だきご支援くださった株主・投資家、金融機関をはじめ、す

かをチェックし、問題があればそれに対応したアクションを迅

べてのステークホルダーの皆様に感謝いたします。

速 に 取 るよ うにし まし た。つ まり「PDCA」の 中 の「C
（Check）」と「A（Act）」の機能の拡充を図りました。

A 長期ビジョンを明確化
「PDCA」の「P（Plan）」で は、2014 年、「 長 期ビジョン

2020」を掲げて、長期的視点から当社グループがどうあるべき

38

Question
一層のグローバル化に向けて「海外拠点の拡充」
を加速させています。この点では 2014 年度にど
のような進捗がありましたか。

かというグランドデザインを明確にしました。
「成長の源泉を海外

A 製造と販売の両面でグローバル化を推進

に」
「グローバルトップまたはニッチトップ」というわかりやすい長

2014 年度は韓国にパワトラ商品の販売会社を設立したほ

期ビジョンを掲げることで、実行計画（中期経営計画）が策定し

か、インドのマテハン製造会社、中国のスプロケット製造会社

やすくなり、従業員も戦略履行に向けて動きやすくなります。

を子会社化しました。
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また、自動車部品の中国における第 2 の製造拠点として天
津に新工場を建設するなど、「中期経営計画 2016」の重点

ます。国内外の主要 6 工場における労働生産性の向上率は

2014 年度における目標比で 103％の進捗となっています。
自動車部品事業では、2013 年 2 月、埼玉工場内に新組立

り、グループ総合力を生かしたビジネスの拡大、収益力の強

工場を建設。ものづくり改革活動として、新組立工場におい

化に向けて、製造と販売の両面で海外拠点の拡充を推進しま

て 30％、埼玉工場全体で生産性を15％向上させる活動を展

した（下図をご参照ください）。

開してきました。2014 年度においては既にこの目標を大幅

当社商品のグローバル競争力を強化することで、さらなる
シェアアップを図ります。

つばきグループ早 わかり

課題である、市場ニーズに徹底対応した商品開発やモノづく

に上回る成果を得ています。
マテハン事業では、設計生産性の向上が顕著です。モジュ
ラー・デザイン化や図面の流用促進などの取り組みで「設計

Question
企業文化への転換」
「グループ総合力を生かした
ビジネスの拡大」
「収益力の強化」
「人材の育成
と活用」という 4 つの基本方針があります。中期
経営計画 1 年目の進捗はいかがでしょうか。

度には 63 万円と大きく拡大しました。
「マーケット重視の企業文化への転換」は、世界を「米州」
「欧州」
「中国」
「環インド洋」
「東アジア（日本を含む）」の

5 つの地域に分割、それぞれの市場ニーズに徹底対応した
商品開発とモノづくりを促進し、販売の拡大を図るものです。
中国のコンベヤチェーン、米国ではカムクラッチ、欧州では

A 生産性向上で大きな成果

食品業界向け無給油のラムダチェーンといった現地のニーズ

4 つの基本方針のうち、最も大きな成果が見られたのは

に合致した改良商品が発売されるなど、徐々にその芽が出始

「収益力の強化」です。
チェーン事業では、国内外の主要工場で生産改革活動を
展開中です。

つばきグループの成長メカニズム

「中期経営計画 2016」では、「マーケット重視の

1 工数当たりの売上高」が 2013 年度の 39 万円から2014 年

めています。
「グループ総合力を生かしたビジネスの拡大」では、グルー
プ内でのファシリティーの共有化という点で成果が表れてい
ます。例えば、インドネシアのマテハン工場で工作機械業界

品を探す無駄の大幅削減などで組立ライン数の削減を加速さ

向けのチップコンベヤのフレームを生産し、お客様の最寄り

せるといった生産革新活動を国内外の主要工場で実施してい

の地域で最終組み立てをして納入する体制を構築。今後は

つばきグループの課題 と戦 略

労働生産性を向上させるため、従業員が移動する無駄、部

海外拠点の拡充
マテハン事業

自動車部品事業

Mahindra Tsubaki Conveyor
Systems（インド）

椿本鏈条 ( 天津 ) 第二工場（中国）
中国で 2 つ目となる自動車部品製造拠点を

インドのマテハンシステム製造会社に出

建設。自動車部品のグローバル生産能力

資。マテハンのグローバルビジネスを強化

を強化

チェーン事業

チェーン・精機事業

椿凱動力伝輸機械（石家庄）
（中国）
中国のスプロケット *1 製造会社に出資。グ

韓国椿本（韓国）

ローバル競争力を強化

を設立。東アジア地域でのパワトラ商品販

*1 チェーンの動力を軸に伝えるための歯車

売を強化

パワートランスミッション部品の販売会社
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つばきグループの課題と戦略

CEO インタビュー
ファシリティーの共有化だけでなく、事業部門間での販売・

改革活動を推進するとともに、商品の現地化を加速させま

技術における協働を加速させていきます。

す。欧州では M&A などを通じ、課題解決を図っていきます。

「人材の育成と活用」は時間を要するテーマであり、大き

また、自動車部品事業においては、中国第 2 の製造拠点を

な成果を得るにはまだ時間を要します。現行の海外トレー

設立し、中国での生産能力拡大とコスト競争力の強化に向け

ニー制度や各種の研修制度を地道に展開していくとともに、

ての布石を打ちました。欧州では、英国に続く欧州第 2 の製

工場サイドでは技術交流を通した人材育成を促進していきま

造拠点を設置すべく、2015 年 7 月にチェコに新会社を設立、

す。2014 年度には、海外工場から延べ 112 人のエンジニア・

2017 年の稼働を目指しています。

製造リーダーが来日し、自動車部品のマザー工場である埼玉
工場（自動車部品）や京田辺工場（産業用チェーン）で研修

A 2. 新技術・新商品の開発促進

を受けました。

モノづくり企業としての生命線は何といっても技術と商品。
この 2 つにおける優位性が当社グループのこれまでの成長を
支えてきたといっても過言ではありません。

Question
基本方針ごとに進捗の差こそあれ、「中期経営計
画 2016」の達成に向けて順調な滑り出しのよう
に見受けられます。
「長期ビジョン 2020」で掲げ
たグローバルトップ企業に向けての課題について
お聞かせください。

ローラチェーンではこれまで 10 年に一度のペースで品質・
性能を大きく向上させた新商品を開発してきましたが、2015
年度からはさらに次の世代型の商品を順次市場に投入し、当
社の技術と商品における優位性を不動のものにしていきたい
と考えています。

A 1. 中国と欧州での事業拡大

A 3. 新人事制度の構築

チェーン事業、自動車部品事業に共通する課題として、依

グローバル化と技術・商品における優位性の確立―これ

然としてシェアの低い「中国」と「欧州」における事業の拡
大があります。そのためには、やはり現地生産化を促進する
必要があります。

を支えるのは、人材にほかなりません。

2003 年度にスタートした当社の現人事制度は、リストラで
組織が縮小する中、透明性、納得性を高めることで、従業員

チェーン事業では、中国製造子会社の業績を軌道に乗せる
こと、欧州に製造拠点を持つことが課題です。中国では生産

がチャレンジ精神を存分に発揮できることを狙ったものです。
年功序列を廃止するなど、当時としては先進的な制度でした

長期ビジョン 2020

ターゲット市場で確固たる地位（シェア）を確立し
「グローバルトップ企業」を目指す
売上高

3,000 億円
40
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営業利益率

10%

海外売上高比率

70%

が、グローバル化が急速に進展し、事業が拡大路線にある中

しかし本来、企業の価値は、社会的価値と財務的価値の
総和によって計られるべきものです。モノづくり企業として

そこで 2015 年度からの 2 年間で、人事制度の抜本的な見直

は、まず何よりも他社が真似できないようなオンリーワン商品

しを図ります。女性の活躍推進を含めた「人材の多様化への

を数多く生み出し、お客様には生産性向上や省エネ、社会に

対応」や「ローテーションの柔軟化」などがテーマとなります。

は環境保全などの点で貢献することで社会的価値を向上さ

つばきグループ早 わかり

では、現状にそぐわない点も見受けられるようになりました。

せていく、そのことが財務的価値の一層の拡大につながるの

Question
最後に、企業価値向上の基本的な考え方につい
てお聞かせください。

だと私は考えます。
従って当社グループの技術・商品における優位性を軸に、
グローバルに事業を強化していくという戦略は、社会的価値
と財務的価値、すなわち企業価値の一層の向上に結びつく
ものと確信しています。

売上高や利益が順調に伸長していることに加えて、ROE

りますようお願い申し上げます。

つばきグループの成長メカニズム

A 社会的価値を向上させながら
財務的価値も拡大

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

（自己資本当期純利益率）が 2014 年度には 10.9％に上昇し
ていることでもわかるように当社グループの資本効率は大き

代表取締役会長 兼 最高経営責任者（CEO）

長勇

く向上しています。また、業績の伸長や資本効率の改善に加
えて、2013 年度、2014 年度と 2 期連続で増配を実施した
ことで株価は上昇、当社の財務的価値は着実に拡大してい
るものと認識しています。

つばきグループの課題 と戦 略

5年間の「株主価値」の検証
「中期経営計画 2012（2010 〜 2012 年度）
」以降の 5
年間について株主価値を検証します。
当社グループの当期純利益は 2009 年度の 31 億 75

利益率は 133％となり、2009 年度末に当社株式に投資
していただいた 投 資 家 の 投 資 価 値は、元 の 投 資 額 の

2.33 倍に拡大しています。

百万円から 2014 年度には 141 億 53 百万円と大きく拡大
しました。また、ROE（自己資本当期純利益率）は 2009
年度の 4.0％から 2014 年度には 10.9％へと上昇してい
ます。

当社の株価パフォーマンスと株主総利益率の推移
（2009 年度末を基準とした各年度末の数値）
%
160

一 方、1 株 当 たり配 当 金は、2009 年 度 の 6 円から、

120

2011 年 度 に は 7 円 へ、さらに 2013 年 度 に は 10 円、

80

2014 年度には 16 円と増額しています。

40

「利益拡大」
「資本効率の向上」
「株主還元の拡大」な

29%
20%

0

どを背 景に、当 社の株 価は 2009 年 度 末の 449 円から

–40

09

2014 年度末には 1,001 円へと上昇しました。2009 年度
末から 2014 年度末までの 5 年間で、当社株主の株主総

133%

10

11

12

株主総利益率

n

当社株価のアウトパフォーム率（対機械セクター株価指数）

n

13

14

年度

当社株価のアウトパフォーム率（対日経平均）

n
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つばきグループの課題と戦略

事業セグメント概況
チェーン・精機事業
グローバル展開の加速と
技術・価格競争力の
一層の強化を図ります。
取締役 専務執行役員

松浦 哲文
市場の成長性と業界における当社の特長
自動車、液晶・半導体、工作機械、エネルギー・資源、食
品などの様々な産業領域で使われているチェーンや精機商

今後の課題と成長戦略
中国と欧州における事業拡大
日本や米国で圧倒的 No.1 の市場シェアを獲得している

品の市場は、世界の経済成長とともに拡大し続けています。

チェーン事業が今後さらなる成長を果たすためには、高い経済

特に、各産業の生産性向上、省エネルギー、クリーンなモノ

成長を続ける中国市場にしっかりとしたビジネス基盤を築くこ

づくり環境の構築などに役立つ高付加価値商品分野には高

と、欧州市場においてシェアを伸ばすことが重要です。

い成長性があります。

中国では天津に製造会社を設立して 2013 年度より生産を

当社グループは、技術開発力、カスタマイズ力と豊富な商

開始。立ち上げから間もないことから、営業赤字の状況にあり

品ラインアップを強みに、産業用スチールチェーンの分野で

ますが、顧客訪問件数を増やす一方で、展示会出展や PR 活

は世界シェア 25％を有するトップメーカーです。また精機事

動など認知度向上に向けた取り組み等により、2015 年度に

業では、カムクラッチで 90％、つばきパワーシリンダ ®79％

入って引き合い件数は大幅に増加しました。今後は、市場ニー

の高い国内シェアを獲得しています。

ズに即した仕様の見直しや資材調達の多様化を加速して、価
格競争力の一層の向上につなげていきます。

2014 年度の実績レビュー
チェーン事業は世界のマーケットでおおむね前年度を上回

欧州では、欧州の工業規格に適合させた商品のラインアッ
プを拡充しています。欧州での市場シェアを本格的に向上させ
るためには、現地生産化が不可欠です。当社グループでは、

る業績をあげたことにより、売上高は前年度比 10.6 ％、営

① M&A をはじめ現地メーカーとのアライアンスを図る、②自

業利益は 32.9％の増加となりました。

社工場を立ち上げるなど様々な方法での製造拠点づくりを検討

精機事業は中国で景気減速の影響を受け減収減益となった

しており、2015 年度内には結論を出したいと考えています。

ものの、日本、米州、欧州が堅調に推移したことにより、売上
高は前年度比 4.4％、営業利益は 5.6％の増加となりました。

収益力の強化
京田辺工場では、1）効率的なモノの流れ、2）生産ライン
の集約、コンパクト化、3）一部の商品への一貫生産ライン
導入など、生産改革活動「MIK2018*」を展開中です。この
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チェーン事業
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生産改革活動は、当初 2018 年度までに労働生産性を 30％
引き上げることを目標としてスタートしましたが、達成の目標
年度を 2016 年度へと 2 年前倒ししました。今後は、加工の
高速化につながる最新鋭の設備を積極的に導入するととも
に、新たな加工方法を検討し、熱処理の一部工程を省略する

一方、精機事業については、現在の 3 工場での製造体制

つばきグループの課題 と戦 略

など、一層の生産性向上を図っていきます。
スチール製ケーブルベヤ ® の一貫生産ライン

を 2 工場に集約するとともに、質の高い設備投資を行い、一
層の収益力の強化を図ります。

新商品
ローラチェーンではこれまでほぼ 10 年ごとに、品質・性能
を大幅に向上した新商品を開発してきました。現在、100 周
年モデルとして商品優位性をさらに高めた、次世代ローラ
チェーンの開発に注力しています。その第 1 弾として、2015
年 6 月に従 来 製 品に比 べ 耐 食 性を大 幅に向 上させたコー
ティングチェーン（表面処理チェーン）
「ネプチューン ®」の発

コーティングチェーン「NEP 仕様 ネプチューン ®」

売を開始。下半期には、よりクリーンなモノづくり環境の構築
につながる食品業界向けつばきラムダチェーン ® などの新商
品発売を予定しています。これ以外にも、チェーンの疲労破
壊が少ない強力形チェーン（スーパチェーン）など 100 周年
モデルとして新商品を投入していきます。

* MIK2018 は Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018 の略称です。
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つばきグループの課題と戦略

事業セグメント概況

自動車部品事業
ダントツの世界シェアNo.1を
目指します。

取締役 常務執行役員

鈴木 恭
市場の成長性と業界における当社の特長
自動車エンジンにおいてクランク軸の回転をカム軸に伝

今後の課題と成長戦略
欧州自動車メーカーの攻略

え、吸排気バルブ開閉の正確なタイミングを保つタイミング

当社グループのタイミングチェーンドライブシステムは日

チェーンドライブシステムは、世界の自動車生産台数が順調

本、米国、韓国、欧州など世界の自動車メーカーに採用され

に増加していることに加え、1990 年代以降、システムの素

ていますが、売 上をさらに拡 大し、ダントツの世 界シェア

材がベルトからチェーンへとシフトしたことで、急激に市場が

No.1 となるためには、日本、米国、韓国などに比べると採用

拡大してきました。

比率が低い欧州での大手自動車メーカー攻略が不可欠です。

環境性能向上に直結する技術開発を積極的に推進してき

欧州自動車メーカーの新規開発エンジンでは、サイレント

たことで、当社グループは、米国の競合メーカーと肩を並べ

チェーンの採用が増加傾向にあり、この分野での競争力強化

る世界のトップメーカーとなっています。今後は世界シェアを

が不可欠です。当社グループでは、サイレントチェーンのさら

2014 年の 33％から 2020 年度には 42％まで高める、「ダン

なる性能向上（低伸び・低フリクション）に注力するとともに、

トツの No.1」となることを目指しています。

テンショナ等を含め低フリクションを追求したエンジニアリン
グ力、システム提案力を強化し、受注拡大を図ります。

2014 年度の実績レビュー

中国の現地自動車メーカーへのアプローチ強化

自動車部品事業の売上高は前年度比 10.4％の増加、営業

先進国に比べると高い経済成長が続く中国の自動車市場

利益は 17.8％の増加となりました。営業利益率は 17.8％と前

では、中長期的にローカルの自動車メーカーの存在は一層大

年度比 1.1 ポイント上昇しています。売上増、円安の効果もあ

きくなると予想されます。これに対応するため、当社グルー

りますが、マザー工場である埼玉工場を中心に世界 7 極のグ

プでは上海の製造子会社内にあったエンジニアリング機能を

ローバル製造拠点で展開する生産性向上への取り組みが計画

拡張、2015 年 7 月に技術センターを上海市内に新設しまし

以上の成果をあげたことが、利益率の上昇につながりました。

た。今後はこの技術センターを拠点に、現地自動車メーカー
との関係強化に努め、エンジンの開発段階からプロジェクト
への参入を図ります。
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つばきグループの成長メカニズム

12

年度

タイミングチェーンドライブシステム（左）と低伸び・低フリクションを
追求したサイレントチェーン

グローバル生産拠点の一層の拡充
中国・椿本鏈条（天津）の第 2 工場として新たな自動車部
品の工場を建設し、2015 年 8 月に稼働させました。中国で
は上海に次ぐ 2 番目の製造拠点となります。中国での生産能
力の増強のみならず、これまで日本から輸出していた部品の

的としています。

つばきグループの課題 と戦 略

一部を現地生産することでコスト競争力を強化することを目
技術開発の中枢を担うオートエンジニアリングラボ（埼玉工場）

また欧州においても、英国に次ぐ 2 番目の製造拠点の建設
をスタートさせました。すでにチェコに 41,000 ㎡の敷地を確
保、2017 年の工場稼働を目指しています。英国工場の限定
的な生産余力を補うだけでなく、中国の天津工場同様、部品
生産を現地化することでコスト競争力を強化して、欧州自動
車メーカーの攻略を後押ししていきます。

2015 年 8 月に稼働した椿本鏈条（天津）第二工場（中国）
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つばきグループの課題と戦略

事業セグメント概況

マテハン事業
技術イノベーションと
グローバル展開の加速を
推進していきます。
代表取締役 専務執行役員

藤原 透
市場の成長性と業界における当社の特長
搬送・仕分け、保管システムなどのマテハン（マテリアル

今後の課題と成長戦略
顧客層・事業領域の拡大

ハンドリング）システムの市場は世界の経済発展とともに拡

自動車、鉄鋼など重厚長大産業向けに偏った事業構造を

大しています。一方でメーカー間の価格競争は厳しさを増し

見直し、ライフサイエンス、流通、エンターテイメント向けな

ており、技術力を生かした高度なソリューション提供が生き残

どに顧客層・事業領域を拡大するとともに、技術イノベー

りの条件となっています。

ション主導型の成長を図っていきます。

当社グループは、新聞業界向け巻取紙給紙システムやセ

ライフサイエンス分野では微生物や病理切片などの検体

メントなどの粉粒体搬送システムの特殊分野で高いシェアを

サンプル保管システムが有望商品で、当社が他社に先駆け

獲得、最近ではライフサイエンス分野向けの細胞等の検体

て開発した「つばきラボストッカ ®150L」
（詳細は P15）は、

冷凍保管システムなどの領域で先進的なメーカーとして活躍

超低温での保管技術や高速移載技術への評価が高く、国内

しています。

のみならず海外の大学や研究機関からも引き合いが増加して
います。流通分野の有望商品には「クイックソート ®」や「リ

2014 年度の実績レビュー

ニソート ®」があります。高速、確実な仕分け能力を特長に、

売上は前年度比 14.2％の増加、営業利益は 62.8％の増加

まっているアジアでの需要拡大が期待できます。また、「ジッ

となりました。

プチェーンリフタ ®」
（詳細は P16）は、従来の油圧式昇降リ

日本では流通業界向け、ライフサイエンス向けシステムが

フタに比べて高速昇降と高精度な位置決めが可能であること

好調であったことに加え、固定費の削減、設計生産性の大幅

から舞台演出関係でも好評を博しており、製造ライン以外に

な向上の効果もあって収益力は大きく改善しました。米州では

も用途を拡大中です。

資源エネルギー関連の設備投資不振の影響を受けて減収減
益となりましたが、欧州ではスクラップコンベヤが好調に推
移、増収増益を達成しました。

46

特に人件費の高騰が著しく省力化・省人化へのニーズが高
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安定した仕分けを実現するクイックソート ®

グローバル展開の加速
2010 年にはカーベルシュレップ社、2012 年にはスクラッ
プコンベヤ・チップコンベヤの世界的大手メイフラン・ホー
ルディングスグループを買収したことでマテハン事業グルー
プのグローバル供給能力は大きく拡大しました。そして 2014

コンベヤのグローバル・サプライヤーとしての認定を受けま
した。当社グループでは、グループ内の生産ファシリティー

つばきグループの課題 と戦 略

年には、当社グループは大手工作機械メーカーからチップ
世 界 中の種 子を低 温 低 湿 環 境 下で 永 久 保 管 する、農 業 生 物 資 源
ジーンバンクに採用されたつばきラボストッカ ®

の相互活用を促進して、同一品質・同一価格商品のジャスト
インタイムでの供給力を高めるとともに、コスト競争力を一層
強化することで、チップコンベヤビジネスのグローバル展開
を加 速していきます。また、モジュールやシステムはもち
ろん、チェーン・精機商品などのパーツ、デバイスを含めて
一括提供できるつばきグループの強みを活かし、グローバル
競争力を強化していきます。

グローバル展開を加速するチップコンベヤ
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