つばきグループの

グローバルトップ

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、

「中期経営計画 2012」基本方針

その取り組みと成長戦略について

1

モノづくり企業としての基盤強化

ご説明します。

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
リーマンショックの影響などにより、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、生産改革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
求した新商品開発を強化。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
図りました。

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

企業を目指して

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
それぞれの市場ニーズに基づいた新商品開発と生産を迅

の 先（2020 年 ）のあるべき姿を見 据えたグランドデザ

速に行うことで、一層のグローバル化を推進していきま

イン。各ターゲット市場において、確固たる地位（シェア）

す。2 つ目は、「グループ総合力を生かしたビジネスの拡

を確立することで、「連結売上高 3,000 億円、営業利益率

大」。事業ごとの縦割り組織に横串を通すことで、シナ

10%、海外売上高比率 70%」のグローバルトップ企業を

ジー効 果の極 大 化を図ります。3 つ目は、「 収 益 力の強

目指します。このグランドデザインに基づき、その実行計画

化」。世界最適地生産を推進するとともに、生産設備や生

となる「 中 期 経 営 計 画 2016（ 以 下、中 計 2016）」が

産技術の革新により、一層の生産効率の向上と環境負荷

2014 年度にスタートしました。

の低減を目指します。4つ目の「人材の育成と活用」では、

中計 2016 における基本方針は、4 つ。1 つ目は、「マー

若手社員、グローバル人材の育成、女性社員の活躍推進

ケット重視の企業文化への転換」。世界を米州、欧州、環

など、誰もが能力を発揮できる、働きがいのある職場環境

インド洋、中国、東アジア（日本を含む）の 5 地域に分け、

づくりを目指します。

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

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
2,200 億円

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

2,039億円

53.2%

54.0%

54.5%

173 億円

214 億円

215 億円

（目標）

2,060 億円

70.0%

220 億円
（目標）
208 億円

300 億円

43.6%

125 億円
12

13

14

15

16

予想

20

目標

年度
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つばきグループの課題と戦略

COO インタビュー

長期ビジョン実現に向けての
戦略は順調に進捗。
つばきグループの
総合力を発揮することで、
企業価値を高めていきます。

代表取締役社長 兼 COO

大原 靖

Question

COO 就 任 後 初 の 決 算となった 2015 年 度につ い
て、その成果を総括してください。

は 6 期連続の増収、営業利益も 2 期連続で過去最高を更新し
ました。
グローバル展開を積極的に進めている中で、減価償却費
を中心に固定費の負担は増えていますが、生産性向上等に

A 事業環境の悪化を吸収し、

営業利益は2期連続で最高水準を更新

伴う原価低減効果などにより、収益基盤を確実に強化してい
ます。

2015 年度は、中国景気の急減速や下半期以降の急激な
為替変動など、事業環境が悪化する中で、当社の連結業績

2015年度連結決算ハイライト
2014 年度

2015 年度

前年度比

196,738

203,976

+3.7%

営業利益

21,427

21,570

+0.7%

親会社株主に帰属する当期純利益

14,153

12,766

–9.8%

16 円

20 円

+4 円

自己資本比率

54.3%

55.9%

+1.6 ポイント

ネットD/Eレシオ

0.07 倍

0.06 倍

0.01 ポイント改善

連結経営成績（百万円）
売上高

1 株当たり配当金
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着実に進展

Question

つばきグループ早わかり

A グローバルベースでの顧客開拓は

2015 年度は、中国のチェーン製造子会社に関わる

2015 年度の海外売上高比率は、前年度比 0.5 ポイント上
昇し、54.5％となりました。

減損処理を実施し、「親会社株主に帰属する当期純
利益」は減益となりました。同社の今後の見通しは

自動車部品事業では、新規エンジンへの当社製タイミング

いかがでしょうか。

チェーンドライブシステムの採用がグローバルに増加してい

A 製品品質が大幅に向上、

ます。
また、チェーン事業では、積極的に取り組んできた環インド
洋地域における港湾、鉄鋼、パームオイルなど 8 つの業界向
けの売上が高い伸びとなりました。精機事業でも、重点課題

大きく上回りました。

グローバル展開を加速する当社グループにとって、中国と
欧州は強化すべき重要市場です。
製造子会社「椿本鏈条（天津）有限公司（以下、TCT）」は、

つばきグループの成長メカニズム

としていた米州におけるカムクラッチの販売拡大が、目標を

アジアへの輸出拡大で業績回復に道筋

2012 年に中国市場向けコンベヤチェーンの製造・販売を目
的として設立しました。一から工場を立ち上げたこともあり、

A 子会社統合効果を徐々に発揮
また、かつて M&A により買収し連結子会社化した企業のう
ち、カーベルシュレップ社（2010 年連結子会社化）の業績が

価格と品質の競争力強化に時間を要したことに加えて、中国
の景気が大きく減速し、3 年連続での赤字を余儀なくされたこ
とが、減損処理の背景です。

大きく伸長したことも 2015 年度の大きな成果のひとつです。

しかし、生産改善に取り組んだ結果、TCT の製品品質、価

買収からしばらくは同社の業績は低迷していましたが、その

格競争力は大きく向上・安定してきました。2016 年度から、

後、生産・販売の両面における統合効果が着実に業績に反映

この TCT で製造したコンベヤチェーンの環インド洋を中心とし

されてきたと考えます。

た周辺国への輸出を開始します。また、TCT では、産業用
つばきグループの課題と戦略

チェーンのみならず自動車部品の製造工場が稼働し、2017
年度から量産体制に入る予定です。
以上の取り組みから、TCT の早期黒字化を図ります。

海外拠点の拡充（2015年度の成果）
自動車部品事業

自動車部品事業

製造子会社設立（チェコ）

新工場稼働（中国 · 天津）

自動車部品のグローバル生産能

自動車部品のグローバル生

力強化

産能力強化
チェーン・精機事業

自動車部品事業

駐在員事務所開設
（フィリピン）

エンジニアリング事務所開設

マーケティング強化

（ドイツ）
欧州自動車メーカー向け
エンジニアリング力強化

マテハン事業
チェーン・精機事業

販売子会社設立（ベトナム）

新工場竣工（インドネシア）
マテハン製造拠点の確立

パワトラ商品の販売強化
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つばきグループの課題と戦略

COO インタビュー

Question

Question

中国と並ぶ重点攻略地域である欧州のチェーン製

2016 年度は「中期経営計画 2016」の最終年度と

造拠点構築に進展はあるのでしょうか。

なりますが、見通しならびに戦略的な変更点があれ

A 需要の伸びる小形コンベヤチェーンビジネ

スを拡大すべく現地製造拠点を確保

ばお聞かせください。

A 長期ビジョンの実現に向けての戦略は

順調に進捗

当社は、産業用チェーンで世界トップメーカーですが、さら
なる成長を目指す上で、他の地域に比べるとシェアの低い欧

2016 年度の数値目標として当初は連結売上高 2,200 億

州市場を開拓していくことが課題のひとつでした。受注生産

円、営業利益 220 億円を掲げていましたが、昨今の世界経済

品であるコンベヤチェーンの販売拡大には、顧客の要求仕様

の 減 速と円 高を考 慮し、2016 年 度 の 業 績 予 想は 売 上 高

に対して、短納期かつ低コストで対応するための現地生産が

2,060 億円、営業利益 208 億円としました。

不可欠です。その現地製造拠点構築に向けて、当社グルー

しかし、2020 年度の数値目標である「連結売上高 3,000

プは自社工場の建設、M&A、現地メーカーとの OEM 契約な

億円、営業利益率 10％、海外売上高比率 70％」という長期

ど様々な角度で検討を重ねてきました。

ビジョンについては不変です。その達成に向けた行動計画で

時間はかかりましたが、2016 年 5 月に、イタリアの産業用

ある「中期経営計画 2016」の 4 つの基本方針（①マーケット

チェーンメーカーとのアライアンス契約を締結するに至りまし

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

た。同社向けに当社が技術支援を行うことで、同社は、つば

ネスの拡大、③収益力の強化、④人材の育成と活用）に基づ

きブランドでの小形コンベヤチェーンの OEM 製造を 2017 年

く課題は、順調に進捗していると評価しています。

から開始する予定です。

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
数値目標
連結売上高

3,000 億円
44
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営業利益率

10%

海外売上高比率

70%

報を共有し、シナジーを創出していくことは、当社グループの

的確にとらえた新商品・新サービスの開発を強化。2017 年

つばきグループ早わかり

①については、４つの事業セグメントでマーケットニーズを

さらなる発展のために必要不可欠であると考えています。

の創業 100 周年に向けた新商品を順次発売していきます。ま

「One Tsubaki」をキーワードに、当社グループの総合力

た、③の収益力の強化の面では、チェーン、自動車部品、マ

発揮を強化し、社会の信頼、期待に応え続けるとともに、企

テハンの 3 事業において世界最適地生産を進めるとともに、

業価値向上を加速していくことが COO としての私の使命だ

精機事業では国内 3 工場を 2 工場に再編、最新設備の導入と

と考えています。

相まって大幅な生産性向上をねらっています。さらに、④の人

ステークホルダーの皆様には引き続きご支援を賜りますよ

材の育成と活用については、2016年度から「雇用の多様化」

うお願い申し上げます。

と「従業員の働きがい向上」を実現する新たな人事制度を順
次導入していきます。
つばきグループの成長メカニズム

A 総合力発揮の強化が今後の課題
進捗の点でやや物足りないと考えているのは、②のグルー
プ総合力を生かしたビジネスの拡大です。つばきグループの
持ち味は、ひとつの企業体で、様々な機械部品、ユニットか
らシステムまでを総合的に提供できるという点です。事業セ
グメント間で壁を作ることなく、顧客ニーズの把握や技術開発
情報、さらには生産現場の安全性の確保に至るまで様々な情

代表取締役社長 兼 COO

大原 靖

つばきグループの課題と戦略

成長投資と財務基盤強化の両立
つ ば き グ ル ー プ は、「 長 期 ビ ジョン

設備投資額／純有利子負債／ネットD/Eレシオの推移

2020」の実現に向けて、グローバル競争

億円

力 強 化のための成 長 投 資を続けるととも

200

に、財務基盤のさらなる強化にも注力して
います。

2015 年度は、前年度比 52 億円増となる

へと減少しました。この結果、ネット D/E レ
シオは、前年度末から 0.01 ポイント改善の

0.20

0.17
139

100

50

163

0.15

150

156 億円の設備投資を実施した一方、純有
利子負債は前年度末の 95 億円から 83 億円

倍

134

0.16
118

156

152

0.15

0.13
113

95
58

104

95

0.07

0.10

83
0.06

0.05

0

0

10

11

12

13

0.06 倍となり、財務基盤をさらに強固なも

n設備投資額（左軸） n純有利子負債（左軸）

のにしています。

各数値は億円未満を切り捨てています。

n

14

15

年度

ネットD/Eレシオ（右軸）
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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
高付加価値商品の開発により、
グローバルでの
事業拡大を図ります。

取締役 専務執行役員

松浦 哲文
OUR NUMBER

チェーン事業

売上高構成比率（2015 年度）

30.6％

OUR NUMBER

売上成長性（過去 5 年間）

年平均

5.8％

収益性（2015 年度の営業利益率）

9.6％

精機事業

売上高構成比率（2015 年度）

10.6％

売上成長性（過去 5 年間）

年平均

1.8％

収益性（2015 年度の営業利益率）

11.0％

業績・事業環境レビュー

組んでいる生産改革活動「MIK2018*」を他の工場や子会

国内市場が成熟する中で、チェーン事業および精機事業

たします。

ではグローバル展開を加速させるとともに、顧客の生産性向
上、省エネルギーやクリーンなモノづくり環境構築に役立つ

社にも水平展開。生産性向上により営業利益率の向上を果

* MIK2018 は Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018 の略

高付加価値商品を開発・提供することで事業を拡大していま
す。産業用スチールチェーンの分野において、当社は世界
シェア26％を有するトップメーカ―です。また精機事業では、
カムクラッチ、パワーシリンダ、ウォーム減速機の特定領域
において確固たる地位を築き上げています。

2010 年度から 2015 年度の間で、チェーン事業は、売上

46

今後の課題と成長戦略
商品戦略―新技術・新商品の投入
チェーン事業では、2017 年の創業 100 周年に向けて、付
加 価 値を一 層 高めた新 商 品の発 売を加 速させています。

が 1.3 倍、営業利益が 2.2 倍、精機事業は売上が 1.1 倍、営

2015 年度においては、耐食性（防錆性）と耐薬品性という

業利益が 1.2 倍となりました。両事業とも 2015 年度は、中

相 反 する 2 つ の 性 能を両 立させ たコーティングチェーン

国の景気減速の影響により同地域子会社の業績が悪化しま

「NEP 仕様 ネプチューン ®」の発売や、摩耗寿命を倍増させ

したが、中国以外での業績伸長でこれをカバーすることがで

た無給油 *「ラムダチェーン ®」のモデルチェンジを実施、お

きました。またチェーン事業においては、京田辺工場で取り

客様から高い評価をいただいています。また 2016 年 6 月に
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業績推移と予想

精機事業

億円

%

800

600

12

558

9.6

620

%

400

6.7

200

9

300

6

200

3

100

61

50

37

0

0

13

14

n売上高（左軸） n営業利益（左軸）

n

15

営業利益率（右軸）

63
16

予想

年度

は、潤滑油自体を自社開発し、摩耗寿命を前世代に比べ 1.2
倍に向上させた RS

® ローラチェーン「

12

11.0
8.6

225

216

9

222

219

6

3

13
n売上高（左軸） n営業利益（左軸）
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つばきグループの成長メカニズム
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チェーン事業

0
年度

この課題を解消するため、国内 3 工場を 2 工場体制へと再

G8」や最大許容張力

編するプロジェクトが進行中です。これにより設備稼働率を

を 1.2 倍、摩 耗 寿 命を 2 倍 に 向 上 させ た「 強 力ドラ イブ

引き上げるとともに、最新鋭の機械設備の導入を進めること

チェーン」の販売を開始しました。

で生産性を向上、価格競争力の一層の強化を実現します。

* 特殊含油ブシュの採用で給油を不要にしたドライブチェーン。クリーンな生
産現場を必要とする食品業界などで用いられる。

つばきグループの課題と戦略

世界最適地生産（GOP）の推進を
継続（チェーン事業）
チェーン事業では、2012 年に天津に製造会社を設立し
コンベヤチェーンの現地生産を行っています。ここにきて、
同子会社での製品品質、価格競争力が格段に向上・安定し
てきたこともあり、今後は、環インド洋地域で需要が高まりを
見 せ て いる港 湾 や パ ー ムオイル 業 界 向 け 大 形コンベ ヤ
チェーンの輸出を拡大していきます。
一方欧州では、イタリアのチェーンメーカーとのアライアン
スよって、2017 年 から、つばきブランドの 小 形コンベ ヤ
チェーンの生産を開始することとなりました。長年課題として

強力ドライブチェーン

いた欧州での現地生産がようやく実現することで、今後、業
種・顧客ごとの細かな要求仕様に対してタイムリーに応えて
いくことが可能となることから、欧州市場での販売拡大を図
ります。

工場再編による生産改善（精機事業）
精機事業では、新商品開発の加速に加えて、老朽化した設
備を更新し、生産性を高めていくことが課題のひとつでした。
工場再編の一環としてリニューアルした、
（株）ツバキ E&M（精
機事業）の技術棟
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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
市場での存在感をさらに高め、
ダントツの世界シェアNo.1を
目指します。
取締役 専務執行役員

鈴木 恭
OUR NUMBER
売上高構成比率（2015 年度）

36.0％

売上成長性（過去 5 年間）

年平均

11.2％

業績・事業環境レビュー

収益性（2015 年度の営業利益率）

16.7％

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
チェーンの採用が増加傾向にあり、この分野での製品競争力

世界の自動車生産台数の増加に加え、1990 年以降は自

を一層高めるべく、性能（耐摩耗性・低フリクション）を大き

動 車 エンジンのタイミングドライブシステムがベルトから

く向上させた新商品の開発を加速させています。また、テン

チェーンにシフトする動きが加速。このような状況の中で当

ショナ等を含めたシステム全体のエンジニアリング力の一層

社は、環境性能向上に直結する技術開発力を武器に市場で

の強化を図っていきます。

の存在感を徐々に高め、今日ではタイミングチェーンドライブ

中国では、排ガス規制の強化に伴う自動車メーカーの新型

システムにおいて世界シェア 35 ％を誇る世界のトップメー

エンジンの開発が急速に進んでいます。当社では 2015 年に

カーへと成長してきました。

強化した上海のエンジニアリング拠点を軸に、現地自動車

2010 年度から2015 年度の間で当セグメントの売上は 1.7

メーカーとの関係を強化し受注拡大を実現していきます。

倍、営業利益は 2.3 倍と大きく伸長、当社グループの成長を
力強く牽引しています。

非タイミングビジネスの拡大
当社はタイミングチェーンドライブシステム以外に、四輪

今後の課題と成長戦略
欧州および中国メーカー攻略の継続

チェーンの開発と売上の拡大に注力しています。
同製品分野では当社は後発メーカーであるために、現状

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

の世界シェアは 10 ％未満と低位にありますが、当社製品の

2020 年には 42％にまで高め、「ダントツの世界 No.1」とな

品質がトランスファーケースメーカーから高く評価され、受注

ることを目指しています。マーケティング面では、欧州と中国

拡大が続いています。

を重点攻略地域としています。
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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
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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

当社グループでは、そのグローバルな生産体制を生かし
て、パワードライブチェーンの売上拡大を図り、タイミング
チェーンドライブシステムに次ぐ第 2 の柱商品へと育ててい
く考えです。
* 四輪駆動車に搭載されるドライブシャフトを介して、エンジン出力を前後の軸
に分配するための装置

自動車部品事業では 2020 年度に売上高 1,000 億円を目
標としています。その目標に向けて、新規案件の獲得は順調

つばきグループの課題と戦略

グローバル生産体制の一層の強化
トランスファーケースとパワードライブチェーン

に推移しており、グローバルでの生産体制を着実に整備・強
化していくことが次の課題となります。

2015 年度は、上海に続く中国第 2 の製造拠点として、天
津に自動車部品工場を新設、生産を開始しました。

2016 年度は、世界 8 極目 * の製造拠点となるチェコの新工
場建設に着工しています（2017 年生産開始予定）。
また日本では、埼玉工場、京田辺工場に次ぐ第 3 の製造
拠点として、兵庫工場での自動車部品の製造を決定。工場
の改修・生産設備の搬入などを進めていきます。
さらに、米国、韓国においても、工場を拡張し生産能力を
増強していく予定です。

中国における自動車部品第 2 の製造拠点、天津工場

* 日本、米国、英国、タイ、中国（上海、天津）、韓国、メキシコに次ぐ 8 極目
の製造拠点となる予定
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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
コスト競争力を強化し、
収益力の強化に
注力していきます。
取締役 専務執行役員

春名 秀昭
OUR NUMBER
売上高構成比率（2015 年度）

21.6％

売上成長性（過去 5 年間）

年平均

11.0％

業績・事業環境レビュー

2.6％

けて大幅な減収減益となりました。スクラップコンベヤ需要
の早期回復が期待できない中で、当社は、比較的需要が安

海外 M&A を実施した影響等により、2010 年度から 2015

定している工作機械向けチップコンベヤの生産体制をグロー

年度の間で売上高は 1.7 倍と大きく拡大しました。しかし、営

バルベースで見直し、コスト競争力を強化することで、収益

業利益率は 0.8 ％（2010 年度）から 4.3 ％（2014 年度）の

性を引き上げていきます。具体的には、最新鋭の生産設備の

低いレンジ内での推移にとどまっています。

整ったスロバキア工場、および 2016 年 4 月に稼働したインド

景気の波や大型案件の有無によって年度ごとの売上変動

ネシアのマテハン新工場において、チップコンベヤの共通部

幅が大きく、価格競争も厳しいという事業特性がある中で、

品の生産を開始しました。これらの取り組みにより、欧州・メ

収益力を強化しながら、いかに持続的な成長を果たしていく

イフラン事業のコスト競争力を強化させ収益性を引き上げて

かが最大の課題となっています。

いきます。

今後の課題と成長戦略
欧州・メイフラン事業立て直し
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収益性（2015 年度の営業利益率）

収益力の強化施策
設計生産性の改善、顧客業界ごとの経営管理方式の導入
などの取り組みにより、収益力の着実な強化を図ってきまし

当社は 2012 年に、スクラップコンベヤおよびチップコンベ

た。今後はこれらの取り組みを継続していくとともに、自動化

ヤの世界的大手であるメイフラン・ホールディングスグルー

システムを増やし据え付け現場での工期短縮を図る、いわゆ

プ傘下の全事業を取得しましたが、2015 年度は、欧州にお

る「置きポン化」を加速することによって、見積もり採算性と

けるメイフラン事業がスクラップコンベヤの需要低迷等を受

納入採算性のブレを最小限に抑えていきます。
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つばきグループの成長メカニズム
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–150℃の超低温下で 5 万本のサンプルを保管するつばきラボストッカ ®

商品力の一層の強化
当社グループでは、コスト競争力の強化と並行して、価格
競争に巻き込まれにくいオンリーワン商品の開発に積極的に
取り組んでいます。
その代表例として挙げられるのが、2 年前に開発したライフ
サイエンス分野向けの全自動冷凍保管庫「つばきラボストッ
カ ®」です。超低温での保管技術や高速移載技術において大

つばきグループの課題と戦略

学や研究機関から高い評価を受け、日本国内で着々と納入
実績を積み重ねてきました。
大型新薬の開発や再生医療へのニーズが高まりを見せる

豊富な納入実績を誇る、新聞印刷工場向け給紙 AGV

中、細胞の超低温保管システムの市場は中長期的に高い成
長が見込める分野です。当社グループでは、新商品の開発
をさらに加速し、日本市場での納入実績を積み重ねていくと
ともに、今後は、マーケット規模の大きい欧米での事業展開
を加速していきたいと考えています。
また、新聞印刷工場における輪転機への給紙 AGV でも新
商品を開発中です。当社グループは、同設備では 80％近い
国内シェアを有していますが、過去に納入した旧世代のシス
テムが、今後相次いで取り替えの時期を迎えます。これを受
けて当社では、操作性を一層高めつつ、旧世代とも共存可
能な次世代の AGV を開発しており、新商品の性能上の優位
性を武器に、取り替え需要を着実に拾い上げていきたいと考

稼働を開始したインドネシア（PT. Tsubaki Indonesia Manufacturing）
のマテハン新工場

えています。
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