つばきグループの事業戦略

チェーン事業
市場ニーズに基づいた商品戦略と生産性向上を

ベースに、グローバルシェアの拡大を図ります。

業績および事業環境のレビュー

今後の課題と成長戦略

動力伝動やモノの搬送に不可欠ともいえるチェーンの市場
は、世界の経済成長とともに拡大してきました。当社は、1917

ドライブチェーンの世界展開を加速

年の創業以来磨き続けてきた技術・ノウハウで、摩耗寿命や

すでにグローバルで多くの顧客企業から高い支持を獲得し

強度、伝動効率などの品質面において、世界でも有数の企業

ているドライブチェーンの領域では、
「ドライブチェーン G8 シ

から信頼される絶対的な優位性を確立し、産業用スチール

リーズ」の品質・性能面での優位性を武器に、グローバル市

チェーンでは世界シェア No.1（当社調べ）を誇っています。

場での一層の売上拡大を図っていきます。

2017 年度までの 5 年間で、チェーン事業の売上高は年平均
6.0％のペースで拡大。特に 2017 年度においては、当社が最も

コンベヤチェーンを中心とした

競争力を持つドライブチェーンの分野で、摩耗寿命や疲労強

欧州市場でのシェア拡大へ

度、環境性能などを高めた「ドライブチェーン G8 シリーズ」の

チェーン事業の最優先課題は、コンベヤチェーンのグローバ

販売を世界市場で展開し、好調な売れ行きとなったこともあ

ルシェア向上です。当社はドライブチェーン同様、コンベヤ

り、チェーン事業の売上高は前年度比 11.1％増と大きな伸びと

チェーンにおいても、品質や性能面での優位性を確立してはい

なりました。一方、営業利益率は 2013 年度の 6.7％から 4 年

ますが、コンベヤチェーンは顧客企業ごとに異なるニーズへの

連続で上昇し、2017 年度には 12.6％に達しました。この利益

対応が求められるケースが多く、ターゲットとする市場に近い

率の著しい上昇の背景には、増産効果に加えて、コンパクト生

ところに製造拠点を持たなければ、納期やコストの面で不利益

産体制の構築をコンセプトに2014年度から5ヵ年計画でスター

が生じます。当社の市場シェアが日本を含むアジアや北米にお

トさせた生産改革活動「MIK2018 」による生産性の向上があ

いて比較的高いのは、現地に近いところに製造拠点を有してい

ります。また、2012 年度に設立した中国・天津の子会社の生

ることも大きな要因のひとつとなっており、シェアがまだ低い欧

産がようやく軌道に乗り、収益性が改善してきたことも営業利

州市場で確固たる地位を確立するためには、現地製造拠点を

益率上昇の一因となりました。

保有することが必要不可欠であると考えています。

*

*「Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018」の略称

この欧州における製造拠点を、M&Aによって獲得するのか、
自社で工場を建設するのかはまだ検討中ですが、早急に結論
を出して欧州市場のシェア拡大を加速させていきます。

ニッチトップ商品の一層の強化と育成
ケーブルベヤ ®（ケーブル・ホース支持案内装置）の領域に
おいては、当社は世界第2位の地位にありますが、1位メーカー
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とのグローバルでの売上規模には開きがあり、その差を埋める
ことは極めて困難です。
しかし、当社はミニバンなどのパワースライドドアで使われる
ケーブルベヤにおいては、日本、米国、ドイツなどほぼ全世界の
自動車メーカー向けに納入しており、納入実績や商品開発力に
おいて優位性を保持しています。まずは、この特定分野における
ニッチトップの座をより強固なものにしていきたいと考えています。
また、半導体製造などのクリーンな製造環境の保持に有益
なクリーンベヤ ® やフラットベヤ ® といった商品領域でも、当社
は競争優位にあると考えています。こうした商品を着実にニッ

パワースライドドア用ケーブルベヤグローバル会議

チトップ商品に育成していくことが、チェーン事業の持続的成
長力の強化につながります。

生産性の一層の向上
先に述べた生産改革活動「MIK2018」は、2018 年度に、生
産性を 2013 年度比で 30％向上させることを目標としています。
成形（プレス）ゾーン、組立ゾーンなどの工程ごとに合計25テー

チェーン事業 業績推移と予想
億円

%

800
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マの改革を掲げ、その 8 割が当初の計画通りの成果を挙げたこ
とで、2017 年度までに生産性は 20％向上しています。残りの
テーマを着実に達成し、30％の生産性向上という成果を確か
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チェーン事業では、以上のような戦略を着実に履行すること
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400

、営業利益（93 億円）の実現に向けて全力を挙げ
（781 億円）
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8.1
7.1

ていきます。また、2020 年度のその先も、長期的に成長を持
続させるための追加的施策として、パワースライドドア用のケー
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なものにしていきます。
により、
「中期経営計画 2020」で掲げた 2020 年度の売上高
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ブルベヤ以外の車載新商品の開発にも着手していきたいと考
えています。
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つばきグループの事業戦略

精機事業
海外市場開拓と新商品開発を加速するとともに、
長期的な視点で技術基盤を強化していきます。

業績および事業環境のレビュー

場として、すでに日本国内で優位性を確立しているカムクラッ
チやパワーシリンダを中心に販売拡大を推進していきます。

減速機、直線作動機、クラッチなどの精機商品の市場は、
世界経済の成長とともに順調に拡大しています。当社は、電動

モジュール商品の拡大

シリンダ（直線作動機）やカムクラッチにおける国内トップメー

モジュール商品とは、つばきグループが持つさまざまな「動

カーです。また、減速機では、省スペース化に有益な直交軸タ

かす」技術・商品を組み合わせたユニットです。例えば、電動

イプやウォーム減速機が高い技術評価を得ています。

リフタ、ピンギヤドライブユニット®、減速機を組み合わせること

2017 年度までの 5 年間で、精機事業の売上高は年平均

によって、昇降、回転、反転といった 3 つの機能をお客様に一

4.2% のペースで拡大しました。特に 2017 年度の売上高は、

括して提供することができます。2018 年には、ジップチェーン

前年度比 12.0% 増と大きな伸びとなりました。これは、中国な

を使用したつばき独自の駆動方式を持つ高速電動リフタ「ジッ

どにおける液晶・半導体業界の旺盛な設備投資に支えられて、

プマスタ TM」を発売しました。また、モジュール ･モーション営

製造設備や搬送設備向けの減速機が販売を伸ばしたことや、

業部を新設し、国内市場におけるモジュール商品の販売拡大

工作機械向けのパワーロック ®、カップリングといった締結具、

に努めています。

軸継手の販売が好調だったことが主な要因です。なお、2017

当社の豊富な製品ラインアップを用途に応じて組み合わせて、

年度からタイのクラッチ製造子会社を新たな連結対象としたこ

お客様の要望に応えるソリューションを提供することは、単に商

とも、2017 年度の大幅増収の一因となっています。これらの増

品単体の販売増につながるだけでなく、当社ビジネスの高付加

収に加え、2016 年度に実施した国内工場再編の効果などに

価値化にもつながると期待しています。

よって、2017 年度の営業利益率は 12.7％と過去 5 年間で最高
の水準となりました。

車載商品の販売拡大
2017 年度から連結となったタイのクラッチ製造子会社では、

今後の課題と成長戦略

自動二輪車向けのセルフスタートシステム用クラッチの製造を
行っており、インドやベトナムといったアジア地域へも輸出して
います。当社は、自動二輪車用スタータクラッチの市場ではグ

海外市場での販売拡大
当社グループの連結ベースにおける 2017 年度の海外売上高

54

ローバルシェア23%（当社調べ）と確固たる地位を築き上げて
おり、順調に業績拡大を続けています。

比率は 55.5% となっていますが、精機事業の海外売上高比率

今後は、四輪車に搭載されるクラッチなどの動力伝動部品

は約 27% と未だ低い水準にあります。精機事業が持続的に成

の開拓にも挑戦すべく、自動車部品事業と共同で、グローバル

長するためには、海外での販売拡大が必要であると認識してお

なマーケティングを展開していきます。精機事業にとっては新

り、まず日本以外の東アジア、中国、環インド洋をターゲット市

市場への挑戦となりますが、産業用クラッチや自動二輪車用ク
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ラッチにおける豊富な実績と、これまでつばきグループが築き
上げてきた自動車メーカーからの高い信頼をベースに、長期的
な視点で挑戦していきたいと考えています。

生産性の向上とグローバル最適地生産
国内では、精機事業の 3 つの製造拠点を 2 つに集約する工
場再編を 2016 年度に完了させました。これにより、2018 年度
までに生産性を 30% 改善することを目標としていましたが、好
調な受注環境のもと、増産への対応に追われたことにより、生
産性改善の進捗はやや遅れ気味になっています。モノの流れや
製造レイアウトの見直しなど一つひとつのテーマに着実に取り

韓国最大の機械総合展示会「韓国機械展」に初出展

組むことで、生産性の改善を加速させたいと考えています。
また、グローバル最適地生産の実現を図るため、生産品目
ごとに見直しを行い、コスト競争力を強化していきます。

長期的視点での技術基盤の強化
精機商品の競争力向上には、技術革新を継続的に行ってい

精機事業 業績推移と予想
億円

%
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くことが不可欠です。現在の好調な受注環境に安閑とすること
なく、ギヤやネジなど、精機商品のコア技術の再強化を図りま
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つばきグループの事業戦略

自動車部品事業
技術優位性を一層強固なものにし、

ダントツの「世界 No.1」を目指していきます。

業績および事業環境のレビュー

今後の課題と成長戦略

自動車業界は、高出力を維持しながら環境性能を向上させ
るため、コンパクトで軽量なエンジンの開発が主流となってい

受注は極めて好調に推移

ます。当社では、主力商品であるタイミングチェーンドライブシ

環境性能面での技術優位性や品質の高さが自動車メーカー

ステムにおいて、耐摩耗性やフリクションの低減などに優れた

から高く評価されていることで、当社のタイミングチェーンドラ

新商品を開発し、今日では、同商品において世界シェア 37％

イブシステムの新規採用案件は着実に増加しています。2017

（当社調べ）を誇るトップメーカーに成長しました。

年度においては、特にアメリカと韓国で、ライバルメーカーを抑

自動車部品事業は、2017 年度までの 5 年間で、売上高を年

えて当社の製品が採用されるケースが増加しました。また、中

平均 10.0％のペースで拡大し、当社グループ最大の事業セグ

国、日本、タイにおいても、ほぼ予定通りの受注を獲得しまし

メントとなりました。

た。以上の結果、
「中期経営計画 2020」の最終年度である

なお、2017 年度については増収ではあったものの、営業利益
は前年度比で 17.2％減少し、営業利益率は 12.9％へと低下し
ました。拡大し続ける受注に対応すべく国内外で設備投資を

2020 年度における売上高目標（1,000 億円）は、ほぼ達成で
きる目途が立ったと考えています。
その 1,000 億円の売上規模に対応できるように設備投資を

行っているため、減価償却費の負担が増えていることに加えて、

拡大していることなどから、当面は減価償却費や立ち上げ費用

新工場の立ち上げに伴って一過性の費用が発生したり、固定

などの負担が先行し利益率が低下していきますが、増産が進む

費の負担が売上に先行していることが主な要因です。また、鋼

につれて上昇へと転じる見込みです。

材価格が上昇したことや、中国生産分の一部の案件において価
格競争の影響を受けたことも利益率低下の一因となりました。

当社のシェア拡大に「2 つの追い風」
欧州では、ディーゼル車の排ガス不正問題が発覚して以降、
ディーゼル車の販売台数が激減し、ハイブリッド車など低燃費
のガソリン車へと需要がシフトする動きが顕著となっています。
これを受けて、欧州自動車メーカーの間でも、1,000 〜 1,500
㏄クラスのガソリン車で環境性能に優れたエンジンの開発が活
発化しています。当社は、この排気量向けの製品を得意として
いることから、欧州におけるシェアを拡大する好機になるととら
えています。
また、中国においても、国の環境規制が厳しくなったことを受
けて、中国メーカーの間で環境性能に優れた新型エンジンを開
発する動きが加速しており、当社への引き合いは増加しています。

56

TSUBAKI CORPORATE REPORT 2018

つばきグループの概要

つばきグループの成長基盤

つばきグループの

ESG 経営への取り組み

つばきグループの事業戦略

財務・補足情報

鈴木 恭
取締役 専務執行役員
自動車部品事業統括

当社では、強化すべき重要市場である欧州と中国での動き
を着実にとらえて、顧客ニーズに合致する商品開発を加速する
とともに、積極的なマーケティングを行うことで、グローバル
シェアの一層の向上を図っていきます。

電動化対応ビジネス拡大への着実な布石
ハイブリッドやプラグインハイブリッドを含むエンジン搭載車
の市場は、2020 年の 1 億台から 2030 年には 1 億 1,200 万台
へと拡大を続けると予測されていますが、パワートレインの多
様化が今後一層進むことが見込まれており、当社では、タイ

チェコ工場開所式での鏡開き（ 2017 年 10 月）

ミングチェーンドライブシステム以外の商品の育成にも注力し
ています。
四輪駆動車のトランスファーケースに使われているパワード
ライブチェーンもそのひとつです。当社では徐々にその売上を拡
大し、今日では約 15%（当社調べ）のグローバルシェアを獲得
しています。
また、電気自動車やハイブリッド車の回生ブレーキやアシス

自動車部品事業 業績推移と予想
億円
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ト駆動の機構に使用される Enedrive® Chain についても研究
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取り組みを活発化させています。
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自動車部品事業では、業績の伸長に満足することなく、将来
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を見据えて、次世代の収益の柱の育成に向けた布石を着実に
打っていきます。
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つばきグループの事業戦略

マテハン事業
新工場の活用とグローバル展開の推進により、

マテハン事業を成長軌道に乗せていきます。

業績および事業環境のレビュー

こうした事業環境下、2017 年度の売上高は前年度比 7.7％
増と高い伸びとなりましたが、営業利益は前年度比 41.0％の

先進諸国では、少子高齢化などによる労働力不足とeコマー

大幅減となりました。この減益は、アメリカの子会社において

ス市場の発展に伴う物流量の増加により、製造・搬送ライン

未回収債権の貸し倒れが発生した影響が大きく、この一過性

の自動化ニーズが加速度的に増加しています。しかし、産業ロ

の要因を除くと、5 年前より注力してきた設計業務の効率化が

ボットメーカーなど他業種のマテハン市場への新規参入が相

奏功し、損益分岐点は着実に改善しています。

次いでおり、技術面・価格面ともにメーカー間の競争は激化
する状況にあります。
このような中、当社のマテハン事業は、流通業界向けの自動

今後の課題と成長戦略

仕分け機や新聞印刷工場向けの巻取紙搬送設備、セメントな
どの粉粒体搬送コンベヤといった特定分野において、強みを発

中国・アジア市場における物流業界向け

揮しています。

自動化システムの販売拡大

2017 年度までの 5 年間で、マテハン事業の売上高は、年平

損益分岐点の改善はひとつの成果ではありますが、当社グ

均 7.9％のペースで拡大しました。海外 M&A の実施による影

ループのマテハン事業の収益性を抜本的に引き上げるために

響もありますが、ここ 2 年は、流通業界向けの自動仕分け機の

は、やはり売上規模の拡大が不可欠です。まずは、他社との差

販売が拡大しています。当社は、得意とする高速自動仕分け機

別化を図り、当社ならではの商品として国内市場で売上が好

「リニソート ®」を多段構造にし、作業現場の省スペース化を実

調な高速自動仕分け機などの物流業界向け自動化システムを、

現した「リニソート ®S-C」を開発するなど、独自性の高い商品

国内よりも市場規模がはるかに大きな中国やアジア市場を中

を生み出してきました。これにより、競合メーカーとの差別化を

心に拡大していきます。

進めてきたことが、販売の拡大に大きく寄与しています。

中国では、通販業界の活況に伴い物流量が増大しており、

粉粒体搬送コンベヤも好調を維持しています。セメント業界

物流の自動化・効率化のニーズが旺盛です。この傾向は東南

向けの販売好調に加えて、近年では、バイオマス関連のビジネ

アジアにおいても同様で、同地域における当社マテハン事業の

スが国内において拡大。一方、中国においては、環境規制が強

受注が拡大し始めています。

化されている影響で、脱硫脱硝装置に使われる活性炭ハンド
リングシステムなどの受注が増加傾向にあります。
金属屑搬送・クーラント処理装置についても工作機械のグ

拡大したネットワークを有効活用し、
グローバル展開を推進

ローバルな生産拡大に伴い、順調に推移しています。また、加

当社グループは、アメリカ・ミシガン州のマテハンシステムの

工物がステンレスやアルミに広がる中、新商品の開発も進めて

インテグレーターである Central Conveyor Company, LLC

います。

（CCC）の買収を決定し、2018年6月に全持分を取得しました。

CCCは、アメリカの自動車業界を中心に強固な顧客基盤を持ち、
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つばきグループの概要

つばきグループの成長基盤

つばきグループの

ESG 経営への取り組み

つばきグループの事業戦略

財務・補足情報

春名 秀昭
取締役 専務執行役員
マテハン事業統括

売上高が 2.4 億米ドル（2017 年実績）と大きく、収益性も高い
優良企業です。
当社のマテハン事業は、日本、米国、アジア（中国とインドネ
シア）の製造販売拠点に加え、Mayfran Holdings Group の
買収などを通じて欧州や米州のネットワークを強化してきまし
た。それに加え、今回の CCC の買収によって、一層大きなネッ
トワークを持つことになります。
今後は、これらのグローバルネットワークを活用することで、グ
ローバル競争力の強化を図ります。例えば、医薬品開発に不可
「ラボストッカ®」は、
欠な生体試料やDNAを超低温で保管できる
ライフサイエンス関連の市場規模の大きなアメリカや欧州に展開

創薬業界の研究者・開発者が集まる「スクリーニング学研究会」をサポート

することが中長期的な課題となっていましたが、当社の拡大した
グローバルネットワークは大きな武器になると考えています。

マテハン新工場（埼玉）が稼働
2018 年 6 月に、
「魅せる」開発工場をコンセプトとしたマテ
ハン新工場（埼玉）が稼働を始めました。新工場では、モノづ

マテハン事業 業績推移と予想
億円

%

600

8

くり（加工、組立）エリアと完全に分離した商品開発エリアと
展示エリア「M. LABO」を新たに設けました。これにより、新
商品の開発が集中的・効率的に行えるとともに、マーケティン

451

450

グ力も強化できます。
「M. LABO」では、物流、自動車、新聞、

441

463

6

410

395

4.7

ライフサイエンスなど、顧客業種ごとに主力商品を展示してい
ます。実際に商品に触れていただき、当社の商品力を実感して

443

4.3
300

302

4

いただくことにより、受注拡大につなげます。
また、加工エリアに併設するモノづくり工房、メンテ工房では、
加工・組立作業、メンテナンスにおける技能・技術の向上と

3.0
150

1.8

伝承を強化したいと考えています。

1.5

新工場の活用やロボットメーカー・海外メーカーとの提携
などにより、市場ニーズに応える自動化商品のラインアップを
強化し、マテハン事業を成長させていきます。

2

1.7
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売上高（左軸）
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営業利益（左軸）
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