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つばきグループの成長戦略

中期経営計画の推移
つばきグループは、
「グローバルトップ企業」の実現に向け、着実な価値創造基盤の強化による成長を続けています。
連結業績の推移
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中期経営計画2012（2010〜2012年度）
背景とねらい

成果

リーマンショックの影響により、2008年度から

チェーン事業、自動車部品事業を中心に生産改革活動を展開し、生

2期連続での減収減益となったことを受けて、
「中

産性を大幅に向上させました。また、商品戦略では、省エネ・環境性能

期経営計画2012」では、事業環境の変化に対応

において優位性を訴求できる新商品開発を強化しました。

できる持続的成長基盤の強化を最優先とし、ソ
リューション提供企業を目指して、商品力の強化、
営業・製造基盤の強化、人材育成などに取り組
みました。

人材育成の面では、
「海外トレーニー制度」
「つばき技能オリンピック」
「革新塾」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
ションの向上を図りました。
その一方で、チェーン事業とマテハン事業で2件の海外M&Aを実施し、
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

基本方針
• モノづくり企業としての基盤強化
• ソリューション提供企業への変革
• 顧客第一の徹底
• グローバル・ベスト戦略の深耕
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新設するなどグローバル化を推進しました。
の売上高は、前
以上の結果、本中期経営計画最終年度（2012年度）
に対して1.3倍、営業利益は2.7倍
中期経営計画最終年度
（2009年度）
となりました。

0

つばきグループの概要

中期経営計画2020
数値目標
連結売上高

長期ビジョン2020

営業利益

あるべき姿

2,800
280
70 %

億円
億円

海外売上高比率

つばきグループの成長戦略

グローバルトップ企業
背景とねらい
当社グループは、2017年の創業100周年を3年後に控え
のあるべき姿を
た2014年に、100周年のその先（2020年）
見据え、長期ビジョンを策定しました。あるべき姿とは、

して、2014年度からは「中期経営計画2016」に、2017年
度からは「中期経営計画2020」に取り組んでいます。
「中期経営計画2020」の数値目標は、策定当初「連結

「ターゲット市場で確固たる地位
（シェア）
を確立し、グロー

売上高3,000億円、営業利益300億円、海外売上高比率

バルトップ企業となる」こと。グローバルトップ、もしくは特

70％」に設定しました。その後、米中貿易摩擦の激化など

定分野・地域でのニッチトップを達成することは、シェア・

世界的な経済情勢の悪化や、中国における自動車販売の

業績を拡大することに加えて、社会への付加価値の提供を

不振などを勘案した結果、2019 年 5月に「連結売上高

加速させることにつながります。

2,800億円、営業利益280億円」へと見直しを行いました。
つばきグループの価値創造基盤

この「長期ビジョン2020」を実現するための実行計画と

中期経営計画2016（2014〜2016年度）
基本方針
• マーケット重視の

成果
各事業部門においてマーケットニーズに対応した新商品の開発を加速しました。

企業文化への転換

また、自動車部品事業では、受注増に対応するため、韓国、中国・天津とチェコに

• グループ総合力を

新工場を建設、チェーン事業でもイタリアメーカーとの技術援助契約締結により現

生かしたビジネスの拡大

• 収益力の強化

地生産の基盤を作るなど、海外製造拠点を拡充し、グローバル化を推進しました。
以上の結果、本中期経営計画最終年度（2016年度）
の売上高は、前中期経営計
画最終年度（2012年度）
に対し1.3倍、営業利益は1.7倍となりました。
財務・補足情報

中期経営計画2020（2017〜2020年度）
基本方針
• マーケットインの

企業文化への転換

• グループ総合力の発揮
• 2020年のあるべき姿
の実現

成果
「中期経営計画2016」に引き続き、各事業部門において性能・品質面で付加価値
を高めた新商品の開発と市場への展開を加速しました。
チェーン事業では、生産改革活動を進めた結果、生産性が飛躍的に向上し、収益
力を高めました。マテハン事業では、今後のグローバル展開を見据え、米国の

Central Conveyor Company, LLCを買収。さらに、商品や開発力の訴求を高め、
環境モデル工場となる新工場を埼玉工場内にて稼働させました。
本中期経営計画2年目である2018年度の売上高は、前中期経営計画最終年度
である2016年度に対し1.2倍と続伸しています。また、営業利益も2018年度は過
去最高を更新しましたが、自動車部品事業を中心とした設備投資や新工場立ち上
げに係るコスト増と世界的な自動車生産の停滞などを受け、伸び率はやや鈍化傾
向にあります。
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つばきグループの成長戦略

COOインタビュー

ステークホルダーとの

共有価値創造により、
持続可能性を

高めていきます。

大原 靖
代表取締役社長
兼 COO
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つばきグループの概要

Q1

大原さんが最も重視されている経営資源、
「人・組織」について
率直な思いをお聞かせください。

付加価値を生み出す根幹は、人・組織

当社グループには、チェーン、精機、自動車部品、マテ
ハンの4つの事業がありますが、事業規模拡大とともに

などのモノづくりの技術力を磨き、付加価値を高めた商

縦割り組織化が進み、横のつながりが希薄になっている

品を生み出して顧客や社会に貢献してきました。

ことに問題意識があったのです。
「動かす」領域で幅広

技術力を磨き、生かすためには、多くの人・組織が関

つばきグループの成長戦略

つばきグループは、製品技術・製造技術・生産技術

くソリューションを提供するには、やはり総合力の発揮

わってきます。営業（マーケティング）部門、開発・技術

が不可欠です。そうした思いを従業員と共有した結果、

部門、製造・生産技術部門、そして、円滑なモノづくり

徐々にではありますが、事業部間での連携が促進され、

を支援する間接部門。戦略を立案し、実行に移すのは、

商品開発にも生かされるようになってきました。

やはり人であり組織なのです。創業者の座右の銘「和を
以て貴しと為す」を、創業の精神として当社グループが
大切にしている理由はそこにあります。
つばきグループの価値創造基盤

4つの事業の総合力を最大限に発揮したい
私はCOO就任以来、社内では「One Tsubaki」
「木
を見て森も見る」をモットーに、部長職全員と面談し、ま
た、課長クラスとのタウンミーティングを行うなど、双方
向コミュニケーションを図ってきました。その背景には、
事業部制の弊害を打破し、総合力を発揮していきたい

若手技術者とのディスカッション

という思いがあります。

財務・補足情報

Q2

ステークホルダーに当社への理解を深めていただくために、
どのような工夫をされていますか。

モノづくり企業はよいモノを作っていればそれで事足り

企業PRなどの情報発信は、当社の未来を左右する人

る、
という風潮が過去にはあったかと思います。実際、安

材確保の上でも有用です。機会があれば、メディアにも

心・安全、高品質で付加価値の高い商品の創出に愚直

積極的に登場し、当社の強みなどをアピールしていきた

に取り組むことが、当社事業の根幹です。その根幹部分

いと思います。

を大切にしつつも、時代の変化を意識した「つばきブラン
ドの訴求」が次の価値創造につながると考えています。

従業員のモチベーション向上
知名度の向上は、従業員のモチベーションにも大きく

積極的な情報発信へ
大切なのは、お客様や社会にとっての付加価値であり、

関わってきます。モノづくりへの誇り、喜びはあるのです
が、さらに「社会に貢献するよい会社」
と周囲に評価され

メーカーの自己満足ではありません。その商品・サービ

ることによって、いっそうの働きがい、やりがいにつなが

スを多くのお客様にご満足いただいてこそ、
「価値創造

ります。こうしたことが次の付加価値の高い商品づくりに

企業」
と言えます。そのためには、当社をより深く理解し

反映され、お客様にご満足いただけ、当社のファンになっ

ていただくため、積極的な情報発信が不可欠です。

ていただくなど、よい循環を生み出せると考えています。
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つばきグループの成長戦略

COOインタビュー

Q3

2020年度までの4カ年計画である「中期経営計画2020」も2年が経過し、
ちょうど折り返し地点となりました。これまでの成果を総括してください。

チェーン事業

中国の自動車生産不振など、事業環境は決して良好

劇的な生産性向上を実現
チェーン事 業では、当 社 が 得 意とするドライブ

とは言えません。さらに、生産能力増強に伴って減価償
却費が増加しています。一方で、2019年度に入り、新た

チェーンを中心に強度や耐食性などの性能を高めた新

に欧州メーカーからの新規プロジェクトを受注しました。

商品開発、販売が好調です。また、主力の京田辺工場

これは、性能・品質面の優位性に加えて、当社のグロー

という理論を
では、TOC（Theory Of Constraints）

バル生産体制が評価ポイントになりました。今後も中長

取り入れた生産改革活動により、生産プロセスのボト

期的な視点から、自動車エンジン用タイミングチェーン

ルネックを解消し、生産性30%向上という高い目標を

システムの世界最適地生産を増強し、供給責任を果た

達成。同時に、納期短縮も実現しました。

していくことが不可決です。

精機事業

マテハン事業

工場を再編（集約化）
するとともに、

縮小均衡から「攻めの事業運営」へ

商品の選択と集中に着手

2件の海外M&A等によりマテハン事業の売上高は大

精機事業では、生産性向上をねらいに、2016年に国

きく伸長しましたが、椿本チエイン単体のマテハン事業

内工場を3工場から2工場に集約しました。また、収益

部もその成長性と収益性を大きく改善しています。新商

性と資本効率の観点から、2018年度には大形の減速

品投入効果もあり流通業界向けの自動仕分け装置が

機から撤退するなど商品ポートフォリオの見直しにも着

好調であったことや、設計を中心に生産効率を高め、

手しました。

コストダウンが進んだためです。
マテハン事業部は、業績の低迷が投資の縮小につな

自動車部品事業

がり、その投資の縮小がさらに業績回復を遅らせるとい

さらなるグローバル生産体制強化へ

う悪循環の時代から、その逆の好循環サイクルへ、まさ

日本では兵庫、海外ではチェコ、中国、米国での生産

にその転換期に入ったと考えます。

拠点拡充により、グローバル生産体制を強化しました。

Q4

「中期経営計画 2020」の最終年度の数値目標を下方修正されました。
この背景と、今後優先される課題・戦略をお聞かせください。

踊り場にある自動車部品事業、中長期的な

げですが、自動車部品事業の営業利益は56億円の下

視点で足場固め

方修正、それ以外の事業で36億円の上方修正という

具体的には、連結売上高を3,000億円から2,800億
円へ、営業利益も300億円から280億円へ下方修正し
ました。

30

構図です。
先ほどご説明のとおり、市場環境の急激な変化や生
産能力増強のための先行投資に伴う減価償却費や工

営業利益の下方修正は、その要因の大半を自動車

場の立ち上げ費用増など、自動車部品事業にとって

部品事業が占めています。全体的には20億円の引き下

2019年度はまさに踊り場の1年といえます。しかし、新
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つばきグループの概要

型エンジンへの当社タイミングチェーンシステムの搭載
が増えており、ダントツの世界シェアナンバーワンに向け
て、商品競争力は着実に高まっています。外部環境に不
透明さはありますが、中長期的視点において自動車部
品事業の成長性に変わりはありません。シェア拡大に伴

つばきグループの成長戦略

う、グローバル市場での安定供給という使命を果たして
いきます。

今後の課題1
チェーン事業 ̶ 中国市場・欧州市場の攻略
自動車部品事業が踊り場にある間、当社グループ最

今後の課題2
精機事業・マテハン事業
̶ 中長期成長力の強化

大の利益貢献役へと回復したチェーン事業の成長性を

精機事業ではすでにご説明のとおり、生産性の向上

いっそう高めていくことが課題です。日本や米国と比べ

と商品ポートフォリオの見直しに着手しました。まだ緒

てまだ市場シェアが低く、伸びしろの大きい中国市場と

に就いたばかりで、この課題を今後、スピーディに展開

欧州市場の攻略を着実に進めていきます。

していきます。また、商品ポートフォリオの見直し、不採
算商品からの撤退に加え、モジュールビジネスの強化と

意 識の高まりを反 映し、当社が得 意とする高 機 能

新たな高付加価値商品の開発を進めていきます。モー

チェーンへの需要が増えており、2012年に設立した天津

ションコントロールの柱となり得る次代のビジネス開発

の製造子会社の業績が大きく改善しています。このよい

に向けて、プロジェクトチームを立ち上げ、具体的な方

流れを加速すべく、いっそうの顧客開拓を進めていきます。

策を検討中です。
マテハン事業では近年、流通業界向けを中心に当社

て一部商品の製造委託を開始したことや、欧州規格に

独自の高付加価値商品の好調が続いていますが、絶え

適合する商品投入により、販売が伸びています。ただ、コ

ず、世の中のニーズを先取りした技術革新を続けること

スト競争力を高めるためには現地生産が不可欠です。

が重要です。マテハン事業では、人手不足や健康の維

欧州製造拠点の設置という課題を、この中期経営計画

持といった社会的課題の解消に直結する高付加価値

期間中に必ず達成したいと考えています。

商品の開発に取り組んでいきたいと考えています。

Q5

財務・補足情報

欧州では、イタリアメーカーと技術援助契約を交わし

つばきグループの価値創造基盤

中国では、環境規制の強化や製造業の生産効率への

最後に、ステークホルダーの皆様に向けてメッセージをお願いします。

企業は「社会の公器」であり、経済的価値と社会的

すべてのステークホルダーの幸福を実現する企業、

価値が両立できなければ持続可能なものにはなりま

私たちつばきグループが目指すゴールはまさにそこにあ

せん。

ります。ステークホルダーの皆様のさらなるご支援をお

つばきグループは、事業活動を通しての社会貢献に

願い申し上げます。

加えて、お客様はもちろん、従業員、協力会社、地域社
会、株主などすべてのステークホルダーとの共有価値を
創造し続ける企業でありたいと考えています。

代表取締役社長 兼 COO

大原

靖
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つばきグループの成長戦略

事業別価値向上戦略

チェーン事業

生産改革と市場プレゼンスの拡大

チェーン事業の優位性
• 疲労強度や耐摩耗性など、圧倒的な技術優位性
• グローバル販売ネットワークと安定供給体制
• 様々なニーズに対応できるアプリケーション技術

チェーン事業の課題
• エンドユーザーのニーズの把握と市場分析力の強化

永井 康詞

• 中国・欧州市場におけるプレゼンスの拡大

執行役員
チェーン事業統括

事業環境と業績の推移
中長期（2014 〜 2018 年度）の業績推移

エンドユーザーのニーズを含む市場分析が難しい面がありま

「長期ビジョン 2020」の実現に向け取り組みを開始した

すが、ここ数年、市場分析力の強化に努め、市場ニーズに合

2014 年度以降、チェーン事業の連結売上高は年率 5.2%*、

致した新商品を開発・発売したことが売上拡大につながりま

営業利益は年率 22.3%* のペースで伸長しました。売上伸

した。

長の背景には、お客様の生産性向上や省エネニーズの高まり

また、営業利益の高い伸びを実現できたのは、売上拡大に

を反映して、ボリュームゾーンからハイエンドのチェーン商品

加え、生産性向上活動の成果に他なりません。特に、コンパ

への需要拡大があります。チェーン事業は間接販売が多く、

クト生産体制の構築をコンセプトに2014年度から5カ年計画
でスタートした京 田 辺 工 場の生 産 改 革 活 動「MIK2018
（Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018）」では、

業績推移と「中期経営計画 2020」の数値目標
億円

%
20

900

810
720
600

673

639

617

606

558

14.3

12.6

までの期間の伸びを年率換算したものです。

13.4

14.3
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2018 年度の営業概況
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商品別では、強度や耐食性など様々な性能面で付加価値
を高めたG8シリーズの販売が、グローバル市場で好調に推移
しました。地域別では、特に日本と北米が売上高と営業利益

6.7
5

0

短縮するなどの大きな成果を上げました。
* 売上高と営業利益の伸び率は、2013 年度の実績値を基準に、2014 年度から2018 年度

744

9.6

300

計画を 2 年前倒しで生産性 30% 向上を達成。納期も大幅に

50

71

61

85

102

99

堅調、北米では日系自動車メーカー向けや食品、製材業界向

116

けが販売を伸ばしました。
0

14

15

16

営業利益（左軸）

17

18

営業利益率（右軸）

の双方で業績をけん引。日本では建設機械、工作機械向けが

19
20 年度
（予想） （目標）

つばきグループの概要

今後の重点戦略
中国市場では、2012年に天津に製造拠点を設立。近年は

京 田 辺 工 場 で は、2019 年 度 から「LinK 2025（Lean

お客様の環境規制強化への対応や生産性向上への関心が高

manufacturing in Kyotanabe 2025）」という自動化による

まり、当社のターゲット市場であるハイエンド商品への需要が

省人化を基本とした「ムダのない製造工場」への挑戦がス

拡大傾向です。この流れを逃すことなく、市場分析力とマーケ

タートしました。従来の生産改革活動は生産プロセスにおけ

ティング力を強化し、中国市場での売上拡大を図ります。欧

るフローの円滑化を主目的としたものですが、
「LinK2025」

州市場では、現地に本格的な製造拠点を確立し、コストや納

では、見積りから設計、さらには生産・納品に至るまで、工

期面での競争力を高めることが最優先課題です。
「中期経営

場の入り口から出口まで全体を情報で連携させる、間接業務

計画2020」期間中に製造拠点設置を完遂させるとともに、欧

とモノづくり両面の改革への挑戦です。

に適合した商品のラインアップを拡充してい
州規格
（BS規格）

ロボット、AI、IoTの技術を最大限活用することで、単純作

つばきグループの成長戦略

“人にやさしい、ロスとリスクのない製造工場”へ

きます。

業、3K 作業から人を解放し、より付加価値の高い創造的な
つばきグループの価値創造基盤

職務へ投入することで「活人化」につなげ、さらに生産プロセ
ス全体に潜む安全、品質、環境、設備でのロスとリスクのな
い製造工場を実現したいと考えています。

中国・欧州市場の深耕継続と欧州製造拠点の
早期立ち上げ

当社は日本と北米市場において強みを発揮していますが、
チェーン事業のさらなる成長のためには、市場シェアが低い中
国と欧州市場でのプレゼンス拡大が必要です。

財務・補足情報

FOCUS

京田辺工場内の作業風景

社会貢献 ̶この商品に注目

つばきの無給油チェーン「ラムダチェーン」
「ラムダチェーン」は、業界で初めて特殊な含油ブシュ
（焼結部品）
を採用した無給油
チェーンです。自己潤滑機能を備えているため給油の必要がなく、しかも長寿命。顧客
の「メンテナンス工数と費用の削減」
「クリーンな使用環境の維持」などに大きなメリッ
トがあります。当社では、特殊含油ブシュを2014年に内製化。一貫した生産管理を行
うことで、いっそうの品質安定化と性能向上を実現しました。また、食品機械用認定油
の採用により、食品業界などでも安心してご使用いただけるようになりました。
つばきグループはお客様と社会のニーズを見据え、性能・品質の向上とアプリケー
ションの拡大に挑戦し続けています。
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つばきグループの成長戦略
事業別価値向上戦略

精機事業

抜本的な体質改善

精機事業の優位性
• 様々な顧客ニーズに対応できるソリューション力・
カスタマイズ力

• カムクラッチ、パワーロック、大 形パワーシリンダなど
ニッチトップ商品における技術開発力

精機事業の課題
• 商品の選択と集中による、収益性と資本効率の向上

川口 博正
専務執行役員
精機事業統括

事業環境と業績の推移
中長期（2014 〜 2018 年度）の業績推移

2017 年度から 2018 年度上半期までの 1 年半は、精機事業

「長期ビジョン 2020」の実現に向け取り組みを開始した

2014 年度以降、精機事業の連結売上高は年率 3.4%*、ま

の売上は半導体や液晶業界の好調により、特に大きな伸び
を示しています。

た営業利益は年率 8.0%* のペースで伸長しました。省エネ

また、2016 年度に国内工場を 3 工場から 2 工場に再編・

や環境意識の高まりから、
「パワーシリンダ」などの直線作動

集約し、2018年度までに約15%（2013年度比）の生産性向

機において、油圧・空圧駆動から当社が得意とする電動駆動へ

上を達成しました。増収効果に加えて、こうした生産性向上

の置き換えが進んだという追い風もあり、好調に推移しました。

により営業利益率も伸長しました。
* 売上高と営業利益の伸び率は、2013 年度の実績値を基準に、2014 年度から2018 年度
までの期間の伸びを年率換算したものです。

業績推移と「中期経営計画 2020」の数値目標
億円

%
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215
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11.0

が、特に上半期の半導体・液晶業界や工作機械業界などの
15

200

2018 年度の営業概況
日本においては減速機、作動機、カムクラッチなどの商品

277

13.1
11.7

10.3

好調に支えられて販売を伸ばしました。作動機では、軽量・
コンパクト、省電力などを特長とする「パワーシリンダ」や、

11.3
10

「ジップチェーンリフタ」
「ジップマスタ」などの次世代型リニ
アモーション（直線作動）商品など、性能面で独自技術を生
かした商品群の販売が好調でした。

100
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24
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30
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造子会社が高成長を続けています。また中国では減速機の

34
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営業利益（左軸）
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18

営業利益率（右軸）

海外においては、タイの自動二輪用スタータクラッチの製

19
20 年度
（予想） （目標）

製造子会社が堅調となったほか、精機商品全般において販
売が好調に推移しました。

つばきグループの概要

今後の重点戦略
中長期を見据えての抜本的な体質改善

インドは目覚ましい経済発展とともに、今や自動二輪車の世

に業績が左右されやすいという特性を持ちます。当社では、

界の製造拠点となってきました。当社は早くから現地自動二輪

以下の3つの戦略によって精機事業の体質改善を図り、持続

メーカーと信頼関係を築き、タイに設立した製造子会社からス

成長力を高めた事業へと変貌させていきます。

タータクラッチを供給。売上高と営業利益の両面において高

精機事業は商品点数が多く、経営資源が分散しがちとい

い成長を実現してきました。精機事業ではこのスタータクラッ

う課題がありました。2018 年度には減速機を中心に一部商

チビジネスをいっそう拡大することで、事業全体の活性化と収

品から撤退するという構造改革を断行しました。今後は経

益性、資本効率の向上につなげていきます。

つばきグループの成長戦略

精機事業は、景気、特に半導体・液晶業界の景気サイクル

自動二輪用スタータクラッチの成長を加速

営資源を新商品、成長領域へ集中させていきます。
成長領域のひとつは、販売が伸び始めた「ジップチェーン」
を使ったリニアモーションの領域です。従来のネジ機構や油
つばきグループの価値創造基盤

圧・空気圧機構のものと比較して、様々な面で優位性を発揮
できることが特長です。この領域以外にも付加価値を高めた
新商品開発を加速させることで、精機事業の商品構成の改善
を図ります。
モノづくりでは、2016 年度の工場再編・集約を機に開始
した生産性改善運動を加速し、さらなる納期短縮と収益性
改善につなげていきます。

2019年度には2013年度比で30%の生産性向上を目指し

自動二輪用スタータクラッチを製造するタイの製造子会社

ています。
財務・補足情報

FOCUS

社会貢献 ̶この商品に注目

噛み合いチェーン式（ジップチェーン）
リニアモーション
2本のチェーンがジッパーのように噛み合い1本の強固な柱状と
なって「押し・引き」を行う画期的なチェーン「ジップチェーン」
。当社
では、このジップチェーンを活用した昇降機（ジップチェーンリフタ、
ジップマスタ）
や直線作動機
（ジップチェーンアクチュエータ）
をライン
アップ。①高速・高頻度運転、②高い停止精度と耐久性、③コンパク
ト性（据え付けが簡単）
、④省エネなどを特長に、リニアモーション
（直線作動）
の世界に革新をもたらした当社独自の商品です。

ジップチェーン（上）
と地下鉄入口の防災
用防水扉（右）

つばきグループのリニアモーション商品は、自動車の組立ライン、舞
台、防災用防水扉など幅広いシーンで活躍し、産業界と社会に大き
く貢献しています。

TSUBAKI REPORT 2019

35

つばきグループの成長戦略
事業別価値向上戦略

自動車部品事業

シェア拡大と収益性改善

自動車部品事業の優位性
• 2 種類のタイミングチェーンに対応できる世界唯一の
メーカー

• 耐摩耗性やフリクションの低減などの性能と品質面への
高い信頼性

自動車部品事業の課題
• タイミングチェーンシステムに代わる次世代の柱商品の

宮地 正樹

育成（長期的課題）

上席執行役員
自動車部品事業統括

事業環境と業績の推移
中長期（2014 〜 2018 年度）の業績推移

環境性能を強化。さらにシステム対応力、評価技術を磨き上

「長期ビジョン2020」の実現に向け取り組みを開始した

2014 年 度 以 降、自動 車 部 品 事 業の連 結 売 上 高は年 率
5.4%*のペースで伸長しました。自動車エンジンのカム軸駆

げることにより、タイミングチェーンシステムの市場シェアが
高まったことが売上伸長の背景です。

2017年度以降は、営業利益は2期連続での減少、売上高

動に使われるタイミングチェーンシステムは、自動車メーカー、

は2018年度は前期より減少となりました。減収減益の要因の

エンジンごとにシステム構成が異なります。当社が得意とする

ひとつは、受注拡大に対応した生産能力増強の投資負担が売

ローラチェーンに加え、後発のサイレントチェーンでも品質と

上に先行していること。グローバル供給体制の強化をねらい
に製造拠点を積極的に拡充してきたことで、減価償却費や工
場立ち上げ費用などが売上に先行して発生しているためです。

業績推移と「中期経営計画 2020」の数値目標
億円

%

1,000

40

900

750

734

795

751

789

さらに、2018年度は、米中貿易摩擦の影響で世界の自動車
生産の伸びが停滞（中国では減少）
という外的要因も加わり
ました。

781

30

* 売上高の伸び率は、2013 年度の実績値を基準に、2014 年度から2018 年度までの期間
の伸びを年率換算したものです。
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自体は堅調を維持したものの、車種別にはタイミングチェーン
した。中国の消費低迷による影響が直接的・間接的に色濃く

0

売上高（左軸）
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10.4

システムの使用比率の低いSUV車以外の販売は減少となりま
102

0

13

2018年度は、上期は堅調に推移したものの、下期は海外
拠点全体で販売不振、また、米国市場においては自動車生産

11.1
8.7

101

2018 年度の営業概況

17

18

営業利益率（右軸）

19
20 年度
（予想） （目標）

出ているものと思われます。日本でも、海外子会社向けの部
品輸出が減少し、業績悪化につながりました。

つばきグループの概要

今後の重点戦略
中国・欧州におけるプレゼンスの強化と

自動車部品事業は、引き続き足元は厳しい状況にあります。

構向けの「Enedrive Chain」など、将来を見据えた次世代の

つばきグループの成長戦略

次世代パワートレインの多様化への対応

急速に進んでいます。例えば、回生ブレーキやアシスト駆動機
柱商品の育成にも注力します。

しかし、世界の自動車メーカーの新型エンジン開発において、
当社のタイミングチェーンシステム採用案件は着実に増加。

さらなる生産性向上をねらいに、埼玉工場を再編

当社のシステム技術力、評価技術などをお客様にご評価いた

埼玉工場内に新テンショナ工場が竣工、2019年12月より本

だき、シェア拡大につなげてきました。日本、米国、韓国市場

格稼働の予定です。多品種少量生産に対応した汎用性の高

に比べ、シェアが低い中国と欧州の両市場での受注拡大を図

い生産ラインや自動搬送設備導入などにより、2020年度中に

り、成長性を回復させることが自動車部品事業における最大

30%以上の生産性向上達成（旧テンショナ工場比）
を目標とし

の課題です。

ています。また、旧テンショナ工場を含めた埼玉工場再編を進

中国市場では、環境規制の強化に伴って高品質なタイミン

と利益体質の改善を図ります。

つばきグループの価値創造基盤

グチェーンシステムへと需要がシフトしています。また欧州で

め、自動車部品事業のマザー工場としてさらなる生産性向上

は、脱ディーゼルエンジンの流れが加速、それに伴って、タイ
ミングシステムもブシュドチェーンタイプやタイミングベルトか
らローラチェーンやサイレントチェーンへシフトしてきています。
中国・欧州におけるこうした追い風を着実に捉えて、マーケ
ティング力を強化し、ダントツの世界ナンバーワンシェアを実
現したいと考えます。
また、上記のように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市場は今後も拡大が見込まれる一方で、

FOCUS

生産性、環境、防災を建設コンセプトに掲げた新テンショナ工場

財務・補足情報

を中心に次世代パワートレインの多様化が
電気自動車（EV）

社会貢献 ̶この商品に注目

次世代エンジン対応タイミングチェーンシステム
次世代エンジン用タイミングチェーンシステム開発では、高効率、コンパクト、軽量化、低
騒音、高強度、チェーンの耐摩耗性向上等の様々な機能を、高い次元でバランスよく実現
することが課題でした。ローラチェーンでは、ローラレス化やリンクプレート薄肉化などに取
り組み、必要性能を低下させることなく、40%の軽量化を達成。テンショナなどを含めたシ
ステム全体では、従来の同排気量クラスと比べ、45%の軽量化と15%の省スペース化を実
現し、環境・出力性能を追求する次世代エンジンの量産化に寄与することができました。
つばきグループは、自動車業界の重要課題である、燃費・環境性能の向上に継続して
取り組んでいきます。
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つばきグループの成長戦略
事業別価値向上戦略

マテハン事業

攻めの経営への転換

マテハン事業の優位性
• 顧客ニーズに応えるカスタマイズ力（流通業界向け高速

仕分け装置、自動車業界向け塗装ライン搬送設備など）

• 金属切屑搬送・クーラント処理装置のグローバル
サプライヤー

マテハン事業の課題

木村 隆利

• 成長力の引き上げ（守りから攻めへ）

上席執行役員
マテハン事業統括

• 技術差別化主導の商品開発の加速

事業環境と業績の推移
中長期（2014 〜 2018 年度）の業績推移

け装置「リニソート」に多段式のコンパクトタイプを開発、
「ク

「長期ビジョン2020」の実現に向け取り組みを開始した

イックソート」のユニット販売など、仕分け装置の商品力強化

2014年度以降、マテハン事業の連結売上高は年率9.3%*の

を図りました。また、粉粒体搬送コンベヤでは、セメント業界

ペースで拡大しました。2件の海外M&Aの実施と、ここ数年

向けに加えて近年はバイオマス関連のビジネスが国内で拡大。

の流通業界向けの自動仕分け装置の売上拡大が大きく寄与

さらに中国では、環境規制の強化を受けて、脱硫脱硝装置に

しています。一方で、営業利益は伸び悩む状況となりました。

使われる同コンベヤの販売が伸びています。一方、金属切屑

高速性・信頼性などの仕分け能力に定評があった自動仕分

搬送分野でも新商品を開発して工作機械業界だけでなく、食
品業界にも販売を広げています。
連結売上高の増加にもかかわらず、2018年度のマテハン事

業績推移と「中期経営計画 2020」の数値目標
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急減したことなどにより業績が急激に悪化しました。2018年
度下期から引合いは増えつつありますが、今後はマーケット構
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ます。同社は米国の自動車業界を中心に強固な顧客基盤を持
つマテハンシステムのインテグレーターとして、高い収益性を維
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要 因は、2018 年 度に買収し連 結 子 会 社 化した「Central

Conveyor Company, LLC（以下、CCC）」の業績悪化にあり
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業の営業利益率は0.7%の低位にとどまりました。その最大の

造の変化に柔軟に対応できるように、自動車業界以外でのビ
ジネスを拡大するとともに、当社グループとのシナジー発揮に
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注力していきます。
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* 売上高の伸び率は、2013 年度の実績値を基準に、2014 年度から2018 年度までの期間
の伸びを年率換算したものです。

つばきグループの概要

2018 年度の営業概況
前述のとおり、日本における自動車業界向けシステムや流

ズが高まっています。また、働き方改革の推進もあって省人・
省力化の動きが加速。これらのニーズに応え、多段式により
省スペース化を実現した「リニソート」の新商品投入により、

調に推移しました。特に流通業界では、通信販売の活況に伴

受注増と同時に、新たな顧客層を開拓することができました。

つばきグループの成長戦略

通業界向けシステム、新聞印刷工場向けシステムの販売が好
う荷物量の増加により、以前より小さい荷物を仕分けるニー

今後の重点戦略
守りから攻めへ

ライフサイエンス分野向けでは、当社が独自開発し医薬品

技術面で差別化した商品開発が軌道に乗り始めたこともあ

メーカーや研究機関への納入実績も豊富な超低温自動保管庫

り、マテハン事業は縮小均衡の状況を脱して、攻めの経営へと

「ラボストッカ」を、日本だけでなく米国や中国・アジアなどの海

転換しています。2018年度には「魅せる」開発工場をコンセプ
トに埼玉工場内に新工場が竣工。業界別に新商品を展示し、

外にも展開すべく、販路拡大に向けた諸施策を開始しました。
一方、自動車業界向けビジネスについても、買収したCCC
と市場をすみ分けるとともに、シナジーを生かしながら着実に

設しました。当初の予想を大幅に上回る来客数となり、受注

伸ばしていきたいと考えています。

つばきグループの価値創造基盤

その機能と有用性を実機でご確認いただける展示ヤードも新
の拡大にもつながっています。

流通業界、ライフサイエンス分野向けが
重点領域

顧客業種別では、流通業界、ライフサイエンス分野向けビ
ジネスの拡大に注力していきます。流通業界では引き続き高
速自動仕分け装置の受注拡大に注力するとともに、中国で展
開中の「クイックソート」
、
「リニソート」の販売を東南アジアへ

財務・補足情報

と拡大します。また、中長期的にはロボット、AI技術を活用し
た無人化流通システムの分野への参入も視野に入れています。

FOCUS

2 段式自動仕分け装置「リニソート®S-C」

社会貢献 ̶この商品に注目

ライフサイエンス分野向け「ラボストッカ®シリーズ」
自動化、省人化などマテハン事業そのものが社会貢献していると自負しており、そ
こに付加価値があります。例えば、当社が開発した「ラボストッカ150」は、マイナス

150℃での単品自動ピッキングを可能とした先端商品であり、医薬品開発のみならず、
iPS細胞の研究分野でも注目を浴びている生体試料やDNAの超低温自動保管庫と
して採用が増えています。超低温での保管はもちろん、ピッキングによる試料の入出
庫に威力を発揮。研究者がこれまで手間と時間をかけていたこれらの作業を自動化
したことで、研究者は本来の研究に集中することが可能となりました。
つばきグループは、ライフサイエンスの分野でも未来を動かしていきます。
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つばきグループの成長戦略

2018年度のトピックス
事業基盤強化
2018年5月

EV車向け動力伝達ユニットを国内外の展示会に出展

新開発のＥＶ車向け新商品
（Enedrive Chain、動力伝達ユニット、クラッチなど）
を日本、米国
のモーターショーに出展。多様化するパワートレインへの対応商品を自動車メーカーに提案し
ました。
2018年6月

埼玉工場にマテハン新工場が竣工

新商品・新技術開発強化を図る「魅せる」開発工場として、展示場併設のマテハン新工場が竣
工しました
（埼玉工場内）。
2018年6月

Central Conveyor Company, LLCを連結子会社化

マテハン事業のグローバル競争力強化を目指し、マテハンシステムのインテグレーター「Central

Conveyor Company, LLC（米国）」を連結子会社化しました。

商品開発
2018年5月

ソータ用RFID読取装置「T-TRAYREADER®」

作業の簡素化とワーク投入効率・仕分け精度の向上を実現したソータ用RFID 読取装置
「T-TRAYREADER」を発売しました。
2018年6月

片持式電動リフタ「ジップマスタ®」

当社独自技術のジップチェーン採用により、高速・高頻度運転を実現した片持式電動リフタ
「ジップマスタ」を発売しました。

2018年9月

チルトトレイ式仕分け装置「リニソート®S-C ∞（エイト）」

スパイラル状の多段構造により省スペース化、高効率仕分けを実現したチルトトレイ式仕分け
装置「リニソートS-C ∞」を発売しました。
2019年1月

IoT対応遠隔監視用「MitaMon® スターターキット」を

バージョンアップ

IoT対応遠隔監視システムを容易に構築できる同商品をバージョンアップ。各種センサーへの
対応機能を追加しました。
2019年3月

新型V2X対応充放電装置「eLINK®」

電気自動車と建物などの電力網を双方向につなぐ、V2X対応充放電装置「eLINK」をバー
リソースでの活用をねらいに機能拡充を図りました。
ジョンアップ。仮想発電所（VPP）
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