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ナブテスコとは？

セグメント別売上高構成比 セグメント別営業利益構成比 地域別売上高構成比

 ナブテスコは、制御技術によりモノを動かす「モーションコントロール技術」を核に、鉄道、航空、自動車などの輸送分野か
ら、ロボット、建設機械、自動ドアなどの産業・生活・環境分野にいたるまで、広範な領域で事業を展開してきました。

 現在では、多岐にわたる製品が高い市場占有率を有しており、こうした信頼性の高い製品の提供を通じて、安全・安心・快適
な社会の実現に貢献しています。

ナブテスコ鳥瞰図

 当社グループは、精密機器、輸送用機器、航空・油圧機器、産業用機器の4セグメントで事業を展開しています。2013年3月
現在、グループにおける各セグメントの位置づけと、グループの地域別活動状況は以下のとおりです。

セグメント別売上高とセグメント別営業利益の推移は以下の通りです。

4セグメントそれぞれが2割以上を
占めるなど、バランスがとれた構
成です。

精密機器事業がグループ全体の営
業利益の36%を占めています。

海外売上高比率が40.4%。

前期にスイスのGilgen Door
Systems AGを買収した効果もあ
り、ヨーロッパの売上高構成比が
15.7％と、前期の12.7％から上
昇しました。
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精密減速機 1/2

精密減速機は主に産業用ロボットの関節として使われ、ロボットの性能を
左右する基幹部品のひとつです。ナブテスコの減速機は精密なギアで構成
され、基本的にはサーボモーターとセットで使われます。サーボモーター
の回転速度を減速することで、力を取り出します。
当社の独自技術による精密減速機は、コンパクト・軽量ながら衝撃に強
く、高精度な位置決めが可能であることなどの特長が評価され、産業用ロ
ボット向けで世界市場シェア約60%、工作機械のATC(自動工具交換装置)
向けで国内市場シェア約60%を占めています。

コンパクト、軽量ながら剛性に優
れ、過負荷に強いのが特徴です。加
速性能が良く、滑らかな動きで、
バックラッシュが小さく正確な位置
決め精度が得られ、ロボットの制御
性を格段に向上させることができま
す。

RV減速機をベースとして使いやすさ
を追求したギアヘッドタイプです。
サーボモーターと簡単に取り付けが
でき、グリースも密着しています。

産業用ロボットの搬送、ガントリー
ローダーロボットなどに広く利用さ
れています。高速高精度位置決めが
可能で高剛性のため、重量物搬送に
最適です。

強固で高性能な製品で、高精度なモノづくりに貢献しています。

精密減速機
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ナブテスコの鉄道車両用機器の製品は、主力である鉄道車両用ブレーキシ
ステム、ドア開閉装置をはじめとして、各種試験装置、ブレーキシューお
よびシート回転装置、ポイント除雪装置、車体傾斜電磁弁装置などの周辺
機器にいたるまで、広く採用されています。
国内ではこれら機器のトップメーカーとして長年の実績を有し、中国や台
湾の高速鉄道向けにブレーキ装置、ドア開閉装置を供給するなど、海外で
も活躍の場を広げています。
また、新幹線N700系車両では、最高速度270kmを維持したままカーブを
通過することができる、ナブテスコの「車体傾斜電磁弁装置」が採用され
ています。
これにより、東京⇔新大阪間の所要時間が5分短縮されるとともに、カーブ
での加減速回数が減少するため、省エネルギー化にも貢献しています。
鉄道車両用機器の国内市場シェアは、ブレーキシステムで約50%、ドア開
閉装置が約70%を有します。特に新幹線N700系車両ではすべての車両に
ナブテスコのドア開閉装置が採用されています。

従来の基礎ブレーキ装置の機能をそ
のまま一体構造化し、さらに自動隙
間調整機構を内蔵させ、ユニット化
したものです。従来の装置に比べて
小型軽量化、保守の容易化、騒音対
策およびブレーキ効率の安定化を図
ることができます。

電気指令式空気ブレーキシステムの
中枢を担うブレーキ受量器と、常
用・非常ブレーキ用のブレーキシリ
ンダー圧力を出力する空気ブレーキ
関連弁類をユニット化した装置で
す。

超低床LRV(超低床式路面電車)か
ら、通勤形電車、超高速鉄道まであ
らゆる用途の車両に適応した側ドア
装置および自動ドア装置をライン
アップ。駆動方式として空気式と電
気式があり、ドア方式として戸袋
式、外吊式、プラグ式および気密ド
アがあります。

幅広い製品で世界の鉄道の安全運行を支えています。

鉄道車両用機器
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商用車用ブレーキシステムの国内トップメーカーとして、エアブレーキ製
品や乗用車用油圧クラッチなどさまざまな製品を提供しています。
主要なお客様である国内自動車メーカーは、品質や生産管理方法において
世界トップクラスであり、取引企業にも同様に厳格な品質と納期が求めら
れます。お客様のニーズに細かく応え、安心・安全で高品質な製品を安定
して提供しています。 商用車用機器の国内市場シェアは、商用車エアブ
レーキのアクチュエーターであるウェッジチャンバーで約70％、エアドラ
イヤーで約85％です。

大型トラックの車輪部分に装着さ
れ、空気圧によってピストンロッド
を押し出すことでブレーキをかける
製品です。

MT(マニュアルトランスミッション)
車のクラッチペダルからの踏力を油
圧に変え、クラッチ本体に伝達する
製品です。国内の自動車メーカー各
社に提供しています。

卓越した技術とネットワークで、車社会の未来づくりに貢献しています。

商用車用機器

圧縮空気中の水分を除去し、エアブ
レーキシステムの耐久性を高める製
品です。国内のすべての大型トラッ
クメーカーに採用されています。
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舶用機器事業では、船舶の安全な航行・省人化に貢献するさまざまなシス
テムを提供しています。
特にエンジンを船橋から遠隔制御するシステムでは、中大型(5,000トン以
上)の船舶において国内市場の約60％、世界市場でも約40％の市場シェア
を持っています。
船の寿命は一般的に15年～20年と言われ、この長い期間安全な航海をする
ためには入念なメンテナンスが重要です。ナブテスコは、就航期間とシス
テムに応じた保守プログラムなど、お客様のニーズに応じたきめ細かな
サービスを、世界5拠点で提供しています。
また、環境規制(NOx規制)の強化に伴い、今後普及が加速することが見込
まれる「電子制御ディーゼルエンジン」に対応した機関電子制御システム
や油圧機器も製品ラインアップに取り揃え、常に環境に配慮した新しい価
値を生み出すべく、技術開発に取り組んでいます。

舶用主推進機関を船橋・制御室より遠隔制御する装置で
す。主推進機関の回転数指令出力のほか、主推進機関の
状態を監視する機能も装備しています｡

舶用主推進機関の調達装置で、マイコン制御により運転
状態に応じた最適な制御が可能です。

世界中の安全・安心・快適な航海を支えています。

舶用機器
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ナブテスコは、防衛分野と世界を市場とした民間航空機分野において、幅
広く事業を展開しています。防衛分野では、油圧機器、エンジン・燃料機
器、操縦系統システム、電源システムなど、防衛省プログラムの開発から
製造、修理までを行っています。
民間航空機分野では、世界の主要航空機メーカーを得意先に、操縦系統シ
ステムのほか、各種装備品などの提供およびアフターサービスを展開して
います。ナブテスコは、米国ボーイングの主要サプライヤーでもありま
す。
国内外での豊富な経験を活かし、お客様のさまざまなニーズにお応えした
サービスを提供しています。
主要製品のフライト・コントロール・アクチュエーション・システムで
は、世界4強の一角を占め、同製品の国産機向け市場シェアは100%です。
フライト・コントロール・アクチュエーターは、機体の傾きをコントロー
ルする補助翼、高度を調節する昇降陀、ブレーキの役割を担うスポイ
ラー、離着陸装置など、航空機の飛行に極めて重要なユニットを制御する
装置です。

主翼のエルロンや尾翼のエレベー
ターといった可動翼を作動させ、機
体の姿勢を制御するシステムで、ナ
ブテスコは日本のリーディングカン
パニーであり、世界市場でもメ
ジャープレーヤーの1社として広く認
知されています。

従来機に比べ格段に電力需要の大き
くなったB787で初めて採用された、
電源関連の装置をコンパクトに一括
収納することが可能な配電装置で
す。また、配線量を削減し、機体の
軽量化およびメンテナンス性の向上
にも寄与します。

飛行中の脚(着陸装置)に生じる空気
抵抗を減らすために、脚を機体の中
へ折り畳むためのシステムで、ナブ
テスコ製品は国内外の航空機に広く
採用されています。

開発から製造、メンテナンスまで、世界の航空機市場で活躍しています。

航空機器
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油圧機器事業では主に、建設工事などで活躍するパワーショベル向け走行
モーターと、ミニショベルや農業機械向けのコントロールバルブを製造し
ています。
減速機、油圧モーター、バルブ、ブレーキをコンパクトに一体化した走行
モーターは国内外のユーザーに広く親しまれ、パワーショベル用の走行
モーターでは世界トップシェアを占めています。小型から大型まで豊富な
製品ラインアップを確立し、幅広いサービスを展開しています。
さらに、環境に優しく、容易に精度の高い作業が行える建機の提供を目指
して、エレクトロニクスと油圧技術を融合したハイブリッド機器の研究・
開発を積極的に推進しています。

パワーショベル走行用油圧モーターをはじめ、クロー
ラードリル、クローラークレーン、高所作業車などのク
ローラーおよびホイール走行用油圧モーターとして使用
されています。

ミニショベル専用に開発されたセクショナルタイプ(多連
型)のコントロールバルブで、パワーショベルの動作制御
をはじめさまざまなニーズに対応します。コンパクトさ
と多機能性、充実したラインアップが評価され、高い国
内シェアを持っています。

豊富な製品ラインアップで、世界のインフラ整備に貢献しています。

油圧機器
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自動ドア・福祉機器 1/2

自動ドアは最先端の技術と確かなノ
ウハウに基づく信頼性の高い商品づ
くりで、オフィスビル、病院、デ
パートなどの建物、空港やアミュー
ズメントパークなどの大型店舗から
街の店舗、さらに工場やごみ処理場
などの産業用設備まで、数多くの実
績があります。

床面から天井までの高さのプラット
ホームドアです。可動式ホーム柵と
同様、開閉は車両のドアと連動して
自動制御されます。列車風や風雨の
吹き込みを防いで快適なプラット
ホーム環境を実現するとともに、空
調効率の向上にも貢献します。

鉄道の線路とプラットホームの間に
設け、ホームからの転落や列車との
接触を防止し、乗降客の安全を確保
するプラットホームドアです。プ
ラットホームスクリーンドアととも
に国内外に多くの実績を有し、既存
駅にも設置しやすいことから、今後
需要の拡大が期待されています。

制御技術で、人々の生活空間に安全・安心と快適を提供しています。

1956年、日本で初めて自動ドアの製造を手がけて以来、一般建物用の各種自動ドアや、産業用ドア、プラットホームドアなどの
商品を提供しています。「NABCO」ブランドで展開するナブテスコの自動ドアは世界のランドマークでも採用されており、ま
た、プラットホームドアも、国内はもとより香港地下鉄をはじめ中国・韓国などアジア、欧州でも使われています。
一般建物用の各種自動ドアや、気密・断熱・放射線遮へいなどの特殊な分野で機能を発揮する産業用ドア、鉄道駅に安全性と快
適性の向上をもたらすプラットホームドアなどさまざまな商品を提供しています。建物用自動ドアでは国内シェアの約50％、ス
クリーンタイプのプラットホームドアでは約95%を占めています。さらにGilgen Door Systems AG(スイス)の買収により、建
物用自動ドアの世界市場シェアも20%以上になりました。
また、ナブテスコは産業用機器で蓄積してきた高度な技術を応用し、福祉機器の分野でも事業を展開しています。

自動ドア・福祉機器



介助される方の介護負担を軽減する電動アシスト型の車
いすです。グリップセンサーにより車いすを操作する力
を検知し、坂道や砂利道などで電動モーターがアシスト
します。お年寄りのご夫婦での介護やデイサービスの送
迎など、さまざまな場面でご利用いただいています。

急加速時のみにブレーキがかかる業界初の機能を備えた
安全性の高い歩行車です。これまで坂の多い地域にお住
まいで歩行車を利用できなかった方や、高齢者やパーキ
ンソン病などで歩行の補助を必要とする方に安心してご
利用いただけます。
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連続モーションで高性能、省スペー
スを実現した高速自動充填包装機で
す。レトルト食品用をはじめ、詰め
替え用のシャンプーや液体洗剤な
ど、化成品の分野での用途も広がっ
ています。

食の安全・安心に応えるため、各種
検査装置の取付を可能とした10工程
のロータリー型充填包装機です。液
体、固形物、固液混合物など多様な
食品の包装が可能です。

充填物の温度により、真空度をコン
トロールすることも可能(オプショ
ン)で、漬物やハンバーグ、サラダな
どの充填包装機として活躍していま
す。

進化し続ける、多彩な食のニーズにお応えしています。

包装機事業では、自動計量機・各種包装機および包装関連システム機器・包装プラントを提供しています。産業界における自動
化・省人化・省力化などのニーズに幅広く対応した製品を開発しており、中でも包装機は食品分野において高い市場シェアを有
し、洗剤、化学薬品などにもその用途分野を広げています。
ナブテスコは、レトルト食品用の充填包装機を世界で初めて実現し、今も国内シェア約85％を占めています。また、詰め替え用
のシャンプーや液体洗剤など化成品の分野での用途も広がっています。
今後も引き続き、技術シーズを常に応用・高度化することで、独創性の高い産業機械・機器の開発を進めていきます。

包装機
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新エネルギー 1/1

風向きに応じて風車の方向を回転させる「旋回駆動装置
(YAW)」と風力に応じて風車の羽根の角度を調節する
「ピッチ(PITCH)駆動装置」があります。独自の減速機
技術を応用し、優れた耐久性、軽量・コンパクト化を実
現し、市場から高い評価を得ています。

ヘリオスタット駆動装置は、タワー方式太陽熱発電プラ
ントにおいて、中央タワーへ集光するために、太陽光を
反射させる鏡(ヘリオスタット)を太陽の動きに追尾させ
る装置です。ナブテスコのヘリオスタット駆動装置は、
高精度・高剛性・高効率といったRV減速機の特長を活か
して、太陽を正確に追尾可能とし、高い発電量を実現で
きます。

RV減速機技術で、エネルギーの安定供給を支えています。

現在、資源の枯渇や地球温暖化が、人類にとって深刻な問題となっていま
す。そのためこれらの問題が発生しないクリーンエネルギーの研究が進み、
太陽光発電、風力発電、地熱発電の実用化が進んでいます。
ナブテスコは、高精度・高剛性・高効率といった特長を持つ独自のRV減速
機技術で、効率的な製品を展開しています。
今後、最も普及すると見込まれているタワー方式プラントをはじめとし、太
陽熱発電分野での事業拡大を推進しています。また、風力発電機用駆動装置
(Yaw駆動装置)を量産し、海外市場を含め、省エネ・環境分野での事業拡大
も推進しています。
ナブテスコの風力発電機用駆動装置は20年の寿命(風車寿命)を有し、優れ
た耐久性・軽量性を兼ね備えています。

新エネルギー
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ナブテスコの成長の軌跡 1/2

　ナブテスコは、2003年9月にティーエスコーポレーション株式会社(旧帝人製機株式会社)と株式会社ナブコが合併し誕生
しました。そして、2013年9月で創立10周年を迎えます。ナブテスコの10年のあゆみを株価とともに振り返ります。
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2002年4月

帝人製機株式会社、株式会社ナブコ、油圧機器事業に関する業務提携を開始

2003年9月

帝人製機・ナブコを完全子会社とする持株会社「ナブテスコ株式会社」設立

東京証券取引所(市場第一部)に上場

2004年10月

帝人製機・ナブコを吸収合併、事業持株会社へ移行

2008年2月

タイにNabtesco Power Control (Thailand)Co.,Ltd.を設立(油圧ショベル用走行モーターの製造・販売)

2009年12月

ナブテスコオートモーティブ株式会社を設立(自動車関連機器の製造・販売・サービス)

2011年1月

中国に江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司を設立(鉄道車両用機器の製造・販売)

2011年4月

スイス・KABA社より自動ドア部門を買収、Gilgen Door Systems AGを設立

2011年10月

中国に江蘇納博特斯克液圧有限公司を設立(油圧ショベル用走行モーターの製造・販売)

2012年8月

ナブコドア株式会社を完全子会社化

2013年5月

中国に上海納博特斯克船舶機械有限公司を設立（舶用機器の設計・製造・販売・品質保証およびアフターサービス）

2013年6月

イタリア・OCLAP S.R.L.社を買収、Nabtesco Oclap S.r. l.を設立
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ナブテスコは、
独創的なモーションコントロール技術で、
移動・生活空間に安全・安心・快適を提供します。

ナブテスコの約束

1. 世界のお客様との親密なコミュニケーションを大切にします。

2. 一人ひとりのチャレンジ精神と変革意識を大切にします。

3. 利益ある成長を続けます。

4. 高い透明性と倫理観を持ち続けます。

5. 地球環境に配慮し、地域・文化との調和を図ります。

当社は2012年10月、ナブテスコグループの一体感を醸成し、求心力をさらに高めていくために、社員一人ひとりの仕事への取
り組み姿勢、判断の拠り所として共有する「行動指針」を定め、従来の「企業理念」、「ナブテスコの約束」とあわせた総称と
して「ナブテスコ ウェイ」を制定しました。

企業理念

企業理念 1/1
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(百万円)

 
2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

売上高 158,171 126,249 169,304 198,527 179,543

営業利益 12,012 7,965 20,212 22,859 15,013

当期純利益 4,426 4,017 13,388 14,757 13,269

(単位：%)

 
2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

売上高営業利益率 7.6 6.3 11.9 11.5 8.4

ROA 2.9 2.7 8.1 7.6 6.5

ROE 5.8 5.2 15.8 15.6 12.5

自己資本比率 52.9 53.1 49.9 47.6 56.2

財務ハイライト
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非財務データ

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

従業員数(人)

総従業員数(連結) 3,989 3,998 4,057 4,995 5,081

総従業員数(単体)*1 2,173 1,958 1,916 1,953 1,949

男性 2,005 1,800 1,756 1,786 1,770

女性 168 158 160 167 179

離職率(％)

男性 5.9 13.3 2.5 1.2 1.7

女性 4.6 13.2 4.9 4.7 6.0

自己都合退職者 0.9 0.8 0.9 0.5 0.7

労働災害発生率(％) 1.3 0.7 0.7 0.1 1.4

CO2排出量

(CO2-ton*2*3/年)
49,400 40,900 46,100 51,100 49,050

＊1：当社人事データに基づいて掲載。

＊2：集計の方針および基準は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」「地球温暖化の推進に関する法律」に準拠し、環境情
報管理に関する社内規定に基づき集計。CO2の排出係数は原則として「地球温暖化の推進に関する法律」に準拠。但し、電気は①デ
フォルト値である0.555kg-CO2/kWhを使用、②実係数として、環境省公表の電気事業者ごとの排出係数を使用。③調整後係数とし
て、環境省公表の電気事業者ごとの排出係数を使用。

＊3：集計範囲は、国内のみ。ナブテスコ(株)(岐阜工場、垂井工場、津工場、神戸工場、甲南工場、西神工場、本社(川崎含)、名古
屋営業所、神戸営業所、北九州営業所)、ナブテスコオートモーティブ(株)(山形工場、横須賀技術センター、本社)、大亜真空(株)
(本社工場)、シーメット(株)(本社、樹脂開発センター)、ナブコドア(株)(本社)、ナブテスコサービス(株)(神戸事業所、横浜事業
所)、東洋自動機(株)(岩国工場)、ティーエス プレシジョン(株)(本社工場)、愛新機工(株)(本社工場)。
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国内拠点(営業所・生産工場)

山形 ナブテスコオートモ―ティブ株式会社
山形工場

東京 ナブテスコ本社
東洋自動機株式会社
ナブテスコサービス株式会社
ナブテスコオートモーティブ株式会社

千葉 大亜真空株式会社

神奈川 シーメット株式会社

愛知 名古屋営業所

三重 津工場

愛媛 愛新機工株式会社
四国マリーン・カスタマーサービス株式会社

岐阜 岐阜工場
垂井工場
株式会社テイ・エス・メカテック

大阪 ナブコドア株式会社

兵庫 神戸工場
西神工場
甲南工場
株式会社ナブテック

山口 東洋自動機株式会社 岩国工場
ティーエス プレシジョン株式会社

海外拠点 (営業所・生産工場)

グローバルネットワーク 1/2

グローバルネットワーク
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テルフォード ギルゲン･ドアシステム・UK

リッダーケルク ナブミック

デュッセルドルフ ナブテスコ・プレシジョン・ヨーロッパ
ナブテスコ・エアロスペース ・ヨーロッパ

グロース・ゲラウ ギルゲン･ドアシステム・ドイツ

アントニー ギルゲン･ドアシステム・フランス

シュヴァルツェンベルク ギルゲン･ドアシステム

シュヴェヒァト ギルゲン･ドアシステム・オーストリア

カステル・マッジョーレ ギルゲン･ドアシステム・イタリア

ピスチーナ ナブテスコ・オクラップ

北京 納博特斯克鉄路運輸設備(北京)有限公司
納博克自動門(北京)有限公司

大連 大連東洋自動機包装設備有限公司

上海 上海納博特斯克船舶機械有限公司
上海納博特斯克液圧有限公司
上海納博特斯克船用控制設備有限公司
上海納博特斯克管理有限公司

常州 江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司
江蘇納博特斯克液圧有限公司
常州納博特斯克日下精密機械有限公司

蘇州 格里根門系統(蘇州)有限公司

香港 ギルゲン・ナブテスコ・ホンコン

台湾 台湾納博特斯克科技股份有限公司

釜山 ナブテスコ・マリンテック

サムットプラカーン ナブテスコ・オートモーティブ・プロダクツ・タイランド

チョンブリ ナブテスコ・パワーコントロール・タイランド

シンガポール ナブテスコ・マリーン・サービス・シンガポール
ナブテスコ・エアロスペース・シンガポール

ワシントン州 ナブテスコ・エアロスペース

ウィスコンシン州 ナブコエントランシズ
トーヨー・ジドウキ・アメリカ

ミシガン州 ナブテスコ・モーション・コントロール

デラウェア州 ナブテスコ・USA

アルバータ州 ナブテスコ・エントランス・オブ・ウェスタン・カナダ

ケベック州 ポルタ･サービス
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Q 2013年3月期の総括をお聞かせください。

 2013年3月期は、米国経済の持ち直しは見られたものの、欧州諸国の債務危機や当社事業の主要市場である中国の景気減速な
ど、厳しい状況が続きました。特に、建機市場における需要の落ち込みが顕著で、期初の計画を大きく下回る結果となりまし
た。

 しかし、2011年4月に買収したスイスのGilgen Door Systems AG(以下、ギルゲン社)の自動ドア事業は、2013年3月期の業
績に通年で寄与し、産業用機器事業の増収増益に大きく貢献しました。ギルゲン社の買収は、単に売上高の増加や規模の拡大に
とどまらず、販売後のサービス提供により収益を確保していくMRO(Maintenance Repair Overhaul)ビジネスのノウハウの獲得
につながりました。当社は、自動ドア事業だけでなく、航空機器や舶用機器、商用車用機器でもMROビジネスの拡大に取り組ん
でいます。航空機器事業では、2012年8月には、ドイツに「Nabtesco Aerospace Europe GmbH」、2013年4月には、シンガ
ポールに「Nabtesco Aerospace Singapore Pte. Ltd.」を設立し、民間航空機器のアフターマーケットにおける展開を開始し
ました。

Q ナブテスコの成長を牽引していく事業についてお聞かせください。

 当社の事業ポートフォリオは、8つの主要事業に分かれています。そのうち、向こう3年から5年の間に売上500億円以上の成
長を見込んでいる4つの事業を“成長ドライバー事業”と位置づけています。具体的には「自動ドア事業」、ロボット用の減速機
を中心とした「精密減速機事業」、ショベルカーなどの走行モーターを提供する「油圧機器事業」、「鉄道車両用機器事業」が"
成長ドライバー事業"となります。これ以外の4つの事業である「航空機器」「商用車用機器」「舶用機器」「包装機」の分野で
は、それぞれ売上高300億円程度への成長を視野に入れています。

 また、2013年4月、油圧機器事業から風力発電用機器事業を移管し、精密機器事業の太陽熱追尾装置事業と統合し、新エネル
ギー事業本部を立ち上げました。今後は情報共有をはじめ、技術的なシナジー効果により、波力発電など新分野への進出にも取
り組んでいきたいと考えています。新エネルギー事業本部は、現在の事業規模ではまだ赤字ですが、将来的には収益を上げられ
る事業に成長させ、地球環境の保全と利益ある成長を両立させるビジネスを目指していきます。

社長メッセージ

社長メッセージ 1/2
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Q 長期ビジョン達成に向けた、今後の成長戦略を教えてください。

 ナブテスコは、長期ビジョン(2021年3月期)で「売上高4,000億円」を掲げています。その達成に向け、次期中期(2014年3月
期～2016年3月期)では「売上高3,000億円」を実現させる必要があり、この3年間は基盤づくりの上でも非常に重要な期間とな
ります。事業において、現状と目標とのギャップをクリアにし、それを克服する手を打つべく、定期的に役員合宿を開くなど、
事業を越えて知恵を出し合う機会を設け、次期中期の策定に取り組んでいます。各事業によって異なる問題点を浮き彫りにし、
将来に向けた成長の布石を打っていきます。

 海外展開については、現在の海外売上高比率は約40%ですが、2020年には約70%を目指しています。当社はコンポーネント
メーカーであるため、お客様がビジネスをしている市場がどう動くのかを読み、お客様に買っていただくためにどうするのか、
または新しいお客様をどのようにして獲得していくのかを考え、行動していかなくてはなりません。当社はこれまでも海外展開
を積極的に進めてきましたが、コスト削減を目的に工場を作ったことはありません。むしろ、お客様のそばでものづくりを行う
ことを目的とすることで、お客様の声を素早く察知し、お客様のニーズに合った製品・サービスを提供することが可能になると
考えています。近年、アジア各国との価格競争が激化していることからも、常に付加価値の高い製品やサービスを迅速にご提供
することがより重要となっています。

 また、継続的な事業成長を実現するために、研究機関とのタイアップによる新技術の開発やM&Aなども引き続き積極的に行っ
てまいります。設備投資については事業環境の変化に応じて柔軟に行っていきますが、人財育成と研究開発への投資、これだけ
は一定の額を継続していきたいと考えています。2014年3月期は、設備投資額100億円、研究開発費63億円を予定しています。

 さらに、2012年10月、ナブテスコグループの一体感をより強固なものとするために、従来の「企業理念」と「ナブテスコの
約束」に具体的な「行動指針」を加えた「ナブテスコウェイ」を策定しました。現在、当社グループには約5,100名の社員がい
ますが、そのうち約1,800名が海外籍の社員です。今後、グローバルに事業拡大を推進していく中で、外国籍の社員数は、さら
に増えていきます。世界中の社員が同じ理念を持って働くためには、ナブテスコウェイの浸透が非常に重要であり、啓蒙活動に
力を入れて取り組んでいます。

 私たちナブテスコは、モーションコントロール技術で世界に誇れる企業を目指し、安全・安心・快適な社会のさらなる実現を
推進してまいります。そして、企業価値の最大化を図るとともに、すべてのステークホルダーの皆様の期待に応えていきます。
投資家・株主の皆様におかれましては、ぜひとも長期的な視点でご支援賜りますようお願い申し上げます。

社長メッセージ 2/2
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主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

特集トップ 1/1
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市場環境

 世界の自動車設備投資の拡大を背景に、産業用ロボット向け精密減速機の需要は、中長期的に確実に成長すると考えていま
す。また将来、中国などの新興国においても、少子高齢化と人件費の上昇等に伴い自動化ニーズが高まることも確実視されてい
ることから、精密減速機の需要はますます拡大することが期待できます。

2014年3月期の見通し

 産業用ロボット市場は、世界自動車メーカーの設備投資の増加と、中国をはじめとする新興国における自動化ニーズの拡大に
伴い、下期に市場は好転すると見込んでいます。

2014年3期の取り組みと今後の事業戦略

 営業力強化による新市場の開拓、精密減速機「RVシリーズ」をさらに進化させる技術開発、生産改革・仕組改革により需要変
動に対応できる柔軟な生産体制の構築を取り組みの柱としています。また次世代製品を早期事業化し、ロボット向けRV減速機に
加え、新たな成長事業を確立することを重要な事業戦略としています。

強み、競争優位性

 他社を圧倒する豊富な経験と技術力によるお客様ニーズの的確な実現および、長期にわたる実績に裏付けられた高品質が当社
の強みです。これにより、当社の差別化された「価値」をお客様に提供できると考えています。

読者の皆さまへのメッセージ

 中長期的な成長が見込まれる自動車産業の自動化ニーズを背景に、当社は豊富な経験・高い技術力・幅広い製品群でお客様の
ニーズに応えていきます。さらに営業サービス体制の再構築とともに徹底した品質管理を推進し、世界のお客様に最高の満足を
提供できるよう日々改善に努めています。当社は、こういった努力の積み重ねにより、さらなる事業の拡大を図っていきます。

精密減速機事業
自動車産業の自動化ニーズに対応し、世界のお客様に最高の満足をお届けします。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

精密減速機事業1/1
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市場環境

 日本市場は成熟しており、今後は置き換え需要を中心に推移します。中国においては、高速鉄道の需要が徐々に回復し、地下
鉄の需要は引き続き好調に推移すると見られます。また欧州は、世界最大の市場として安定した成長が見込まれます。

2014年3月期の見通し

 国内では北陸新幹線向けの納入が開始され、海外においては中国ビジネスの回復により増収となる見通しです。

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

 国内では新車市場の低迷に対応するため、MRO(Maintenance Repair Overhaul)ビジネスの拡大に向けて新製品の投入を図り
ます。また日本、中国、欧州(イタリア)の世界３拠点体制のもと、グローバルビジネスの拡大を図っていきます。

強み、競争優位性

 当社の線路切換ポイント除雪システム"AIR JET"は、国内では市場を独占しており、今後はヨーロッパ市場の創出に取り組み
ます。また、世界最小・最軽量の電気式自動ドア"Rack☆Star"のグローバルな拡販も推進します。

読者の皆さまへのメッセージ

 当社は2013年5月、ヨーロッパの主要車両メーカーと豊富な取引実績を持つイタリアの鉄道車両用自動ドア会社OCLAP S.R.L
を買収し、欧州市場の拠点となる「Nabtesco Oclap S.r.l」を設立しました。今後は、当社の世界戦略製品である"Rack☆Star"
をはじめ豊富な製品群を携え、本格的にヨーロッパ市場へ参入します。

鉄道車両用機器事業
世界3拠点体制のもと、オンリーワン製品でグローバルビジネスを拡大します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

鉄道車両用機器事業1/1
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市場環境

 日本国内は復興需要とともに、2003年の排ガス規制車の買い替え需要により安定しています。また海外においては、日系ト
ラックメーカー各社の主要市場である東南アジアの需要が旺盛です。

2014年3期の見通し

 2014年3月期も引き続き、東南アジアを中心としたトラックの需要拡大による増収を見込んでいます。

2014年3期の取り組みと今後の事業戦略

 「高品質な製品をタイムリーに供給する」というベクトルを、世界各地の生産・販売・技術拠点で共有し、売上と利益の拡大
を目指します。

 国内および東南アジア市場向け製品の生産は、当社の山形工場およびタイのNabtesco Automotive Products(Thailand)
Co.,Ltd.が担っています。自動化によって生産性向上を追求した山形工場では高付加価値新製品、タイではコモディティ製品を
生産しています。ヨーロッパおよび米国市場向け製品は、米国オハイオ州のParker Hannifin Corporationと協業でグローバル
展開を行っています。成長著しいインド市場においては、現地自動車部品メーカーとの合弁を通じて生産・販売を行っています。

 また世界標準ドライヤー・ブレーキチャンバーの海外市場拡大をはじめ、大学との協働によるフィルタリング技術の開発、環
境対応製品であるオイルキャッチャーのラインアップ拡大、食品機械や設備に向けた電動バキュームポンプの用途拡大など、技
術開発力をベースにしたビジネスの拡大にも取り組んでいます。

強み、競争優位性

 当社の競争力の根源は、完成車に求められるブレーキ・クラッチの性能を知り尽くしていることにあります。これによってお
客様に密着し、ニーズに迅速にきめ細かく応え、高品質の製品をタイムリーに供給することが可能になります。また、グローバ
ルなモータリゼーションが進展する中、世界各地に製品を供給する体制を整えていることも当社の強みです。

読者の皆さまへのメッセージ

 1925年に誕生した当社※は、日本No.1の商用車用エアブレーキシステムメーカー、日本大手の乗用車用クラッチ駆動部メー
カーへと成長を遂げ、現在も東南アジア市場の旺盛な需要を背景に拡大を続けています。タイの生産工場の拡大、インドでの合
弁会社の立ち上げ、世界各地での拡販活動の強化などに注力する一方、自動車以外にも広く市場を求めています。
※当事業は2009年にナブテスコ(株)からナブテスコ オートモーティブ(株)として独立しました。

商用車用機器事業
世界各国のお客様のニーズに応え、高品質な自動車用製品をタイムリーに提供します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :
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市場環境

 新造船市場は2006年以降、中国をはじめとする新興国経済の成長を背景に急拡大したものの、2008年の世界的な金融危機以
降は市場が急速に収縮しました。その間フィールドに大量に供給された新造船の影響を受け、需給バランスが崩壊しましたが、
建造数の底は2014年と見ています。また、2012年末からの円安傾向で、日本造船所への回帰も期待されています。

2014年3月期の見通し

 2014年3月期は、国内外における船舶需要減の影響により減収の見通しです。

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

 「地産地消」の考え方で、日本、韓国に加え、中国で生産拠点を立ち上げます。中国において、日本と同品質の製品を最適コ
ストで生産し、お客様・市場に密着したスピード経営を実践することで、グローバルな競争を勝ち抜いていきます。

強み、競争優位性

 製造における強みとして、当社は舶用低速2サイクル機関の3大ライセンサー(MAN Diesel & Turbo、WARTSILA
Corporation、三菱重工業(株))のリモコンおよび周辺制御機器の生産ライセンスを有しています。またマーケティング・アフ
ターセールスに関しては、国内外のメジャー海運会社との強い関係を築くとともに、世界5カ国(日本、シンガポール、オラン
ダ、中国、韓国)およびその周辺国に自社・代理店を含め合計160名以上のサービスエンジニアを配備し、きめ細やかなアフター
フォローを行っています。

読者の皆さまへのメッセージ

 日本、韓国、中国の3生産拠点で現地化を進める一方、3大舶用エンジンライセンサーおよびライセンシーに密着し、次世代エ
ンジン制御装置の開発に関わることで、さらなる市場拡大につながる新製品の開発を推進します。また、自社開発の製品ライフ
サイクル管理ソフトを駆使し、ユーザー密着型のアフターセールス活動を展開することで、お客様満足度を高め、ナブテスコ
ファンを増やしていきます。

舶用機器事業
日本、韓国、中国の3生産拠点で現地化を進めるとともに、市場拡大につながる次世代製品の開発を推進します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :
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市場環境

 日本の防衛航空機(防需) ビジネスは安定的に推移しています。民間航空機(民需) は長期的に拡大し、今後20年間で2倍の航空
機が運用されることが予想されています。防需、民需ビジネスともにグローバル化と多様化が進んでおり、柔軟かつスピードあ
る対応が求められています。

2014年3月期の見通し

 防需ビジネスは微増の見通しですが、民需ビジネスはボーイング各機種プログラムの増産および円安効果によって増収増益と
なる見込みです。

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

 航空宇宙カンパニーは、常にお客様の目線に立った付加価値の提供を目指しています。2013年5月に受注したBoeing 737
MAX用フライバイワイヤー型スポイラーアクチュエーターの受注に続き、777-X(777更新機用)飛行制御装置の受注獲得を目指
してまいります。また体質改善に向けて、生産改革や米国拠点への生産移管、MRO(Maintenance, Repair & Overhaul)ビジネ
スの拡大などを進めるとともに、中長期の競争優位性を持つ新製品や新技術の開発に注力していきます。

強み、競争優位性

主力製品であるBoeing 777用飛行制御装置の20年間の実績からも分かるように、製品のQCDS (Quality, Cost, Delivery,
Service)パフォーマンスの高さが、当社の一番の競争力です。最近は、開発スピードも競争優位性のひとつになっています。今
後は、中長期の成長に向けて、新たな独自技術の確立に取り組んでいきます。

読者の皆さまへのメッセージ

 航空宇宙カンパニーは、ナブテスコのフラッグシップカンパニーとして、ボーイングをはじめとする世界の一流企業とのビジ
ネスを通じて成長してきました。今後は蓄積した経験と知識をフルに活かし、フライトコントロールシステムインテグレータの
トップサプライヤーとして、航空宇宙産業の拡大を支えていきたいと考えています。私たちは、日々変わりゆくお客様のニーズ
を的確に捉え、より良い製品とサービスを提供するために、スピードと柔軟性を磨き、一日一日の積み重ねを大事に、チーム一
丸となって精進してまいります。

航空機器事業
常にお客様の目線に立った付加価値を提供し、航空産業の発展に貢献していきます。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

航空機器事業 1/1
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市場環境

 2013年3月期は最大の市場である中国向け需要が大きく落ち込み、世界のパワーショベル需要は低調でした。今後は、新興国
における継続的なインフラ需要が見込まれるため、中長期的な市場の成長が期待されます。

2014年3月期の見通し

 中国市場は、鉱山向け需要の減少により大型パワーショベルの販売が低調と見込まれ、ショベル販売台数は対前期でほぼ横ば
いの見通しです。

 日本市場は、震災復興需要に加え、排ガス規制と消費税駆け込み需要により堅調に推移すると見込まれます。ショベル販売台
数は前期比7%増を見込んでいます。

 米国市場は、住宅着工件数が増加傾向にあり、インフラ整備需要も堅調のため、ショベル販売台数は前期比15%増の見通しで
す。

 欧州市場は、金融危機の最悪期は脱したものの景気回復には至っておらず、ショベル販売台数は前期比で横ばいの見通しで
す。

 東南アジア市場は、個人消費、インフラ投資は堅調ながらも、石炭鉱山向け需要が低迷しており、ショベル販売台数は前期比
でほぼ横ばいの見通しです。

 インド市場は、マクロ的に成長路線であるものの、朝令暮改の政策による失速リスクがあります。

2014年3期の取り組みと今後の事業戦略

 体質強化に向けて、生産性向上(リードタイム短縮)、コストリダクション、品質強化などを推進するとともに、お客様に密着
したマーケティングにより、市場シェアの維持・拡大を図ります。また、開発案件の早期上市を目指します。

 さらに今後は、「売上構造改革」と「利益構造改革」に取り組みます。

 「売上構造改革」については、グローバル展開の市場偏重緩和に向けて、中国以外の成長市場の取り込み、先進国向け用途用
機器の拡販などを推進します。また、製品偏重の緩和に向けて、現在の主力製品であるパワーショベル用製品にとどまることな
く、油圧機器ラインアップの拡充、用途の拡販に取り組みます。

 「利益構造改革」については、日本・中国・東南アジア(タイ)のグローバル生産体制を進化させるとともに、リードタイム短
縮と自動化・効率化推進による変化対応力の強化を推進します。

油圧機器事業
高いブランド力とグローバル生産体制を活かし、成長市場のビジネス拡大に注力します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

油圧機器事業 1/2
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強み、競争優位性

 当社は、中国への先行進出に加え、2008年には東南アジア(タイ)に合弁会社を設立するなど、グローバル生産・販売体制の確
立を積極的に進めてきました。また当社製品は、多くの一流建機メーカーに採用されており、ショベル用走行モーターの分野で
は高い市場シェアを持っています。

読者の皆さまへのメッセージ

 高い市場シェアに裏づけられたブランド力と海外拠点を活かし、今後成長の見込める新興国向けに拡販を推進していきます。
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主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

自動ドア・福祉機器事業 1/3

市場環境

自動ドア事業

 日本市場は長年、新規設置による量的拡大に主眼を置いてきましたが、2008年のリーマンショックと、近年の省エネ気運の高
まり、少子高齢化に伴う安全と利便性への配慮などから市場には新たな潜在ニーズが生じ、これが新たな需要に発展していま
す。

 欧州市場は、景気が弱く、量的拡大は望めませんが、日本市場と同様に、量的拡大から保守・サービス・交換市場の重要性が
増しています。また事業者の選別・統合も進行しています。

 米国市場は、リーマンショック後の不動産市場が安定・回復に向かっており、自動ドア市場も緩やかながら拡大基調にありま
す。

 中国市場は、経済成長の鈍化、中でも不動産分野での過剰投資の反動が懸念されますが、一方、実需の安定的な伸びは今後も
続き、自動ドア需要も継続して伸びるものと見ています。

 アジア、中東、ロシア、インドなど、中国以外の新興国市場でも、自動ドア市場は長期的な拡大が想定されます。

プラットホームドア事業

 国内では、JRおよび民鉄各社による導入が徐々に本格化し、市場は拡大する見通しです。また当社がいち早く進出した新交通
システムについては、初期設置から10年を超える路線が出始めており、交換需要が徐々に拡大していきます。

福祉機器事業

 高齢人口の増加に伴い、介護製品市場は今後とも伸びる見通しです。義足市場は国内での増加は限定的ですが、当社は世界最
大の米国市場に進出を始めたばかりで、今後大きなポテンシャルがあるものと見ています。

自動ドア・福祉機器事業
グローバル化を積極的に推進し、世界No.1の自動ドア、プラットホームドア、福祉機器のメーカーを目指します。



2014年3月期の見通し

自動ドア事業

 日本、欧州、米国、中国いずれの市場でも増え、円安効果も含めて、前期比15～20%の増収を見込んでいます。売上拡大と
ともにバリューチェーン経営を推進することにより、収益性の向上を目指します。

プラットホームドア事業

 自動ドア事業と同様、国内・海外ともに増収を見込んでいます。 

福祉機器事業

 2014年3月期は新製品「抑速ブレーキ付歩行車"コンパル"」の拡販および、米国義足市場への本格進出により増収を見込んで
います。

自動ドア・福祉機器事業 2/3

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

自動ドア事業

 国内市場において、前期はシェアを約3%増やしましたが、当期も、病院、ビル、商業施設、鉄道、空港など、重要市場ごと
に需要を掘り起こすとともに、提案営業の推進と、潜在ニーズに応える新製品の投入を積極的に展開し、増収増益を狙います。
また2012年8月のナブコドアの完全子会社化を契機に、サプライチェーンマネジメントの効率化、重要市場への共同取り組みに
よる事業力強化を進めていきます。

 海外市場においては、バリューチェーン経営の推進の一環として、保守・サービス事業分野の拡大とM&Aの推進を通じて、引
き続き増収増益を図っていきます。北米市場では、2012年4月にカナダ北東部の有力代理店・ Porta Service Inc.に、米国子会
社・NABCO ENTRANCES, Inc.を通じて40%の資本参加をしましたが、2013年7月に追加持分取得により持分を70%に引き上
げ、完全連結子会社としました。北米での市場グリップを高め、さらなる事業拡大につなげていきます。

プラットホームドア事業

 国内では新規案件受注、過去の既納入路線における大規模更新工事の着実な推進を実施します。輸出は、為替の好転から、韓
国、中国の事業パートナー向け受注が増えています。スイス Gilgen Door Systems AG(以下、ギルゲン社)は、香港の新線とレ
トロフィット線の大型受注、および大規模な保守・サービス契約を2012年末に受注しましたが、最近は北欧でも大型受注を内定
し、グローバル市場におけるトップクラスの地位を固めています。連結ベースでは大幅な増収を見込んでいます。

福祉事業

 新商品「コンパル」の普及などで前期比40%以上の増収を見込んでいます。今後のさらなる事業拡大に向けて、介護機器のメ
ニュー拡大をはじめ、米国市場向けの義足の開発や、米国での販売・サービス体制の構築を進めていきます。

Annual Report 2013
2013年3月期



自動ドア・福祉機器事業 3/3

強み、競争優位性

自動ドア事業

 国内市場における当社の強みは、製品品質・ラインアップの豊富さ、および販社の施工技術、保守・サービス体制が充実して
おり、お客様のニーズに即応できる体制が整っていることです。長年のグループ活動により、ナブコブランドに対する信用が定
着し、50%の市場シェアと事業規模がこれを可能にしています。

 海外市場では、欧州および米国のメーカーと競争をしていますが、日本、欧州、北米、中国の4大市場すべてで本格的な事業
展開をしているのはナブテスコグループだけです。ナブテスコはギルゲン社と、日本および欧州における最先端の電気・機械・
モーションコントロール技術とグローバル4極市場の情報を共有しながら、自動ドア製品やシステムの開発から保守・サービス
までを含めたバリューチェーン経営をグローバルに展開できる体制を構築しています。

プラットホームドア事業

 ナブテスコとギルゲン社は、日本国内、パリメトロ、香港メトロなど世界最高レベルのお客様の案件実績を通じて、高い技術
的知見と案件遂行能力を蓄積しており、プラットホームドア事業者として世界でトップレベルにあります。

福祉事業

 介護機器ではアシスト機能付介助用車いすや抑速機能付歩行車、義足では油空圧と電子制御を組み合わせ自在な速度で歩ける
義足膝継手など、当社の得意とするモーションコントロール技術を活かした高付加価値製品で差別化を図っています。

読者の皆さまへのメッセージ

 自動ドア、プラットホームドア、福祉事業の3事業を手がける住環境カンパニーは、国内市場における強固な事業基盤をベー
スに、2011年以降グローバル市場での事業拡大に積極的に取り組んできました。その結果、2013年3月期は、2010年3月期比
で売上は倍増し、収益力はさらに伸び、日本と欧州の2大市場において堅固な事業基盤を有するまでになりました。4大グローバ
ル市場における事業展開は、市場情報の収集、事業戦略の策定、製品開発、バリューチェーン経営事業モデルの推進、すべての
面で相乗効果をもたらしています。今後も国内・海外を含め、グローバル事業の拡大を積極的に推進し、世界トップの自動ド
ア、プラットホームドア、福祉機器のメーカーとなることを目指します。
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市場環境

 国内市場は、中食化・個食化、プライベートブランド商品の伸びで堅調に推移すると見込んでいます。また、エアホールドパ
ウチやスパウトパウチなど、新しい形態のパウチ包装に向けた用途の拡大も期待できます。海外市場では、欧州は景気低迷が続
き大きな回復は難しい状況ですが、北米、中国、アジアなどでは自動化・パウチ化が進展しており、需要の拡大が期待されま
す。

2014年3月期の見通し

 国内はレトルト・惣菜を中心に、また海外では北米および中国市場で売上が増加する見込みですが、前期に市場を牽引した製
糖業界特需の終了により、減収となる見通しです。

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

 2014年3月期は、前期までの急激な事業拡大で顕在化した課題を克服し、次の成長の基盤を築く年と位置づけています。安定
した国内市場を確保しつつ、海外で大きな成長を目指す事業戦略に基づき、成長市場である北米での事業基盤構築を急ぎます。
もうひとつの成長市場である中国市場では、子会社である大連東洋自動機包装設備有限公司の現地調達率を拡大することで、競
争力の強化を図ります。

強み、競争優位性

 当社は世界で最もパウチ化の進んでいる日本市場で圧倒的なシェアを獲得しています。そのためお客様の抱える課題や、市場
の流れをいち早く把握でき、競合他社に先駆けて新しい技術を開発することが可能です。また今後世界で拡大が期待される液体
や固液混合のパウチ包装分野で、多くの経験と最新の製品を保有しています。

 今後の市場拡大が見込まれる中国や北米では、多くのお客様はパウチ化の経験に乏しく、当社は計画段階から長期的な視点で
技術支援を行っています。これによりお客様と継続的な信頼関係を築き、ビジネスを安定的に成長させていけると確信していま
す。

読者の皆さまへのメッセージ

 パウチ包装はビンや缶に比べ、製品の製造から輸送までを含め大幅なCO2排出量の削減が可能です。また世界では、不完全な
包装により多くの食品が流通過程で廃棄されています。当社は、高品質なパウチ包装機を世界に広め、地球環境の保全や安全・
安心な食品の供給に貢献します。

包装機事業
パウチ包装最先端の日本で培った技術を世界に広め、安全・安心な食品の供給に貢献します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

包装機事業1/1
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市場環境

 世界における再生可能エネルギーの総発電量は、2010年に4,200TWhに達し、 2020年に7,000TWh、2035年に
11,300TWhへと拡大すると予測されています。発電方式は多様化が進展していくものと考えられていますが、中でも風力、太
陽エネルギー(光・熱)の伸びが相対的に大きくなっていくと見込まれています。

2014年3月期の見通し

 太陽追尾駆動装置は、2012年に受注した米国ネバダ州のプロジェクトに続き、新たなプロジェクトの受注を狙っています。

 風力発電用駆動装置については、米国の再生可能電力生産税控除(PTC)の延長とオバマ政権の再生エネルギー導入政策強化、
および円高修正により、大幅な受注増加が見込まれています。

2014年3月期の取り組みと今後の事業戦略

 北米市場において風車最大手メーカーからの受注の大幅増加を狙うとともに、欧州では営業マーケティング活動をさらに強化
し、今後の成長が見込まれる洋上大型風車関連の大型受注を目指します。太陽熱発電向け機器については、引き続き技術革新が
予想されており、当社は全社の技術力を結集して競争力のある新製品の早期上市を目指します。

強み、競争優位性

 当社の強みは、お客様のニーズに合わせて、信頼性が高く高品質な製品をスピーディーに開発、量産するモノづくりの能力で
す。そのバックグラウンドには、永年にわたる各種産業向け制御機器の開発で蓄積した減速機技術とシステム化技術がありま
す。

読者の皆さまへのメッセージ

 再生エネルギービジネスは、エネルギー資源の確保という側面からも、地球温暖化抑制策という観点からも、非常に重要な産
業分野であり、技術革新や新規参入による市場の活性化と長期的な成長が約束されています。永年にわたり当社が蓄積してきた
技術力、製品開発力、モノづくり力が大いに活かされる事業分野であることから、市場の成長を上回る事業の成長を目指してい
きます。

新エネルギー事業
活性化する再生エネルギービジネスの分野で、市場の拡大を上回る成長を目指します。

主要事業のトップが語るナブテスコの成長可能性
特集 :

新エネルギー事業 1/1
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成長戦略

新事業の創出

新規市場、新製品開発のためのマーケティングの推進

製品開発力の向上

M&A、アライアンスによる新事業獲得

生産体制の構築

ブラックボックス化のための生産技術向上

自動化の追求

最適生産実現のためのグローバルSCM構築、IT活用、生産拠点相互利用

グローバルに通用する最適人財の育成と確保

新経営体制への移
行

ビジネススピード加速のためのカンパニー再編、経営と執行の分離

事業効率向上のための横串組織設立(生産性本部、新事業開発室、技術開
発研究所)

設備投資およびM&Aの合計2,000億円(2013年3月期から2021年3月期までの累計)

R&D

グローバルな要素技術研究

新製品に関わる最先端技術の探索と研究(産・官・学)

世界に通用するハイレベルな技術者の確保

目標達成に至る戦略

①

②

③

①

②

③

①

②
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2013年3月期のポイント

精密機器事業

売上高41,578百万円(前期比5.9%減)、営業利益5,354百万円(同33.2%減)となりました。

精密減速機は、太陽熱発電プラント向けが新たに加わったものの、国内外における産業用ロボットメーカーによる在庫調整お
よび、その他工作機械等用途向けの低迷の影響を受けて減収となりました。

2012年3月に米国でタワー方式太陽熱発電プラント向け「太陽追尾駆動装置」を受注しました。タワー方式は太陽熱発電の中
でも効率が良いため、今後の普及が期待されています。

2013年4月、精密減速機中国販売完全子会社のJVを設立しました。中国のFA市場や中国の現地ロボットメーカーに密接なサー
ビスや製品の提供に取り組んでいきます。

風力発電機用駆動装置は、米国市場の低迷により減収となりました。

2014年3月期の見通し

精密機器事業の売上高は前期比7.3％増加の44,600百万円、営業利益は前期比32.6％増の7,100百万円を見込んでいます。

主力の精密減速機は、太陽熱発電プラント向けが減少しますが、産業用ロボット市場は下期以降、米国経済の好調、新興国自
動化ニーズの拡大に伴い好転すると推測し、増収の見通しです。

また、2013年4月1日より新エネルギー事業本部を立ち上げ、航空・油圧機器事業より風力発電機用駆動装置事業を移管し、
当セグメントの太陽追尾駆動装置事業と統合しました。両事業で、エネルギー関連事業に関する情報共有や技術的なシナジー
効果の創出を図っていきます。

移管された風力発電機用駆動装置事業は、米国における再生可能電力生産税控除(PTC)の延長などにより、増収の見通しで
す。

事業概況

精密機器事業 1/2
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事業の内容
精密減速機、太陽追尾駆動装置、風力発電用駆動装置*三次元光造形装置、真空装置など
*2014年3月期より風力発電用駆動装置の開示セグメントを航空・油圧機器事業から精密機器事業
に移管。

主要なお客様(敬称略)

産業用
ロボット

ファナック、安川電機、KUKA Roboter、ABB Robotics

工作機械 ヤマザキマザック、オークマ、森精機製作所

太陽熱発電 Cobra Thermosolor Plants

風力発電機
用駆動装置

三菱重工業 ほか

生産拠点 国内 津工場(三重県)

グループネットワーク

国内
大亜真空(株)…真空機器・装置・計測器製造・販売
シーメット(株)…光造形システムおよび樹脂の製造・販売

海外

アジア 常州納博特斯克日下精密機械有限公司…減速機用歯車の製造・販売

北米 Nabtesco Motion Control Inc.…精密減速機などの販売

欧州
Nabtesco Precision Europe GmbH…主に産業用ロボット・工作機
械・木工機械・半導体製造装置・自動車製造ライン向け減速機器の販売

精密機器事業 2/2
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2013年3月期のポイント

2014年3月期の見通し

輸送用機器事業

売上高は44,262百万円(同8.3%減)、営業利益は4,214百万円(同30.6%減)の減収となりました。

鉄道車両用機器は、国内市場が新車両投入の端境期にあることと、中国向けの減少により減収となりました。

商用車用機器は、トラックの新興国向けの需要拡大が寄与し増収となりました。

舶用機器は、造船市況停滞の影響を受けて減収となりました。

2012年12月、インドMINDA社と合弁会社を設立しました。インドにおける商用車用機器事業の展開を強化していきます。

2013年3月、イタリアOCLAP S.R.Lを買収しました。「新型電気駆動式ドア開閉システム」をはじめ欧州市場での拡販に取り
組んでいきます。

2013年4月、舶用機器の中国(上海)生産拠点を設立しました。中国市場における販売をさらに促進していきます。

輸送用機器事業の売上高は前期比10.0％増加の48,700百万円、営業利益は前期比25.8％増加の5,300百万円を見込んでいま
す。

鉄道車両用機器は、中国向けの回復、国内の新車両投入回復により増収となる見通しです。

舶用機器は、国内外における船舶需要減の影響により減収となる見通しです。

商用車用機器は、東南アジアを中心としたトラックの外需拡大を受け増収となる見通しです。

事業概況

輸送用機器事業 1/2
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事業の内容 鉄道車両用ブレーキ・ドア開閉装置、舶用エンジン制御装置、商用車用エアブレーキ機器など

主要なお客様(敬称略)

鉄道車両用機器
ブレーキシステム、ドア開閉装置：JR各社、国内私鉄各社、川崎重工業、中国高
速鉄道・都市交通

舶用機器
ディーゼルエンジン遠隔制御装置：川崎重工業、三井造船、日立造船、三菱重工
業、ディーゼルユナイテッド、Hyundai Heavy Industries、MAN Diesel

商用車用機器
(ナブテスコオートモーティブ) エアブレーキ周辺機器：日野自動車、三菱ふそ
うトラック・バス、いすゞ自動車、UDトラックス

生産拠点

鉄道車両用機器
国内 神戸工場(兵庫県)

海外 中国、イタリア

舶用機器
国内 西神工場(兵庫県) 

海外 韓国、中国

商用車用機器 国内 山形工場(山形県) 

海外 タイ

グループネットワーク

国内

ナブテスコオートモーティブ(株)… 商用車用機器の製造・販売・サービス
ナブテスコサービス(株)… 自動車、鉄道車両および産業機械などの油圧・空圧
機器の販売、据付、メンテナンス
四国マリーン・カスタマーサービス(株)… 舶用機器および同部品の立会試験、
修理、メンテナンス、改造工事
(株)ナブテック… 各種機械装置の製品設計および生産設備設計の請負

海外

アジア

納博特斯克鉄路運輸設備(北京)有限公司…鉄道車両用ブレーキシステ
ム、その他関連製品の販売とアフターサービス
台湾納博特斯克科技股份有限公司…鉄道車両用ブレーキシステム、
その他関連製品の販売とアフターサービス
江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司…鉄道車両用ブレーキ、ドア
装置の製造・販売
上海納博特斯克船舶機械有限公司…舶用機器の設計・製造・販売・
品質保証およびアフターサービス
上海納博特斯克船用控制設備有限公司…上海納博特斯克船舶機械有
限公司に業務を移管中
Nabtesco Marine Service Singapore Pte Ltd…東南アジア・オセ
アニアを中心とした舶用機器のメンテナンスとアフターサービス
Nabtesco Marinetec Co., Ltd.…韓国を中心とした舶用主推進機遠
隔操縦装置・電子ガバナシステムの製造・販売およびアフターサー
ビス
Nabtesco Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.…商用車用ブ
レーキ製品の製造・販売

欧州

NABMIC B.V.…舶用主推進機遠隔操縦装置・電子ガバナシステムな
どのアフターサービス、メンテナンス、および製品・ 部品販売
Nabtesco Oclap S.r.l.…鉄道車両用ドアシステム、プラットホーム
スクリーンドア、障がい者乗降装置の製造、販売およびアフター
サービス

輸送用機器事業 2/2
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2013年3月期のポイント

航空・油圧機器事業

売上高45,746百万円(前期比28.8%減)、営業利益1,836百万円(同70.1%減)となりました。

油圧機器は、中国における建設機械需要減の影響を受けて減収となりました。

航空機器は、防衛需要向けは横ばいでしたが、民間航空機需要の拡大が寄与し増収となりました。

2012年8月、ドイツのデュッセルドルフに民間航空機器のサービス拠点を設立しました。欧州でのMRO(Maintenance Repair
Overhaul)の拡大を目指し、営業サービス活動を開始しました。

2013年4月、シンガポールに民間航空機器のサービス拠点を設立しました。東南アジアのエアライン向けを中心に、民間航空
機器アフターサービスの向上に取り組んでいきます。

2013年5月、B737後継機B737-MAX向けスポイラー・アクチュエーターを受注しました。アフターマーケットを含めた長期
安定ビジネス獲得につなげていきます。

2014年3月期の見通し

航空・油圧機器事業の売上高は前期比16.3％増加の53,200百万円、営業利益は同150.5％増加の4,600百万円を見込んでいま
す。

油圧機器は、2013年10月以降に中国における建設機械の過剰在庫が解消し、需要回復が見込まれ、増収となる見通しです。

航空機器は、防衛需要向けは当期並ですが、民間需要向けがボーイングの増産と為替効果により、増収となる見通しです。

風力発電機用駆動装置は、2013年4月1日より精密機器事業に移管します。

事業概況

航空・油圧機器事業 1/2
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事業の内容
航空機器、建設機械用走行モーターなど

 *2014年3月期より風力発電機用駆動装置の開示セグメントを精密機器事業に移管。

主要なお客様(敬称略)

油圧機器
走行モーター

日本：コマツ、コベルコ建機、住友建機
中国：Xugong Excavator(徐工)、Sany(三一)、Zoomlion (中聯重
科)、Liu Gong(柳工)

航空機器
フライト・コントロー
ル・アクチュエーショ
ン・システム

米国：Boeing
日本：三菱重工業、川崎重工業、IHI、防衛省、全日本空輸
シンガポール：Singapore Airlines

生産拠点

油圧機器
国内

垂井工場(走行モーター、岐阜県)、西神工場(コントロール
バルブ、兵庫県)

海外 中国、タイ

航空機器
国内 岐阜工場(岐阜県)

海外 米国

グループネットワーク 海外

アジア

江蘇納博特斯克液圧有限公司…建設機械用走行モーターの
製造・販売
上海納博特斯克液圧有限公司…建設工事等用の油圧パワー
ショベル向け油圧機器の製造・販売
上海納博特斯克管理有限公司…ナブテスコグループの中国
事業展開支援
Nabtesco Power Control (Thailand) Co., Ltd.…東南ア
ジア向けを中心とした油圧ショベル用走行モーターおよび
旋回モーターの製造・販売
Nabtesco Aerospace Singapore Pte. Ltd.…航空機関連
機器の修理補用ビジネス ・アフターサービスおよび民間航
空ビジネスの情報収集

北米
Nabtesco Aerospace Inc.…航空機器の製造・販売および
アフターサービス
Nabtesco USA Inc.…米国持株会社

欧州
Nabtesco Aerospace Europe GmbH…航空機関連機器の
修理補用ビジネス ・アフターサービスおよび民間航空ビジ
ネスの情報収集

航空・油圧機器事業 2/2
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2013年3月期のポイント

産業用機器事業

売上高47,956百万円(前期比14.7%増)、営業利益3,608百万円(同36.3%増)となりました。

自動ドアは、国内需要が回復基調であることや、欧州を中心に高いブランド力を有するスイスの自動ドア事業会社Gilgen
Door Systems AGを買収したことによる1四半期分の売上増により増収となりました。

包装機械は、国内製糖業界の更新需要や海外向け拡販により増収となりました。

香港地下鉄MTR Corporation 向けプラットホーム・スクリーンドアおよび可動式ホーム柵を受注しました。

2012年12月『インテリジェントeco ドアシステム』68 セットが羽田空港国内線旅客ターミナルに採用されました。

2014年3月期の見通し

産業用機器事業の売上高は前期比13.6％増加の54,500百万円、営業利益は同38.6％増加の5,000百万円を見込んでいます。

自動ドアは、国内における建物用自動ドアの需要拡大や、海外売上の増加と為替効果などにより増収の見通しです。

包装機械は、国内外需要は堅調なものの、2013年3月期に見られた製糖業界特需の減少により減収の見通しです。

事業概況

産業用機器事業 1/2
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事業の内容 建物用自動ドア、包装機械、プラットホームドア、専用工作機械、福祉機器など

主要なお客様(敬称略)

自動ドア
各種建物用自動ドア： 大手ゼネコンほか建設工事会社、サッシメーカー、病
院、銀行、公共機関
プラットホームドア：フランス地下鉄、中国地下鉄、ロシア地下鉄ほか

包装機
 (東洋自動機)

三井製糖、味の素、丸大食品、P&G、花王、ライオン、中国食品メーカー、
Mars、American Beverage Corporation

生産拠点

自動ドア
国内：甲南工場(兵庫県)          
海外：スイス、米国、中国

包装機
 (東洋自動機)

国内：岩国工場(山口県)          
海外：中国

グループネットワーク

国内

東洋自動機(株)…各種総合包装システムの製造・販売
ティーエス プレシジョン(株)…メタルフォーミングマシンと等速ボールジョイ
ント溝加工機などの製造・販売
(株)テイ・エス・メカテック…設備管理業務、人材派遣事業
愛新機工(株)…機械器具の製造
ナブコドア(株) (2012年8月1日、完全子会社化)…建設業界向け(ゼネコン、
サッシ業者等)に、各種自動ドア、金属製建具、建物用防災システム、機械式
駐車装置の販売・施工ならびにこれらの製品の保守・修理

海外 アジア

納博克格里根自動門(北京)有限公司…中国における自動ドアおよび自
動ドア部品の製造・販売
格里根門系統(蘇州)有限公司…自動ドアの販売・施工・保守サービ
ス、鉄道用プラットホームドアの製造

Gilgen Nabtesco(Hong Kong) Limited…香港における鉄道用プ
ラットホームドアプロジェクトの管理、据付、テストおよび保守
大連東洋自動機包装設備有限公司…包装機および部品の製造

北米

NABCO ENTRANCES, INC.…自動ドア装置一式(駆動装置・セン
サ・サッシ)の製造・販売・施工・保守
Nabco Entrances of Western Canada Inc.…自動ドアの販売・施
工・保守
Porta Service Inc.…自動ドア販売・施工・保守をカナダ東部で展開
Toyo Jidoki America Corporation…各種総合包装システムの技術コ
ンサルティング、カスタマイズ、代理店サポートなど

欧州

Gilgen Door Systems AG…自動ドア、ゲートおよび鉄道用プラッ
トホームドアの製造・販売・施工・保守サービス
Gilgen Door Systems UK Limited…自動ドア、産業用ドアの製造・
販売・施工・保守サービス
Gilgen Door Systems Germany GmbH…自動ドアの販売・施工・
保守サービス
Gilgen Door Systems France S.A.S.…自動ドアの販売・施工・保
守サービス
Gilgen Door Systems Austria GmbH…自動ドアの販売・施工・保
守サービス
Gilgen Door Systems Italy srl…自動ドアの販売・施工・保守サー
ビス
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2013年3月期

(実績)
2014年3月期

(見通し)
2021年3月期
(長期ビジョン)

売上高 1,795億円 2,010億円 4,000億円

営業利益 円億006円億022円億051

営業利益率 %0.51%9.01%4.8

ROA %0.11%5.7%5.6

ROE %0.81%4.31%5.21

主要経営指標

新ナブテスコグループ長期ビジョン： 2020年度の目指す姿

当社は、リーマンショック以降の急激な経営環境の変化に柔軟に対応し、さらなる発展を実現させるため、2021年3月期におけ
る当社の目指す姿をイメージした新長期ビジョンを策定し、その達成に向け事業を推進しています。

グローバルに成長し続けるベストソリューションパートナー

新しいソリューション(製品・サービス・ビジネスモデル)を社会に提供し続けている

たゆまぬ技術革新により、お客様に頼られる専門性を追求している

言葉・文化の違いを越えてオープンなコミュニケーションと自由な発想を尊重している

「Enjoy the Challenge」を合言葉に社員一人ひとりが積極的にチャレンジしている

 長期ビジョン

 長期ビジョン 1/2
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Q1

Q2

ナブテスコの研究開発体制についてお聞かせください。

社員の4分の1が技術部門要員(研究開発要員含む)。シェアNo.1の製品を日本と世界に送り出しています。

 鉄道車両用のブレーキ装置、航空機の姿勢制御装置、バス・トラック用エアブレーキ装置、大型船の遠隔制御装置、産業
用ロボットの関節に使用される減速機、建設機械の走行モーター、自動ドア、レトルト食品用充填包装機――ナブテスコに
はいくつものシェアNo.1製品があります。
 これらの製品・装置の多くは、「モーションコントロール」をキーワードに、電気系や機械系を駆使したコンポーネント
技術やシステム技術の統合によって生まれたもの。これらの装置やシステムを技術の分野からサポートするのが技術本部で
あり、開発要員は6つの社内カンパニーと2つの子会社に属しています。まさに開発力と固有技術の深化によって成長と飛躍
を遂げてきた企業なのです。
 現在、技術本部の傘下だけで70名の要員が配置されており、品質統括部、CAE・材料技術部、知的財産部、事業企画部、
電子技術部の5つの機能に分かれて、グループ内にいわば横串を刺す形で、製品の開発が円滑に進むよう統括業務を行ってい
ます。

新エネルギー分野の研究開発の成果をお聞かせください。

米国の太陽熱発電プラント向け、太陽追尾駆動装置を受注しました。

 ナブテスコはこれまで産業用ロボット向け精密減速機の世界最大のサプライヤーとして実績を築いてきましたが、今後は
太陽熱発電分野へ精密減速機を事業展開することになります。
 2012年5月、これまでの開発成果として、米国の太陽熱発電プラントのEPC事業者(Engineering, Procurement,
Construction：設計・調達・建設の専門企業)から、太陽追尾駆動装置(旋回軸)を受注しました。これは、産業用ロボットの
間接に使われる精密減速機を太陽追尾駆動装置に応用したものであり、本受注は、当社の減速機の精度が評価されたもので
す。同装置は、今後最も普及が見込まれているタワー方式太陽熱発電プラントにおいて、鏡(ヘリオスタット)を太陽の動きに
追尾させて中央タワーへ集光するための装置です。現在、約10,000台のヘリオスタットへの機器の取り付けおよび中央タ
ワーへの集光制御調整中です。
 同装置は新エネルギー市場全体への波及が予測されています。

研究開発 1/2
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Q3 今後注力していく取り組みについてお聞かせください。

研究開発の分野でも、世界に通用する優れた人材の育成が急務です。

当社は、2012年3月期から2014年3月期の研究開発費として150億円を外部公表していますが、実際にはより多くの資源を
投入する見通しです。現在、主要な研究開発テーマだけで150件以上が走っており、小さな研究テーマを含めるとその数倍の
件数となります。研究開発にあたっては、世界各地の最先端の研究開発機関や大学などと連携を取りながら、試作品の開発
から量産化に結びつける動きを強めています。
 近年、ナブテスコの製品は国内市場や先進国市場に加え、成長がめざましい新興国においても産業用ロボットや建設機
械、鉄道車両の分野を中心に浸透しつつあります。中でも中国などアジアを中心とした成長市場では、これまでの実績によ
る当社の強みを最大限に活かし、さらなる拡大を目指しています。
 こうした動きを反映して、研究開発の分野でも世界に通用する優れた人財の育成が急がれています。国内で採用した人財
を半年間に及ぶ海外でのビジネススクール研修に派遣するほか、2009年以降はグローバル人財の採用を強化しています。
 技術教育の面では、デザイン思考、品質工学、CAE、電子などの定期研修を行っており、人財面でのナブテスコの独自の
能力向上を図っています。
 2011年6月、ナブテスコは米国ワシントン大学(ワシントン州シアトル)との共同研究を目的に、同大学内に「研究セン
ター」を設立するとともに、当社の「冠講座」を開設しました。共同研究の目的は、①油圧・空圧・電動アクチュエーター
に代わる次世代のアクチュエーターの探索、②アクチュエーターに関する世界最先端の情報の多面的・継続的な収集、③グ
ローバル人財の育成、にあります。アクチュエーターとは、物を動かす駆動装置とその動作によって制御を行う、機械的あ
るいは油空圧的装置の総称です。ワシントン大学にはナブテスコの技術者が常駐し、数年単位のローテーションで活動して
おり、学会での発表などで成果が出てきています。ユニークなアクチュエーターに関するアイデアも多く寄せられており、
今後の成果が大いに期待されています。
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取締役会

監査役会

監査役 髙橋 信彦

監査役 今村 正夫

社外監査役 石丸 哲也(非常勤)

社外監査役 山田 正彦(非常勤)

社外監査役 三谷 紘(非常勤)

役員紹介
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業務執行体制

最高経営責任者 小谷 和朗

専務執行役員 今村 雄二郎(技術本部長)

専務執行役員 三代 洋右(住環境カンパニー社長)

常務執行役員 青井 博之(コンプライアンス本部長)

常務執行役員 長田 信隆(航空宇宙カンパニー社長)

常務執行役員 坂井 宏彰(パワーコントロールカンパニー社長)

執行役員 橋本 正孝((株)ナブテック代表取締役社長)

執行役員 坂本 勉(企画本部長)

執行役員 國井 重人(新エネルギー事業本部長)

執行役員 吉川 敏夫(精機カンパニー社長)

執行役員 尼子 清夫(技術本部副本部長 兼 事業企画部長)

執行役員 伊牟田 幸裕(鉄道カンパニー社長)

執行役員 寺本 克弘(企画本部副本部長 兼 企画部長)

執行役員 十万 真司(ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長)

執行役員 藤本 行康(ナブテスコサービス(株)代表取締役社長)

執行役員 中村 賢一(総務・人事本部長)

執行役員 松岡 宏和(東洋自動機(株)代表取締役社長)

執行役員 釣  泰造(舶用カンパニー社長)

執行役員 井奥 賢介(パワーコントロールカンパニー生産統括部長 兼 垂井工場長)

執行役員 堀口 智之(ものづくり革新推進室長)

執行役員 上仲 宏二(住環境カンパニー商品企画部長)

執行役員 箱田 大典(上海納博特斯克液圧有限公司総経理)

執行役員 Jakob Gilgen(Gilgen Door Systems AG 社長)
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス1/3

社外取締役ロングインタビュー

 2012年6月に、当社の社外取締役に就任した、山中信義氏にインタビューを
行いました。

基本的な考え方

 当社は、当社グループの永続的な価値の増大を目指すとともに、株主様をは
じめステークホルダーからさらに信頼される会社になるため、法令遵守はもと
より、高い透明性と倫理観に基づく企業経営の実践を、コーポレート・ガバナ
ンスにおける基本的な考え方としています。

当社の業務執行、経営監視の体制および内部統制の仕組み

 当社の業務執行は、執行役員制およびカンパニー制に基づいて行い、これを統制する企業統治体制として「取締役会」、「監
査役会」、「会計監査人」および業務執行上の重要事項を審議する機関として「マネジメント・コミッティ」を置いており、経
営上の意思決定・監督・執行および経営監視の機能を明確に区分しています。
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取締役会

　取締役会は3名の社外取締役を含め10名で構成し、当社グループの基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定
および業務執行の監督を行う機関として、原則月1回以上開催しています。当期は18回開催しました。

社外取締役

　取締役会を中立な立場で、監督するのが社外取締役が担う役割です。

　当社では、経営の透明性を担保し、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、社外取締役を選任しています。
社外取締役は、定例および臨時取締役会に参加し、客観的な立場から、意思決定のチェック、助言を行っています。現在、3名が
社外取締役として就任しています。3名の選任理由は、下表のとおりです。

氏名 選任理由

山中 信義
山中氏は、外国企業の経営者を歴任され、グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力
を有しており、当社の推進するグローバル戦略および当社ビジネス全般において、経営という立場か
らその知見を活かすことができると考えています。

三宅 俊也*
三宅氏は、株式会社神戸製鋼所の執行役員を務められ、豊富な経験と高い見識・能力を有し、それら
を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお
願いするものです。

藤原 裕

藤原氏は、海外勤務が長く、グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力を有しており
ます。また、上場企業の財務部門・IR部門の責任者を務められるなど、高度な経営戦略および財務に
関する専門知識を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かして
いただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。

監査役(会)

　当社の監査役会は、3名の社外監査役を含め5名で構成しており、グループ経営の強化に対応して、グループ会社の監査役を含
めたグループ監査役会を設置し、監査体制を強化しています。当期は当社監査役会を13回、グループ監査役会を2回開催しまし
た。

社外監査役

　株主の取締役の職務の執行を監査することが社外監査役が担う役割です。

　当社では、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することを目的として、社外監査役を選任しています。社外監査役は、
定例および臨時取締役会に参加するほか、代表取締役と定期的に意見交換を行うなど、業務執行の全般にわたって監査を実施し
ています。現在、3名が社外監査役として就任しています。3名の選任理由は、下表のとおりです。

氏名 選任理由

石丸 哲也 石丸氏は、経理専門能力を中心に監査に必要な見識・能力を有しています。

山田 正彦
山田氏は、他の会社の取締役を歴任するなど、経営全般に関する深い経験と見識・能力を有していま
す。

三谷 紘
三谷氏は、永く検事・弁護士として務め、東京法務局長、公正取引委員会委員を歴任するなど、高度
な法律面の知識を有しています。

独立役員の届出をしない理由:三宅氏は独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役で
あると判断しておりますが、(株)神戸製鋼所が直近まで主要株主であったことに鑑み、独立役員として指定しないことといた
しました。

*
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執行役員制

　取締役会の方針・戦略・監督のもとに業務執行に専念する体制として執行役員制を採っています。主要なグループ会社5社の
代表者である執行役員を含めた21名で構成し、執行役員会を定例会議として開催しています。当期は5回開催しました。

マネジメント・コミッティ

　取締役会の決定する方針に基づき、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議、業績報告、業務執行の報告をする機関
として、常勤取締役および執行役員などで構成された「マネジメント・コミッティ」を設けており、原則月2回開催しています。
当期は26回開催しました。

業務監査部

　健全な経営管理の遂行に資することを目的とし、当社グループの経営活動の効率的な運用と質的な向上を図るため、「業務監
査部」(8名)を設置し、内部業務監査機能を強化しています。当期においても、本社部門、社内カンパニーおよび連結子会社の
内部業務監査を実施しています。

報酬委員会

　当社は、取締役会の諮問機関として「報酬委員会」を設置し、取締役および執行役員の処遇の大綱およびその運用について審
議し、適正化に資しています。なお、当該委員会は社外役員2名を含む3名で構成されています。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、当社グループの永続的な価値の増大を目指すとともに、株主をはじめとするステークホルダーからさらに信頼される
会社になるため、法令遵守はもとより、高い透明性と倫理観に基づく企業経営を実践することを、コーポレート・ガバナンスに
おける基本的な考え方としています。この考えに基づき、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しています。

コンプライアンス

企業倫理の実践と徹底

　グループ全体がより高い倫理観に根ざした企業行動をとるため、「ナブテスコグループ企業倫理綱領」および「ナブテスコグ
ループ行動基準」を制定し、企業倫理の実践と徹底に努めています。

　また、コンプライアンス専任部門である「コンプライアンス推進部」では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を目指
して、法規制の遵守はもとより、より高い基準の企業倫理規範の遵守を推進しています。

　さらに、当社グループにおける法令違反ないし不正行為などによる不祥事の防止および早期発見を目的として「企業倫理ホッ
トライン」を開設し、通常の職制ラインでは報告されない情報の収集と適切な措置により、組織の自浄機能の向上ならびに社会
的信頼の確保を推進しています。

内部統制

内部統制システムの整備の状況

　当社グループは、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、経営の効率化・コンプライアンス・情報管理・リスクマネ
ジメント・監査役会との連携など、内部統制に係るすべてのテーマを一貫した理念に基づいて整備し、一連の内部統制システム
として構築していくことを目指しています。

「内部統制システム構築の基本方針」の概要

　当社グループの内部統制においては、企業理念、企業倫理綱領およびグループ行動基準を適正かつ公正な事業活動の拠り所と
し、取締役、監査役およびすべてのグループ社員はこれらを遵守することを基本としています。

　内部統制推進の最高責任者はCEOとし、その推進においてCEOを補佐するため、コンプライアンス本部を設置するとともに、
取締役会は事業環境や社会的要請の変化、法規制の改正、リスクの多様化などに応じて内部統制システムの整備に関し、継続的
に検討を重ね、毎年1回、そのほか必要に応じて見直しを行います。

コーポレート・ガバナンス3/3
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リスク管理体制の整備の状況

 当社グループは、業務執行に関し、損益、資産効率、品質、災害などの状況が取締役会に適正かつタイムリーに報告される体
制を整備し、リスクの早期発見に努め、損失の極小化を図っています。

 また、反社会的勢力の排除に向け、「ナブテスコグループ行動基準」において、勤務時間内外を問わず、民事介入暴力など反
社会的な企業・団体には断固たる態度で一切の関わりを拒否し、その活動を助長する行為も決して行わない旨を定めており、日
頃から警察および暴力対策団体などとの連携を通じ、反社会的勢力に関する最新情報の入手やアドバイスを受けるなど、関係強
化に努めています。

 なお、リスク管理を目的として組織された委員会には、以下のものがあります。

「グループ品質・PL委員会」

 当社グループにおける製品の品質管理およびPL(Product Liability：製造物責任)に関する製品安全管理において、安全性欠陥
を含む品質不良発生を予防し、品質不良・PL問題の発生時の適切な対応を行うための組織および管理についての基準を定めるこ
とにより、品質の維持・向上および安全性の確保を図るとともに、お客様の信頼を確保し経営の発展に寄与することを目的とし
ています。

「グループESH委員会」(Environment, Safety & Health：環境・安全・健康)

 当社グループにおける製品の研究・開発から生産、流通、販売にいたるすべての事業活動に関わる、環境保全、安全、防災、
衛生などの基本方針ならびに国内外関係法規の遵守に加え、全社的に管理すべきものについての基準を定めることにより、地域
社会の環境保全、社員および社員とともに事業活動に従事する者の安全と健康の確保、ならびに地球環境との共生を図り、企業
の社会的責任を果たすことを目的としています。
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事業等のリスク

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況などのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性には、以下のよう
なものがあります。なお、将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1) 経済、市場の動向に関するリスク

当社グループの事業は、国内外の自動車、建設機械、鉄道、建築、産業機械などの各産業分野に直接的または間接的に関わって
います。これら産業の景気変動および設備投資動向などにより、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ
ります。

(2) 海外事業展開に関するリスク

当社グループは、成長性・収益性の追求のため、アジア、北米、欧州を中心に積極的な事業展開を図っています。このため、経
済・市場の動向に関するリスクだけでなく、国によっては政治的変動や予期できない法律・規制などの改正が行われる場合があ
り、各種製品の市場が影響を受け、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 大規模災害に関するリスク

当社グループは、台風、地震、洪水、パンデミックなど各種災害に対して発生時の損失を最小限に抑えるため、事業継続計画の
策定、緊急連絡体制の整備や訓練の実施などを進めています。しかし、このような災害による人的・物的被害の発生や資材調達
の停滞および物流網の寸断により、当社グループの生産活動を中心とした事業活動に影響を受ける可能性があります。また、災
害による損害が損害保険などで十分にカバーされるという保証はありません。

(4) 電力需給に関するリスク

東日本大震災の影響により、国内では電力料金の値上げが生じているほか、夏場における電力供給不足が懸念されています。こ
のような電力に関するコスト増や需給ギャップが生じることにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 為替相場の変動について

当社グループの海外売上高は、当期において40.4％に達しています。原材料の海外からの輸入もあり、外貨建て取引に関しては
為替予約によるリスクヘッジを行っていますが、当社グループの業績は為替変動による影響を受けています。また、在外子会社
の業績についても、円換算にあたり為替変動による影響を受けています。

(6) 調達に関するリスク

当社グループは、原材料、構成部品などを多数の取引先から購入していますが、一部の部品について供給が滞り代替の調達先が
確保できない場合には、製品の利益率の悪化や機会損失の発生により、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能
性があります。

(7) 製品品質に関するリスク

当社グループは、各種製品について、欠陥が発生しないように万全な品質管理基準のもとに製造しています。しかしながら万一
リコールや製造物責任につながるような重大な欠陥が発生した場合には、多額のコストの発生につながり、当社グループの業績
および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 競合に関するリスク

当社グループは、国内外において高い市場占有率を誇る製品を多数保有しています。各種製品の市場占有率が低下した場合、当
社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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ナブテスコグループ
CSR報告書2013
(PDF 4MB)

ナブテスコのCSRの考え方

 これまで、企業は経済価値の最大化を目指し、経済合理性を最優先とした経営が良し
とされてきました。しかし、気候変動問題をはじめとした地球環境の悪化や貧困問題の
増大など、全世界における持続可能性への懸念が広がり、欧州をはじめ世界各国におい
て、社会的影響力を持つグローバル企業が果たすべき役割への期待が高まってきていま
す。私たちナブテスコグループは、新しい時代に向けて、経済合理性を追求しながら
も、これをさらに環境性・社会性と両立させる経営が、持続可能な経済成長に向けての
競争力の源泉となるという認識に立ち、CSRを通じてこれらの地球規模の課題に真摯に
取り組むべきと考えています。

ナブテスコの事業領域と社会的使命
 ナブテスコグループは、「独創的なモーションコントロール技術で、移動・生活空間
に安全・安心・快適を提供する」を企業理念に、人々の暮らしを支える社会基盤を構築
する重要な製品を提供しています。鉄道や航空・船舶・自動車などの移動・輸送基盤、
産業用ロボット・建設機械などの産業基盤、自動ドア・福祉機器などの生活基盤、さら
には風力発電設備や太陽熱発電設備などの環境分野にいたるまで、広範な領域で事業を
展開しています。これらのすべてにおいて、「安全・安心・快適」を提供することが、
当社の使命であり、最も重要なCSRであると認識しています。

重点的に取り組むべきCSRのテーマ
 当社グループが重点的に取り組むべきCSR活動としては、環境への配慮や、サプライチェーンのCSRへの取組みが挙げられま
す。

 当社グループは、「地球環境への配慮」を経営の最重要課題のひとつと捉え、具体的な活動指針としてグループに共通の「環
境理念」と「環境行動指針」を制定しています。これをもとに、事業活動に関わる環境負荷の低減や環境改善について、可能な
限り定量目標を設定し、積極的に推進しています。また、サプライチェーンマネジメントにおいては、児童労働や強制労働、紛
争鉱物問題などグローバルな人権に関する課題を認識し、2012年よりCSR調達の体制構築に取り組んでいます。
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ナブテスコグループのステークホルダーとCSR重要課題

題課要重ーダルホクーテスな要主領綱理倫業企

価値ある商品・サービスの提供 お客様・社会
品質・PL管理
品質・製品安全に関する教育
安全・安心・快適を提供する商品

社員への配慮 従業員

人権の尊重
労働安全衛生管理
働きやすい職場環境
人財育成

環境への配慮 地球環境・次世代

気候変動への対応
廃棄物の削減
省資源・省エネルギー
化学物質の適正な管理

公平・公正な企業活動 取引先
取引先との共存共栄
事業展開地域の環境・人権への配慮

地域・社会への配慮 地域・社会
事業展開地域の産業における教育・文化
への貢献
地域の環境への配慮

経営の透明性の確保
経営体制

株主・投資家

適時・適切な情報開示
コーポレートガバナンス・内部統制の実
践
適切なリスク管理
コンプライアンスの徹底
企業価値の維持・向上
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公平・公正な企業活動

サプライチェーンにおけるCSRの取り組み
 ナブテスコグループは企業倫理綱領に「公平・公正な企業活動」を掲げ、従来、取引先との相互信頼関係と双方向コミュニ
ケーションを基礎として、取引契約書にCSRの観点を盛り込むなど、サプライチェーンにおけるCSRに取り組んできました。
2013年度は、本社の購買統括部が中心となってグループを束ね、CSR調達の一層の推進に向け、CSR調達方針の策定に着手しま
した。今後、取引先・協力会社等と協力し、サプライチェーンを通じた人権や労働安全問題への対応を進めていきます。

社会的責任投資家との積極的なコミュニケーション

 当社のIR活動では、財務情報に加え、非財務情報の開示にも積極的に取り組んでい
ます。

 証券アナリスト、機関投資家からの、当社のCSRにフォーカスした取材要請にも積
極的に対応しています。

 また、SRIの世界的指標のひとつであるFTSE4Good、DJSI(Dow Jones
Sustainability Indexes)、CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)など
のSRI調査機関によるアンケートなどには真摯に対応し、当社のありのままの姿を伝
えるように努めています。

 これらの取り組みの結果、ナブテスコはFTSE4Good Japan Indexには2009年9月
以来、8半期連続で組み込まれているほかに、2013年9月には、Djsi Asia Pacific
indexに初めて組み込まれました。

 また、2012年のCDPにおいては「温室効果ガスの排出」、「気候変動による事業
リスクや事業機会」などに関する情報開示についての評価において、日本企業のトッ
プクラスに位置する89点、CO2の排出量削減に関する取り組みに関する評価(パ
フォーマンスバンド)ではBの評価を獲得しました。

安全衛生の確保・労働条件の適正化
弊社のみならず、取引先においても安全衛生を確保し､違法な労働をなくします。

1

法令順守
CSRの基礎であるコンプライアンスを推進します。

2

公害防止・環境管理・特定有害物質管理業務
環境保全､特定有害物質の不使用を通じて、未然に公害を防止します。

3

災害防止義務
災害の未然防止に平時より取り組みます。

4

談合・贈賄の禁止
談合・贈賄を禁止し､取引先との公平・公正・透明な関係を維持・発展させます。

5

反社会的勢力の排除
反社会的勢力との関係が明らかになった場合は即時に、取引を停止します。

6
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 アシストホイール(以下AW)は、介助者の負担を軽減するために
開発された製品です。上り坂や下り坂、不整地など、通常の車いす
では通行が困難な場所で、センサーにより自動的にモーターやブ
レーキが働き、介助者の負担を軽減します。

 ナブテスコグループでは2008年から毎年、当社事業所またはグ
ループ従業員の主な居住自治体を対象に、AWの寄贈を続けていま
す。また、2011年度以降は、不整地でお役に立てる特性を活か
し、震災被災地への寄贈も行っており、累計寄贈台数は139台に上
りました。

 2012年7月31日から8月2日にかけ、神戸地区3工場(神戸工場、
甲南工場、西神工場)に大阪府能勢町内の小中学校の教員3名を研修
生としてお迎えし、工場見学を中心に当社の事業概要や社員教育に
ついて理解を深めていただき、意見交換を行いました。

 また、後日、生徒の皆さんにも甲南工場の見学にきていただき、
ものづくりの素晴らしさを体感できたとの感想を寄せていただきま
した。

 Nabtesco Automotive Products(Thailand)Co., Ltd.( 以下、
NAPT)では、2013年6月、サムットプラカーン県にあるバンブー環
境教育センター内の干潟にて、約250本のマングローブの苗木を植
樹しました。

 マングローブは、海水と淡水が混じり合う潮間帯に生息する植物
の総称で、地球温暖化防止・生態系の維持回復や自然災害防止への
効果が期待されています。

 従業員78名のうち69名が参加し、植樹活動を楽しんで行いまし
た。今後も定期的に社会貢献活動を実施していく予定です。

地域・社会への配慮

 ナブテスコグループは、事業を展開している地域の皆さまに当社の事業をご理解いただくと同時に、地域の経済、教育、文化
の発展に貢献するため、各地でさまざまな活動を行っています。

 介助用電動車いす「アシストホイール」の寄贈活動

地域の教育現場との交流：神戸地区3工場

海外グループ会社によるマングローブ植樹活動
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気候変動への取り組み

 ナブテスコでは、地球温暖化防止のため、全社を挙げて持続的なエネルギー資源の有効利用活動を推進しています。

地球温暖化防止(省エネルギー)
グループ長期目標(2014年度達成)
・エネルギー使用量(原単位)の低減:10%以上(2004年度基準)

 2012年度の二酸化炭素CO2排出量は、新興国市場の冷え込みによる減産で生産動力が削減されたことと、省エネタイプの空調
機への更新や太陽光発電設備稼働開始などの省エネ改善活動により、前年度に比べ4％の削減となりました。また、長期売上高
原単位は、目標値(8%)を大きく上回る22.4％の削減となり目標を達成しました。しかしながら、単年度売上高原単位は、前年
度比6.1％の増加となり目標を達成できませんでした。

■2012年度実績

価評績実標目善改量出排素炭化酸二

単年度売上高原単位 成達未加増％1.6減削％1 比度年前

長期売上高原単位 成達減削％4.22減削％8 比度年4002
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＊1：集計期間は、2004年3月～2013年3月。
＊2：集計の方針および基準は、「エネルギーの使用の合理化に関する法
律」「地球温暖化の推進に関する法律」に準拠し、環境情報管理に関する
社内規定に基づき集計。
CO2の排出係数は原則として「地球温暖化の推進に関する法律」に準拠。
ただし、電気は、
①デフォルト値である0.555kg-CO2/kWhを使用
②実係数として、環境省公表の電気事業者ごとの排出係数を使用
③調整後係数として、環境省公表の電気事業者ごとの排出係数を使用

＊3：集計範囲は、国内のみ。ナブテスコ(株)(岐阜工場、垂井工場、津工
場、神戸工場、甲南工場、西神工場、本社(川崎含)、名古屋営業所、神戸
営業所、北九州営業所)。ナブテスコオートモーティブ(株)(山形工場、横
須賀技術センター、本社)、大亜真空(株)(本社工場)、シーメット(株)(本
社、樹脂開発センター)、ナブコドア(株)(本社)、ナブテスコサービス(株)
(神戸事業所、横浜事業所)、東洋自動機(株)(岩国工場)、ティーエス・プレ
シジョン(株)(本社工場)、愛新機工(株)(本社工場)。

CO2排出量

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト

 ナブテスコは、英国のカーボン･ディスクロージャー･プロジェクト(以下、CDP)の温室効果ガスの管理による気候変動への取
り組み趣旨に賛同し、当社の気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量を開示・報告しています。2012年のCDPにおいて、当社
は日本企業の上位10%に入る非常に高い評価をされました。今後も、積極的な温暖化防止の取り組みの推進と情報開示に努めて
います。

再生可能エネルギーの利用

 ナブテスコは、垂井工場(岐阜県)新建屋の屋上に400kW太陽光発電パネルを設置し、2012年8月1日より稼動させています。
これにより、2012年度は283MWhを発電しCO2排出量を157トン削減するとともに、ピーク電力低下に貢献しました。また、
ナブテスコは風力発電用駆動装置や太陽熱発電用追尾装置などのクリーンエネルギー市場向けの事業を展開し、本業を通じてエ
ネルギーの安定供給、資源の有効利用に貢献しています。
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(3月31日に終了した事業年度/単位:百万円)

2004年
3月期

2005年
3月期

2006年
3月期

2007年
3月期

2008年
3月期

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

売上高 125,478 137,961 147,428 161,445 174,254 158,171 126,249 169,304 198,527 179,543 

売上原価 97,187 105,228 111,542 123,640 132,642 124,041 97,817 127,712 148,184 134,859 

販売費及び一般管理費 19,946 21,446 21,058 21,378 22,183 22,118 20,467 21,380 27,484 29,670 

営業利益 8,345 11,287 14,828 16,427 19,429 12,012 7,965 20,212 22,859 15,013 

税金等調整前当期純利益 6,600 9,225 14,288 16,691 18,433 7,932 8,012 21,954 24,848 18,997 

法人税等 2,092 3,337 5,721 6,216 6,370 2,778 3,272 7,485 8,874 5,598 

少数株主利益 276 262 356 691 1,038 728 723 1,081 1,217 129 

当期純利益 4,232 5,626 8,211 9,784 11,025 4,426 4,017 13,388 14,757 13,269 

年度末

流動資産 70,889 75,161 82,501 95,625 99,237 84,306 89,893 119,003 123,929 112,048 

有形固定資産 42,896 41,949 41,934 43,610 43,346 45,207 44,102 44,442 51,509 54,475 

総資産 130,683 133,602 146,895 163,223 163,317 144,685 149,481 180,729 208,093 203,056 

流動負債 52,442 54,233 60,138 57,098 58,183 41,209 43,611 74,892 70,897 52,322 

有利子負債 31,818 25,038 19,188 26,927 23,115 19,160 19,920 20,158 31,695 26,389 

純資産 ― ― ― 77,110 82,492 81,716 85,168 96,531 107,467 120,857 

利益剰余金 18,677 23,172 30,387 38,304 47,412 49,669 52,662 64,263 74,816 83,606 

10年間の要約財務諸表

10年間の要約財務諸表 1/2
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キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

15,751 11,103 16,406 8,293 18,249 14,055 14,892 27,997 15,104 12,952 

投資活動による
キャッシュ・フロー

-3,804 -4,570 -4,896 -6,941 -8,969 -9,329 -6,156 -4,420 -27,464 -13,693 

財務活動による
キャッシュ・フロー

-5,336 -7,809 -7,273 6,135 -5,748 -6,189 -684 -1,850 6,036 -10,090 

１株当たり(単位：円)

１株当たり当期純利益 32.72 43.70 64.05 77.10 86.77 34.82 31.70 105.91 116.74 104.57 

１株当たり純資産 374.92 412.75 505.59 575.19 609.08 601.75 628.29 713.77 784.12 894.86 

１株当たり年間配当金 3.50 7.00 12.00 14.00 16.00 13.00 9.00 25.00 34.00 34.00 

指標(単位：%)

売上高営業利益率 6.7 8.2 10.1 10.2 11.2 7.6 6.3 11.9 11.5 8.4 

ROE 9.4 11.2 14.1 14.3 14.7 5.8 5.2 15.8 15.6 12.5 

ROA 6.0 8.3 10.4 6.3 6.8 2.9 2.7 8.1 7.6 6.5 

自己資本比率 36.5 39.3 43.7 44.8 47.4 52.9 53.1 49.9 47.6 56.2 

10年間の要約財務諸表 2/2
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損益の状況

　2013年3月期は、国内では東日本大震災からの復旧・復興が徐々に進み、また安倍政権発足によるアベノミクス効果により、
円安の定着と経済の活性化が期待されつつあります。国外では、米国の経済持ち直しは見られたものの、欧州諸国の財政・金融
不安、主要市場である中国の景気減速など、厳しい状況が続き、特に中国の建設機械市場での需要の落ち込みが顕著になりまし
た。

　このような状況の中、当社グループでは売上高が前期比18,983百万円(9.6%)減少の179,543百万円となりました。産業用機器
事業では、スイスの自動ドア事業会社Gilgen Door Systems AGの買収により、同社1四半期分の売上増があったものの、航空
・油圧機器事業が中国における建設機械需要減の影響を受けて減収となりました。

　売上原価は前期比13,325百万円(9.0%)減少の134,859百万円、販売費及び一般管理費は、新規連結子会社が増えたことにより
同2,186百万円(8.0%)増加の29,670百万円となった結果、営業利益は同7,845百万円(34.3%)減少の15,013百万円となり、売
上高営業利益率は8.4%と前期から3.1ポイント低下しました。

　その他の収益(費用)として、持分法による投資利益2,148百万円、為替差益392百万円、負ののれん発生益1,026百万円などを計
上した結果、税金等調整前当期純利益は前期比5,850百万円(23.5％)減少の18,997百万円となりました。法人税等は前期比
3,275百万円(36.9％)減少の5,598百万円、少数株主利益は前期比1,088百万円(89.4％)減少の129百万円となり、当期純利益
は同1,487百万円(10.1%)減少の13,269百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は前期の116.74円から12.17円減少
し104.57円となりました。

バランスシートの状況

資産
　当期末の総資産は、前期末比5,035百万円減少の203,056百万円となりました。流動資産は前期末から11,881百万円減少し
112,048百万円となりました。これは現金及び預金が1,601百万円、有価証券が8,000百万円、受取手形及び売掛金が2,408百
万円減少したことによるものです。有形固定資産は、54,475百万円、投資その他の資産は、18,953百万円となりました。

負債
 負債合計は前期末比18,427百万円減少し、82,198百万円となりました。流動負債は18,575百万円減少し52,322百万円とな
りました。これは、支払手形及び買掛金が6,575百万円、短期借入金が5,314百万円、未払法人税等が1,248百万円減少したこと
によるものです。固定負債は148百万円増加し、29,876百万円となりました。これは繰延税金負債が461百万円増加したことに
よるものです。

純資産
　純資産合計は120,857百万円と前期比13,391百万円の増加となりました。自己資本は114,038百万円と前期比14,945百万円増
加となりました。主な増加要因は、当期純利益13,269百万円による利益剰余金の増加と、資本剰余金の増加1,581百万円、為替
換算調整勘定の増加4,287百万円によるものです。一方、主な減少要因は、利益剰余金の配当4,466百万円、少数株主持分の減
少1,650百万円によるものです。以上の結果、自己資本比率は56.2%と前期末比8.6ポイント増加し、1株当たり純資産額は
894.86円となっています。なお、ROEは前期比3.1ポイント低下し12.5%、ROAは同1.1ポイント低下の6.5%となりました。

財務概況

財務概況 1/2
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キャッシュ・フロー

　当期末における現金及び現金同等物(以下、資金)の期末残高は、営業活動により獲得した資金12,952百万円を主に設備投資、
配当金の支払などに充てた結果、前期末から9,823百万円減少し40,200百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、12,952百万円(前期は15,104百万円)の資金の増加となりました。増加要因は主に税
金等調整前当期純利益18,997百万円(同24,847百万円)、売上債権の減少2,919百万円(前期は2,414百万円の増加)によるもので
す。一方、減少要因は、仕入債務の減少7,569百万円(同260百万円の増加)、法人税等の支払い6,492百万円(同10,484百万円)
などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動によるキャッシュ・フローは13,693百万円(前期は27,464百万円)の資金の減少となりました。これは、有形固定資産
の取得による支出12,873百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フローは10,090百万円の資金の減少(前期は6,035百万円の収入)となりました。減少要因は主に短
期借入金の返済5,649百万円、配当金の支払5,078百万円によるものです。

設備投資

　2013年3月期の設備投資額は、生産能力の増強と生産設備の更新・合理化を中心として、グループ全体では10,190百万円に上
りました。


