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1. タツミグループ紹介
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メキシコ子会社
Corporacion 

Tatsumi de Mexico, 
S. A. de C. V.

株式会社 タツミ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ子会社
P.T. 

Tatsumi Indonesia 

タツミグループ

資本金：7.15億円
年 商：62億円
従業員：309名

資本金：7,000千USD
年 商：2億円
従業員：46名

資本金：245.582千ﾍﾟｿ
年 商：14億円
従業員：428名



5/48

Corporacion Tatsumi de Mexico （略称 TDM）
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PT. TATSUMI INDONESIA （略称 ＴＩＤ）



7/48

2. 2017年3月期 連結業績
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・「売上⾼」は、メキシコ⼦会社との連結開始により増収。
・「営業利益」及び「経常利益」も若⼲の増益。
・「親会社に帰属する当期純利益」は法⼈税軽減措置の

適⽤減少により減益。

連結業績

（単位：百万円）

2016年3月期 2017年3月期 増減率 2017年3月期 増減率

実績 実績 （％） 業績予想値 （％）

売上高 6,489 7,541 1,052 +16.2 7,600 ▲0.8

営業利益 366 408 42 +11.5 395 +3.3

（営業利益率） (5.6%) (5 .4%) - (▲0.2P) (5 .2%) (+0.2P)

経常利益 331 383 51 +15.6 185 +107.0
親会社に帰属する
当期純利益

120 +105.0

増減額

271 246 ▲ 24 ▲9.2

外部公表値 比較 ↓
単位：百万円

前期比 ↓
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・「フリーキャッシュ・フロー」のマイナスはメキシコ⼦会社設⽴に伴い
有形固定資産を取得した事によります。

・「⾃⼰資本⽐率」以下の指標は親会社に帰属する当期純利益が
前期を下回ったことに起因します。

主な経営指標

2016年3月期 2017年3月期

実績 実績

フリーキャッシュ・フロー（百万円） ▲ 1,295 ▲ 1,076

自己資本比率（％） 50.5 43.7

ROE（自己資本利益率）（％） 6.8 5.5

ROA（総資本利益率）（％） 3.6 2.8

利益剰余金（百万円） 2,338 2,469
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・「期末株主配当⾦」は普通配当⾦を前期より2円上乗せし12円としました。
・「配当性向」は29.2％（前期⽐＋2.7％）となりました。

株主配当金および配当性向
円/株
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3. 2017年3月期
販売・技術開発実績

（新規獲得製品）
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（⽇本） 2017/3期_新製品販売（7⾞種・9機種)

国　内

(1)三菱　SUV 〔ﾜｲﾊﾟｰ部品〕
・LM12　DRIVE SHAFT B 視界確保 LM12 ・＇16年7月～　販売開始 純増
(2)Sherco 2R 〔ｽﾀｰﾀｰ部品〕
・GEAR,,DRIVE ｴﾝｼﾞﾝ補機 SM05 ・＇16年7月～　販売開始 純増
(3)SUZUKI 2R 〔ブレーキ部品〕
・PUSH ROD ２輪ブレーキ ・＇16年7月～　販売開始 純増
(4)SUZUKI 2R 〔ブレーキ部品〕
・LEVER BOLT ２輪ブレーキ ・＇16年11月～ 販売開始 純増
(5)Harley 2R 〔ブレーキ部品〕
・SLEEVE ２輪ブレーキ ・＇17年3月～   販売開始 純増
(6)TOYOTA IMV 〔ブレーキ部品〕
・PIN,GUIDE 4輪ブレーキ ・＇16年6月～　販売開始 純増
(7)High Performance 〔ブレーキ部品〕
・PIN ANCHOR 4輪ブレーキ ・＇16年10月～ 販売開始 純増
(8)HONDA SUV 〔ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・PIN A/B 4輪ﾌﾞﾚｰｷ ・＇16年7月～　販売開始 純増

２Ｒブレーキ⽤
LEVER BOLT / SLEEVE

４Ｒディスクブレーキ⽤
SLIDE PIN

（第66期年間・純増寄与率1％）
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（メキシコ）2017/3期_新製品販売（6⾞種・7機種)

海外（メキシコ現地生産）

(9)HONDA SUV 〔ﾜｲﾊﾟｰ部品〕
・WM10B DRIVE SHAFT 視界確保 LM12 ・＇16年6月～ 販売開始 純増
(10)HONDA MINI VAN 〔ﾜｲﾊﾟｰ部品〕
・WM10B DRIVE SHAFT 視界確保 LM12 ・＇16年6月～ 販売開始 純増
(11)BMW 〔ﾜｲﾊﾟｰ部品〕
・WM10B DRIVE SHAFT 視界確保 LM12 ・＇16年6月～ 販売開始 純増
(12)HONDA　ｺﾝﾊﾟｸﾄ 〔ｽﾀｰﾀｰ部品〕
・SM74 DRIVE SHAFT ｴﾝｼﾞﾝ補機 SM75-001 ・＇16年6月～ 販売開始 生産移管
・SM74 YOKE ｴﾝｼﾞﾝ補機 SM75-012 純増

SM75-007 ・＇16年6月～ 販売開始
(13)TOYOTA 338B 〔ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・SCREW SET 4輪ﾌﾞﾚｰｷ インドネシア向け 純増
(14)TOYOTA 800A 〔ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・SCREW SET 4輪ﾌﾞﾚｰｷ インドネシア向け 純増

◇ TDM（ﾒｷｼｺ）現調化計画の推進 「生産体制構築及び既存改善」

・四輪ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀ用 ｼｬﾌﾄ・YOKEは16年
8月より量産開始した

・ﾜｲﾊﾟｰ用ｼｬﾌﾄ生産で、慢性的な納期遅延
あり、発生源対策を計画に実施中。
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（インドネシア）2017/3期_新製品販売（5⾞種・7機種）

海外（インドネシア現地生産）

(15)NISSAN/DAIHATSU 〔ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・GUIDE PIN / LOCK PIN 4輪ﾌﾞﾚｰｷ ・＇16年6月～ 販売開始 純増
(16)HONDA/NISSAN 〔P/W部品〕
・WR07 PINION,, 利便快適 WR07-009 生産移管
・WR07 PINION,,(BLANK) 利便快適 WR07-173 ・＇16年5月～ 販売開始 生産移管
(17)TOYOTA EFC 〔ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・STRUT SET 4輪ﾌﾞﾚｰｷ ・＇16年9月～　販売開始 純増
(18)TOYOTA 338B 〔ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・SCREW SET 4輪ﾌﾞﾚｰｷ ・＇16年7月～　販売開始 純増
(19)TOYOTA 800A 〔ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ部品〕
・SCREW SET 4輪ﾌﾞﾚｰｷ ・＇16年6月～　販売開始 純増

◇ TID（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）現調化計画の推進 「新生産体制構築」

・二輪ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀ用ｼｬﾌﾄの生産ﾗｲﾝ構築
が完了、17年2月～先行生産中。

・ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳ用ﾋﾟﾆｵﾝ・ﾌﾞﾚｰｷｷｬﾘﾊﾟｰ用ﾋﾟﾝ
も量産開始、当初企画より少量の為、
新規顧客、新規製品の獲得に向け展開。



15/48NC旋盤（ｼﾁｽﾞﾝ） ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ（ﾂｶﾞﾐ）

・16年8⽉、ﾊﾞｰ材複合NC旋盤、
ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀを新規導⼊。

・平均納期：27⽇⇒20⽇
に短縮。
また、技能⼠育成により加⼯の
幅が広げられる様、技能検定
試験にチャレンジ中。

◇対応件数/試作売上
・Ｈ社向け試作⽇程対応の為
「⼯具内製」による短納期を実現、
客先開発に貢献できた。

◇「試作期間短縮」 ・・・ 新規設備 導入

試作 実績

千円

件
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⼯機 実績

日立AMS 「ﾈｼﾞ嵌合検査治具」 WM A/S 「転造盤ﾚｽﾄ台」

SM15 「振れ検査治具」

【内製(3年⽬)効果】
計画：6,000千円
実績：6,360千円

・ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮
・ﾉｳﾊｳの蓄積
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4. 2017年3月期 トピックス
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展示商談会への出展

新規顧客開拓
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展⽰商談会への出展

【タツミ展⽰ブース】 【来客への説明】

⽇ 時：2016年8⽉5⽇
会 場：株式会社不⼆越 富⼭本社 Ｋouki Ｈall

出展会社数：18社 来場者：120名

「ぐんま新技術・新⼯法展⽰商談会」in 不⼆越（NACHI）

〈ロボット事業〉〈機能部品事業〉への展⽰商談会
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AutoMotive World 2017 世界最⼤！クルマの先端技術展

会期：2017年1⽉18⽇(⽔)〜 20⽇(⾦)
会場：東京ビッグサイト
主催：リード エグジビション ジャパン株式会社

【タツミ展⽰ブース】 【来客への説明】

展⽰商談会への出展

カーエレクトロニクス、⾃動運転、コネクティッド・カー、電動化、軽量化など、
⾃動⾞業界における重要テーマ・先端技術が９００社出展。
新技術の導⼊・⽐較検討のため、毎年世界中の⾃動⾞および⾃動⾞部品メーカーが来場。
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⽇ 時：2016年5⽉19⽇〜20⽇
会 場：メキシコ合衆国サンルイスポトシ

出展会社数：200社 来場者：2,000名

「Expo partes⾃動⾞部品 」 in ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ

展⽰商談会への出展

メキシコ最⼤の⾃動⾞産業における国際的なビジネス商談会

【ＴＤＭ展⽰ブース】 【会期中の様⼦】
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得意先表彰

タツミの「企業価値」の向上
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得意先表彰

⽇⽴オートモティブシステムズ㈱
⾛⾏制御事業部 「 優良取引先表彰 」

2017年4⽉14⽇ ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ厚⽊

⽇⽴オートモティブシステムズ
常務執⾏役員 ⾛⾏制御事業部⻑ 中嶋 久典様 より「技術開発賞」を受賞。

◆ 技術開発賞
「e-PKB シャフトアジャスタの精密鍛造技術による加⼯レス化の実現」

【中嶋常務執⾏役員 / 岡嶋社⻑】
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得意先表彰

⽇本精⼯ 株式会社
ニードル軸受⽣産統括部 「 取引先⽅針説明会 」

2017年4⽉21⽇ メトロポリタン⾼崎

◆ 品質改善優秀賞

◆ 車両紹介最多賞

プラネタリピニオンシャフト不具合
流出 0件に向けた取り組み姿勢
が評価

１５年度・１６年度の２期にわ
たり⾞両紹介件数トップ

小林(執)常務/岡嶋社長

小林(執)常務/岡嶋社長
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得意先表彰

◆TAT：「GOOD DELIVERY PERFORMANCE」賞
◆TID：「EXCELLENT COST INNOVATION」賞

ダブル受賞

【TID 井澤⼯場⻑（左から2番⽬）受賞】

ＡＡＩＪ (アケボノ アストラ インドネシア ジャカルタ)
「サプライヤーズミーティング」

2017年3⽉8⽇ ジャカルタ
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得意先表彰

曙ブレーキ(株) 「取引先総会」
2017年2⽉5⽇ ホテルオークラ東京

◆⾞両紹介感謝状

◆⾞両紹介協⼒賞

その他
澤藤電機様より「賀詞交歓会」で 車両紹介貢献企業 として紹介

⽇信⼯業(株) 「購買⽅針説明会」
2017年2⽉17⽇ 上⽥東急REYホテル

【⼤河原社⻑/岡嶋社⻑】

【(中央)信元社⻑/(右隣)岡嶋社⻑】

【アバンシアＳＵＶ(中国専⽤) 1/16モデル】
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5. 2017年3月期のまとめ
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(１)「連結経営の確立」

(２)「総原価改善」

(３)「グローバルセーフティ」

2017年3月期のまとめ

 タツミ(TAT)・メキシコ(TDM)・インドネシア(TID)の
３社連結が開始出来た

 新規ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑﾒｰｶｰの獲得

 「TPマネジメント」売上比５％以上の改善が出来た
→３４５百万円（売上比 5.8％）

 労働災害ゼロ、火災発生ゼロを達成した
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6. 第10次中期経営計画

（2018年3月期～2020年3月期）
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１． 市場開発において
冷鍛技術と切削技術をコアコンピタンスとし、
新しい技術を提案できる グローバルで信頼
されるパートナー企業となる。

２． ３拠点において
技能・技術の伝承とマネジメントスキルの
向上により海外でも活躍できる人財を育成
する。

タツミビジョン2024
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１．加工技術領域の進化・拡大により、
お客様へ新たな価値を提供する。

２．原理原則にこだわり「現場品質」を
向上し、お客様に信頼される企業と
なる。

３．現場改善を徹底的にやり抜き、
全拠点の収益確保を実現する。

４．当事者意識を持って課題解決できる
グロ－バル人財を育成する。

グローバルで⽣き抜く
（３拠点の技術進化と現場⼒強化）

グローバルで成長する
（技術力と現場力の強化によるCS向上）

１．６つの加工技術をベースに
グローバルでの提案型企業をめざす。

２．原理原則に拘り、不良「０」を
達成し、お客様に信頼される企業と
なる。

３．製品別原価改善を徹底的にやり抜き、
拠点毎の収益確保を実現する。

４．当事者意識を持って課題解決できる
グロ－バル人財を育成する。

ス
ロ
ー
ガ
ン

経

営

方

針

第 ９ 次 中 期 第 １０ 次 中 期

タツミ中期スローガンと経営方針
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第10次中期 重点施策（課題）

NO.  重点施策（課題）
１ 連結経営の基盤強化

・連結営業利益率８％/FY19の達成
・新規分野/新規顧客の開拓

２ 総原価改善
・ＴＰマネジメント：５％以上（売上⽐率）の達成

３ グローバル品質保証体制の確⽴

４ ⽣産リードタイムの短縮

５ 既存技術の進化と新加⼯技術

６ グローバル⼈財の育成

７ グローバルセーフティ
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第10次中期 連結利益計画

中期最終年度：売上高 9,000百万円超 ・ 営業利益率 8％以上を目指す。

6,489

7,541 7,930
8,390

9,045
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2016/3実 2017/3実 2018/3期 2019/3期 2020/3期

売上高 営業利益率

第10次中期

（百万円）

第9次中期

連結開始
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7. 環境認識
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・環境問題
・産業構造の変化
〜製造業の相対的地位下降
・世界有数の少⼦⾼齢化社会
〜消費者構造の変化
〜ﾕｰｻﾞｰ･ﾆｰｽﾞの変化

・円安→⽇本経済の回復基調
・世界経済の先⾏き不安は続く
〜中国経済の減速、原油価格の下落
〜⽶⾦利引上げ→新興国経済の冷え込み

・世界販売は着実に増加
・国内販売は頭打ち

・新興国市場の急成⻑
・開発/⽣産の現地化
→国内の空洞化

・軽⾃動⾞の躍進
・若者のクルマ離れ
〜嗜好の多様化

・相次ぐﾘｺｰﾙ問題
・予防保全（ｾﾝｼﾝｸﾞ技術の活⽤）
・付加価値ｻｰﾋﾞｽ（ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀの活⽤）

・円安で国内回帰
・モジュール化
・多品種少量⽣産
・熟練技能の継承問題
〜暗黙知→形式知化
〜ﾛﾎﾞｯﾄ化

社会

販売台数

海外市場

国内市場
品質・

サービス

⽣産

設計開発

新エネル
ギー

経済

新技術

⾃動⾞産業
・社会の変化
・クルマの変化
・ものづくりの変化

変化への素早い対応が必要
⇒構造変化が求められる

対応の鍵はＩCＴ！

・⾃動運転、⾃動⾛⾏
・ｺﾈｸﾃｯﾄﾞｶｰ

・ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝの多様化
ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ,HV,PHV,EV,
燃料電池⾞(FCV)

・電気化に伴う
新たなﾌﾟﾚｰﾔｰ参⼊

・試作レス開発
〜開発期間短縮
〜ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ等
仮想化技術

⾃動⾞業界を取り巻く環境認識



36/48

8. 販売・技術・生産戦略



37/48

自
動
車
分
野

他

顧客戦略 製品戦略

電装用部品

ブレーキ用部品

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ用部品

建設用設備部品

他

既存製品
深堀

改善提案

新規製品
開発
新工法・
新技術
提案

既存顧客－深堀

新規顧客－開拓

既存顧客

新分野顧客

開発提案
改善提案

開発提案
改善提案

他

ミツバ
澤藤電機

ADVICS
日立AMS
曙ﾌﾞﾚｰｷ
ｵｰﾄﾘﾌﾞ日信
日信工業

日本精工
JTEKT

ロボット部品

医療機器部品

航空機部品

販売戦略 技術戦略 生産戦略
技術戦略

工程/工法開発・生産技術
製造戦略

生産体制・生産管理

販売戦略・技術戦略・⽣産戦略 構造

品
質
ロ
ス
コ
ス
ト
削
減
・リ
ー
ド
タ
イ
ム
短
縮

生
産
技
術
開
発
・
製
造
技
術
開
発
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・タツミ３拠点同⼀品質
・製品競争⼒ＵＰ
・海外⼯場マネジメント⼒UP
・グローバル品質保証
・コンプライアンス
・突発故障ゼロ
・グローバル⼈材育成

７次中期 ８次中期 ９次中期 １０次中期 １１次中期

リーマン
ショック

東⽇本
⼤震災

レアアース⾼騰／
欧州債務危機⇒

歴史的円⾼

⾮常事態宣⾔
⾝の丈経営

成⻑への⽟込め

企業価値向上

為替影響⼤
（円安⇒円⾼）

国内市場低迷新興国市場拡⼤／現調化

ﾓｼﾞｭｰﾙ化／ｼｽﾃﾑ化
電動化／⾃動運転

2009/3

7,541
(9,000)

(10,000)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ進出・ﾒｷｼｺ⼦会社化

３
拠
点
連
結
経
営

2010/3 2015/3 2018/3 2021/3 2025/3

(12,000)

2016年3⽉期より連結開⽰

連結中⻑期 「販売戦略」
(百万円)
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2018/3期_新製品販売

’１８Ｍ～’２１Ｍ

＊次期パワーテールゲート
＊次期制御ワイパーシステム
＊次期パワーウィンドウ

＊次期ディスクブレーキ
＊次期電動ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷ
＊回⽣協調ブレーキシステム
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 AIの進化によるロボット活⽤ニーズの増加
⇒⾃動⾞部品で培った技術を応⽤し、新分野進出を⽬指す

ロボット・医療機器など新分野へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 「販売戦略」

平均年齢⾼齢化による医療機器需要の増加
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＋

新しい技術を創造する⾼い技術提案 「技術戦略」

“ものづくり”への拘りで「躾けと 技能伝承」

締結・組立て
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株式会社モミモ

東日本ダイカスト工業 株式会社 株式会社 大嶋電機製作所

株式会社落合製作所

技術連携 ~更なる新価値の創造と提案〜 「技術戦略」
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株式会社モミモ

東日本ダイカスト工業 株式会社 株式会社 大嶋電機製作所

株式会社落合製作所

ﾀﾞｲｶｽﾄ成形

樹脂成形 ﾌﾟﾚｽ成形

特殊な
樹脂成形

技術連携 ~更なる新価値の創造と提案〜 「技術戦略」
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前工程からロボットまで
コンベアーにて搬送

パラレルリンクロボットが
製品をつかみ、「バリ取り」

直交2軸ロボットが洗浄と
搬送して排出する

効果：前工程との同期化により、
・“中間仕掛りのゼロ化”
・工程間の“箱詰め運搬作業のゼロ化” を達成。

タツミ の ロボット活⽤ 【⽣産戦略】

『ロボット活用による製品のバリ取り研削』

※ タツミの現在のロボット数＝１９台(≒５％)

2016.12.5「栃木ロボットフォーラム」出展
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（１）出来⾼、稼働時間、停⽌時間、チョコ停などの⾒える化

タツミ の ＩｏＴ活⽤ 【⽣産戦略】

（２）⽣産情報・ＫＰＩ(評価指標)の⾒える化、情報・設備ﾃﾞｰﾀからのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・・・圧造⽣産

・・・後加⼯⽣産

『生産情報の見える化』
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9. タツミグループの方向性
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グ
ロ
ー
バ
ル
で
信
頼
さ
れ
る

パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
と
な
る

④ビジョン達成ストーリー
〜マイルストーンの設定〜③グローバルガバナンス

②稼ぐ⼒（競争⼒）①成⻑への布⽯

１）営業・技術・⽣産の
戦略づくり

２）顧客への製品展⽰会と
積極的なアプローチ

１）不採算製品の
弛まぬ現場改善・コスト改善

２）ロボット活⽤による現場改善
３）現場と間接のロスコスト削減

１）ローカル⼈材による安定⽣産
に向けて我々が何をすべきか

２）３拠点の情報共有と
⾼視点・迅速なマネジメント

１）部⾨間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝによる
ビジョン達成ストーリーの共有

２）部⾨計画のﾏｲﾙストーン設定
と定量的な⽬標管理

グローバルで成⻑する
（技術⼒と現場⼒の強化によるCS向上）

（タツミブランドを広める）

タツミグループの進む先
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本資料に関するお問い合わせ
株式会社 タ ツ ミ

業務部
TEL : 0284－71－3131

本資料に記載されている当社の業績の予想等は、本資料作成⽇現在
において⼊⼿可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、
今後様々な要因要素によって予想数値と異なる場合があります。

ご清聴ありがとうございました
※本⽇の資料は弊社ホームページに掲載いたします


