report 企業紹介

旭興産株式会社

従業員重視の経営理念を掲げ、最先端分野
の自社ブランド製品で新たな成長を目指す

旭興産㈱（本社：岩国市）は、昭和 25 年の
会社設立以来、石油精製・石油化学を中心とす
るメーカー各社のプラント建設・メンテナンス
を基幹事業としている。加えて、自動車組み立
てラインの自動化システム、粉末ミキサーなど
の産業機械の設計・製作を手がけるほか、最近
では、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）
製造設備などの成長性の非常に高い分野へも積

貴 舩 悦 光 代表取締役会長兼社長

（きふね よしみつ）
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在 地：岩国市長野 1815 − 7
立：昭和 25 年 2 月
本 金：64 百万円
商：4,842 百万円（平成 18 年 1 月期）
業 員：166 名（平成 18 年 1 月末現在）
場：岩国工場、徳山工場、光工場
業 所：岩国事業所、徳山事業所、松山事
業所、三原事業所、岐阜事業所
関連会社：旭化水株式会社（岩国市）
事業内容：プラント建設・保全
ＦＰＤ製造設備、自動化システム、
産業機械等の設計・製作
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.asahikohsan.com/

●会社沿革
昭和 25 年
昭和 25 年
昭和 27 年
昭和 32 年

岩国市にて錦興産株式会社設立
旭興産株式会社に社名変更
機械製造部門に進出
石油化学工業装置部門進出に伴い、
現・岩国事業所開設
昭和35年10月 松山出張所（現・松山事業所）開設
昭和 38 年 月 三原事業所開設
昭和 39 年 月 徳山出張所（現・徳山事業所）開設
昭和46年10月 岐阜出張所（現・岐阜事業所）開設
昭和 52 年 月 徳山支社（現・徳山工場）開設
昭和 59 年 月 岩国工場開設
平成 年 月 徳山工場、徳山市（現・周南市）奈
切企業団地に移転
平成 年 月 岩国工場、岩国市通津沖工業団地に
新設移転、旧岩国工場は岩国化工機
工場に名称変更
平成 年 月 資本金 64 百万円に増資
平成 12 年 月 旭化水株式会社設立
平成 15 年 月 ISO9001 認証取得（本社、岩国・
徳山工場）
平成 16 年 月 光工場開設
平成16年10月 岩国化工機工場、岩国市装束に移転、
プラント事業部に名称変更
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極的に事業領域を拡大している。
今回は、
「従業員重視」の経営理念に基づき、
「脱下請け」に成功し、最先端分野の自社製品
を設計・製作する機械メーカーを紹介する。

◎従業員重視の経営理念
現会長（兼社長）の貴舩悦光氏は、社長に就
任以来、職場の雰囲気や将来のビジョン・夢を
重要視し、
「いたずらに企業規模の拡大を望む
のではなく、従業員が安定して幸せを実感でき
るような体制を整えることが重要で、そうすれ
ば会社は自然に発展する」と強調する。その前
提として、
「適正利益を確保できる会社にする
必要がある」との考えから、他社には真似ので
きない自社ブランド製品の開発・製作にこだわ
り、断腸の思いで大胆なリストラ策を実施する
など、理想の経営を目指し尽力してきた。

＜経営理念＞

＜社訓＞

１．全社員が将来の夢をもち

１．健康

高い目標に向って邁進する
２．全社員が共に幸せになる生活
舞台としての会社を育てる
３．全社員が広く社会に貢献し
その活動を自己の喜びとする

２．誠実
３．努力

◎平成 15 年以降、業容は右肩上がり

ドアップなど、
顧客満足度の向上に注力している。

＜ＦＰＤ部門が業容拡大の牽引役＞
ここ数年、当社の業容は急速に拡大し、事業
構成も大きく変化している。これは、
ＦＰＤ（液
晶テレビなどの平面ディスプレイ）
・半導体設
備部門（以下ＦＰＤ部門）の急成長によるもの
で、平成 18 年 1 月期における同部門の売上高は
15 年比で約 10 倍の約 19 億円に達し、全体の売
上高に占める割合は40％と約5倍に急増している。
パネルメーカーの旺盛な需要に対応するため、
平成 15 年にＦＰＤ製造設備組立専門の光工場
を開設したほか、今年 2 月、最大サイズ（第 8
世代）のガラス基板まで対応可能な「エア浮上
式（非接触型）水平搬送コンベア」
（右下の写真）
の開発・商品化に成功するなど、更なる事業拡
大に向け積極的な投資・製品開発を推し進めて
いる。
今後も高成長が期待できるＦＰＤ部門だが、
製品の付加価値がそれほど高くない上、新しい
プロセスの採用など世代交代も早く製品価格が
加速度的に下落するなど、主
導権争いが非常に激しい。し
たがって、オンリーワン企業
になるのは非常に難しい事業

大型のガラス基板を搬送する「浮上式水平搬送コンベア」

領域で、競合他社との過当競
争によって収益が圧迫される
リスクも抱えている。実際に
当社は、台湾への輸出に関し、
現地生産を要求され、現地企
業との競争に敗れたことから、
数十億円規模の契約が解消さ
れた苦い経験をしている。
そこで、ＦＰＤ分野におい
ては、設計や部品調達の見直
しによるコストダウンのほか、
納品期間の短縮によるスピー
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＜産業機械分野で付加価値の高い製品を開発＞
産業機械分野は、付加価値の高い製品が多く、

＜屋台骨を支える工事部門＞
プラント建設、メンテナンスなどの工事部

オンリーワン企業になれる可能性があることか

門は、設立当時からの基幹事業である。ＦＰ

ら、粉体用ハイスピードミキサーの技術を応用

Ｄ部門の急成長によって、全体の売上高に占め

したトナー・電子材料用の粉体球形化装置、大

る工事部門の売上高の割合は大きく低下してい

型電子ビーム溶接装置、超塑性加工装置など、

る（平成 15 年 1 月期：60％→ 18 年同期：29％）。

様々な分野の産業機械などの開発・販売を積極

しかし、ＦＰＤ関連などの新規事業を展開でき

的に行っている。これは、数年ごとに好不況を

るのも、着実に収益を計上する工事部門があれ

繰り返す需給バランスの変化が激しいＦＰＤ部

ばこそで、同部門は当社にとって経営の屋台骨

門に経営資源を極度に集中させないための多角

を支える不可欠な存在となっている。

化戦略の一環でもある。

液晶パネルメーカー向け「ガラス基盤ローダー・アンローダシステム」

トナー粒子を球形化処理する「マルチフェイサー」
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多様な用途をもつ「ハイスピードミキサー」

◎最大の強みは設計・製作技術
＜製品の設計・製作過程で技術が蓄積＞

＜ 帝人製機㈱（現・TSTM ㈱）から製作技術
を学び、初めての自社製品を製作＞

当社の好調な業績の背景にあるのが、各種製

昭和 40 年、貴舩会長は、勤務先の松山出張

造装置の設計・製作技術である。この技術を支

所（現・松山事業所）から岩国に戻り、病を患

えるのが、自社製品の設計・製作過程で育成さ

った父定一氏の後を引き継ぎ社長に就任した後、

れた人材で、特に設計能力はキヤノン㈱などの

市内に小さな機械工場を立ち上げた。当工場で

超一流企業から特に評価されるほどレベルが高

の当初の業務は、帝人製機㈱からの請負が大半

く、当社の最大の強みとなっている。

を占め、同社から安い値段で購入したスクラッ

例えば、ＦＰＤ関連事業では、自動車関連自
動化システムのハンドリング（搬送）技術を応
用して、大型化するガラス基板のハンドリング

プ寸前の機械を使用し、機械加工や支給された
部品組立を行っていた。
しかし、貴舩会長には、
「従業員みんなが誇

技術を自社開発することに成功した。現在では、

りをもてるような自社製品を製作し、従業員み

大型液晶（プラズマ）テレビ向け需要の急増に

んなの生きがいとなる会社にする」との悲願の

加え、自社開発した技術を背景に、国内のみな

夢があった。そこで、帝人製機㈱に数名の従業

らず、台湾や韓国などの世界各地の顧客から高

員を派遣し、製品の製作技術を習得させたので

い評価を得ている。

ある。その技術を活用して製作した製品第 1 号

＜顧客の先端的要求に対応した製品を製作＞

が、繊維機械（カントラバース）で、その製品

よほど際立った技術或いは製品を保有してい

が試運転で動き始めた瞬間、
「工場内には全従

ない限り、地方都市に立地する中小企業の特定

業員の歓声が響き渡ったことを今でも鮮明に記

製品への特化は、大手企業との競争に勝ち残れ

憶している」と貴舩会長は印象深く語る。

ず、リスクも高い。

＜三井三池化工機㈱（現・三井鉱山㈱）から設

そこで、当社は、大企業の先端的で高度な要
求に対応する特注製品の設計・製作に取り組み、

計技術、工場管理体制を習得＞
岩国市新港に新工場（岩国工場）を開設した

顧客からの厳しい要求に出来る限り応える努力

昭和 59 年、当社は三井三池化工機㈱の下請け

をしてきた。このように、顧客の先端的な製品

として産業機械の粉砕機やミキサーを製造して

を設計・製作してきたことで、高いレベルの設

いた。

計・製作技術を習得したほか、ＦＰＤ関連など

そうした中、三井三池化工機㈱から設計者の

の新規事業への進出や新製品の開発に繋がって

ほか、生産管理者、品質管理技術者を受け入れ、

いる。

岩国工場でミキサーを設計・製作することにな
った。さらに、工場管理のコンサルタントを導

◎「脱下請け」の転機となる 2 社との出会い
当社が下請け企業から脱却し、機械の設計か

入し、品質・工程管理の見直しなどに関するア
ドバイスも受けた。

ら製作、組立・据付までを自社で完結できる体

その結果、当社は産業機械や自動化システム

制を整え、新しい事業分野へ積極的に進出する

の設計・製作を本格的に開始することが可能と

企業体質へと変貌を遂げる大きな転機となった

なったほか、工場管理体制の基盤も確立した。

のが、以下の 2 社との出会いである。
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◎倒産危機をリストラ策で克服
＜貴舩会長が岩国市長に当選し、在任中の「失
われた 8 年」によって業績が悪化＞

＜ドラスティックなリストラ策を余儀なくされ
るが、再建は順調に推移＞
平成 11 年、任期満了に伴い岩国市長を勇退

ここ数年、高い技術力を武器に業容が順調に

した貴舩会長が社長に復帰したが、それ以降の

拡大している当社だが、決してすべてが順風満

決算で当社は 1 期も赤字を計上していない。こ

帆だったわけではない。

れは、貴舩会長によるドラスティックなリスト

当社は、官公庁関係の仕事に登録業者として
入札していたが、貴舩会長が岩国市長に当選し

ラ策とメインバンクによる支援によるところが
大きい。

た平成 2 年以降、それらの仕事をすべて失うこ

既に不採算部門からの撤退、人員削減など

ととなった。また、製造部門の強化拡張のため

様々な対策を行っていたが、更に不採算部門の

に新設移転した岩国工場の建設費用が収益を圧

完全撤退、縮小、人員の 2 割削減など、ドラス

迫したほか、バブル崩壊で経済情勢が非常に悪

ティックなリストラ策を実施した。一方、社員

化したことも重なり、当社の業績は赤字へと転

一人一人と対話し、事業縮小によりマイナス思

落した。さらに、市長選の後遺症から市議会で

考になりがちな社員の心を一つにまとめ、各事

議員から当社の経営状態に関する誹謗中傷が発

業所の全社員が一致協力する体制を作り上げた。

言されるなど、貴舩会長の市長当選は、当社に

この結果、不採算部門がなくなり、全社員が自

プラスとなるどころか、むしろマイナスの影響

信を持って、前向きに事業拡大に取り組める体

が大きかった。

制になった。

貴舩会長は、「私の岩国市長在任期間は、当
社にとって『失われた 8 年』となってしまった」

◎若い経営陣により新たな成長を目指す

と話す。

＜ＩＳＯ取得を契機に業績は拡大傾向＞
貴舩会長を支え、新たな成長戦略を担うのが、
専務取締役の上田文雄氏をはじめ

自動車製造分野で使用される「溶接自動化システム」

とする若い経営陣である。
貴舩会長によるリストラ策によ
ってスリム化され、事業拡大に向
けた足場を固めた当社は、貴舩会
長の提唱により、海外への製品の
販売を目指し、平成 15 年、世界
共通の品質管理システム「ＩＳＯ
9001」の認証を本社、岩国工場、
徳山工場で取得した。
このＩＳＯ取得によって、高品
質な製品やサービスを顧客に提供
する体制が整備されたほか、新し
いことを積極的に受け入れる社員
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が増加するなど、製造部門の意識改革がもたら

◎おわりに

された。さらに、社会的な価値観や世界標準に

「世界に通用するモノづくり企業」を目指す

沿った考え方を顧客と共有し、同じ土俵で対外

当社が、次の目標に掲げているのが株式上場で

的な交渉に望めるようにもなった。

ある。そのためには、変化の激しい時代に対応

ＩＳＯ取得の陣頭指揮を執った上田専務取締

した優秀な人材の確保をはじめ、組織体制の整

役は、「ＩＳＯ取得が当社全体にもたらした効

備など、超えなければならないハードルも多い。

果は非常に大きく、平成 15 年以降の業容・業

内閣府が公表した「平成18年度経済財政白書」

績の拡大につながっている」と話す。

には、
「従業員を重視している企業は、資本の

＜世界を視野にアラインプロジェクトを展開＞

収益性が相対的に高い」旨、記述されているよ

現在、当社は、 一歩でも前へ、時代をリー

うに、創業以来の当社の経営理念は、元気企業

ドする という意味を包含した企業ブランド「ア

に共通したものである。従業員一人一人がこの

ライン（aline）
」を設定し、今後成長が期待で

理念に共有し、次なる目標に向け、さらに努力

きる事業の新たな取り組みを「アライン プロ

すれば、
その実現の日もそう遠くはないであろう。

ジェクト」と名付けて、世界を見据えた事業展

（安岡 和政）

開を行っている。
会社設立から半世紀、「従業員重視」の経営
理念をバックボーンとして長年にわたって培わ
れたノウハウ・技術が花開き、当社は新たな成
長ステージを迎えたといえる。

企業ブランド
「アライン」

本社・岩国工場全景（左の道路側の工場棟は増設中で完成予想図）
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