report 企業紹介

西日本精機株式会社

技術屋社長のもと、国内生産にこだわり、
最新の技術で高品質な製品を迅速に提供
する

◎はじめに
自動車、携帯電話、パソコンなど、我が国の
ものづくり産業に不可欠なものが金型である。
このプラスチック金型の設計から製造までを
トータルに手掛ける、北九州地域では数少ない
企業が、西日本精機株式会社だ。
「金型作りは一生の情熱を捧げられる仕事」
を信条とする萬財社長が、23 年前に創立し、
業界トップクラスの企業に育てあげた。当社は、
自動車部品、光学機器、デバイス通信機器など
「精度を有する物」
から、
「汎用樹脂」
「熱硬化性」
、
に至るまで、多種多様な金型を設計・製造して

萬 財

（ばんざい

泰 樹 社長
たいき）

おり、最近では、注射器や人口心臓など、医療
器具の金型分野への進出も果たしている。
主要ユーザーの生産拠点の海外シフトに伴う
金型の国際競争の激化から、多くの同業者が中

●会社概要

国などへ製造拠点を移すなか、当社はひたすら

所 在 地：北九州市若松区南二島 2 丁目 25 ‒ 13

国内生産にこだわり、現在では国内外からこな

年

商：1,114 百万円（平成 17 年 12 月期）

しきれない程の注文が殺到している。

設

立：昭和 58 年 4 月

資 本 金：4,000 万円
従業員数：約 70 名
営業品目：各種金型設計、成形試作及び成形

◎平坦ではなかった道のり
＜金型との出会いは、新聞の求人広告＞
萬財社長は、昭和５年、６人兄弟の次男とし
て岩国市に生まれた。

●会社沿革

終戦後、家業の農業を長男が継いだため、次

昭和 58 年 月

現代表者が同社設立、代表取締役就任

昭和 58 年 月

操業開始

男の萬財氏は 28 歳で実家を離れ、北九州市に

昭和 63 年 月

系列会社㈱日本Ｐ・Ｍ・Ｅを設立

ある妻の実家に移り住む。

平成

同社、㈱日本Ｐ・Ｍ・Ｅの本社事務所

年

月

及びＣＡＤ／ＣＡＭ室を工場横に新設

見知らぬ土地での職探しは「苦労の連続」で
あったという。職探しに明け暮れていたある日、

平成 12 年 月

現工場敷地購入及び工場を増改築

平成 13 年 月

現工場に移転

偶然目にした「プラスチック金型の共同経営者

平成 16 年 月

ＩＳＯ９００１：２０００認証取得

平成 16 年 月

株式会社日本Ｐ・Ｍ・Ｅを吸収合併

を求める」という新聞広告が人生の一大転機と
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なった。

＜金型事業の経営に携わるが５年後に倒産＞
依頼主に会い、小倉に金型の会社を共同で設

設立し大きくした会社を去った。53 歳になっ
ていた。

立。萬財氏は専務取締役工場長に就いた。
大手家庭用品メーカー九州事業所の専属とし
て、食器洗剤液のキャップ・ボトルなどの金型
を製造し経営は順調であった。
ところが数年後、この大手メ−カーと契約に

◎三度目の挑戦でようやく長い苦労が結実
＜最後発ながら地域内最大規模に成長＞
現在の会社は、退社挨拶に行った地元大手企
業から、水洗トイレ金具の樹脂化に必要なプラ

関する問題が発生。取引停止を宣告されるとと

スチック金型の製造依頼を受けたことに始まる。

もに、出資を受けた約３億円の返済も求められ、

過去二回の苦い経験から、技術指導で生計を立

２年間頑張ったものの、会社は昭和 40 年に倒産。

てることを考えていたが、この熱心な要請に心

その後、萬財氏は再建計画を作成し、銀行へ

を動かされ三度目の挑戦を決意したという。

融資を依頼するなど再建に奔走したが、他の経

事業用物件として偶然見つけたのが、現在の

営陣との意見の食い違いが表面化し退社を余儀

会社の前身である。多額の借金を抱え身売り先

なくされた。

を探していた折でもあり、萬財氏からの事業継
承の申し出は先方にとっても渡りに船であった

＜一流の金型製造技術の習得を目指し単身上京＞

ようだ。工業団地組合から資金面のバックアッ

退社後、萬財氏はかねがね暖めていた思いを

プを受け、昭和 58 年、西日本精機㈱として三

実行に移す。
「本場の東京で鍛えなければ高品

度目の金型製造をスタートした。損益面でも、

質の金型は製造出来ない」と、技術をさらに磨

最初の決算から黒字を計上。その後今日まで景

くため、家族を小倉に残し単身上京。当時一流

気による受注変動が大きいなか黒字決算を続け、

といわれた金型メーカーに頼み込んで就職した。

わずか 20 年あまりで従業員 70 名を擁する業界

他の従業員が来る前に工場に行き、掃除を済ま

トップクラスの規模に成長をみた。

せ、残業も喜んでしたという。こうした必死の
努力により技術者として頭角を現し、役員就任
の話もあったが、事業経営への思いは断ち難く、

＜協力者がいないのは自分が未熟だから＞
創業時最も苦労するのが資金繰りだ。当社も

５年間キャリアを積んだところで家族の許に戻

例外でなく、事業承継はしたものの事業実績が

った。40 歳であった。

ないため手形割引ができず、前の会社が抱えて
いた借金返済もあり、その苦労は並大抵ではな

＜門司で会社を立ち上げるも、後継者問題から

かった。銀行や信金はどこも相手にしてくれず、

７年後に退社＞

工業団地の組合に頼み込みようやくこの窮地を

九州に戻って５年が経過した頃、門司で金型

脱した。

工場新設の誘いを受け、友人と再び起業し専務
取締役として金型事業に取り組んだ。
プラスチック金型の需要が急増した時期で、
地元大手企業の受注を中心に業績は順調であっ
たが、後継者問題等から 7 年余りで再び、自ら

この苦しみのなかで萬財社長は、
「協力者が
いないのは、自分が未熟で実力がない証拠。決
して、他人のせいではない。
」と自らに言い聞
かせたという。
創業後初の決算では、売上高の３割にあたる
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利益を計上できた。この黒字決算を見て、
銀行はこれまでの態度を豹変させ取引をし
たいとやって来た。
これを見て萬財社長は「自分の力をつけ
ればよい。
」との確信を深めたそうだ。当
社創業時の苦闘から得たこの教訓は、萬財
社長の経営哲学の一つとなった。
「あの時、金融機関が融資に応じていた
ならば、おそらく今の当社はなかったであ
ろう。金融機関に鍛えられたことに感謝し
ている」とも語る。

「高精度・高速加工に対応可能な工作機械」

＜当社の強み＞

◎金型産業の特色と当社の強み
＜金型産業の特色＞
金型とは製品の型をとるための道具をさす。

●技術屋社長のキャリアと金型製造に賭ける情
熱
当社経営の最大目標は、
「安くて、良い品を、

自動車、携帯電話、パソコンなど多種多様な製

早く作る」
だ。これは、
「低価格、
短納期、
高品質」

品が金型を使って生産されている。

というユーザーからの厳しい注文に応えなけれ

金型産業には次のような特色があり、大手企

ばならない金型業界共通の課題でもある。

業が設計・企画したものを、高度かつ精密な技

当社の目標は、萬財社長の「人が喜ぶことを

術で金型に完成させ、我が国のものづくりを支

やり、利益を出す。
」という経営理念に裏打ち

えている。

されたもので、誠実で丁寧な仕事から生まれる、

①
②

③

20 人以下の中小零細企業が 80％以上を

高品質な製品に対するユーザーの信頼は絶大で

占める。

ある。

加工精度の面から全工程を自動化処理で

インターネットに自社のホームページすら設

きるものは少ない。微妙な仕上げ工程は、

けず、
「営業活動をほとんど行っていない」（萬

熟練労働者の経験と勘に頼る技能労働集

財社長）にもかかわらず、キャノンや松下電器

約的な加工産業。

など大手企業から安定した発注がくる事実が、

厳しさを増すユーザーの要求に対応する

この証左といえる。

ためには、最新鋭の機械化投資が必要。
④

ユーザーの個別仕様による単品受注生産。

⑤

需要は最大ユーザーの自動車、電機の業
界動向の影響を受けやすい。

●国内生産へのこだわりと精度の高い技術
萬財社長も生産拠点の海外移転を考えた時期
があったという。海外移転を選択しなかったの
は、金型製造が非常に精度の高い技術が要求さ
れ、熟練労働者の経験と勘に頼る部分が大きい
からだ。
「中国やタイに進出した同業者も多いが、労
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務管理の難しさからその６割程度は失敗してい

北九州市若松区に立地する当社には、我が国

る。中国人などは、ある程度技術を習得すると

をリードする自動車産業と、高い成長が見込ま

独立するためすぐに会社を辞めていく。個人的

れるアジアという、二つのフォローの風が吹い

技術に頼る部分が大きい金型製造で、外国人に

ている。

頼るのはリスクが高い。
」と判断したという。
今では中国やタイなどの日系企業から、
「逆
輸入」の受注がどんどん入ってきており、
「海
外に進出する時代は終わった。
」と萬財社長は
断言する。
最近では、製造業の国内回帰も鮮明になって
おり、萬財社長の卓越した先見性が窺える。

◎当社の課題と今後の方向性
●人材育成
「最高の技術で、多様化・高度化するお客様
のニーズに迅速に対応したい。
」と萬財社長は
語る。
このため、管理職の教育を重視し徹底的に鍛
えている。例えば、
「アイドルタイム、賃借料、

●低コスト体質

機械の償却などにムダはないか？改善するには

創業時、
「金型業界は甘い」と萬財社長は直

どうすればよいか？」など、製造現場をはじめ

感したという。当時、旋盤で削ったピン 1 本

経営全般にわたり、自ら考えさせ、行動させる

200 円に対し、それと同寸法、同精度のピンを

訓練を課している。

作る金型は 5,000 円ほどであった。しかし、１

確かに、従業員の礼儀正しく、きびきびした

つの金型からは何万個、何十万個もの成形品を

動作、ピーンと張りつめた工場内の雰囲気など

製造でき、旋盤で１本ずつ削るコストと比較し、

からも、萬財社長の人材育成の考えがよく浸透

長期的には金型による方が安くつくからだ。

していることを肌で感じる。

萬財社長は、これを商機ととらえ、事業を一
気に軌道に乗せるため、すべての金型を売値の
５割のコストで製造するという大胆な目標を掲
げた。さすがに、これは達成できなかったが、
全社一丸となり構築した「利益率３割」の低コ
スト体質を今でも維持している。
「絶対に赤字は出さない。赤字を出せば会社

●設備投資
当社は設備投資にも熱心で、タイムリーな投
資を特に心がけている。
価格、品質、納期などに対するユーザーの要
求は厳しさを増しており、これに対応するため
には最新鋭の機械設備の導入が不可欠だからだ。

の存在価値はない。それができなければ事業を

今後も競争力を向上させるため、設備投資に積

やめればよい。
」と萬財社長は自信を示す。

極的に取組む方針に変わりはなく、資金面での
不安もない。

●フォローの風が強まる立地条件

さらに、今後の需要増加が見込める半導体用

当社の位置する北九州市は、主要ユーザーで

コネクターやデジタルカメラ部品等の超精密金

ある自動車産業の集積が進み、カーアイランド

型と、自動車部品（ミラー、メーターケース、

九州を代表する地域に変身してきた。また、ア

ワイパー等）の金型を分離し、中国など海外で

ジアへの玄関口として物流面でも恵まれた立地

は製造できない物を、将来にわたり作っていく

条件にある。

方針である。
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◎おわりに

「まだ道半ば。当面の目標である年商 20 億円

萬財社長が好きな言葉は「敵は我にあり」だ。

は必達する。
」という萬財社長の金型製造に賭

趣味は「今でも働いているので、仕事が趣味」

ける情熱に衰えはない。今後の事業展開に注目

と苦笑する。

したい。

数年後には、当社で働いている子供へ経営を

（中村

バトンタッチする予定であるが、
「経営能力に
ついては未知数。子供の能力に応じた事業規模
がベスト。指導はしても強要はしない」という。

「多様な金型製品例」
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「本社外観」

滋）

