
COO インタビュー

中期経営計画 〜2023 年に目指す姿〜

中型電装（PW） ●日米欧中の既存自動車メーカーへの拡販及びEV専業メーカーからの受注獲得を図る

中型電装(PW以外)
● PS、ドアクローザー、EPBにおける世界No.1シェアの確立及び維持に向けた開発と拡販に取り組む
●より付加価値の高い新用途向け新製品の開発と受注拡大を図る

小型電装
●電装用ブラシレスモーター及びユニットビジネスの拡大・既存ビジネスのコストダウン
●地産地消の深化によるビジネス拡大

ライフ･
インダストリー機器

●ライフ・インダストリー機器用ブラシレスモーター（移動体及び協調ロボット用）の新製品開発と受注拡大
●健康・医療用途の拡大
●ギアユニット、ファンユニットなど、ユニットビジネスの拡大

経営基盤

世界５極事業体制：メキシコ、ポーランドの生産拠点を活かした欧米ビジネスの拡大

全員参加型ROIC経営：グループ全社員が参加しての事業投下資本効率の向上

ユニット対応力：外部パートナー群の形成・協業によるユニットイノベーションの推進

ソリューション提案力：お客様に対応するチームを組織化し、お客様の期待を上回る提案実施

働き方改革：グローバルスタンダードを取り入れ多様性を更に進化させた組織と人材の強化

重
点
取
組
事
項

中期経営計画業績ガイダンス達成のための重点取組事項

長
期
経
営
方
針

世界市民の一員として、「全ステークホルダー」の幸せへの貢献の継続と
その拡大を目指す
経営理念を10年程度のスパンで具現化し、当社が何を実現し、どのような価値をお客様をはじめとしたステー
クホルダーに提供するのかといった長期的な経営方針を明示したもの
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中
期
経
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計
画

社会やお客様が抱える課題の解決に資するソリューションを提供

10年程度のスパンを想定し策定した長期経営方針の当初3年間をブレークダウンしたもの

2023年に目指す姿
社会やお客様が抱える課題の解決に資す
るソリューションを提供し、お客様のビ
ジネスの成功と拡大を通じて、当社ビジ
ネスが飛躍的な成長軌道に乗っている姿
を目指す

小型・軽量・ 
高効率化

技術の深耕

 ユニット対応力
 ソリューション提案力

今後の注力範囲

 品質・コストバランス
 安定・迅速供給能力

標準化

中期経営計画業績ガイダンス（2021-2023）

長期経営方針のもと、
年平均成長率８% 〜
10％を目指す

売上高 お客様・社会への貢献を果た
した結果として
営業利益率15%以上を目指す

営業
利益率

ROIC経営導入により事業投下
資本に対するリターンを高め
ROIC12%以上を目指す

ROIC

※�為替前提　USD�=�JPY105�　ROIC�=（営業利益�×（１－実効税率））÷（売掛金+棚卸資産+固定資産(投資有価証券を除く)－買掛金）

※ PW:�パワーウインドウ、PS:�パワーシート、EPB:�エレクトリック・パーキング・ブレーキ

国際社会への貢献とその継続的拡大
経
営
理
念

目指す姿の実現のため
 モーター専業メーカーとして、ブラシ付モーターの更なる高機能化に向け技術を深耕し、技術的イノベーションをベースとして、�
　世の中の課題解決や技術革新に寄与する新製品を創出し用途を拡大する
 お取引先様との協働により製品の付加価値を向上させ、ともに健全な成長を実現する
 標準化への徹底したこだわり、次世代ものづくり活動の推進により、高いレベルで品質とコストのバランスを実現・継続する
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1. 2021年の振り返り

——中期経営計画の1年目となった2021年の実績の振り返
りをお聞かせください。

　売上については自動車電装機器市場の回復とライフ・イ
ンダストリー機器市場における在宅勤務及び巣ごもり需要
を背景に、2020年比で15.6％の売上成長率となり、中期経
営計画業績ガイダンスでお示ししている年平均成長率８％
～10％を超えることができました。
　一方、営業利益率は目標の15%から約5ポイント低い
10.3%となりました。本計画の立案時には想定していなかっ
た原材料価格の高騰や物流の混乱及び物流費の高騰とその
長期化、また自動車電装機器市場における半導体の供給不
足や新型コロナウイルスの感染再拡大による各地域でのロッ
クダウンの影響による自動車メーカーの生産調整等、コス
トの上昇と稼働率の伸び悩みに見舞われ、非常に厳しい事
業環境となりました。世界的な規模で発生している原材料
価格及び物流費の高騰は、今後も一定期間継続するものと
予想しており、当社の自助努力によるコストダウンのみで
吸収することは非常に難しく、お客様にご理解をいただき
ながら価格改定を進めています。
　その一方で、お客様からの信頼にお応えし供給責任を果
たすため、意志ある在庫政策を展開しています。2021年の
ROICは6.1%と、ガイダンスで目標としている12%以上
から大きくかい離していますが、この在庫政策が一時的に
ROICを押し下げる一つの要因になっています。2021年に
は新型コロナウイルスの感染再拡大によるロックダウンに
より、当社のベトナムにおける二つの生産拠点において、7
月から9月にかけて大幅な操業縮小を余儀なくされましたが、
標準化戦略に基づく在庫による対応や他拠点による代替生
産により、お客様への供給責任を果たすことができました。
当社の製品は「標準品」であるため、在庫水準が一時的に

高くなったとしても在庫が残るリスクはありませんので、
現在の不透明な事業環境においては、安定した供給を最優
先に十分な在庫を保有する考えです。
　このような厳しい経営環境ではありましたが、今後の
事業の成長につながる数多くの実績をあげることができ
ました。既存のビジネスにおける売上を着実に拡大しな
がら、将来の新たな事業の柱となる新用途拡大に向けた
成長への取り組みを進めてまいります。

中型電装用モーター（PW）
●デトロイト3（3社目）より認証取得
● �日系自動車メーカー4社目、5社目からの受注獲得
● �ポーランド工場にて欧州高級自動車向けPW用モーターの量産・販売開始

中型電装用モーター（PW 以外）
● �日系大手顧客よりPS用モーターの受注獲得
● �SVS用ブラシレス・ファン・モーターの開発が進捗

小型電装用モーター
● �EV化等により新規用途・市場が活性化、新製品・既存製品での対応が進捗
● �メキシコ工場にてPW用モーターに続き、小型電装用モーターの量産・販売開始

ライフ・インダストリー
機器用モーター

●移動体用ブラシレスモーターのラインナップを拡充、販売好調。AGV・AMR、パーソナルモビリティ、�
���階段昇降機等、様々な形態の移動体用に受注
● �協調ロボット用中空構造ブラシレスモーターの受注獲得
● �医療用モーター分野への本格参入を図るべく、スイスのエレクトロマグ社を獲得
●ECサイトにてマブチ・プロ・シリーズの販売開始

代表取締役社長 COO

2021 年の取り組み

※ SVS:�シート・ベンチレーション・システム、AGV:�無人搬送車、AMR:�自律移動ロボット
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——自動車電装機器用途の中長期的な見通し・取り組みに
ついてお聞かせください。

　自動車電装機器用途に関しては、業界における当社の認
知度は高く、新たな用途や技術課題があればお客様からお
声がけをいただいています。自動車電装機器用途において、
今後の成長を確かなものにするためには、お客様からいた
だいたそれぞれの引き合い案件について、お客様のご期待
を上回るソリューションを提供していくことが重要です。
　現在、自動車業界は100年に一度の変革期を迎えていま
すが、EV化については、欧米及び中国系自動車メーカーの
みならず、日系自動車メーカー各社もEVに本格的に取り組
み始めたことにより、世界のEV化の流れが加速しました。
この変化により生まれるチャンスを逃さず、確実に成長へ
とつなげていきたいと考えています。

——EV化が進むと、マブチモーターの既存ビジネスには 
どのような影響があるのでしょうか？

　まず、当社が取り扱うパワーウインドウ用をはじめとす
る自動車電装分野における多くの既存用途向けモーターは、
今後、EVに置き変わっても引き続き利用されますが、限ら
れたバッテリーで航続距離を延ばすため、搭載されるモーター
には従来にも増して電力消費量の削減や小型・軽量化が求
められるようになってきています。小型・軽量・高効率なモー
ターの開発・生産は当社が重点を置いて取り組み、お客様
から高いご評価をいただいている付加価値ですので、今後
もこれらの用途において当社製品の強みとしてアピールし、
販売拡大に取り組んでまいります。
　特にパワーウインドウ用では、世界最小・最軽量を目指し、

最新技術を投入した新世代製品の開発が順調に進んでいま
す。お客様に製品の価値を認めていただき、パワーウイン
ドウ用途におけるデファクトスタンダードを確立できるよ
う取り組んでまいります。

——EV化の進展による成長機会はどこにあるのでしょうか？

　EV化の進展は、様々な新たな用途を生み出すことも分
かってきました。特にバッテリーの劣化抑制や急速充電、
また車の加速やトルク性能の向上に必要となる急速な放電
を可能にするためには、バッテリーの温度をコントロール
することが重要です。バッテリーの温度が、車両の周辺
環境や運転状況に応じて一定の範囲に収まるようにコン
トロールする「サーマルマネジメント（熱管理）」と言わ
れるものです。サーマルマネジメント用のシステムでは熱
を有効活用するために、バッテリー冷却水の経路切り替え
用のバルブや循環用のポンプが搭載されます。さらに、
きめ細やかに高い精度で温度をコントロールするため冷
却水の流れを調整するなど、モーターによって制御を行
う機器の搭載数が増加することも見込まれます。そのよ
うな用途の引き合いを数多くいただいており、お客様と�
ともに開発に取り組んでいます。
　EVは暖房にエンジンの廃熱を利用できないため、ガソリ
ン車とは異なる機構の暖房機能（ヒーター）を搭載する必
要があります。特に気温の低い地域では、自動車に乗る人
の快適性にとってヒーターは非常に重要です。ヒーターが
多くのバッテリーを消費し、航続距離に影響を与えてしま
うことから、バッテリーや駆動系で発生する熱の再利用等
が求められ、そうした用途も新たに増えていくと認識して
います。

2.自動車電装機器用途への取り組み

安全性能向上

CASEにより
新規需要顕在化

自
動
車
の
大
き
な
変
化 環境性能向上

センサー増加

● �センサークリーナー用の引き合いが活発化
→�お客様ごとにアクチュエーターの仕様が異なる状況下、当社が保有
する豊富なモーターのラインナップ及び新製品で柔軟に対応
→高いシェアの獲得を図る

バイワイヤー
機構増加

● ��シフト・バイ・ワイヤー用の販売増加
● ��EPB用の販売増加（中型電装）

制御機構増加

● ��グリルシャッター用の引き合い増加
→�ブラシ付モーターの顧客基盤を活用し、グリルシャッター用ブラシレ
スモーターを拡販中
→�ブラシレスモーターはモーター部品の販売にも対応
● � 流体（気体・液体）制御バルブ用（中型電装）の販売機会の増大

※ EPB:�エレクトリック・パーキング・ブレーキ
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——ADASや自動運転の流れの中で生まれる成長機会はあ
りますか？

　近年、先進運転支援システム（ADAS：Advanced�Driver-
Assistance�Systems）により自動車の安全性が向上してい
ます。また、自動運転の実用化に向けた研究・開発も進め
られており、利便性の大幅な向上が期待されています。
　ADASや自動運転システムには、車両周辺を監視するレー
ダーやカメラなどのセンサーを多数搭載する必要がありま
すが、システムが正常に作動するためには、センサーに付
着する雪や霜、泥等の汚れを除去する機構が必要になります。
現在、洗浄や払拭等の様々な方式が検討されており、「液体
や気体を吹き付ける」もしくは「物理的に払拭する」とい
う方式が採用されるとモーターの出番となり、当社のビジ
ネスチャンスが拡大します。
　自動運転が実用化されるのはまだ少し先だとは認識していま
すが、実用化された際には自動車は「動くリビングルーム」と
なり、ドライバーを含む乗員は映画を観てリラックスして過ご
すなど、車内での過ごし方が大きく変わると思います。よりリラッ
クスした状態を作り出すために、シート１台当たりのモーター
搭載数の増加が見込まれます。また、そのくつろいだ状態から
万一の場合には乗員の安全を確保するため、シートの位置を急
速に戻したりシートベルトの拘束力を高めたりするなどの機能
が必要になりますが、これらの用途で使用されるモーターには、
高いトルクや回転数に対応可能な高性能のモーターが必要になっ
てきます。こうした高い性能を求められる分野において、モーター
専業メーカーである当社の技術力を活かして、販売を拡大して
まいります。

——EV化、ADASや自動運転の流れによって、お客様のニー
ズやサプライチェーンはどのように変化し、当社にはどの
ような影響があるのでしょうか？

　自動車メーカー各社はEV化、ADASや自動運転への対応
が求められるため、差別化要素はハードから制御等のソフ
トへと移行してきています。当社のお客様である自動車電
装部品メーカー各社が注力する領域も変化してきており、
従来、当社の販売はモーターのみが中心でしたが、最近で
は、モーターと部品を組み込んだユニットでの供給をご要
望いただくケースが増えてきています。各用途別の標準モー
ターとユニットのオプションラインナップを整備し、ユニッ
ト供給のニーズを取り込み成長につなげてまいります。
　また、EVは内燃機関の自動車と比べ部品点数が少なく参
入障壁が低くなることから、異業種や新興メーカーの参入
が増加し、自動車産業の構造にも変化が起きています。当
社は自動車電装機器業界の多くのお客様と関係を構築しビ
ジネスを展開していますので、サプライチェーンの急速な
変化にも迅速な対応を進めてまいります。

自動車電装機器用途のオポチュニティ

EV化

●�EVでは1回の充電当たりの航続距離を伸ばすことが重要
丸�冷却水バルブ用をはじめとするEVに搭載されているモーターについて、
小型・軽量・高効率を特長とする当社モーターが貢献

EV化の潮流は、小型・軽量・高効率で静音性に優れた
当社製品ラインナップを高く評価いただける好機

自動運転・
ADAS

丸�センサークリーナー、ハプティクス用等の自動運転に必要となる用途の引
き合いが増加中、様々な用途市場においてデファクトスタンダードの確立
を目指す
丸�自動運転化を見据え、乗員の快適性を追求する新用途の引き合いが増加中
豊富な量産実績を誇る当社標準品を背景にソリューションを提案し、
採用拡大を目指す

新規用途事例
（一部抜粋）

ハプティクス用

バルブ用

給電口ロック用

センサー
クリーナー用

パワーシート用
モーターの用途展開

ハイト

チルト

スライダー

リクライナー

ランバーサポート

ヘッドレスト
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——「ライフ・インダストリー」という用途名について 
ご説明ください。

　当社は従来「民生・業務機器用」としていた用途名称を、
この度「ライフ・インダストリー機器用」に変更しました。
「ライフ」は家電製品や健康・医療等の個人の生活に関する
用途を、「インダストリー」は業務や産業に関する用途を示
しています。今後の成長領域として定義した３つのM（エ
ム）領域－モビリティ（Mobility：EV、AGV・AMR、パー
ソナルモビリティ）、マシーナリー（Machinery：ロボット、
産業設備）、メディカル（Medical：医療機器）－における
成長への強い決意を表したものです。

——ライフ・インダストリー機器用途の成長の鍵となる、
ブラシレスモーターに関する取り組みについてお聞かせく
ださい。

　まず、業界における当社ブラシレスモーターの認知度向
上が課題だと認識しています。自動車業界では認知度が高
く、お客様が何かしらの技術課題に直面した際にはお声が
けいただいていますが、ロボットや産業設備等の業界では、
当社が高品質なブラシレスモーターをリーズナブルにご提
供できるということがまだ十分に認知されていません。移
動体用では、当社の移動体用ブラシレスモーター「ISシリー
ズ」の採用が増加してきていますが、幅広いお客様に認知
していただき、ファンの裾野を広げるための活動を強化
しています。その取り組みの一つとして2022年3月には、
製品1点から気軽にお求めいただけるオンライン販売の
自社サイトを開設しました。当社のブラシレスモーター
をご使用いただき、当社との共同開発やビジネスのきっ
かけになればと期待しています。
　またブラシレスモーターの販売を伸ばすには、お客様
のニーズに応じて選べる状態をつくる必要がありますので、
モーターとオプションのラインナップを充実させていきます。

——ロボット・産業設備用途ではどのような成長の姿を 
描いているのでしょうか？

　ロボットの中でも、当社モーターの「小型・軽量・高効率・
高精度」といった特長が活かせる領域に照準を絞り、人手
不足の解消に貢献するような協調ロボット用途での拡販を
目指しています。この市場は今後急速に拡大すると見込ま
れており、協調ロボットの関節に使われるブラシレスモーター

を2022年４月に販売を開始しました。
　産業設備に関しては、近年、サステナビリティの観点か
ら、工業製品や食品等の生産過程におけるCO2排出量の削
減が急務となっています。企業だけでなく一般消費者が製
品やサービスを購入する際に、価格や性能だけでなく、CO2
排出量も重視する流れが欧州先行で強まってきており、各
企業が対応を迫られています。生産設備を供給する産業設
備業界では、エア式や油圧式から、よりエネルギー変換効
率が高い電動式に切り替える動きが急速に広まっています。
当社はエネルギー変換効率が高いブラシレスモーターをラ
インナップしているため、ビジネスチャンスは大きいと見
ています。
　また当社では、生産設備を自社で開発・内製しているため、
社内の生産技術部門がお客様の代弁者として「こういうも
のが欲しい」とニーズを伝え、うまくコラボレーションす
ることで、お客様に真に喜んでいただけるような製品を開
発できるのではないかと期待しています。今後、製品開発
部門と生産技術部門との連携をさらに活性化させ、お客様
のニーズを理解し、最適なソリューションをご提案するこ
とで、業界におけるポジションを確立したいと考えています。

3. ライフ・インダストリー機器用途への取り組み

AGV

協調ロボット

AGV・AMR＋協調ロボット市場見通し

出所：外部調査データをもとに当社推定

（億円）
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2030年に2020年比で
約14倍の規模に成長

（AGV・AMR及び
協調ロボット市場の合計）

※AGV:�無人搬送車、AMR:�自律移動ロボット
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——医療機器用途の成長戦略について、2021年に実施した
M&Aを含めお聞かせください。

　医療機器用途では、2021年7月にM&Aにより当社グルー
プに加わった「マブチモーターエレクトロマグ(以下、マブ
チエレクトロマグ)」が重要な役割を果たします。マブチエ
レクトロマグは、医療機器用のブラシレス及びコアレスモー
ターに関する非常に高い技術力に加えて、医療機器業界に
おいて求められる知識やお客様の認知度、認証を保有して
います。マブチエレクトロマグは特に欧州での認知度が高
いため、その販売チャネルを活用し、既存のマブチモーター

製品を拡販していくことがポイントになります。加えて製
品開発の面でも期待は高く、現在の主力製品である人工呼
吸器用モーターなど以外に、医療分野における新用途での
製品開発も進展しています。
　また、マブチエレクトロマグのモーターは医療用途を前
提としていますが、その特長ある優れた性能をご評価いた
だき、マブチモーターの既存のお客様に全く別の用途でご
採用いただいた事例も出てきました。マブチエレクトロマ
グと開発・生産・販売のあらゆる面でのシナジーを創出し、
医療機器用途はもちろんのこと、ライフ・インダストリー
機器用途全体の成長へつなげてまいります。

移動体 ●�AGV・AMR、自律移動ロボット、パーソナルモビリティ及び階段昇降機等の多様な移動体における
　採用増加を背景に、ラインナップを拡充

ロボット、産業設備 ●�協調ロボット用に中空構造のブラシレスモーター４種の量産・販売を2022年に開始、受注拡大を図る
●�協調ロボットの実績を足場に、産業設備用途市場への参入を図る

健康・医療 ●�ハイエンド歯ブラシ用モーターの販売拡大
●�マブチエレクトロマグの実績を足場に、全世界で拡販活動を展開

ユニット ●駆動・制御用途にもユニットによるソリューションを提供�
●ファン付きウェア用向けの標準ファンユニットを提案し、受注獲得済

マブチエレクトロマグの概要

スイスに拠点を構えるマブチエレクトロマグは、人工呼吸器・歯科治療用ハンドピースなどの用途を得意とし、静音・低振動・高速回転等の
医療機器用途に適した高特性ブラシレスモーターの開発・製造技術を有しています。
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4.成長を確実にするための課題と取り組み

COO インタビュー

——中期経営計画では「ユニット化」に注力するとして 
いますが、その内容と取り組みについてお聞かせください。

　従来はモーター単体で納入するケースがほとんどでしたが、

お客様からモーターとその周辺部品を含めたユニットでの

納品をご要望いただくケースが増えてきています。ユニッ

トまで取り組むことにより、モーターに関する情報だけで

なく、ユニットに求められる仕様に関する情報も共有いた

だけるようになってきています。複数のお客様のニーズを

伺い、「妥協しない部分」と「削ぎ落とし可能な部分」とい

う価値観を整理し、各用途に求められる最低限の共通項目

を洗い出し、ユニットとしての標準化を推し進めていきます。

使用する部材や設備の共通化、工程管理の標準化に加えて、

ユニットに搭載するモーターの標準化も促進することで、「高

品質でリーズナブルな価格でのユニット製品の提供」が可

能になると考えています。当社にとって新たな取り組みで

あるユニットの標準化には、乗り越えなければならない課

題も存在しますが、課題を克服する過程で技術的な差別化

が進み、当社の「標準化」の強みが活きてくると思います。

——ユニット化まで標準化の考え方を広げた「次世代標準
化」を推し進める上での課題は何でしょうか？

　当社が従来販売していた用途については、高品質な製品

を大量かつ安定的に生産することを得意としてきましたが、

例えば協調ロボットなどでは、一案件あたりの絶対数が少

なくなるため、数の規模の変化にフィットした、競争力の

あるものづくりが必要だと考えています。お客様や業界も

変化していくと思いますので、変化に対応できるよう、外

部との協業も念頭に今後のものづくりの在り方を検討して

まいります。

——各分野での成長を確実にするための課題は何だと思い
ますか？またその課題への取り組みについてお聞かせくだ
さい。

　年平均８％～10％の中長期的な売上成長の実現は、新用

途の拡大が前提にあります。新用途を拡大し各業界におい

てデファクトスタンダードを勝ち取っていくには、差別化

や付加価値にこだわり抜くことが大切です。特に当社の認

知度が比較的低いこれからの成長領域においては、お客様

のご要望を満たす製品をご提供するだけでは不十分です。「こ

れなら喜んで買いたい」とお客様に思っていただけるような、

お客様自身もまだ気づいていない真のニーズにお応えする

付加価値をご提供する「ソリューション提案力」が必要不

可欠です。お客様の課題を理解して潜在的なニーズを探り

製品開発にスピーディーにつなげられるよう、医療・ロボッ

ト・産業設備の分野においては、営業担当と製品開発担当

とが一体になった専門のチームを作りました。お客様が期

待する以上の価値のある製品をご提供することで、中長期

的に製品の単価も利益率も上げていきたいと考えています。

—— 成長に向けたリソース配分に関する方針を教えて 
ください。

　差別化技術を生み出すために必要な投資はしっかりと行

う必要があると思っています。直近では、新型コロナウイ

ルスの影響や半導体をはじめとする部品不足による自動車

市場の低迷、原材料費や物流費の高騰等の厳しい事業環境

が続いていますが、将来の差別化や付加価値向上につなが

る新しい技術は、一朝一夕に生み出されるものではなく、

地道な研究開発を継続する必要があると思います。中長期
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的な成長を果たすために、短期的な業績とのバランスをと

りながら、技術的な先行投資を行いたいと考えています。

部材研究もテーマになりますし、モーターの構造も今まで

に無い発想のもの、といった可能性もあるかもしれません。

そのように長期的な視点での研究開発を強化していきたい

です。

　３つのＭ領域における成長を支える重要な要素の一つで

あるブラシレスモーターに関しては、制御技術が重要になっ

てきます。当社には既にレベルの高い制御技術がありますが、

付加価値を高めていくために、更にリソースを増やしてい

く必要があると考えています。制御技術のリソースを強化

する取り組みとして、制御技術そのものの専門性がある人

材の採用だけでなく、周辺領域の知見や経験を持つ人を育

てていくということも含めて進めています。外部との連携

強化等も視野に入れつつ、短期間のうちにリソースの強化

と対応力を上げていきます。

　また、高い付加価値を実現する技術や革新性の高い製品

を生み出すには、リソースの強化のみならず、社員の柔軟

な発想力が不可欠です。各社員が裁量を持って柔軟な発想

で課題に取り組み、自己実現を図っていけるような活力あ

る組織にしていく考えです。そうすることで更なる新しい

技術や製品が生み出される、そのような好循環をつくって

いきたいです。

——最後にステークホルダーの皆様へメッセージをお願い
いたします。

　私はこれまで、生産技術や製品開発、生産拠点経営の実

務に取り組んでまいりました。諸先輩方の築き上げた標準

化をベースとして展開する事業や世界５極事業体制、ITイ

ンフラ、様々な仕組み・制度等の強固な経営基盤を礎に、

これまでに培った私自身の実務の経験を存分に活かし、新

たな事業の柱を築くことで当社を成長させていきたいと考

えています。

　経営陣とマブチグループの社員が一丸となって、持続的

な成長の実現に向けて取り組んでまいりますので、引き続

き当社へのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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