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売上高（損失）　　　営業利益（損失） （単位：百万円）

経営成績

　売上高は、エイワ、モステックなど、環境・エネルギー事業が加

わった一方で、マグネティックス、インバータ、オートモーティブ

の低迷でアジア・パシフィック事業が大幅に減少し、自動車機器

分野を中心とした顧客の生産調整で EU事業が半減したため、前

年同期比 42.2%減の 8,579百万円になりました。

　利益面では、原材料費、労務費などの原価低減や R&D、販売、

管理部門の経費削減に力を注いだものの、パワーソリューション、

パワーインダクタ、シグナルなどのマグネティックスやオートモー

ティブの減収効果で主力のアジア・パシフィック事業が大幅な減

益となり、EU事業、環境・エネルギー事業ともに水面下を余儀な

くされたことから、営業損益は前年同期の 1,042百万円の利益か

ら1,345百万円の損失になりました。為替差益の発生などにより

営業外収支が改善したものの、経常損益は前年同期の 810百万

円の利益から1,057百万円の損失、四半期純損益は前年同期の

502百万円から1,071百万円の損失となりました。

財政状況

　当第 1四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べて6,034百

万円減少し、54,780百万円となりました。現金および預金が借入

金の返済などにより減少したこと、受取手形および売掛金が売掛

債権の回収などにより減少したこと、のれんが償却により減少し

たことなどが主な要因です。負債は前連結会計年度末に比べて

4,511百万円減少し、41,603百万円となりました。これは、支払手

形および買掛金の支払いを進め、短期借入金を返済したことなど

によるものです。
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マイナス成長の世界経済　

　新緑が眩しい季節となりましたが、私たちを取巻く経済環境

は依然厳しい状況にあります。昨秋以降の大規模な金融危機と

その後の急激な景気後退による世界経済の低迷は、回復への蠢

動が若干感じられるものの、未だ出口を見出せておりません。

　国際通貨基金（IMF）によれば、先進諸国では 2008年第 4

四半期に実質 GDPが 7.5％という史上最悪の減少幅を記録し、

2009年第 1四半期の生産もほぼ同ペースでの落ち込みが続い

たものと予想されています。一方、新興国経済も特に製品輸出

への依存の大きい東アジア諸国、海外よりの資本流入が成長

を支えていたロシア、東欧諸国を中心に第 4四半期には全体で

4％のマイナス成長となっています。IMFはこうした状況から、

2009年の世界経済は 1.3％のマイナス成長となり、2010年は

1.9％の小幅な成長に留まるものと予想しています。

　各国政府レベルでの財政金融措置を総動員した景気刺激策

の実施もあり、ここに来て景気後退のペースにも鈍化の兆しは

見られますが、金融市場の安定化には相当な時間がかかるも

のと想定され、世界全体におよんだ景気減退が早期に回復す

る可能性は低く、引続き見通し不透明な状況が継続するものと

思われます。

環境・代替エネルギーが鍵

　こうしたなかで、世界の電子機器・自動車関連市場では、今

年に入ってからもセットメーカーによる生産調整が続いてお

り、今後の需要動向についても、短期的には引続き厳しい見通

しが支配的です。ただし、特にコンシューマーエレクトロニクス

分野では、在庫調整が一段落した結果、部分的に生産回復の

動きも出始めており、今後の景況感にも若干の改善が見られる

ようになっています。

　電子部品業界は、セットメーカーのこうした調整の煽りを受

け、より激しい受注の落ち込みを余儀なくされ、昨年 12月に

ピーク時のほぼ半分に減少した出荷額は、本年 1 ～ 2月までは

同レベルで推移しましたが、こちらも3月に入り、ようやく微か

な回復の兆しが見え始めたという状況にあります。

　本格的な需要回復までには未だ時間を要するものの、各国政

府の景気てこ入れ策がある程度の効果を発揮することも勘案し

ますと、自動車などの高級耐久消費財ほどは需要が落ち込んで

いない PC、通信機器などの製品事業分野では、ある程度の需要

の回復は現実的であると思われます。これに対し、自動車関連

分野は個人消費の持ち直しまで相当な時間を要するものと想定

されるだけに、需要回復のスピードは遅く、厳しい状況が続くと

想定されますが、そうしたなかでハイブリッドカー・電気自動車

というこれからの成長分野での取り組みが、環境・代替エネル

ギー分野での需要拡大の動きへの対応と合わせ、今後中長期的

にどれだけ着実に成果を挙げていくかが焦点となります。

産業革命以来の大転換期を乗り切る
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CEO Message

スミダグループCEO　八幡 滋行
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コイルを核とした電子部品企業グループとして
業界のリーダーに

　スミダグループの受注、生産量も、昨年第 4四半期に急激に

落ち込んだレベルが 2月までは継続しましたが、3月から受注

回復の兆しが現れ始めております。この結果、本年第 1四半期

業績は市場環境の急速な回復は見込めないとの前提で年初に

想定した範囲に収まり、売上は85億79百万円とほぼ予測どおり

（前年同期比では 42.2％減）、収益は減収により13億 45百万

円の営業損失を計上、最終損益も10億 71百万円の損失となり

ました。

　一方、昨年第 4四半期に実施したドイツを中心とする人員削

減および不採算事業の統廃合による費用削減効果が実現し始

め、また賃金削減を含むさらなるコスト削減への取り組みを実

施していることから、損益分岐点が下がり、コスト構造の耐性

が確実に強化されていることは、今後の収益改善への足掛かり

となっています。こうしたなかで、受注回復の流れを確実にす

べく、業績の回復に全グループを挙げて各種の取り組みを行っ

ておりますが、特に昨秋グループ入りしたエイワ社、モステッ

ク社、さらにドイツの VOGT社をはじめとするグループ内企業

との間で製品の相互販売を強化し、販路の拡大に徹底的に取

り組んでいます。

　他方、こうした売上回復、収益力の改善への短期的な取り組

みに加え、中期経営計画“Triple Ex”の推進にも着実に取り組

んでおります。なかでも環境・エネルギー関連など新事業分野

への取り組みを精力的に行い、コイルを核とした電子部品企

業グループとして今後ますます大きく変化する業界内でのリー

ダーたる地位を固めるべく、積極的に活動しておりますが、今

般も同事業分野での新たな M&Aとして、医療機器向けの部品

製造にも特色のある国内メーカー「コンコルド電子工業」（コ

ンコルド社）をグループメンバーに加え、子会社とすることに

合意しました。同社は高い技術力を持ち、産業機器、医療機器

CEO Message 向けの高周波トランスおよびリアクトルなどを中心とした各種

コイルの開発・製造・販売を行っており、優良顧客と緊密な関

係を築いています。その主事業につきましては、現在の厳しい

事業環境下でも底固い需要が見込まれており、当社グループと

コンコルド社が保有する技術力・生産力・販売力を統合するこ

とにより、さらに大きな相乗効果が期待できると判断し、全株

式を取得することで基本合意に達しました。

強い意志とチャレンジ

　現在の世界経済の状況を人間に例えるならば、集中治療室

におかれているような状態と言えるかもしれません。公的支援

という点滴を受けながら、一日も早い回復に向け努めるという

状況です。こうした状況で企業としてさまざまな取り組みを行

うにあたり、まず必要なことは、役員・従業員が一致団結し、こ

の難局から速やかに脱すべくあらゆる可能性を追求するという

強い意志を共有することです。

　さらに、今一度基本に立ち返り、自分たちの役割を考えなが

ら、産業革命以来の大転換期に差し掛かっている世の中のニー

ズを的確かつ迅速に把握し、新たな事業の開拓、創出に、着

実に邁進することが肝要です。特にこれから生み出されるモノ、

サービスについては、我々の生活の安全、利便性、さらに環

境を考慮した形で創造することをますます求められることと思

いますが、こうした事業活動を進めていく過程では、全世界を

マーケットとして捉え、さまざまなニーズへの対応を考える柔

軟な想像力が必要です。そうした取り組みにあたっては、国籍・

文化を超え、異なる価値観の人たちとのコミュニケーションが

不可欠であり、またそうした過程のなかで国境や文化を超えた

さまざまな結びつき（ネットワーク）が生まれるのではないか

と思います。

　当社グループとして目指すものは、そうした関係性のなかで

リーダーであり続けることであり、そのためには世界各国との共

生という考え方、即ち自らを相対化することに努め、特定の慣行

を押し付けず、生み出された価値を共有していくという考え方

を、グループ内にさらに根付かせることが重要と考えています。

　スミダはこうした強い気持ちを持ち、この大きな変化、時代

の転換を積極的に受け入れ、チャレンジを続けることをあらた

めてお約束します。
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業績に影響を与える3つの為替リスク

　当社グループはグローバルに事業を展開しており、売上の

85％は海外で計上、また製造はほぼ 100％が海外で行われてい

ることから、外貨建取引の占める割合が一般的な日本企業に比べ

て高くなっています。その結果、現在の通貨別売上構成は、円が

15％、ドルが 40％、ユーロが 45％となっています。一方、当社グ

ループは日本企業であり、日本で連結財務諸表を取りまとめる必

要がありますが、こうした売上構成のため為替変動は円換算の業

績を左右することになります。そこで、為替変動が当社の業績に

いかなる形で影響をあたえるのか説明します。

　影響は主に次の３つの差損益として現れます。

₁  販売などの取引に伴う円高 /円安（売上・営業損益への影響）

₂  外貨建資産および負債の評価差損益（営業外損益への影響）

₃  海外投資の時価との差額（自己資本への影響）

　上記のうち、₁は最終的に「円」に換算する際に円高 /円安の

影響を受けるもので、例えば外貨建売上は、為替レートの変動に

従い増減します。一方、通常の商取引では、売上発生時に「売掛

金」としての債権、仕入発生時に「買掛金」としての債務が生じ、

すぐに現金による決済が行われるわけではありません。この未決

済の外貨建債権債務も、会計上は毎月末に評価替えすることが義

務付けられているため、その都度為替変動による差損益が生じる

可能性があります。これが₂でいうところの影響です。さらに海外

投資については、期末時点の為替レートの差額を計上するため、

ここでも投資時点の為替レートと為替差損益が発生することにな

ります。₃

　このように、販売などの取引を行うにあたり発生する為替リス

クだけでなく、債権や債務、あるいは海外投資など、持っている

だけで差損益が発生し、これらが常に業績に影響を与えるリスク

となります。総額は期中で数億円にもおよぶことがあります。

為替変動による差損益をコントロール

　当社はこれまでも、こうしたリスクを圧縮し、適切なコントロール

をするためにさまざまな施策を講じてきましたが、今般、これらを

より効率的・効果的に管理するために、当社グループ内の資金管

理および外国為替取引をグローバルに、統括して行う「インハウス

バンキング機能」を有する金融子会社として、昨年12月に、オラン

ダのアムステルダムに「Sumida Finance B.V.」を設立しました。

　現在、アムステルダムはロンドンに並ぶヨーロッパの金融セン

ターとして注目され、アメリカやアジアとの時差も少なく、税制面

でのメリットもあることから、多くのグローバル企業が金融統括

センターを設けています。当社グループもそのメリットを生かし、

2009年 4月より金融管理業務をスタートさせました。今後は、世

界各国の当社グループにおける外貨建のキャッシュや債権・債務

をすべてSumida Finance B.V.で一括集中管理することで、為替リ

スクをグローバルに調整、「差損」を最小限にとどめ、安定した収

益を得るように努めてまいります。
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A Member of 
Sumida Group

オランダに設立した金融子会社による集中管理で
変動し続ける為替リスクをコントロール

オランダの
金融子会社

日本のSUMIDA

ドル債権
ユーロ債務

欧州のSUMIDA
ユーロ債権
ユーロ債務

米国のSUMIDA
ドル債務
ユーロ債権

為替変動による
差損益を

限りなくゼロ「0」に
なるように
コントロール

「円」に換算し計上

Sumida Finance B.V.
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高い技術力と製造品質を誇る技術集約型企業

　2008年 10月に当社グループの一員となった株式会社 エイワ

（以下エイワ社）は、1972年の創業以来、製造品質の高さとコス

トパフォーマンスはもとより、とりわけその高い技術力により、多

くの国内企業で製品開発に携わるエンジニアたちから絶大な信

頼を得てきました。同社の主力製品はスイッチング電源トランス

で、ほかにチョークコイル、カレント・トランス、高圧トランス、特

殊性の高いエッジワイズ・トランス（平巻き線コイル）など、多彩

な製品ラインナップを誇り、しかもそれらの 99.9％はそれぞれの

メーカーが求める製品仕様に特化させたカスタム品です。

　同社の製品は民生用から産業用まで、使用される分野も製品仕

様も多岐にわたっていますが、それらのほとんどは、最終製品をつ

くるユーザー企業とともに製品開発の初期段階から要求される性

能や仕様を共同で開発していく“マーケット・イン” の発想でつくら

れています。ユーザー企業との長年にわたる共同開発の歴史が、

他社には真似のできないエイワ社ならではの製品技術を培うこと

につながり、ユーザー企業のエンジニアの厚い信頼を勝ち取って

います。

　また、量産前段階の動作サンプルなどの試作開発に迅速に対

応でき、多くの技術者を擁する長野工場をはじめ、国内量産品の
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A Member of 
Sumida Group

製造を担う青森工場、タイと中国広東省の２つの海外量産工場

を有し、試作品から量産品まで、フレキシブルな生産体制を整え

ています。

電源用トランス・コイル分野での世界 No.1に

　こうした技術集約型企業としてのエイワ社が現在最も注力して

いるのが、燃料電池発電、太陽光発電、風力発電などの環境・代

替エネルギー分野で不可欠となるパワーコンディショナー用コイ

ル製品です。さらに、今後急速な需要拡大が予想されるハイブリッ

ドカーや電気自動車に使用される電源トランス分野でも、その蓄

積された技術力でシェア拡大を目指します。また、ＩＴ分野で堅

調な需要拡大を続けるハードディスクドライブ用小型モーターに

使用されるコイルも、同社の主力製品のひとつです。

　これだけの製品ラインナップを誇るエイワ社ですが、海外販路

については、これまで必ずしも十分なものではありませんでした。

当社グループの一員に加わったことで、これら同社製品の海外市

場への展開が今後、強力に推し進められることになります。「電源

用トランス・コイル分野での世界 No.1」を目指す当社グループの

なかで、同社はさらなる製品開発に挑みます。また、当社グルー

プにとっても、従来のトランス製品ラインナップがさらに充実する

ことで、電子・電気関連機器において弱電から重電まで、あらゆ

るトランス製品が揃うことになりました。今後は、エイワ社の基盤

顧客を含め、特に環境・代替エネルギー向け製品やオートモー

ティブ向け製品群のシェア拡大をグループ全体で目指してまいり

ます。

代表者
所在地
設　立
事業内容

事業所

従業員数

代表取締役社長　堀　寛二
東京都中央区日本橋 3-12-2　朝日ビルヂング
1972年 6月
○高周波トランス、コイルの設計・製造・販売
○ HDDスピンドルモーターコイルの製造
○スイッチング電源ユニットの製造
国内 /長野、青森
海外 /タイ、中国広東省
約 3,000名

エイワ製品

カスタム品製造で培われた技術力で世界へ
株式会社  エイワ

株式会社  エイワ   企業概要



スミダコーポレーション株式会社
〒103-8589 
東京都中央区八重洲一丁目6番6号 
八重洲センタービル
TEL : 03-3272-7100　
FAX : 03-3272-7802

　世界各国が地球温暖化対策や代替エネルギー問題に本格的

に取り組み始めたいま、太陽光発電や風力発電、そして燃料電

池発電などの代替エネルギー分野における製品の需要拡大が

見込まれています。

　一般家庭で、これらの代替エネルギーによる電力を利用する

場合、発電した直流電力を家庭内で利用できる交流電力に変換

しなくてはなりません。その際、不可欠となるのが、「パワーコン

ディショナー」と呼ばれる電力変換装置です。そこには形状も大

きさも異なる数種類のコイル（トランス）が内蔵され、これらの

働きによって、一般家庭で使われる100ボルト50Hz/60Hzの交

流電力を生み出しています。家庭用の3〜4キロワットの発電量

であれば、通常5種類前後のトランスが、10キロワット以上のよ

り大きな発電量が必要となる場合には、さらに多くのトランスが

使われるなど、パワーコンディショナーの仕様によって多種多様

なコイル・トランス製品が必要となります。

　これらのコイル・トランス製品は、比較的大きな電力を扱うた

め、発熱・耐熱性能や耐久性など、厳密な安全規格を満たさな

ければなりません。新たに当社グループに加わったエイワ社は、

そうした大電流コイル・トランス製品に求められる技術的なノウ

ハウを豊富に蓄積しており、世界最高水準の生産管理技術のも

とで、多彩なコイル・トランス製品を製造しています。

　当社グループはこのパワーコンディショナー用コイルをはじめ

として、時代の要請でもある環境・代替エネルギー分野を支え

るデバイスの開発・供給を推進してまいります。

Products Profile

Coil for the Power conditioner
パワーコンディショナー用コイル
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