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Performance

経営成績

　当第3四半期連結会計期間の売上高は、アジア・パシフィック

事業が6,798百万円（第2四半期比18.8％増）、コンコルド電子工

業が加わった環境・エネルギー事業は1,530百万円（同67.8％増）

と順調に回復しており、またＥＵ事業も3,996百万円と第2四半

期比16.4％増となり、グループ全体の売上高は第2四半期に比べ

22.4%増の12,324百万円となっております。

　利益面では、原材料価格の大幅な低減、生産の効率化に伴う

労務費、製造間接費の抑制、販売費、管理費、研究開発費の削減

などによりアジア・パシフィック事業の収益力が向上し、環境・エ

ネルギー事業も着実に利益寄与したのに加え、ＥＵ事業がようや

く黒字化してきたため、営業利益は620百万円を計上し、第2四半

期での営業損失377百万円から黒字基調へと転じることができま

した。

　一方、支払利息、為替差損、事業構造改善費用などの計上があ

り、経常利益は137百万円となりましたが、四半期純損失は109百

万円となりました。
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世界経済全体の構造調整が明確化　

　激動の2009年も4分の3を過ぎ、ようやく世界同時不況からの

回復の兆しも随所に見られるようになってきました。主要先進国・

新興国経済の規模縮小の動きは止まり、特に一部新興国経済は

力強い成長を取り戻しつつあります。こうした中で、各国株式市場

に見られる株価の動きも期待感から上昇傾向を示し、またIMFな

どの国際機関も来年度の経済成長見込みの上方修正を図ってい

ます。

　ただし、このような動きも一時的な各国政府の財政出動に支え

られており、年初のパニックとも言える急激な生産調整への反動

から来る生産の増加は本来の回復とは言えないこと、経済のファ

ンダメンタル、特に消費、設備投資といった最終需要面での力強

い回復が見られないことなどを勘案しますと、今後の景気回復が

順調に進むと考えるのは早計と思われます。逆に失業率が悪化す

る中で、短期的に世界経済が確実に回復軌道を辿るか否かは引

き続き不確実な状況です。

　今回の激動を経て、世界経済は変化の規模が増し、またその

スピードを加速させています。今や米国を中心とする欧米先進国

での家計、金融部門のバランスシートの再構築に始まり、ひいて

は世界経済全体の抜本的な構造変革への動きが基本的な潮流と

なっています。すでに環境・代替エネルギーといった新たな成長

分野でのさまざまな胎動があり、また新興国経済のウェイトがま

すます高まってきていますが、そうした構造変化と新たな経済構

造の中での確実な成長が実現するまでには、時間をかけた取り

組みが必要とされます。

各製品分野で顕著な回復

　こうした不確実な事業環境下ではありますが、電子部品業界で

は、在庫調整の一巡と各国政府レベルの景気刺激策が効を奏し、

第3四半期はアジアを中心にパソコンや液晶テレビ、通信機器な

ど、コンシューマーエレクトロニクス分野で顕著な回復が見られ、

現段階ではピーク時の8割程度にまでモノの動きが回復していま

す。自動車関連部品分野でも、各国政府の景気刺激策の効果に

よる一般小型車および環境対応車の需要がアジア・ヨーロッパ地

域で急増し、特にヨーロッパ地域でも経済全体の緩やかな回復を

主導する要因となっています。一方、環境・代替エネルギー分野

では太陽光発電、ハイブリッドカー、電気自動車といった製品の

実用化が加速する中で、同分野への電子部品メーカーの取り組

みも急速に拡大進展しています。

　当社グループにつきましても、そうした環境好転の中で、売上

は4－6月期比22.4%増の123億24百万円（前年同期比では16.2%

減、昨年ピーク［第2四半期］比では20.4%減）と着実に回復しま

した。損益面でも、売上の回復と固定費削減策の効果により、ヨー

ロッパを含め全事業分野で営業黒字を回復、連結ベースで6億20

世界の潮流との一体化を目指して

スミダグループCEO　八幡 滋行

CEO Message
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百万円の営業利益（前年同期比でも約80％の回復）を計上、営

業利益率も5%と大幅な改善を達成しました。第4四半期も受注回

復の流れを確実に定着させる一方、引き続き適切なコストのコン

トロールを実施し、より強靭な財務体質を築くことで、ピーク時の

75%の売上でも5%以上の利益を確保できる体制の維持強化に注

力していきます。

“グローバル・スピード・フォーカス” を追求

　前回ご報告しました「Global One Sumida」としての取り組みも

着実に進展しています。過去数年の間にグループ入りしたエイワ、

モステック、コンコルド、そしてドイツのVOGT他グループ会社な

ど世界中に広がるスミダグループ会社の事業推進を一体化し、各

国・地域の特長を活かしながら、グループ内のシナジーを最大限

に追求し、将来のさらなる成長への布石を確実に敷いています。

たとえば、環境・代替エネルギーなどの新規分野における戦略的

な取り組みも、新たなユニットのもとでグループの力を結集し対

応に努めており、すでに個別案件での実績も生まれてきています。

また、各地の営業もすべてグローバル営業体制の下に再編され、

グループ内の全製品を全地域で取り扱う体制が整いました。さら

に、ドイツのグループ会社は、この度社名をすべて「Sumida」に統

一することを決定するなど、一体化への社員の意識の統一にもグ

ループを挙げて積極的に取り組んでいます。下半期の営業利益黒

字化を足がかりに、来年度以降への弾みを得て、こうしたさまざま

な取り組みを本格化し、回復軌道を着実に進んでまいります。

　当社グループはこの世界経済の大きな転換点を、より大胆な

施策を実施し、グローバル体制のさらなる拡充を図るまたとない

機会と捉えています。グローバルな人とモノの流れの一員となり、

世界の潮流と一体化しなければ、今後の競争を生き残ることは困

難です。改めて私たちのモットーである“グローバル・スピード・

フォーカス”を追求し、世の中のニーズに対して機敏に的確に対

応・貢献しながら、電子部品メーカーとしての地位をさらに固め

て行く所存です。

CEO Message

A Member of
Sumida Group

高い開発力で特殊コイル分野に特化

　株式会社 モステックは、2008年10月に当社グループの一員に加

わり、スミダが提供するコイル製品ラインナップにさらなるバリエー

ションをもたらしています。

　モステックは、平角線（断面の四角い導線）の短辺を内径面と

して、コイルの軸に対して縦に巻きつけた「エッジワイズコイル

（Edge-wise coil）」という特殊性の高いコイルの量産を世界に先

駆けて開始しました。以来、多種多様なエッジワイズコイルを手が

けるとともに、それらを利用した製品開発とその生産技術において

も豊富なノウハウを蓄積しており、特殊用途に応じた少量生産の

各種デバイスの受託開発・受託生産も積極的に手がけています。

　一方、量産品製造においては当社グループがバックアップするこ

とにより、大口需要顧客への対応力を大幅に強化・拡充しました。

今後はモステックの開発力とグループの安定した生産力のシナジー

を発揮して、よりいっそうのシェア拡大に取り組んでまいります。

代表者
所在地
設　立
事業内容

代表取締役社長　  堀　寛二
京都府京田辺市宮津灰崎47-1
1970年1月
変成機器の研究開発（ODM）・受託（OEM）製造　●各種
エッジワイズコイル/各種捲き線コイル/パワ－インダクタ
－　●コモンモ－ドチョ－ク/平滑インダクタ－/高圧パル
ストランス　●高調波アクテブフィルタ/３相コモンモ－ド
チョ－ク　●スロットレスモ－ター用コイル/電気自動車
用モ－タ－コイル

“エッジワイズフロンティア”としてシェア拡大を
株式会社 モステック

株式会社 モステック　企業概要
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エネルギー・自動車分野を軸に
環境関連製品をアピール

  「デジタルコンバージェンスが明日

をつくる、未来へつなぐ。」をテーマ

に、10月6日から5日間にわたって開

催されたアジア最大級の規模を誇る

最先端IT・エレクトロニクスの総合展

「CEATEC JAPAN 2009」に 出 展。今

回は、いま世界でもっとも注目を集め

るキーワードのひとつ、「環境対応」

の装置・製品分野を支える製品群を

主軸に、当社グループの技術と製品

の紹介を展開しました。

　太陽光発電ユニットをはじめとする

各種環境関連機器、ハイブリッドカー

に代表されるエコカーなどには、当社

グループの多くの製品が使われていま

す。ブース正面中央に大きなパネルを

設置し、環境エネルギー＆環境車両

を支える当社製品をそれぞれの用途

とともに展開。一般コンシューマー製

品用から産業用まで当社グループが

開発・供給する製品の幅の広さと、そ

れらが環境負荷の低減に大きく寄与し

ていくことを強く印象づけました。

Sumida Topics

｢CEATEC JAPAN 2009｣に出展

Power Electronics

「環境エネルギー」関連の製品紹介

｢ CEATEC JAPAN 2009｣の
当社ブース
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Car Electronics

マイクロワットからキロワットまで
大小さまざまな製品群を紹介

　当社グループの製品群は、多様化

の一途をたどる顧客ニーズに応えた

充実のラインナップとなっています。

さらに、太陽光発電分野などでの利

用が期待されるエイワ、医療・産業

用機器への需要が伸びているコンコ

ルド、「エッジワイズコイル」と呼ばれ

る特殊コイルに強みを持つモステッ

クなど、新たにグループに加わった

各社の製品により、その充実度はより

高いものとなってきました。

　その大きさで表現すれば、数ミリ

の微細なコイルから数十センチもの

大型カットコアまで、また微弱電流を

扱うものから大電力に対応するもの

まで、言い換えれば「マイクロワット

からキロワットまで」の電力に応える

製品が揃ったことで、当社グループが

カバーできる領域は大きく広がりまし

た。それらがひと目でわかるように配

置するとともに、技術トレンドを捉え

た最先端技術による製品も紹介。高

温環境に対応するインダクタなど、今

後需要が期待される技術のパネル展

示などと併せて、一歩先を見据えた

グループ全体での対応力をアピール

しました。

回路基板にセットされる
極小のコイル製品から
大型のカットコアトランスまで
充実の製品ラインナップを提供

「環境車両」関連の製品紹介



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

　電子機器に搭載する部品は高密度化が加速し、同時に低電

圧・大電流化に伴う電力損失の低減が、より強く求められていま

す。コイルの場合には、「より小さくて、より大きなパワーに耐え、

しかも効率よく電流を導くもの」と言い換えてもいいかもしれま

せん。

　そんな要望に応えるコイルのひとつが、「エッジワイズコイル」

と呼ばれる平角線の短辺を内径面として縦に巻いたものです。

　たとえば、丸線コイルとエッジワイズコイルを比較すると、丸

線は何層にも巻き線が重ねられると隙間が発生し、そこに熱が

こもります。そのため、巻き線の内側と外側の温度差が大きく、

ロスを招くことにつながります。一方、エッジワイズは単層巻き

が基本で、平たい面が整然と並ぶために隙間がなく、放熱性に

も優れています。また、形状を保つためのボビン（軸）が必要なく、

その分コイル全体を小型化できるとともに、電気的な周波数特

性も高いことが特徴となっています。

　長年エッジワイズコイルの開発を手がけてきたモステックは、

そうした特性を活かした各種変成器やデバイスも生産していま

す。それらの製品は、音響機器や半導体製造装置、太陽光発電用

パワーコンディショナーなど幅広い用途に対応しています。

　当社グループは、このエッジワイズコイルをはじめ多彩なコイ

ル製品群をワンストップで提供することで、多様化するニーズに

応え続ける“Global One Sumida”を目指してまいります。

Products Profile

Edge-wise coil
エッジワイズコイル


