
軽量シャッターの製造・販売で創業した当社は、戦後の高度成長による市場の変化とニーズを的確に捉えて1960年代
後半にドア事業に参入し、それ以降、多品種化を進めてきました。これからも世界市場に飛躍する、「動く建材」の
グローバル・メジャーとして多様な製品を提供してまいります。

　1968年にわが国最初の超高層ビル、霞が関ビルディングが竣
工し、70年代に入って超高層建築が相次いで建設されました。
それに伴い防火ドアの需要も急増、当社もいち早くドア事業に参
入し、シェアを急速に拡大しました。更に、1980年代以降は

M&Aによる多品種化を推進し、ストアフロントの昭和フロントに
始まり、自動ドアエンジンの昭和建産、間仕切製品のベニックス、
ステンレス製品の三和タジマ、木製学校間仕切の三和システム
ウォールと、それぞれの分野でブランド力のある優良企業を買収
し、多品種化を図りました。国内の三和グループ子会社は現在

17社を数えています。これにより、シャッター、スチールドア、 

エントランス、開閉機、ガレージドア、間仕切、産業用セクショナ
ルドアなどの幅広い製品ラインアップを取り揃え、安全、安心、
快適な暮らしに貢献する製品数は業界No.1となっています。
　社是である安全、安心、快適を提供する商品・サービスを社会
に提供することこそ、社会的な課題解決につながり、結果として
当社の価値創造につながると考えています。多品種化戦略を通じ
て培った多種多彩な商品群を社会に提供することにより、下記の
ような人々 の社会生活における課題解決を目指します。

災害から身を守ることのできる 

安全な暮らし
犯罪から命・財産を守ることのできる 

安心な暮らし
使いやすい「動く建材」を利用した 

快適な暮らし

ビルの中の三和グループ製品

オフィスエリア

エントランスエリア

防火対策

ビル外壁

パーティション

自動ドア

防火・防煙シャッター

カーテンウォール

トイレブース

防火ドア（スチールドア）アルミ／ステンレスフロント メールボックス 防水シャッター

進化する三和
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非シャッター事業の拡大

基盤製品

■ 非シャッター比率（三和シヤッター工業）

■ 間仕切事業売上高（三和シヤッター工業）

■ ドア事業売上高（三和シヤッター工業）

■ サービス事業比率（連結）

1988年度 2018年度 2019年度 予想

383億円 588億円 622億円

2008年度 2018年度 2019年度 予想

54億円 121億円 144億円
2015年度 2018年度 2020年度 予想

8.9% 12.1% 12.9%

1988年度 2018年度 2019年度 予想

62.3% 75.8% 77.0%
（三和シヤッター工業の売上高から軽量・重量シャッターの売上高を除いた割合）

（注） 順位はマーケットポジションを表しています（当社推計）。
※ トイレブース市場

安全、安心、快適を広げる三和グループ製品

防水製品

日本 北米 欧州 アジア

軽量引き戸

日本
1位 北米 欧州 アジア

メールボックス／宅配ボックス

日本
2位 北米 欧州 アジア

カーテンウォール

日本 北米 欧州 アジア

パーティション／トイレブース

日本
2位※ 北米 欧州 アジア

窓シャッター

日本
3位 北米 欧州 アジア

マンションドア

日本
2位 北米 欧州 アジア

スチールドア

日本
1位 北米 欧州

2位 アジア

自動ドア

日本
3位

北米
3位 欧州 アジア

開閉機

日本 北米
2位

欧州
4位 アジア

高速シートシャッター

日本
1位 北米 欧州 アジア

産業用セクショナルドア

日本
1位

北米
1位

欧州
2位 アジア

重量シャッター

日本
1位

北米
1位 欧州 アジア

軽量シャッター

日本
1位

北米
1位 欧州 アジア

ガレージドア

日本
1位

北米
2位

欧州
2位 アジア

アルミ／ステンレスフロント

日本
1位 北米 欧州 アジア

戸建住宅 集合住宅 商業施設・
オフィス

医療・
福祉施設

工場・
倉庫

学校

多品種化
製品
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成長余地のある海外市場に着目

　1956年創業の三和グループは、後発企業ながら1963年には
業界で最も早く東証2部に株式を公開、調達資金を成長投資に
配分して積極的に全国展開し、国内シャッター市場でトップシェ
アのメーカーに成長しました。しかし、長期的にみると大きな成長
は国内の市場規模では難しいと判断し、1990年代にかけて本格
的に海外市場に注目し進出を検討し始めました。

企業買収により北米市場浸透を目指す

　当社はすでに1974年にいち早く米国オーバーヘッドドア社と
提携関係に入り、互いの製品を日米両国で販売し、新開発の技術
を相互に公開するというライセンス契約を結んでいました。米国
市場の研究はこの時点から1990年代までに蓄積が進み、海外
進出はその市場の文化的特質を理解しなければ成功は難しいと

の判断を固めていました。文化、風土、気候が異なる海外に日本
の建材製品をそのまま持ち込んでも市場への浸透は難しいので
す。そして、M&Aによる展開が最もふさわしいとの結論に達し、
三和と相性の良い企業を念頭に相手先を模索しました。

ODC社を買収、海外展開の起点となる

　企業買収にあたって当社は、ケミストリー（相性）が一致する企
業を選択することを第一義に検証を行い、最終的には1974年か
ら当社と技術提携を結
ぶなど親密な関係にある

ODC社を買収することを
決断。1996年6月に買
収を発表しました。買収
額は、当時の売上高約

1,875億円（1996年度）

1986年に三和シヤッター（香港）を設立したのを皮切りに、三和グループは国内同業他社に先

駆けて、グローバル化を進展させてきました。現在では、世界25の国と地域で事業活動を展開

し、「動く建材」のグローバル・メジャーとして強力なプレゼンスを確立しています。では、それが

可能となったのはなぜなのか。まず、業界内でいち早く海外市場に着眼し、進出を果たしたこと、

そして北米1位と欧州2位のメーカーを1990年代後半から2000年代はじめにかけて買収し、現

地化とPDCA推進の両輪で両地域に強力な地歩を築いたことが挙げられます。2020年に向け

て三和グループのグローバル市場におけるプレゼンスはますます高まっています。引き続き各地

域でコアビジネスの事業領域を拡大・強化し、真のグローバル・メジャーを目指します。

ODC買収の調印式

三和グループはなぜ

グローバルポジションを

確立できたのか

特集

 三和グループ成長の礎
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の30%近くを占める約517億円で、当時としては日本の建材業
界最大規模のものでした。この時点でODCは、商業用のオー 

バーヘッドドアとシャッターのシェアは全米トップ、売上高は5億

5,000万ドル（600億円超）、全米に約400のディストリビュー 

ター（販売代理店）を有していました。この買収により、三和グルー
プのグローバル化が本格化したことになります。

NFグループ買収で日米欧3極に

　2003年には、ドイツのドア・シャッター老舗メーカーのノボフェ 

ルム（NF）グループを約217億円で買収、これにより日米欧の3極
体制を確立しました。NFグループは1955年創業の老舗メーカー
で、ドイツを中核にフランス、オランダ、イタリア、スペインに製造
拠点、欧州全域に販売網を持ち、リーディングカンパニーを持つ大
手企業の一角を占めていました。
　2010年代に入ってもオランダのアルファ社やフランスのノル 

スード社など、北米同様に欧州でもM&Aによる多品種化と市場
開拓を進め、産業用ドア、ガレージドア、スチールドアの分野では
欧州で第2位のシェアを確立しました。

ローカル化の徹底と、PDCA

　買収後に最大限のシナジーを生み出すためには、製品や技術
の前に、相互理解と意思の疎通が必要との認識で臨み、醸成さ
れた信頼関係をもとに、相互の製品・技術への関心を高め、必要
な現地化を協働で取り組むという流れを築きました。また三和の
使命である「安全、安心、快適の提供」、PDCAを高度かつ迅速
に回すという原則は海外でも徹底し、これがグローバル・メジャー
への礎となりました。

地域別
売上高構成比
（2019年度予想）

日本 

53%

欧州 17%

北米 28%

アジア 2%

No.2
買収時 現在
（2004年度） （2019年度予想）

売上高 売上高

340 585
 （702億円）

主要商品
・産業用セクショナルドア
・ヒンジドア
・開閉機

（2019年度予想）

売上高

70億円
主要商品
・シャッター
・ドア

No.1
（2019年度予想）

売上高

2,515億円
主要商品
・シャッター
・スチールドア
・ステンレス建材
・アルミフロント

No.1
買収時 現在
（1997年度） （2019年度予想）

売上高 売上高

597 1,132
 （1,189億円）

主要商品
・重量シャッター・軽量シャッター
・産業用セクショナルドア
・開閉機

海外売上高比率

46.4%

生産拠点 

60ヵ所
展開国数

25の国と地域

 グローバルプレゼンス

北米アジア欧州

百万
ユーロ

百万
米ドル

百万
米ドル

百万
ユーロ

※ 各地域の売上高は内部売上高を含みます。
※ 2019年度為替レートは1ドル105円、1ユーロ120円の予想。

日本
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■  早い時期の海外進出は英断だった。 
真のグローバル・メジャーには、まだ課題

　三和グループのグローバル化というテーマでお話しするので
すが、当社がすでに真のグローバル企業になりえているのか？
と問われれば答えはＮＯです。投資家の方々にも「もっとでき
るはずだ」と思われているわけですから、スピードを上げて真
のグローバル企業にならなくてはなりません。
　とはいえ、1996年という早い時期に北米のODC、2003

年に欧州のノボフェルム（NF）グループという2つの大きな買
収を成し遂げたことは、今から振り返ると経営陣の英断だっ
たと思います。重要なのは、長い付き合いのところを買収して
偶然うまくいったのではなくて、2社を買収する際に会社の内
容を精査し、きちんと考えた結果が成功に結びついたという
ことです。
　当時は日本国内企業であった三和シヤッター工業としては
驚くべき先見の明があった、ということに加えて、買収後は表
面には出てこない水面下の大きな課題を一つひとつ地道に解
決してきたことが今日の結果につながっているのではないで
しょうか。

■  設備投資を躊躇せず、買収も積極的に

　私が三和の海外事業に携わり始めた2015年頃は、市場 

ニーズに即応する経営をしているとは感じられませんでした。
まず手を付けたことは、現地の経営陣にマーケットニーズをい
かに早く認識して競合他社よりも一刻も早く対応していくこと
が大切だということを周知したことです。次に製品の品揃えと
生産設備を見直させました。メーカーですからフル稼働を目

指すのは勿論ですが、当時欧米ともに設備の老朽化が進んで
いました。リーマンショック後の厳しい時期もあり、設備投資
に慎重な時代が長かったのです。市場ニーズに合致した新製
品を開発し、それを高い生産性で製造できる設備を導入する
ことを積極的に検討させ実施しました。
　海外の事業運営に関してわれわれ日本人では現地の人間ほ
ど細かいところまで理解できていないと感じています。ですか
ら知ったかぶりはせずに現地の人に日々の経営は任せる、一
方で経営方針・戦略の基本は明確に与えることが大切です。
例えれば「この1年間で登るべき山は高尾山ではない、富士
山でもない、目標は谷川岳だ」ただし「南壁から登るか北壁か
ら登るかは任せる」ということです。

■  北米（ODC）：低シェア商品のシェア30%
獲得、日本でも手掛けていない新商品投入

　北米の経営課題には次のようなものが挙げられます。第一
はERPの導入です。統合システムの導入を2013年から開始し
ていますが、予想以上に時間がかかっており導入費用も膨ら
んできています。完了までまだ数年を要する予定ですが、足元
かなりの人的資源も投入しており苦労しています。
　第二は市場シェアが30％に満たない商品をいかに30％ま
で持ち上げるか、そのために具体策を構築し実行することで
す。また米国は広大な市場でおおまかに東部、中部、西部に
分けられますが、その中で市場シェアが低い地域のシェアを
いかに引き上げるかの戦略も大切になってきます。
　第三に新規事業領域への進出です。日本でいう「多品種化」
でしょうか。まったくの異業種への進出ではなく「動く建材」
の延長線にあるところを狙っています。一例を挙げると、誰に

 成長への挑戦

特集

グローバル担当役員に聞く
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対しても開くドアではなく本人確認ができる人だけを通すセ 

キュリティドア事業にはぜひ進出したい、良い先行会社があ
れば買収をしたいと考えています。

■  欧州（NF）：空白地域に拡販、引き続き2ケタ
成長を期待

　欧州はこの数年、毎年2ケタ成長していて順調に進捗してい
ます。北米に比べて市場シェアが小さいので、まだ伸びる余
地があります。今後も2ケタ成長は可能で、2023年ぐらいま
でには売上高10億ユーロには必ず行くようにと目標を立てて
います。
　現在、EU20ヵ国をホームマーケットにしていますが、この
中の空白地域を埋めようということで、今ターゲットにしてい
るのは英国、北欧、東欧です。オーガニックに進出していくか、
もしくは企業を買収するというプロセスでやっていきます。あ
とは既存の商品の販売拡充です。手法としては、複数の商品
を組み合わせて販売するという、「バンドリング」という方法
が功を奏しています。

■  中国・アジア：各国の事業会社を地域一体
運営、経営の現地化を進める

　アジアは正直に申し上げて課題が多く、やるべきことも山
積みです。事業設立の経緯は欧米の事業と異なり買収プロセ
スではなく新規設立がほとんどです。日本のお客さまのアジ
ア進出に付いていったケースも多くあり、日系企業が引き上げ
ると事業規模が縮小するといった困難に直面して来ました。
従来は国ごとの戦略でやって来たのですが、これからは考え

方を変えてASEANを一つの市場と捉えて取り組んでいきま
す。ASEAN域内は税の優遇制度もあり、域内で商品の融通
を試みていきます。中国、香港、台湾も中華圏という捉え方で
各社が独立で採算を考えていくのではなく、面として融通し合
うという方針です。一方、販売戦略で言えば主ターゲットは日
系の顧客なのか、ローカルなのか、その両方なのかを明確に
することが大切です。
　そして急ぐべきはマネジメント体制の整備、短期で言えば経
営の現地化です。インドネシアの事業を2018年に18.88％
というマイナー出資から51％のマジョリティ出資に切り替えて
インドネシア人を社長に据えました。これが成功するかどうか
が試金石で、成功すれば同じような手法を他の地域でやって
いきたいと思っています。
　2023年には中国・アジアで200億円から250億円の販売
を目標にしています。現在の市場占有率は微々たるものです
が、これをザクっと10％程度には持ち上げたいということです。
日系の顧客だけをみると、中国・ASEANに進出している日系
ゼネコン向けのシェアを少なくとも50％以上にはしないとい
けないと考えています。

取締役専務執行役員
グローバル事業部門担当

藤沢　裕厚
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2018年度業績と2019年度見通し

2018年度売上高は、前期比6.4%増の2,340億円
　主力の三和シヤッター工業は、量の拡大と質の改善に取り組
むとともに自然災害への対応もあり、売上高1,986億円（前年度
比6.0%増）、営業利益183.4億円（同7.2％増）となりました
が、供給面での問題（製造、施工、物流での連携トラブル、コスト
アップ等）が大きく、期初予想の195.0億円には届かず、課題の
残る結果となりました。
　その他の国内子会社は売上高354億円（前年度比9.0%増）、
営業利益12.1億円（同4.6%増）とぞれぞれ前年をクリアしたも
のの、三和システムウォールの業績が伸長せず、コストアップの影
響もあって、営業利益は当初予想の15億円には届きませんでした。
　2019年度の見通しは、三和シヤッター工業の売上高2,080

億円（前年度比4.7%増）、その他の国内子会社が435億円（同

22.9%増）、営業利益は三和シヤッター工業が202.0億円（同

10.1%増）、国内子会社が24.2億円（同98.9%増）を見込ん
でいます。

基幹商品の利益確保と
多品種化による成長を実現する

三和シヤッター工業
代表取締役社長

髙山 盟司

■  住宅着工戸数の減少傾向
■   鋼材価格など原材料費高騰
■  人件費、物流費、取付工事費ほか、各種コスト
の高騰

■  競合メーカーの製品バリエーションと品質
■  人材の確保

■  日本では、No.1シェアを確立（シャッター・スチールドア）
■  開発製造から施工・アフターサービスまでの 
一気通貫のビジネスモデル

■  全国に3,800名超の施工技術者を配置
■  メンテナンス・サービス事業2018年度売上高 

15.6%増
■  オーダー対応による商品力

■  市場要因の影響による受注採算性の悪化
■  原材料・各種コスト上昇分を価格転嫁できない
リスク

■  オーダー対応のため大量生産ができない

■  東京オリンピック・パラリンピック向け設備や大
阪万博、首都圏の再開発など堅調な建設需要

■  建築基準法改正による「防火設備の定期検査
報告制度」の本格化とサービス事業の拡大

■  気候変動に対応した商品の開発
■  多品種化によるトータル営業の提案

売上高
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営業利益
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日本

※ 売上高および営業利益は内部取引消去前の数値です。

進化する三和
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事業戦略

第二次3ヵ年計画振り返り
戦略商品の専従化と物流・施工体制の安定化が課題
　日本事業では、基幹商品の利益確保と多品種化による成長、
サービス事業の強化を重点方針として取り組みました。基幹商品
は、鋼材など原材料価格や変動費の上昇分を販売価格の引き上
げでカバーするべく施策を実施しましたが、十分な浸透が果たせ
ず、また、供給面でのトラブルも発生し、当初の利益計画は未達
となりました。多品種化については、間仕切やエントランス、エク
ステリアなど戦略商品の専従化体制の構築を進めましたが、成
長基盤を確立するまでには至りませんでした。専従化を強化し、

安定した物流・施工体制を整備することが課題として残りました。
　サービス事業は営業体制を整備して事業拡大を進めました。

2016年6月から施行された建築基準法改正に伴う防火設備の定
期検査報告制度に対応し、シェア50%以上の確保を目指した結
果、メンテサービス事業は３ヵ年合計で86億円増加（137.8％増）
の316億円と大きく伸長しました。しかしながら、メンテナンス
要員はまだまだ不足しており、十分な人員確保は課題として残り
ました。

各事業分野でのポジション確立による動く建材企業として
の成長
■ 基幹事業の拡大
　基幹事業では、事業別顧客戦略の推進により限界利益の改
善に取り組み、収益基盤の強化を図ります。また、競合先の追
随を許さない商品力の強化により、他社との優位性を高めてい
きます。
■ 成長事業の拡大
　成長事業では、成長戦略の実現による事業領域の拡大を目指
し、競合メーカーとのシェア競争に打ち勝つための戦略を実践し
ていきます。具体的には、国内グループ各社の連携によるシナ 

ジーを強化し、学校間仕切を主力とする三和システムウォールを
軌道に乗せ、間仕切事業の拡大を目指します。また、専業メー 

カーを上回る開発力・商品力の強化を図ります。
■ サービス事業の拡大
　サービス事業では、法定検査のシェア拡大、法定検査からの
メンテ事業の拡大、一般修理メンテ事業の基盤維持・拡大を図
り、着実に成長してまいります。

事業拡大に向けた体制強化
■ 製造・物流・施工体制の強化
　事業拡大に向けたAI、IoTなど最新の情報システムの活用に
よる供給体制の強化を図ります。製造では、製作リードタイムの
確保や製造能力強化とシステム化による効率化を進めていきま
す。物流では、物流管理体制強化による納期遵守や輸送能力の
確保・拡大に留意していきます。施工では、施工員の確保、施工
力向上のための研修体制の整備に注力していきます。
■ 安全意識改革・製品品質管理体制強化
　安全への意識改革と管理体制の強化を図り、労災事故撲滅を
目指していきます。また、製品品質確保による企業ブランドの向
上を目指していきます。
■ 生産性の向上、働き方改革
　業務効率化、プロセスの標準化により抜本的な生産性の改善
を図り、働き方改革へと繋げていきます。

第三次中期経営計画
2020年度の数値目標

売上高 2018年度比 営業利益 2018年度比

三和シヤッター工業 2,137億円 +7.6% 215.0億円 +17.2%

国内子会社 463億円 +30.9% 27.2億円 +123.6%
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製品別売上高推移
（三和シヤッター工業）

災害時の安全、安心な商品拡充：開放力軽減機構付きの鋼製ドア「エアロー
テ」を発売

　三和シヤッター工業は、火災時の消火活動を円滑にし、安全な避難経路を確保する
開放力軽減機構付き鋼製ドア「エアローテ」を発売しました。この製品は、特別避難階
段の付室や非常用エレベーター乗降ロビーに設置するスチールドアです。「エアローテ」
は扉を戸先側と戸尻側に2分割した機構にすることで、隙間を生じさせて圧力差を解
消、軽い力で扉を開放できます。通常時は1枚扉として、火災時は戸先扉と戸尻扉の連
結が解除された機構で扉が開放でき、操作性・安全性を確保した商品としてラインアッ
プしました。

国内グループの最適化を推進

　2019年度より昭和建産、田島メタルワーク、林工業、三和電装エンジニアリングの4社を連結化しました。これは、
多品種化戦略商品として位置づける自動ドアやメールボックスの製造・販売力と、基幹商品であるシャッター・ドアの
製造力を向上させ、国内グループ全体の経営を強化していくことが目的です。課題・戦略の共有、新規顧客の開拓等
の連携強化によるシナジーを発揮することで、国内における事業拡大のスピードアップを図ってまいります。2019年
度は4社合計の売上高を62億円、営業利益6億円、2020年度は売上高78億円、営業利益7億円※1 を目標としてい
ます。

※1 それぞれ連結相殺前の数字を表示しています。

消火活動と安全な避難をサポートする 
「エアローテ」

事業拡大のための価値創造
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 間仕切　  ステンレス　  フロント　  メンテナンス　
 エクステリア　

進化する三和
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軽量シャッター 重量シャッター ビル・マンションドア 窓シャッター

間仕切 フロント ステンレス エクステリア

安全、安心の担い手の育成：防火設備定期検査技能コンテストを開催

　建築基準法の改正により義務化された防火設備の検査制度が2019年6月から本格運
用されています。これに伴い、三和シヤッター工業では保守点検技能の向上を図るため、

2019年5月に各地域トップクラスの技術者を集め、その能力を競うコンテストを開催しま
した。トップ技術者が事前準備、検査作業、マナーの全22項目について技術を競い合い
ました。これにより技術とマナーのレベルアップを図ることが目的ですが、最優秀者の作
業工程を教育用として記録し、全国の技術者で共有し、標準化することも狙いの一つです。
　今後も、技術者一人ひとりの保守点検・修理技術を向上させてお客さまとの信頼関係
を築くことにより、社会の安全、安心、快適を実現してまいります。

施工の省力化による生産性の向上

　三和シヤッター工業では、重量シャッターのシャフトとスラットを工場であらかじめ組
み立ててから搬入する「シャッター一体工法」や、溶接を使わずにドアを取り付ける「火
無し工法」、電装品のコネクタ化など施工を省力化する取り組みが進んでいます。同社で
は現在、3,800名を超える施工技術者を擁していますが、高齢化の進行もあって将来的
には人手不足の深刻化が予想されています。そこで、施工の省力化により施工現場での安
全性や生産性が向上し、効率的な作業による高い品質を担保することができます。今後
も、取り付けやすい商品の開発や工法の改善により生産性を向上してまいります。

コンテストで保守点検能力を競う

施工の省力化が進む物流施設

ステークホルダーと価値を共創するもの
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Overhead Door Corporation
President & CEO

Kelly Terry

2018年度業績と2019年度見通し

2018年度売上高は、ドルベースで前期比4.9%増の
10億5,660万ドル
　北米事業は売上高が1,166億円と前期比3.4%増加し、営
業利益は87.8億円で同比0.0%の横ばいでした。当初予想に
比べると、売上高は39億円の増加（3.5%増）。営業利益は原
材料費上昇分を販売価格で補いましたが、販売数量が予想に届
かず、2.5億円未達（2.8%減）となりました。
　ドルベースの売上高は4.9%増の10億5,660万ドルとなり、
営業利益は7,956万ドルで同比1.6%の増益を確保しました。
　2019年度の売上高見通しは1,189億円（前年度比1.9%

増）、営業利益は93.5億円（同6.4%増）、ドルベースで売上高

11億3,200万ドル（同7.1%増）、営業利益8,900万ドル（同

11.9%増）を見込んでいます。

■  米国政権の政策による影響
■  為替リスク
■  原材料価格高騰
■  海外企業の進出

■  米国・カナダでのブランド力と業界トップクラス
のシェア

■  約400のリボンディストリビューター（代理店）
および2,000を超えるその他代理店との強力
なネットワーク

■  代理店、販売店の地域などによるバラツキ
■  川下戦略による代理店との競合
■   ERPシステムの導入遅延

■  経済成長および好調な住宅投資
■  大都市圏のシェア拡大
■ 周辺事業分野への新商品投入

売上高
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営業利益

機会 脅威

強み 弱み
S W

TO

コア事業の維持・拡大を図り、
周辺事業分野にも参入

北米

年度 2017 2018 2019（予想）2020（目標）
為替レート 1ドル 112.04円 110.36円 105.00円 105.00円

進化する三和
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基本戦略

既存事業

新規事業分野

コア事業の維持・拡大とともに、周辺事業分野への参入

シャッター

開閉機

オーバースライダー

自動ドア

ガレージドア

ドックレベラー
ゲート開閉機

セキュリティ
関連商品

アクセス
コントロール機器

第三次中期経営計画

事業戦略

第二次3ヵ年計画振り返り
　主力のドア事業では販売チャネルの強化に一定の成果があり、
製造部門のQCD（品質・コスト・納期）改善もおおむね実現する
ことができました。川下事業の再建・強化に取り組み、南米のリ
マプロジェクトなど積極的な海外展開を図りました。サービス分

野では、ドアの販売・施工・メンテナンスを手掛けるカナダのクリ
エイティブドアサービス（CDS）が順調に売上を伸ばし、当初計
画をクリアしました。

基幹事業
■ コア事業の強化で、利益ある成長を目指す
　米国の住宅着工戸数は2019年、2020年ともに2018年度
比横ばいとみられていますが、設備投資は好調を持続し順調に
推移するものと予測されています。こうした外部環境も踏まえて、

ODCは20年度売上高を18年度比6.5%増の1,242億円に、
営業利益は18年度比19.0%増の104.5億円の目標を掲げて
います。
　住宅・商業ドアではシェア拡大を目指し、川上営業の強化、代
理店支援の促進を図ります。シェアが低い西海岸と大都市圏に
注力、ERPシステム導入完了を目指し生産の自動化促進による
能力・品質改善などに取り組みます。
　コア事業の周辺事業として、セキュリティ分野への進出を検討
しています。

成長事業
■ サービス分野の強化とビジネスモデルの拡大
　地域に密着したサービス事業の提供により、新規顧客の開拓
やビジネスモデルの拡大、付加価値の向上に取り組んでいます。
北米のサービス事業はCDS（カナダ）を中心に強化し、直営店
（NS）はドア事業としての再構築を行います。更に、M&Aなどに
よる自動ドア拠点の拡大、フィールドサービスシステム導入によ
る収益性の向上も視野に入れて展開します。

2020年度の数値目標

売上高 2018年度比 営業利益 2018年度比

ODC（北米）
1,242億円 +6.5% 104.5億円 +19.0%

1,183百万ドル +12.0% 99.5百万ドル +25.1%
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製品別売上高推移

ドア（セクショナルドア） ドア（商業用シャッター） ドア（住宅用ガレージドア）

開閉機 自動ドア

事業拡大のための価値創造

ステークホルダーと価値を共創するもの

メキシコにおける自動ドア、開閉機の供給能力拡大

　北米地域で自動ドアと開閉機の製造を行っているメキシコのMatamoros工場は、生
産能力の拡張を2019年5月までに完了しました。この拡張は、自動ドア、開閉機事業の
能力拡大を目的にしたもので、生産能力が大幅に向上しました。また、米国のBaltic工場
を閉鎖し、開閉機の生産をMatamoros工場に集約して生産体制の効率化を図る予定で
す。今後の北米市場における経済成長と好調な建設投資に対応し、アクセスコントロール
機器などの周辺事業分野参入での需要拡大にも対処できるよう、供給能力の拡大と効率
化を実現してまいります。

顧客・パートナーとのエンゲージメントを強化

　北米地域の販売形態は、エンドユーザーへの直接販売ではなく、代理店を通して行うこ
とが中心になっています。特に、ODC商品を中心に取り扱う代理店として、当社グループ
の価値創造における重要な役割を担っています。ODCは2019年に創業98周年を迎えま
したが、その代理店は、リボンのロゴに由来して「リボンディストリビューター」と呼ばれ、
全米400社に上る販売ネットワークを構築しています。ODCでは、リボンディストリビュー
ターとの継続的な関係強化に向け、定期的な対話や情報交換を通じてフィードバックされ
た内容を、新商品開発や製品品質の向上に反映させています。2019年のリボンディスト
リビューター大会には、220の代理店、総勢約700名が参加し、盛大に開催されました。

メキシコMatamoros工場

ディストリビューター大会
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進化する三和
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Novoferm Group
CEO

Rainer Schackmann

2018年度業績と2019年度見通し

2018年度売上高は、ユーロベースで前期比10.7%増の
5億6,507万ユーロ
　欧州事業の売上高は735億円で前期比13.1%の大幅な伸び
となりました。営業利益も前期から32.9%伸長し、38.3億円
を計上しました。原材料費上昇があったものの、これをコストの
抑制や数量の増加でカバーしました。
　ユーロベースで見ても、売上高は10.7%増の5億6,507万 

ユーロ、営業利益は30.0%増の2,950万ユーロと好調に推移
しました。
　2019年度の売上高見通しは702億円（前年度比4.4%減）、
営業利益は36.0億円（同6.1%減）、ユーロベースで売上高5

億8,500万ユーロ（同3.5%増）、営業利益3,000万ユーロ（同

1.7%増）を見込んでいます。

■  競合メーカーの強力な地盤
■  原材料価格高騰
■  為替リスク
■  労働力の確保
■  英国のEU離脱

■  主力のドイツほか主要国で事業展開
■  産業用ドア事業の拡大
■ 各地域でのローカル対応
■ 構造改革による物流・販売網の一貫性
■ 機動的なＭ＆Ａ戦略

■  ドイツ市場での競争激化
■  生活、文化が異なる国・地域ごとに集積地が分
散しているためのコスト負荷

■  買収した会社との統合シナジー推進
■  NF4.0によるデジタル化推進
■  多品種化に伴う生産能力の増強
■  未進出地域への新規進出
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営業利益

機会 脅威

強み 弱み
S W

TO

産業用製品の更なる強化に
取り組み、NF4.0による
デジタル化を推進

欧州

年度 2017 2018 2019（予想）2020（目標）
為替レート 1ユーロ 127.22円 130.00円 120.00円 120.00円
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基本戦略

産業用オーバースライダー事業強化 ドックレベラー事業強化

●  アルファ社工場（オランダ）拡張工事を実施 
（18,000m2拡張し、総建屋面積は53,000m2に）
● 2019年1Qより生産開始
● 年間生産能力は約２倍に増強

●  旺盛な需要を背景に、NFドア社（ポーランド）の設備
を段階的に増強し、産業用製品のトータルソリュー 
ションプロバイダーとして多品種化を推進

産業用製品の更なる強化と、NF4.0によるデジタル化推進

第三次中期経営計画

基幹事業
■ 前年度の好調を継続し、利益率向上を目指す
　数値目標としては、2020年度の売上高734億円、営業利益

43億2,000万円を目指しています。住宅、非住宅ともに建設投
資の伸びが今後2年間は鈍化するものと予測されるため、売上
高の大きな伸びは見込みにくく、為替の影響もあって低い成長見
通しとなっています。一方で、利益率は日米に比べると低いため、
今後の2年間で営業利益12.8%増を目標にします。
　コア事業拡大の一環として、ドックレベラーの生産能力増強
や高速シートシャッター製品の拡充、サービス事業、スペアパー
ツ事業の強化、産業用ドア事業の拡販を図っていきます。ヒンジ
ドア事業では、川上戦略を強化するとともに、2019年に買収し
たロバスト社（Robust）とのシナジーを発揮し、北欧・南欧・東
欧市場で販路拡大に取り組んでいきます。ガレージドア事業で
は、ブランド力強化により、南欧・東欧市場への販路拡大を目指
していきます。

成長事業
■ デジタル化推進で、更なる躍進を目指す
　業務改革推進のため、NF3.0プロジェクトによる効率化を継
続するとともに、NF4.0プロジェクトをスタートさせ、販売・サー
ビス・生産・物流などの各プロセスでデジタル化による業務効率
化を推進します。内部監査部門も新設するなど、汎ヨーロッパ成
長を支える本社機能の強化に取り組んでいます。

事業戦略

第二次3ヵ年計画振り返り
　欧州事業では、重点商品を軸とした利益ある成長基盤の確 

立を重点方針に取り組みました。オランダのアルファ社（Alpha 

Deuren）の生産能力を拡大し、フランスのノルスード社（Norsud）
への供給に切り替えるなどにより産業用ドア事業強化を図りまし
た。また、独英、独仏間の協業に取り組み、ガレージドア事業の
体制を強化しました。

　サービス分野では、物流センターなど大型プロジェクトを中心
に、直販店と連携しながらサービス受注活動の強化を図りまし
た。更に、英国のサービス会社BGS社（Bolton Gate Services）
を買収しました。

2020年度の数値目標

売上高 2018年度比 営業利益 2018年度比

NFグループ（欧州）
734億円 －0.1% 43.2億円 +12.8%

612百万ユーロ +8.3% 36百万ユーロ +22.1%

進化する三和
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地域別事業


