専門性で勝負！ Only One カンパニー

10億8600万円

11億4500万円

（前期比12.9%増）

8億2700万円

にＰＲしたい企業は多い︒
﹁このような特徴的なイベントは
反響が見込め︑高い集客効果が期
待できます︒そうすれば︑サイト
への注目も高まり︑ほかのイベン
トにも波及すると考えています﹂
︵吉弘和正社長︶
今後は﹁街コン﹂事業の拡大を
図 る と と も に︑
﹁街 バ ル﹂な ど の
事業の拡大も並行して行ってい
く︒これは地域活性化と飲食店の
集客支援を目的に食べ歩き飲み歩
きを楽しむ大規模なグルメイベン
トだ︒

超硬合金製の耐摩耗工具で国内首位

︵６１６７・東２︶

安定成長で創業以来の黒字を継続
冨士ダイス
動車をはじめとする様々
な 機 械 の 部 品 は︑超 硬 合
金を材料とした摩耗しにくい工具
や金型を使って製造される︒その
超硬耐摩耗工具・金型を一貫した
受注生産体制で製造・販売し︑国
内トップシェアを誇るのが冨士ダ
イスだ︒最近は強みの技術力を生
かして新規の成長分野にも注力し
ている︒

創業のダイス・プラグから
高精度の工具・金型製造へ

と し た 工 具・金 型︵耐 摩 耗 工 具︶
の製造・販売に特化した事業を展
開︒２０１５年度の国内出荷額は
３割のトップシェアを占める︒
同社のルーツは︑線材やパイプ
などを生産するときに用いる工具
の﹁ダイス﹂と﹁プラグ﹂にある︒
パイプ状の部品の外径を決める
﹁ダ イ ス﹂と︑内 径 を 決 め る﹁プ
ラグ﹂は︑創業以来の主力製品だ︒
このダイス・プラグから︑多様
な超硬耐摩耗工具・金型へと発展
した背景には︑顧客からの要求に
対応すべく︑技術力を磨き上げて

いった同社の取り組みがある︒
﹁創業から約 年間はダイスが主
体でしたが︑ビール缶などの飲料
缶を製造するための製缶金型を手
掛けるようになりました︒そこで
高度な技術を身に付けたことで︑
後に他の分野へ展開できるように
なりました﹂
︵西嶋守男社長︶
ビールやチューハイ︑コーヒー
などの飲料缶を作るための製缶金
型︒同社が製造する製缶金型は︑
国内缶メーカーの約５割のシェア
を占めている︒
アルミ缶︑スチール缶の製缶工
程では︑元々は板状の素材を筒型
の製缶金型を使ってプレスして段
階的に立体的に起こしていく︒飲

︵３７９８・ＪＱ︶

次世代自動車部品向け金型︑航空・
宇宙向け切削工具用素材・部品な
どにも力を入れる︒

企業の心臓部を
戦略的ＩＴで変革する

価値製品の販売を増加させてい
く︒
さらに成長分野への研究開発を
強化︒医療・コスメ機器向け金型︑

西嶋 守男 社長
場と推計されている︒この内大部
分は経理システムや人事システム
など︑バックオフィス業務に関わ
るもの︒大手システム会社の多く
がこれを対象としている︒漆原茂
社長は今後︑この市場が大きくパ
ワーシフトすると説明する︒
﹁日本企業のほとんどが︑事務作
業を電子化しましょうという〝守
り のＩＴ〟に 投 資 し て き ま し た︒
しかし今︑これが変わり始めてい
る︒売上げを上げるとか︑競合を
ブチ抜くとか︑そういう〝攻めの
ＩＴ〟にこれから予算はシフトし
ていくでしょう﹂
︵漆原茂社長︶
少 な く 見 て も︑
ＩＴ投 資 は １ 兆
円規模で〝守り〟から〝攻め〟に

ＵＬＳグループ
Ｉ
︵人工知能︶
︑
ＩｏＴ︑フィ
ンテック︑ビッグデータ ―
最
―先端技術で﹁攻めのＩＴ﹂を
日本企業に広げているエンジニア
集団がＵＬＳグループだ︒２０１
６年３月期の売上高は ・７億円︑
経常利益は８・１億円をあげてい
る︒
同社は企業の大規模基幹システ
ムなどを手がける︒例えばＡＮＡ
のチケッティングシステム構築を
支援したのも同社だ︒そのほかに
もマツダや電通︑鹿島など︑名だ
たる企業が顧客に名を連ねてい
る︒法人向けの業務システムの市
場︑いわゆるエンタープライズＩ
Ｔと呼ばれる領域は８〜 兆円市

昭和26年11月24日生ま
れ、
山口県出身。
昭和50
年、慶應大学理工学部
卒業。昭和53年に冨士
ダイス入社。平成21年、
取締役生産開発本部長
に就任。
平成27年6月に
副社長、同10月に代表
取締役社長に就任。

20

﹁出会いを求めながらきっかけを
つかめない男女は多い︒類似業種
に結婚相談所がありますが︑それ
よりも多様なイベントで気楽に出
会える場の提供が今の若い人に求
められていると考えます﹂
︵吉弘
和正社長︶

（前期比19.4%増）

純利益

（前期比12.8%増）

経常利益

（前期比3.2%増）

営業利益

冨士ダイスは超硬合金製を中心

15

集客効果が高い
﹁趣味コン﹂

単元株数
決算月
100株
3月
１年内高値
820 円（17/1/30）
１年内安値
460 円（16/2/12）
2017年3月期通期連結業績予想
売上高
165億7100万円

13

17

さらに︑自社でもより付加価値
の高いイベントを開催している︒
同社が直接運営する﹁趣味コン﹂
は︑通常の街コンとは一風変わっ
ている︒
例えば︑参加者がゲーム機を持
ち寄って会場内で一緒にプレイし
たりする︒これは﹁狩りコン﹂と
いう名称で︑ゲームソフト会社の
カプコンの﹁モンスターハンター
４Ｇ﹂とコラボレーション︑同ゲ
ームを好む男女が通信対戦で一緒
に遊んで交流するというものだっ
た︒
また︑アニメ﹁新世紀エヴァン
ゲリオン﹂について語り合う﹁エ
ヴァコン﹂や参加者全員で登山を
する﹁山コン﹂
︑﹁日本酒コン﹂など︑
バリエーションが豊富だ︒
このような﹁趣味コン﹂の多く
は企業からのオファーによるもの
だ︒今や街コンに注目し︑参加者

料缶は非常に速いスピードでプレ
スするので︑金型の合金が緻密で
硬く︑摩耗しない素材でなければ
ならない︒同社は精度の高い金型
を提供し缶の軽量化︑薄肉化︑小
型化に貢献︒最近ではコーヒーの
香りを重視した広口ビンや飲料メ
ーカー独自の形状など︑多様な規
格にもきめ細かく対応している︒

直近株価

自

産・直販体制を敷いて顧客のニー
ズに柔軟に対応しているため︒国
内では主要生産拠点を８カ所︑営
業拠点を カ所に設置し︑約１０
０人の営業員が直接︑顧客の生産
効率アップにつながる提案をする
体制を構築している︒
主要原材料であるタングステン
を中国などから輸入し︑原料粉末
の調製から焼結︑機械加工︑製品
検査までの一貫生産体制を敷いて
いるのも同社の特徴だ︒
﹁直 販 や 一 貫 生 産 に こ だ わ る の
は︑顧客に近いところでものづく
りをして対応するという考えが基
本にあるから︒例えば生産工程の
一部を外注していると︑納期など
に融通が利かない場合がある︒一
貫なら短納期でお客様に届けるこ
とも可能﹂
︵西嶋守男社長︶
今後の成長戦略の柱の１つは︑
業務の効率化による収益率の向上
だ︒近年の物流の発達を受け︑国
内生産拠点を集約︒熊本製造所の
増設に 億円を投資し︑生産ライ
ンの増強を進めている︒
海外では中国︑タイ︑インドネ
シア︑マレーシア︑インドに営業
拠点を設置しタイ︑インドネシア
には生産拠点も持つ︒海外売上高
は安定的に ％前後を維持してお
り︑今後もアジアを中心に高付加

Ａ

国内生産拠点を集約し効率化
成長分野への研究開発に注力

789円（2/1 終値）

48

10

国内の工具業界では︑大手上場
会社がエンドミルなどの切削工具
を主軸としているのに対し︑同社
のような耐摩耗工具・金型に特化
した会社は競合他社が少ないのも
同社の強みだ︒輸送用機械や鉄鋼︑
非鉄金属・金属製品︑電機・電子
部品など幅広い業種に製品を提供
し︑取引先は約３０００社に及ぶ︒
少量多品種の高付加価値製品の販
売を可能としているのは︑受注生

DATA

