長谷川隆代社長

Profile◉はせがわ・たかよ
19 8 4 年新 潟大 学 大 学 院 修了、昭 和 電 線
電纜（現昭和電線ホールディングス）入社。
1996年東京大学博士（工学）学位取得。技
術開発センター次長兼超電導プロジェクト
長、執行役員技術企画室長などを経て2013
年取締役、18年代表取締役・取締役社長に
就任。19年代表取締役社長 グループCEO
に就任（現任）。

で 年３月期売上高は４％減

る同社の基盤事業であり、売

は建設、電力を主力分野とす

エネルギー・インフラ事業

新規事業の４分野で構成する。

内需系の建設、電力を主力に堅調に推移
昭和電線グループの事業セ
グメントは、エネルギー・イ
ンフラ、通信・産業用デバイ
ス、電装・コンポーネンツ、

一方、内需系の建設、電力
を主力とする昭和電線ＨＤの
業績は、底堅い需要を背景に
堅調に推移。銅の市況の影響

の１７００億円だが、営業利
益２割増、経常利益３割増を
計画している。

今から 年程前の２００６

制の抜本的見直しを行った。

事業セグメント見直しガバナンスを強化
同社初の女性社長である長
谷川隆代氏は、２０１８年の
就任直後から構造改革のスピ

年、同社は国
社を傘下

内海外合わせ
て
に置くホール
ディングス体

■2019年度より事業セグメント変更
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ＡＮケーブルなどの通信ケー
ブル、ワイヤハーネスや精密
デバイス等を手掛ける。
電装・コンポーネンツ事業
では、無酸素銅を中心とした
車載や電子機器向けの銅、銅
合金、巻線などを扱っている。
新規事業では、モビリティ、
インダストリ、ＩＴなどの成
長市場に注力している。
日本における上場大手の電
線メーカーは住友電気工業
（５８０２）、古河電気工業
（５８０１）、フジクラ（５
８０３）が上位３社であり、
自動車、エレクトロニクス関
連を主軸に海外比率約５～６

ケーブル、建築物に使われる

所から家庭までをつなぐ電力

上比率約５割を占める。発電

り、上位３社の今期業績は低

ス業界は苦戦を強いられてお

響で自動車、エレクトロニク

る。ただ、米中貿易摩擦の影

割のグローバル展開をしてい

電線や免震部材など幅広い製
調。各社とも２０２０年３月
期の業績予想を減収減益に下

制に移行。以後、グループ会

であり、ホールディン

「子会社が一国一城

方修正している。

社が電線線材、電力システム、

グスが決めた考え方が

付くので、新しいこと

巻線などの製品別セグメント

をやろうとしても技術

浸透していかない。技

しかし、関連会社が多いた

に分かれてそれぞれ独自の事

めガバナンスが統一されず、

や人の統合がとても難

術もそれぞれの会社に

開発や設備、仕入れなどの面

しく、スピーディーに

それぞれのセグメントに「セ

４つの事業セグメントに変更。

からマーケットベースによる

そうと、長谷川社長は製品別

プの方向性を分かりやすく示

した。この改革を行うにあた

ムーズにできるようになりま

ることがセグメントの中でス

に人を移して業務効率を上げ

裕のある部署から忙しい部署

るようにしました。例えば余

ご退任いただいて新しいメン

グメント長」を置き権限を強
「４人のセグメント長に子

バーでスタートしました」

り、今までの社長さん方には
会社の社長以上の権限を持た

（同氏）

ーブルから得意分野である電

ーブル事業における長距離ケ

いる。その１つが、電力用ケ

でも新たな構造改革を始めて

ークの建設が主力だった。し

圧ケーブルの長距離ネットワ

工場・ビル等に送電する超高

気を送り、さらに変電所から

では、発電所から変電所に電

従来の電力用ケーブル事業

力機器部品へのシフトだ。

長谷川社長は、商品別販売

「ＳＩＣＯＮＥＸⓇ」推進し収益力強化

せ、自分の意見で事業ができ

化した。

ルダーから見てグルー

投資家やステークホ

谷川隆代社長）

は見ていました」（長

実行できていないと私

で重複や無駄が生じていた。

業を展開していた。

は、光ファイバケーブル、Ｌ

通信・産業用デバイス事業

品を提供している。

昭和電線ホールディングス（５８０５）は、１９３６年の創業以来、電線ケーブルを中
心とした製品を開発・製造。建設、電力の国内インフラを主軸に、通信機器、自動車など
幅広い分野に製品を供給している。２０１９年４月からガバナンス体制を大きく見直しグ
ループ全体の効率化を推進。 年３月期業績では大幅な利益増を計画している。
20

創業 年の電線メーカー、国内インフラに強み
セグメント改革で効率化推進、利益率大幅改善
84
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ードを加速。 年４月、事業
セグメントの見直しと執行役
員制度の強化・拡充を柱とす
るコーポレートガバナンス体

▶︎電力ケーブル
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5805・東1
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▲産業用ケーブル
▲光ファイバケーブル
▲ワイヤハーネス

■2019年4月1日より新組織体制

昭和電線ホールディングス

の競争も厳しいことから一時

社が強く、さらに海外製品と

かし一方でこの分野は大手３

ているといえ

た。また、国内市場も安定し

力の面でネックとなってい

は赤字を計上するなど収益

絶縁の油が漏れて火災につな

地震の揺れで破損することで

た構造だが、磁器のため重く、

部に絶縁のための油を満たし

は何かを検討し、この部品を

い。当社にとっての電力事業

上は上がるけど利益が残らな

かし最近は競争が厳しく、売

うプライドがありました。し

を短くすることにメリットを

がるなどの問題が東日本大震

見出しました。最初は民間プ

ども中長期的
これに対し、「ＳＩＣＯＮ
ラントで使用していただき、

たくさん使って変電所の工期

ＥＸⓇ」はプラスチック製の
今では全電力会社にスペック

災でも発生していた。

とから、同社
小型・軽量・高施工性タイプ
インして使っていただいてい

に見て成長事

は３年ほど前
であり、変電所の工期を平均
ます。今後、再生可能エネル

業ではないこ

から大きくビ
約３分の１程度、短縮ができ

見込まれており、この部品を

る。絶縁に油を使わないので

活用した変電所新設や増設な

ジネスモデル

「超高圧ケーブルは歴史的
どの需要が大きく伸びると思

を転換。強み

に見ても技術開発に力を入れ

ギー等の分散化電源の活用が

高性能電力部
た事業であり、これができる

安全性も高い。

品「ＳＩＣＯ
われます」（同氏）

である独自の

ＮＥＸⓇ（サ
のが電線屋の技術なのだとい

きく出遅れている自動車向け
ップ・フォーミングというシ

「当社の無酸素銅は、ディ

に拡大している。

分野では、強みの「無酸素

一方、大手３社に比べて大

強みの「無酸素銅」国内唯一の設備で製造

イコネック
ス）」を活用
した事業を推
進し収益力の
強化を図って
いる。
「ＳＩＣＯ
質な無酸素銅を製造できます。

ステムを使って連続して高品

無酸素銅とは酸素をほとん

銅」を強化していく。
このシステムを使った設備を

ＮＥＸⓇ」は、
ど含まないピュアな銅のこと。

品が様々な機器に活用されて

を使用し、内

続部品は磁器

プ。従来の接

の新しいタイ

子＝がいし）

接続部品（碍

れていきたいと思っていま

経済のリズムの違う産業を入

モーター等での需要が継続的

気自動車やハイブリッド車の

採用されている。なかでも電

車分野をはじめ様々な分野で

に優れていることから、自動

％であり、高導電率で加工性

ら 年度５％、 年度７％に

るための開発を行っていま

１８年度対比で ％増に高め

で、今後製造できる量を２０

製造できる量に限りがあるの

が高いのですが、無酸素銅の

です。通常の銅に比べ収益力

ションの３本柱を展開してい

デジタルトランスフォーメー

モビリティ、インダストリ、

す」（同氏）

おり、今後は内視鏡やカテー

変電設備に高
圧ケーブルを
同社の無酸素銅は純度 ・

ミ合金や銅合金などを使った
す」（同氏）

拡大させる。
り利益を改善し、次のステッ

「既存事業のテコ入れによ

具体的には、自動車分野の

りますが、ビジネスモデルが

というと古臭いイメージがあ

成長を目指しています。電線

プとしてＭ＆Ａをプラスした

ンスに配慮した事業構成を目

変わり、従来の電線メーカー

である自動車

的な成長分野

今後は中長期

業ではあるが、

たらす基盤事

１５０億円を目指しながら、

上高２１００億円、営業利益

の先の 年度に向けては、売

ＲＯＥ ％以上を掲げる。そ

億円、営業利益１００億円、

度を目標に、売上高２０００

とソリューションを開発して

領域における高付加価値製品

った技術力を活用し、新しい

氏）

いこうと考えています」（同

を投資家の皆さんに発信して

から大きく変わっていること

や産業機器へ

Ｍ＆Ａによるさらなる企業価

グループの可能性を創出して

311億円

今後は創業 年の歴史で培

の投資を行い、

値向上を視野に入れている。

決算

そのポートフ

配当利回り 1.49%

いく。

時価総額

ていく計画だ。

579円（19.1/4）

「国内イン

昨年来安値

フラが基盤事
ＰＢＲ 0.76倍

営業利益率は 年度の４％か

現在の中期経営計画は 年

22
ＰＥＲ 6.3倍

業であること
は当社の強み
ではあります
が、逆に国内
経済が悪くな
ってきたとき

1,583円（20.1/7）

る。モビリティ分野ではアル

さらに新規事業においては、

自動車用電線などを伸ばして
テルなど細くて強い電線を使

50

26

比率を現在の ％から 年度

国内インフラ事業が６割弱を
指す。

％に拡大させ、全体のバラ

には ％、さらに 年度には

占めている。足元においては

成長分野の自動車のポートフォリオ拡大

いく。また、インダストリ分

有するのは国内では当社だけ

接続する終端

▲無酸素銅
▲無酸素銅を製造する三重事業所

った製品などを伸ばしていく。

▲電力用機器部品「SICONEX®」

野では医療において同社の製

99
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昨年来高値

同社の 年度の市場別売上
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1,010円（20.3/31終値）
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直近株価
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前期比

2020年3月期 連結業績予想

4.0％減
20.5％増
30.3％増
5.0％増
1700億円
80億円
73億円
48億円
売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当期純利益

構成比率では、建設、電力の

20

ォリオを上げ

安定収益をも

22

前期比

2019年3月期 連結業績

5.3%増
5.8％増
14.5％増
22.3％増
1771億7400億円
66億4000万円
56億300万円
45億6900万円
売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当期純利益

にカバーしき
れなくなる。
事業のポート
フォリオをあ
るべき形にし、

値動き

25

株式データ M E M O

18

16
2020. 5
2020. 5

17

■「SICONEXⓇ」を中心とした「つなぐ」新ビジネスモデル
■目指す市場別売上構成

