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日本バイリーンではさる6月29日

に開催された株主総会および取締役

会で，田中裕専務取締役が岩熊昭三

社長（現相談役）の後任の新社長に

昇格する役員人事を決定した。これ

に伴い同社では7月31日，東京・千

代田区のパレスホテルに関連の報道

関係者を招き，社長就任後初の記者

会見となる「新社長を囲んでの懇談

会」を催し，その所信を表明した。

新体制による経営改革の仕上げ

懇談会の司会進行は，同社総務部

メディア広報担当の杉本憲明部長に

より進められた。

冒頭，挨拶に立った田中裕新社長

はまず，岩熊前社長の業績に触れ，

「先見の明をもって会社を今日の地位

に導いた功労者であり，また日本の

不織布の育ての親といってもいい

リーダーシップを発揮し，不織布の

生き字引きのような存在」と，その

業績を評価し，「こうした立派な人の

後任を引き継ぐにあたり，会社が直

面している難しい状況も加わり，緊

張感をもって仕事を始めた」と述べ

た。

続いて，実行本部長として指揮を

とってきた経営改革の進捗状況に触

れ，「構造改革や設備統廃合，早期退

職などの合理化を進め，経営改革の

7，8割方を達成したが，最後の仕上

げをしなければならない責任を重く

受け止め，これをベースに会社を立

派に成長させ，困難を回避せずに立

ち向かっていく」と抱負を語った。
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さらに，田中新体制がめざす経営

の方向性として，①経営改革の効果

を確実にする，②利益の出る事業活

動と体質強化，③市場ニーズ，未来

ニーズへの挑戦，の3点を打ちだし，

21世紀に向かう日本バイリーンの姿

勢を明らかにした（次頁の囲みに所

信表明の詳細を掲載）。

第1四半期は前年同期比9%増

日本バイリーンの経営の現状に関

して，小野堯之常務取締役（経営改

革実行本部長補佐）と濱田和夫理事・

経営管理部長が加わり，第1四半期（4

～6月）の業績に関する説明が中心に

行われた。

それによると，同社の6分野（衣

料資材，自動車資材，メディコン資

材，空調資材，工業資材，電気材料）

すべてにわたり前年同期の実績を上

回っており，全体の業績も同9%増を

達成した。

なかでも著しい伸びを示している

のが自動車資材と電気材料で，それ

ぞれ 15% 前後の伸長を達成してい

る。また，メディコン資材も10%前

後の伸びを示した。一方，7期にわ

たって業績が落込んできた衣料資材

も前年並みか若干プラスに転じ底を

打った，との見方を示した。

また，昨年末に早期退職者が 146

名が出たことにより人件費を15億円

程度削減するリストラ効果が出てお

り，これは単体ベースでは月額1億円

程度に当たると説明した。

さらに，同社の業績は通常，上期

が下期を上回るが，99年の売上比率

は上期が45%，下期が55%と逆転し

ている。これは日本経済の回復基調

に沿った形であると述べた。

こられらの実績を踏まえ同社で

は，2000年中間期の業績は，公表数

値を連結，単体ともに達成できると

の見解を明らかにした。

世界最適地生産による市場展開

田中社長と報道陣との一問一答の

要約は以下の通り。

Q. 3つの経営課題の取組みは具体

的には？

A. 第1の「経営改革の効果を確実

にする」ことでは，例えば滋賀工場

にある衣料資材の製造ラインを統廃

合して合理化を進めている。

第2の「利益の出る事業活動と体

質強化」は，第1と似た点もあるが，

いわば意識の問題として捉えている。

ここ数年事業が縮小する傾向にある

ので，会社にどこまで寄与している
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ようやく業績回復の兆しも見え，これ
からという時期の今回の社長交代はか
なりのプレッシャーだったが，前任者
（岩熊昭三前社長・現相談役）の意向を受
け継ぎ，当社を立派に成長させることが
自分の使命と思いお受けした。
日本バイリーンの舵取りをするにあ

たって社内には次のことを話した。
一つ目は，会社に行くことが楽しいと

思えるようにしよう
二つ目は，自分の意見ははっきりと言

おう，そして相手の意見は充分聞こう
三つ目は，代理店・ユーザーともお互

いが儲けるようにしよう
この三つは，24年にわたる大日本イン

キ化学工業時代の，とくに通算10年近い
米国勤務と，当社での12年に及ぶ経験を
通して培った信条。言葉で言えば簡単だ
が，実際には難しい問題を含んでいる。
それだけに一人一人があらためて真剣
に考え直し，そうした仕組みをつくり出
していこうということだ。
経営課題の取組みについては，まず第

一点は，経営改革実行本部長として，現
在推進中の経営改革の成果を確実なも

のにする。
すなわち，昨年末の早期退職優遇措置の

実施によるいわゆるリストラや，また生産
設備の統廃合による生産合理化を柱とし
た，構造改革の総仕上げをやり遂げ，合理
化効果の徹底を推進する。
第二点は，利益の出る事業活動と体質強

化に全力を傾ける。
3月期の決算では8期ぶりの増収，営業

利益の増益，また経常利益段階での黒字化
と上向きを示しており，この基調を引き続
き維持し，利益の出る事業体質に向け努力
する。
第三点は，2003年度までの中期経営計画

の経営目標完遂を目指していく。
これは当社の基本的な事業の取組み，す

なわち機能性を付与した付加価値の高い
不織布の開発と，関連する製商品の開発で
あらゆるマーケットに供給し，関係するグ
ループ全体として伸びていくことを前提
とする。その上で，分野別のマーケットの
行方と将来の収益性を判断し，事業の選択
と集中，それに伴う分野別の方向付けを行
うことになろう。
さしあたっては，今中間期ならびに通期

での目標
をなんと
しても達
成し，回復
基調を確
かなもの
にしたい。
結論的

に申せば，
新体制と
しての目
指すとこ
ろは，
1.経営改革の効果を確実にする
2.利益の出る事業活動と体質強化
3. 市場ニーズ，未来ニーズへの挑戦，

ということになる。
いずれにしても，ユーザーニーズに密

着した製品開発・営業活動を推進し，お
付き合いさせていただく顧客の満足と，
企業としての社会的責任を果たしてい
きたいと考えている。
なにぶん，私自身まだ全部門・全体を

把握しきれていないことも多く，とにか
く一つ一つ自分の足と目で確かめ，一日
も早く的確な舵取りができるようにし
たい。そして社員と，グループ企業，代
理店，ユーザー，株主のために全力投球
する覚悟でいる。

か事業の中身を見直し，取捨選択し

ていく。

第3の「市場ニーズ，未来ニーズ

への挑戦」は，不織布の機能性から

可能性が出てくると捉えている。例

えば二次電池セパレータや自動車用

インテイクフィルターがその例だ。

機能性を大事にすることが未来ニー

ズと合致する。さらに，新しく開発

した不織布“EVOLON”では，フロ

イデンベルグとともに積極的に用途

展開を進めていきたい。

Q. 経営改革でまだ達成できていな

い点は？

A. 衣料資材の生産能力の合理化を

もっと進める。現在20ラインあるが

半分の10ラインにする。また3,000あ

る品種を約4割減らして1,800にする

整理統合を進めている。これと並行

してユーザーから品種評価を頂く作

業も行っている。

Q.衣料資材の業績が上向いている

要因は？

A. 当社のアパレル向け芯地は，①

国内向け，②輸出向け，③織編芯地

の3分野に分けられる。このうち国内

向けは依然マイナス傾向にあるが，

輸出は香港の芯地販売会社向けが伸

びている。織編芯地はまだパイは小

さいが前年比50%増を記録した。今

後はフロイデンベルグを含め中国，

台湾，韓国にある当社のグループ企

業との間で世界最適地生産をめざす。

Q.先日，自動車天井材を欧米の自

動車メーカーに供給する，という報

道が一部なされていたが，今後の同

分野の見通しは？

A.自動車市場はアメリカが強いの

で，当社でも3年前にマサチューセッ

ツ州に天井材の生産工場をつくった。

またロサンゼルスにはマット工場が

10数年も前に進出している。しかし，

天井材はアメリカではまだトリコッ

トが強く市場シェアの90%以上を占

●田中裕新社長の所信表明の概要

3つの経営課題の取り組みを掲げる

めている。

しかしここにきてビッグ3の不織

布天井材に対する関心が出てきて，

こうした状況を覆す傾向にある。そ

こでフロイデンベルグが工場を構え

るケンタッキー州に天井材のセカン

ドラインを設置する計画だ。

自動車内装材は国内でのコストが

厳しく，高いシェアを維持していく

ためには海外展開は必須だ。

Q. 社長の目から見た自社の強い点

と弱い点は？

A. 不織布生産に優れたフロイデ

ンベルグのエンジニアリングと東レ

のファイバー技術，そして大日本イ

ンキ化学の樹脂を用いてさまざまな

不織布をつくり，ユーザーに納めそ

の実績が高く評価されているのが強

みだ。

あえて弱みをいうと，過去急激に

伸びた，という成功体験が邪魔をす

る場合もあり得る。

「新社長を囲んでの懇談
会」の席上，所信を表明す
る田中裕新社長
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