
2019年３月期 第２四半期 決算説明会 

2018年11月5日 
八千代工業株式会社 



本日のご説明 

■ 決算説明 

■ 米州地域の生産対応について 

常務取締役    
管理本部長     北村 哲也 

代表取締役専務取締役    
生産本部長     藤本 朋宏 

■ 事業の方向性 
代表取締役社長  山口 次郎 
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本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な  
情報による判断及び仮定に基づいて算定しており、判断や仮定に内在する  
不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に  
照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。  
尚、上記の不確定性及び変動可能性を有する要素としては、主に以下の  
ようなものがあります。 
  
・主要市場における経済情勢及び需要の変動  
・為替相場の変動  
・主要市場における貿易規制等の各種規制  
・主要市場における政治情勢  
・当社が事業活動を行う上生じる当社の責めに帰すことのできない様々な障害  
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今期末まで支援を継続 

米州地域における生産対応 

設備更新を含めた盤石な生産体制を整え、今後さらに体質を強化していく 

P.24 

○ 樹脂製燃料タンクにおける新技術・新製法の導入 
○ 上記技術を適用した新機種の立ち上がり 
○ 新機種生産量の増加に伴う追随費用の増加 
○ 老朽設備での高負荷操業による稼働率の悪化 
  ・ メンテナンスを施しながらのフル生産 

日本からのエキスパート支援を含め、安定生産維持対応を推進中 
支援は今期上期までの見通し 
新規設備への入れ替えによる生産体質強化を進める 

（当社「2018年3月期 決算説明会」資料より一部再掲） 

US Yachiyo Inc. 



US Yachiyo Inc.の生産安定化に向けて 
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US Yachiyo Inc. メンテナンス頻度の不足 
設備の部分更新の遅れ 

 設備 

現地従業員採用の遅れ 
設備保全支援の長期化 

 支援  

今期末まで支援を継続 

● 駐在体制強化 
  現地従業員の教育に注力 
 （採用は完了） 

支援 
● 現地組織によるオペレーションの強化 
● テクニカルエキスパートの強化 
● 大型連休での設備メンテナンス強化 

設備 

12月までに安定供給、2019年3月までに安定生産の基盤づくりを完了 
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US Yachiyo Inc. 

製品補完を含め、US Yachiyoの生産安定化施策を今期末完了で推進 

柏原工場 
亀山事業所 

八千代工業（中山）有限公司 
八千代工業（武漢）有限公司 

Siam Yachiyo 
Co., Ltd. 

US Yachiyo Inc.の生産安定化に向けて 

● お客様に対する万全な供給体制を構築 
 （一時的に輸送費を計上） 

製品補完体制の構築 
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主力製品の進化 
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樹脂製燃料タンク 

サンルーフ 

研究開発の強化を継続し、競争力のある技術・製品を生み出し続ける 

販路の拡大 

環境規制対応タンクの適用拡大 

パノラマの適用拡大 

CR-V 

ODYSSEY（北米仕様） 



樹脂事業の拡大 
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樹脂製品の拡大展開を進め、事業の柱のひとつとして確立 

鈴鹿工場 

鈴鹿工場 

2018年5月より 
ダイハツ様向けバンパー生産開始 

4輪車用バンパー 

2輪車用ボディカバー 

Siam Yachiyo Co., Ltd. 

2輪ボディ部品の 
受注拡大を推進 

Siam Yachiyo 
Co., Ltd. 



運転補助装置のさらなる進化へ 
P.30 

運転する喜びを、より多くのお客様へお届けし続ける 
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