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中期経営計画の策定に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年度をスタートとする中期経営計画「ＭＳ２０１２への飛翔」を策定いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 

以上 

 



会社のロゴ

～改革、そして新たなステージへ～

中期経営計画
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中期経営計画の策定にあたって

当社は、平成21年6月26日開催の定時株主総会において経営体制の刷新を行い、

新経営陣の下、経営再建に着手しております。

今回、平成22年3月期第2四半期決算の確定に伴い、平成22年3月期から平成25年

3月期までの中期経営計画を策定いたしました。

当社は、弊社経営理念に基づく本中期経営計画に基づき、既存事業の業績拡大、

収益性向上施策および新規事業の業績拡大施策等を強力且つ確実に推進するとと

もに、企業基盤の強化を目的とした資本政策等も併せて実施し、安定した企業基盤

の下、役員、従業員一丸となり、早期業績回復に邁進する所存でございます。

株主様を始めとするステークホルダーの皆様には、今後とも変わらぬご支援とご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

2009年11月6日

代表取締役社長 佐野 邦男
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Ⅰ. 経営理念Ⅰ. 経営理念

バルブ等の生産・販売活動を通じて、社会に貢献し、社会から必要とされ

信頼される企業として継続的に社会文化の発展に寄与することを経営の

基本理念といたします。

▼ 経営理念に基づき、次の５つを経営の基本方針として誠実に経営を行ってまいります。

① 社会的役割を自覚し、社会に貢献し社会から認められる企業を目指します。

② クリーンで安全な製品を提供することを使命とし、地球環境保護を重視した企業活動を推進します。

③ 品質・価格・サービス・製品開発の全てにおいて競争力を強化し、お客様に喜ばれる製品造りを推

進します。

④ 労使相互信頼を基本に、社員の個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境を造ります。

⑤ 継続的に企業価値を向上させ、株主の信頼に応えてまいります。

Ⅱ. 基本方針Ⅱ. 基本方針
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当社は60年にわたり、基幹商品であるＬＰＧ用高圧バルブのトップメーカーとして

歩んでまいりました。しかしながら、脱石油に端を発するエネルギー大変革時代に突

入した今、エネルギー変換のためのコアな技術としてのバルブの重要性は、ますます

増大しております。

このような環境下、当社はＬＰＧ用高圧バルブのみにとどまらず、エネルギー関連全

般にわたって積極的に参入していきます。また、インフラ整備やエネルギー需要が大

いに見込まれるアジアを中心とした海外マーケットに進出していきます。

上記の経営方針を踏まえ、数値目標を設定し、目標を達成するための営業戦略、

および生産戦略をご説明いたします。

Ⅲ. 中期経営計画Ⅲ. 中期経営計画
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平成21年
3月期
（実績）

平成22年
3月期
（計画）

平成23年
3月期
（計画）

平成24年
3月期
（計画）

平成25年
3月期
（計画）

売上高（合計） 4,696 4,700 6,383 8,473 10,542

LPG容器用弁 1,891 2,338 2,847 3,380 3,002

ＬＰＧ用弁類

ＬＰＧ以外の弁類

センサ、

液面計

その他

1,854 1,502 2,180 2,939 4,488

417 474 545 736 1,195

0 50 392 865 1,415

内
訳

営業利益 23 330 506 772 1,187

533 336 418 554 443

経常利益
（利益率）

16
（0.4％）

320
（6.8％）

490
（7.7％）

760
（9.0％）

1,150
（10.9％）

(１) 経営数値目標(１) 経営数値目標

単位百万円

平成25（2012）年3月期までに売上高100億円、経常利益10億円超の企業を目指します
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(２) 営業戦略(２) 営業戦略 ① ＬＰＧ容器用弁のシェア拡大
（30％→64％へ）

他社

（3年後）

当社シェア
約３０％

他社

当社シェア
約６４％

a. 製造原価低減を図り、価格競争力をつける

b. 納期の短縮を図り、ユーザーニーズに応える

c. 販売体制を再構築して売上増加を図る
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国内・海外別売上計画

②海外営業拠点の新設と
販売ネットワークの構築

(２) 営業戦略(２) 営業戦略

平成21年
3月期
（実績）

平成22年
3月期
（計画）

平成23年
3月期
（計画）

平成24年
3月期
（計画）

平成25年
3月期
（計画）

海外 168 115 455 1,032 2,092

国内 4,528 4,585 5,928 7,441 8,450

単位百万円

現在も引き合いが多いＬＰＧ/ＬＮＧ用ステーション、パイプライン、船舶用、各種プラント基地

等のバルブを中心に販売する。

海外営業拠点

東南アジア

中国

台湾

韓国



8

③ エネルギー変革の時代に対応する
バルブの製造および販売

LNG：液化天然ガス（－162℃）

都市ガスや電力用に利用される。
低炭素エネルギーとして世界的に
需要が増大している。

LH2：液体水素（－253℃）

再生可能エネルギー利用燃料の
代表として将来性は高い。燃料電
池自動車分野のマーケットの成長
に期待が持てる。

船舶用やプラント用で培った
LPGバルブの経験を生かし、

世界的ニーズに対応する
バルブの量産体制をとる

燃料電池自動車や

定置式燃料電池などの

市場を開拓する

当社が開発したLNG用バルブ 当社が開発した液体水素用バルブ

(２) 営業戦略(２) 営業戦略

DME：ジメチルエーテル

ディーゼル代替として日本で
は自動車用の実用化研究が
進んでいる。また中国ではす
でに家庭用燃料として普及し
ており、マーケットは大きい。

中国市場への
アピールを推進する

電磁弁・電動弁：
今までの手動制御型バルブのみの製造ではなく、

電磁弁、電動弁の製造・開発体制を強化しシステ
ム事業化を推進する。

当社のＤＭＥ用バルブ
使用例

ＣＯ２制御バルブに着手する

超低温用バルブへの進出 制御用バルブへの進出

DME用バルブの強化



9

制御システム

④ バルブ制御技術を用いた
システム事業への参入

バルブ
技術バルブ技術

現在 今後

(２) 営業戦略(２) 営業戦略

バルブ単体の販売に特化するのではなく、センサや液面計と連動した制御用バルブとともに
システムとして市場参入し、利益率の高い製品販売を目指す。電気・電子・通信技術の体制
を強化する。その一例として、植物工場用ＣＯ２制御システム事業に着手する。

センサ・
液面計
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バルブ・センサ
関連技術会社

宮入バルブ

高圧バルブ、超低温バルブ、各種液

面計の技術などコアな技術で周辺企

業と提携し、新たな事業開拓を行う

販売

⑤ 事業提携または資本提携推進による
事業規模の拡大

新たな市場の開拓

業務提携 業
務

提
携

(２) 営業戦略(２) 営業戦略

大手商社

物流会社

電磁弁会社

電動弁会社

センサ会社

制御関連
技術会社

通信会社

システム開発会社

業務提携

etc.

etc.

etc.
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① 製造原価を
10％以上削減する

a. 海外からの部材調達拡大による製造原価の低減

b. 既存製品の統廃合および設計変更による製造原価の低減

c. 海外生産拠点の新設による製造原価の低減

中国または東南アジアにおいて2年以内に生産開始

d. 甲府工場改革プロジェクト（略称：Map【Miyairi Advance Project】）の

推進による製造原価の低減および生産リードタイムの短縮

(３) 生産戦略(３) 生産戦略
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② 生産リードタイムの短縮を図り、
納期遵守率１００％を目指す

a. 新生産管理システム導入による生産効率の向上および生産リードタイムの短縮

b. 甲府工場改革プロジェクト（略称：Map【Miyairi Advance Project】）の推進による

製造原価の低減および生産リードタイムの短縮

工場改革プロジェクト(Ｍａｐ）のテーマ
Map（Miyairi Advance Project）

生産活動で発生する
あらゆるムラ・ムリ・ムダを

徹底排除する

生産活動で発生する
あらゆるムラ・ムリ・ムダを

徹底排除する

全業務の『見える化』
異常と正常が目で見て分かる

仕組みを作る

全業務の『見える化』
異常と正常が目で見て分かる

仕組みを作る

標準作業により、
流れで物・情報を作れる、

自律神経のあるラインを構築する
(停滞を無くす）

標準作業により、
流れで物・情報を作れる、

自律神経のあるラインを構築する
(停滞を無くす）

環境保全のための改善をする環境保全のための改善をする

(３) 生産戦略(３) 生産戦略
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当社は、役員・従業員全社一丸となって、本中期経営計画の達成を強力に

推進いたします。

そして、社会に貢献し、社会から必要とされ信頼される企業として継続的に

社会文化の発展に寄与することを目標として、全社員日々努力してまいる所

存でございます。

関係各位におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻のほど、宜し

くお願い申し上げます。

株式会社宮入バルブ製作所

役員・従業員一同

おわりに

本資料には、当社の業績その他経営全般に関する目標等の将来に関する記述が含まれています。係る記述は、現時点において得られる情報、予測、見通し等を
基礎として記載されております。また、将来の目標等を策定するためには、一定の前提（仮定）を使用しております。これらの前提はその性質上、将来現時点での
前提通りに実現するという保証はなく、実際の結果と大きく乖離する可能性があり、不確実な要因を含んでおります。
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