新事業展開型

株式会社西澤電機計器製作所

大手企業子会社のM＆Aで医療分野への
本格進出を実現
当社は、高齢化社会のニーズに対応するため、電気計測器の製造で培ったものづくりの
技術を核に福祉・医療分野で新事業展開を目指すも、苦戦が続いていた。曲折の末、機
会をとらえて眼科医療機器メーカーの買収に成功し、10年来目標であった医療分野へ
の本格進出を実現した。

関東支部

事業化支援プロジェクトマネージャー

工藤

保男

育ててきた。
電気計測器の製造は、
企業名 株式会社西澤電機計器製作所
業

種

機器の開発・製造・販売
所在地

長野県埴科郡坂城町
坂城6249

資本金

20百万円

設

昭和63年4月

立

売上高

409百万円
（平成23年12月期）

従業員

依然として当社の主事業である。

電気計測器及び医療福祉

63人（正社員58人）

リーククランプテスタ アナログマルチメータ
（電気計測器）
（電気計測器）

創業以来、大手計測器メーカー
の協力会社として、電気計測器製
造を主事業としてきたが、10年

中小機構との出会い

前から高齢化社会のニーズに対応

創業者の西澤前社長（平成24年

し、更なる社会貢献を実現するた

1月急逝されました）は、今まで

め、福祉･医療分野での自社製品

培ったものづくりの技術を活かし

による新事業展開に取り組んでき

た自社製品による新事業展開の必

た。

要性を強く感じていた。

そうした取り組みの中で生まれ

特に、日本の21世紀、高齢化社

た縁により、大手コンタクトレン

会のニーズに対応し、更なる社会

ズ メ ー カ ー 子 会 社 のM＆Aに よ

貢献を実現するため、創業40周年

り、10年来の目標であった医療

の平成12年から、福祉･医療分野

機器分野への本格進出を実現し

での自社製品による新事業展開に

た。中小機構では、当社による新

積極的に取り組んできた。

事業の取り組みから、M＆A実現
までの支援を行ってきた。

まず開発したのが、肢体不自由
な方向けに開発した自動ページめ
くり器「ブックタイム」で、平成
17年に販売開始し、経済産業省の

実習用DC−ACインバータ
（学校用教材）

企業概要
昭和35年の創業以来、同じ長野
県坂城町に本拠地を置く電気計測
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「今年のロボット」大賞2008で最
優秀中小･ベンチャー企業賞を受
賞した。

器メーカー（平成15年東証一部上

その後、開発･事業化に挑戦し

場）の協力企業として、共に成長

たのが「ヒップ･プロテクター」

しながら「ものづくりの技術」を

と「歯ぎしり･ストレスの客観的

大手企業子会社の M ＆ A で医療分野への本格進出を実現

診断装置」で、各々、平成17年度

売上高と経常利益

と19年度の中小機構の助成事業
「事業化支援事業」に採択された。
（注：現在は実施していない事業。）
このうち後者は、事業化支援事
業と並行して、平成21年には専門
家継続派遣事業による薬事法に関
する支援も受けながら事業化を進
株式会社西澤電機計器製作所

めた。この事業化支援事業の採択
が中小機構との出会いであり、事
業化達成を目標とするハンズオン
支援をプロジェクトマネージャー
として担当することとなって、約

渡が提案された。

ては、事業化支援事業をきっかけ

このタイミングはリーマンショ

に、その後も窓口相談を通じて当

ック後の最悪期であり、当社も非

社の経営支援を継続しており、西

常に苦しい時期であったが、西澤

澤前社長が「清水の舞台から飛び

プロジェクトマネージャー

前社長はこの難局に対し、雇用も

降りる気持ち」で決意した当社に

の視点と支援課題の設定

守りながら積極的に打って出る

と っ て 初 め て のM＆Aに つ い て

当社は、福祉･医療分野への展

策、即ち、ナイツの譲渡を受けて

も、専門家派遣制度の活用も視野

開を目指して、産学連携を含めた

立つ拡大戦略で乗り越えようとし

に入れて支援することにした。

製品開発に取り組んだが、これま

ていた。当社の周囲では、金融機

で開発･商品化したいくつかの自

関を含めて、この拡大戦略に対す

社製品の売上額はなかなか伸び

る賛成者は少なかったが、当社独

ず、このままでは、福祉･医療分

自でのM&A実現に向け動き出す

野が当社の柱に成長するには更に

ことにした。

6年間のお付き合いが始まった。

プロジェクト推進体制
M＆Aに 関 わ る プ ロ ジ ェ ク ト
は、西澤前社長を中心に、ナイツ

長期間を要する見通しであった。

ナイツは眼科系の医療機器メー

からの「拡大読書器」の事業買収

このような状況下で遭遇した平

カーで、シェアの高い製品群や広

を中心となって推進した経営企画

成20年のリーマンショックの中、

い海外マーケットを有し、眼科医

担当者
（現在はナイツ専務取締役）

西澤前社長がとった戦略は世の中

にもブランドが浸透している魅力

一般の

的な企業であった。買収が成功す

しろ

縮小戦略
拡大戦略

ではなく、む
であった。

れば当社にとって10年来の目標で

まず、自社製品の自動ページめ

あり、今後の成長が期待できる医

くり器とのシナジーを期待して、

療機器分野への進出が実現し、眼

平成21年7月に株式会社ナイツか

科医等の顧客へ直接アクセスする

ら「拡大読書器」の事業譲渡を受

ことが出来るようになることか

けていたところであるが、事業の

ら、中小機構もこのM＆Aに関わ

選択と集中を模索していた同社の

る諸事項を支援することとした。

100%親会社から、同社自体の譲

中小機構のハンズオン支援とし

換気カプセル型発汗計

自動ページめくり器

拡大読書器

M&Aのきっかけとなった機器

2012.3
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が主担当となり、これに総務部次

た医療分野への本格的進出を実

ての企業買収に成功した。なお、買

長（現在は西澤電機計器製作所と

現したこと。

収元の大手コンタクトレンズメーカ

ナイツ両社の代表取締役社長）が
加わって推進体制を構築した。

②当面、企業文化の異なる親･子
両社の拙速な統合はせず、役員

ーとは、その後仕事の発注を受ける
など、円満な関係が続いている。

人事の工夫でお互いにシナジー
を発揮し得る体制を構築したこ

支援内容と支援成果

【株式会社ナイツへの支援】

と。当初、西澤前社長始め当社

ナイツは、眼科医が使用する検

まず、窓口相談において、様々

の経営陣は買収後すみやかに会

眼鏡等の光学機器の製造・販売を

なネットワークを活用しながら、

社を統合することも考えていた

主業務として、昭和40年に設立さ

ナイツに関するデューデリジェン

が、アドバイザーはブランドの

れた。現在まで47年の歴史を有す

スや事業実体の調査等、基本的な

維持などに考慮して拙速な統合

る企業で、海外でも70カ国以上に

検討のための体制づくりを支援し

は避けるよう助言した。

多くの顧客を有するグローバル企

③平成22年12月期、ナイツが黒字

た。
続いて平成22年1月早々から、

化を達成したこと。知名度の高

専門家継続派遣事業によりM＆A

い大手企業が経営から外れるこ

に明るいアドバイザーの派遣によ

とによる売上の減少が懸念され

業でもある。

西澤電機計器製作所
及びナイツ両社の
現代表取締役
西澤 孝枝社長

リーマンショックによる困難な時期に拡

工藤

保男

関東支部

大戦略をとり、中小機構の支援を活用し

大手企業子会社であったM&A

ながら種々のハードルを乗り越え、初め

前とは異なり、中小企業である西

ての企業買収に成功した

澤電機計器製作所の100%子会社

事業化支援プロジェクトマネージャー

ていた。アドバイザーの助言に

援が可能となったため、西澤電機

より、ナイツのブランドを傷つ

計器製作所グループ（以下「西澤

は、買収の最終段階を支援すると

けることなく、
経営承継に繋げ、

グループ」
）の医療機器分野の成

同時に、買収後の親･子両社の経

売上の落ち込みを回避すること

長事業として期待が寄せられる当

営を円滑かつ効率的に推進するた

ができた。更に、買収にあたっ

社に対しても、アドバイザーの派

めの基盤づくりを支援目標とし、

て思い切った合理化を行うこと

遣による支援を実施することとし

平成22年9月まで実施した。支援

で、コストダウンにも成功した。

た。

では、M＆A契約、買収後の両社

ナイツが、長年の赤字体質から

当社の主力製品のひとつについ

の関係及び買収後の子会社の組織

1年足らずで脱却出来たことは特

ては、海外メーカーとの競合に晒

合理化等についての検討を行っ

に大きな成果であった。

されているが、長期にわたって効

る支援を開始した。
このアドバイザーによる支援

当社は、リーマンショックによ

果的な製品改良が進められてこな

である。

る困難な時期に拡大戦略をとり、

かったため、国内外を問わず、マ

①平成22年2月、ナイツを100％子

中小機構の支援を活用しながら

ーケットで必ずしも優位に立てな

会社化し、10年来の目標であっ

種々のハードルを乗り越え、初め

いという課題を抱えていた。これ

た。支援の成果は、以下のとおり

14

となったナイツへも中小機構の支

大手企業子会社の M ＆ A で医療分野への本格進出を実現

は買収の話が出る以前から徐々に

上市される予定である。

技術者が減少しており、当社にと
って特に必要な光学系の技術基盤
が弱体化してきたためである。

今後の課題

主力製品の競争力低下は、子会

中小機構は、上記の如く、西澤

社化後の新生ナイツにとって、大

電機計器製作所への支援に加え

きな課題となっていた。

て、当社の100％子会社となった
ナイツへの支援を実施したが、更

務的にアドバイス出来る光学系の

に、現在の西澤グループには以下

技術に明るいアドバイザーを選定

のような課題があると考える。

し、経営実務支援事業による支援

①ナイツが入手する医師の現場ニ

を平成22年8月から開始した。

ーズに基づいて、西澤電機計器

平成23年5月まで継続したこの

製作所の「ものづくりの技術」

支援では、具体的な製品改良を通

を活かしながら製品づくりを進

して、技術者の光学設計に関する

めること。
（西澤グループとし

基礎能力回復のための支援を行っ

てのシナジーの最大限発揮）

た。成果は、以下の通りである。

②ナイツの海外戦略を含めたマー

①光学系の技術基盤向上に大きく

ケット戦略の見直しを行い、医

寄与したこと。

株式会社西澤電機計器製作所

そこでこの製品の性能改良を実

療機器事業の拡大を図ること。

②主力製品の性能の改良に向けた

西澤グループでは、平成24年1

設計を完成したこと。平成24年

月から、西澤電機計器製作所の技

春には、改良型の新製品として

術部門と、ナイツの企画開発部門
を機能上統合し、前者の製造と後
者のマーケット情報が噛み合って
シナジーを追求しやすい組織体制
もスタートしている。

手術用双眼ルーペ

経営者のことば
世界経済のグローバル化により、企業を取り
巻く環境が不透明さを増した2000年以降におい
充電式単眼倒像検眼鏡

ても、当社は「守りから攻め」への社運を賭す
る決断を重ねてきた。この最中に、中小機構の
工藤PMにめぐり会って支援を頂戴することにな
り、大手企業子会社のM&Aを成功させたことで
医療機器業界への参入を実現させるに至った。

前代表取締役 西澤 泰輔社長

現在は親会社のみならず、子会社への支援でもお世話になっており、
手術用小型LED照明

今後も一歩ずつ着実なる前進を図りたい。

2012.3
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