経営基盤強化型

及源鋳造株式会社

収益体質の強化により新たな南部鉄器を
創出するグローバル企業として前進！
「伝統の南部鉄器」にとどまらず、新しい製品 そして販路を創り続ける「OIGEN」
。
民芸品のイメージのある南部鉄器を岩手ブランドから世界に通用するナショナル・ブラ
ンドへと飛躍させる。

東北本部

統括プロジェクトマネージャー

川名

佐登志
企業概要
当社は嘉永五年（1852年）に創

企業名

及源鋳造株式会社

業

南部鉄器の製造・販売

種

所在地

支援前の当社は、経営改善計画

業、
昭和22年に及源鋳造㈱を設立、

岩手県奥州市水沢区羽田

を策定したものの、改善が進まな

以来、
「伝統工芸品」の南部鉄器

町字堀ノ内45

い、KKD（ 勘、 経 験、 度 胸 ） の

を製造してきた。現在の及川久仁

資本金

90百万円

生産、極端に低い良品率、3K職場、

子社長は5代目にあたる。社長は

設

昭和22年5月

山積みの在庫等々の多くの課題を

東京の美術短大でデザインを学

抱えていた。

び、東京で2年間ほど勤務後、岩

立

売上高

636百万円
（平成24年3月期）

従業員

68人（正社員 67人）

海外向けカラーリング急須

生産関連では、2S活動、生産

手に戻り、及源鋳造の現場を約10

計画のシステム化、工程見直し

年間経験。男職場の鋳物工程やモ

等々の改善と新規設備の導入を支

ノづくりを習得・熟知した。

援。技術力向上では、鋳造溶湯の

及川社長は「伝統の南部鉄器」

造り方、鋳造欠陥の追求などを3

に留まらずに、新しい商品、オン

現主義（現場・現実・現物）で理

リーワンの商品作りを目標にして

論とノウハウ構築の両面から支

低迷する国内市場の対応策とし

援、また、新商品開発等の支援と、

て、欧米や中国市場をターゲット

矢継ぎ早に実施。支援期間中に東

にしたグローバル戦略を立て、奔

日本大震災に遭遇。しかし、改善

走してきた。

活動は休むことなく徹底して

「タミさんのパン焼器」、特許

PDCAを回した。その結果、平成

取得の「上等鍋」、海外向けの急

24年3月期の経常利益は支援前の

須は、南部鉄器の「黒」のイメー

赤字から脱却、売上比6％台と、

ジを、鮮やかなカラー急須に変え

一気に収益体質が強化した。

た。
こうした活動が評価され、平成
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パン焼器と上等鍋

19年には、経済産業省の「元気な

「伝統の南部鉄器」にとどまらず新しい製品
を作り続ける

モノづくり中小企業300社」に選

収益体質の強化により新たな南部鉄器を創出するグローバル企業として前進！

ばれた。

売上高と経常利益

リーマンショックや東日本大震
災では甚大な被害を被ったが、休
むことのない改善で克服し、経営
基盤の強化を図った。海外輸出は
中国、欧米に加え、オーストラリ
ア、台湾等と輸出国を増やしてい
る。現在は国内需要の拡大で輸出
及源鋳造株式会社

の比率は鈍化しているが、売上の
20％以上を目指し、展開中である。

中小機構との出会い
当社はバブル期にマンホール事
業への大型設備投資をしたもの
の、投資に見合う受注を確保でき
ず、業績が悪化していた。
そこで、経営改善計画書を作成

プロジェクトマネージャー

（資金計画づくりと実行）
、⑤国内

の視点と支援課題の設定

を含むグローバル販売戦略の構築

し、経営の立て直しを図ったが、

社長・専務とのヒアリングや決

等の支援が必要と判断した。経営

実施施策が明確になっていないた

算書類で経営内容を確認・分析し

改善計画書を見直し、目標を設定、

め、計画通りに改善を進めること

たが、財務内容は借入金が多額で

目標達成のため、5W2Hの具体的

が出来ないでいた。

債務超過と、芳しくなかった。

な実行計画の作成と月次実績管理

工場を視察したが、伝統工芸品

の出来る管理仕組みを構築して、

選出等の関係で東北経済産業局が

の南部鉄器の鋳物工場であること

PDCAサイクルを徹底回転するこ

把握し、中小機構に打開策を求め

から、管理不足をある程度予想は

とが、当社の経営改善の近道であ

た。

していたが、まさしく3K職場の典

ると考えた。

この状況を「モノづくり300社」

平成21年3月に及川社長、及川

型であると感じた。工程間の材料・

専務が中小機構東北本部を訪ねて

仕掛品や製品等の在庫が非常に多

来られたのが専門家継続派遣支援

く、安全衛生面での課題もあるな

に繋がった。

ど、生産効率面だけでなく改善項

経営者や管理職の意識改革・管

なお、平成17年には業務フロー

目は盛り沢山であった。
「品質不良

理能力・技術力アップを睨み、受

の現状分析、IT化等について、

損失金額はいくら？」との質問に、

入体制は及川社長を総責任者とし

経営実務支援事業で中小機構本部

「溶解して再使用するので仕損費

て、生産・技術関係は及川専務を

が支援した実績もある。

は『0』
｣と言うような認識であった。

中心とし、管理職クラスが積極的

このような実態から、①工場内

に参画した。時には会長の参画も

の2S（整理・整頓）活動の実施、

あり、受入体制は盤石であった。

②琺瑯の合格率の向上、③鋳造技

更に、生産性向上では「包装・発

術レベルの向上、④財務体質改善

送プロジェクト」
、
「琺瑯品質改善

プロジェクト推進体制
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プロジェクト」、「ものづくりプロ

2.管理会計による経営の見える化

注点・最適発注量の設定などを改

ジェクト」、「2S展開プロジェク

（限界利益による数値の把握等）

善した。

ト」等を専門別に編成した。

プロジェクトを発足させ、チー

3.戦略と実績の見える化

ムに経営管理の基本、製品別の限

経営改善計画書はあるが、計画

OJT的に人材育成を意識した受入

界利益の算出手法等を支援し、商

を達成するための具体策が無いと

体制を編成してもらった。

品別限界利益を明確にした。
また、

言った課題は前述のとおりであ

当社と生産方法や管理方法等に共

る。PDCAが回る組織づくりと、

通点が多い他社工場の見学を企

経営計画を策定し、「経営方針発

画、宮城県内のダイカスト鋳造会

表会」を開催、全従業員が出席し

平成21年7月から支援を開始し

社と樹脂成形会社の2社の工場見

た中で、
周知徹底を図った。また、

た。通算で4期にわたって、製造

学 を 行 い、5S活 動、 品 質 管 理、

「経営管理表」
「資金繰り表」
「月

業出身者、支援経験豊富な中小企

溶湯技術等について、意見交換を

次収益管理表」を作成し、月次管

業診断士、そして鋳造技術の実務

実施した。

理体制を確立した。

考え方として、支援活動を通し、

支援内容と支援成果

経験者の3名をアドバイザーとし
て派遣した。
第1期では支援期間6ヶ月で以下

第2期ではアドバイザー2名体制

第3期では鋳造技術の専門家を

で以下の3テーマを支援した。

加え、3名のアドバイザーによる

1.品質改善活動

以下の3テーマの支援となった。
1.戦略と経営の見える化
経営目標を達成する仕組みとグ
ローバルマーケティング戦略の構
築をテーマに、①受注〜出荷まで

川名

佐登志

東北本部

「経営の見える化」
「三現主義」を浸透

の管理のシステム化・IT化を進

させ、グローバル化、Q・C・Dの改善

めた。作業員頼みの非効率な受発

と伝統工芸企業の意識改革を進めた。

注や出荷業務が、生産計画のシス

統括プロジェクトマネージャー

①引き続き2S活動の推進を加

務効率が上がった。②以前から海

速し、「活動報告会」を2回開催し

外への輸出をしてきたが、新たに

2S活動を中心に展開。歴史の

た。②特に琺瑯工程の1回塗の良

オーストラリア等への海外展開で

ある工場のため、在庫が多く、老

品率が非常に悪いことから、品質

鍋の輸出が実現するなど、戦略実

朽化した設備、工場内の粉塵や高

改善を重点課題として、不良要因

行で今後の輸出増が期待出来るよ

温で危険な職場が多いことに加

分析、琺瑯剤濃度管理等の支援を

うになった。また、デパート等の

え、作業工程やレイアウト上の課

実施し、対策としてサンドブラス

売上減少傾向に対する歯止め策な

題もあり、整理・整頓を何処から

ト機導入の可否検討等の支援を行

ど、国内戦略の見直しを行った。

手を付けるのかが大きな問題であ

った。

2.生産性向上

った。

2.業務プロセスの見直し

の2テーマを支援した。
1.作業環境の整備
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テム化により業務が軽減され、業

①生産工程のボトルネック解消

職場別に10グループを編成し、

部門間連携体制の強化を目的

として、
（1）包装場、製品倉庫の

改善案を決めて取り組み、「活動

に、在庫の適正化、作業標準・マ

整理整頓でピッキング時間を削減

成果報告会」で活動のレベルアッ

ニュアルの作成、受注〜生産指示

した。
（2）琺瑯工程のサンドブラ

プを図った。

〜製造〜出荷までの課題抽出と発

ストの導入により良品率が倍増

収益体質の強化により新たな南部鉄器を創出するグローバル企業として前進！

し、納期遅延が激減した。②製品

も向上し、売上高・利益とも伸ば

4.生産能力の拡充と受注から納品

別原価分析により商品別に損益が

した。経常利益で支援前 平成21

までの短縮化及び新規導入設備の

明確になった。今後の価格設定と

年3月期△6百万円（売上高比 △

スムーズな立上げ。

原価改善に有効に活用出来るよう

1.0%）に対し、平成24年3月期 40

以上が今後の課題であり、これ

になった。

百万円（売上高比 6.1%）と業績

までの専門家継続派遣事業での支

3.鋳造技術の強化と品質改善

が大幅に好転、経営基盤が強化さ

援成果を定着化させることで盤石

れた。

な南部鉄器メーカーになることを

技術力・品質力の強化を図った。

また、経営計画や2Sの発表会

と企業での実務経験 ノウハウを

を節目節目で東北本部や関係者、

活用し、徹底した3現主義で鋳物

従業員参加のもと開催するなど、

造りの基本技術の習得と標準化

積極的に経営活動情報を発信続け

（鋳造欠陥とその原因、鋳鉄溶湯

た。英国の著名デザイナーとコラ

の造り方、造型作業の基本等）に

ボで製品の開発等で、マスメディ

加え、鋳造欠陥の追及〔例：琺瑯

アからも注目され、再三、テレビ、

引き不具合品の表面観察「琺瑯孔

新聞、機関誌等に取り上げられ、

の下に噴火口のような孔がある。

従業員の士気高揚に貢献した。

期待している。
及源鋳造株式会社

アドバイザーの専門知識（理論）

「原因は？」〕と言ったような現
場指導を徹底した。品質不良の原
因分析・解析・改善が功を奏し、

今後の課題

トラブルは激減した。アドバイザ

1.伝統工芸を守りつつ、海外の有

ーの技術支援は、技術者の技術習

名デザイナーやレストランのシェ

得、レベルアップにつながり、職

フとのコラボによる個性のある商

人集団から技術者集団へ、技術伝

品の開発とグローバル販売の加速。

承が期待出来るようになった。

2.直面する課題は高齢化している

第4期はアドバイザー2名 ・6ヶ

従業員の技術の伝承。そのために

月の派遣で、テーマは第3期と同

も徹底した2Sの継続。

一とし、これまでの支援内容を企

3.高収益体質の維持と財務体質の

業で一本立ちして実行できるよ

改善の継続。

「ミラノサローネ」での作品展示会

う、定着化・進化のための支援を
実行した。
以上が当社に対する支援内容と
支援成果である。
支援を総括すると、東日本大震
災で本社展示場兼直売所やキュー
ポラが被災したことに加えて、風
評被害（放射能汚染証明書添付納
品）による影響にもかかわらず、
これらの困難を乗り切り、生産性

経営者のことば
弊社は、資金繰り等の経理管理、受発注シス
テム、生産管理システム、データベース管理、
2S活動、さらに、鋳造技術分野に及ぶ総合的な
指導を徹底的にして頂きました。
伝統工芸だからという甘えを許さず、根本的
な現場の基盤と営業の基盤を作って頂いたと感
謝しています。そして、この基盤を強化して次
代に繋げることで、日本の伝統工芸を継続させ
るという責任を果たし、ご指導への恩返しをし
て行きたいと思っています。

代表取締役 及川 久仁子社長
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