トップメッセージ
企業理念とビジネスモデル
企業理念と価値創造について詳しく教えてください
当社グループは昭和 7 年にネジ加工業として生まれました。ネジは “ねじ止め” と言うように、モノと
モノとを繋ぐためのものです。そして、ネジから発展したコネクタ事業も電気を繋ぎ、ICT 社会への発展
に貢献をしてきました。その後、生まれた情報システム事業も情報をソフトウェアで繋ぎ、発展をしてま
いりました。このように、当社グループは “つなぐ” ことを生業として事業を営んでまいりました。その
ような当社ですので、2015 年に制定したグループ企業理念では、ブランドステートメント、すなわち皆
様へのお約束として、“Value by Connecting

つなぐ喜び、創る感動” としました。

現在、車載用コネクタは、画像センサと頭脳部の ECU とを繋ぐ車載カメラ用コネクタで ADAS（先進
運転支援システム）の普及に貢献をしています。将来の自動運転の実現に向けて、より信頼性の高いコネ
クタで価値創造すべく、繋ぐ技術の深掘りを進めています。
また、業務用コネクタは、主に通信インフラや生産設備の分野で、持ち前の “丈夫で長持ちコネクタ”
により、機器と機器とを繋いでいます。これらロングライフな機器に対して、保守用を含めて供給を続け
ること、つまりライフを繋ぐ価値も私たちの使命の一つです。
情報システム事業は 1980 年代に始まった通信インフラ装置のソフトウェア化に応えて、正に情報を繋
ぐ事業として生まれました。IoT･AI･ ロボットなどにより、進化する産業界に対して、最新の情報技術を
駆使し、生産性向上に資する価値の創出に取り組んでいます。
様々な社会的課題を克服し、持続的成長を遂げるために「コネクテッド・インダストリー」が政府の主要政
策として掲げられています。“繋がる社会” に向けて、私たちのフィールドは拡がっていますので、“つなぐこと”
に拘り、ブランドステートメントと同時に制定した「8 Values」を行動指針とし、価値創造に取り組みます。

創業 100 周年（2032 年）に向けた長期ビジョン
長期ビジョンについて詳しく教えてください
HTK グループは製造業であり、システムプロバイダーです。今後もこの基本は変わりませんが、創業
100 周年を迎える 2032 年に向けて、ハードやソフトウェアを提供するだけでなく、価値、所謂 “コト” を
提供する会社へ進化させるビジョンを持っています。

“Value by connecting”
“つなぐ”ことに拘り、
社会的課題に取り組みつつ、
価値を創造します
代表取締役社長

佐谷 紳一郎

たとえば、多品種少量ノウハウを磨き上げることにより、お客様が必要とする限り、少量であっても生
産・供給し続ける “やめないサービス” をオプションとして提供するなど、リカーリング的なビジネスモ
デルを組み込んでいきたいです。

モ
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コネクタの製造 ･ 販売
システム開発の
受託

“コアコンピタンス” を磨き上げる

コ

ト

価値の提供

業務用 多品種少量ノウハウを極め『サービス事業』へ
車載用 長期信頼性を深化させ『モビリティ全体』へ
情報Ｓ 3 つの Seg1 を持つ『特長あるインテグレータ』へ
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中期計画 “GC20”

Season1 の取組みと成果

中期計画 “GC20” の位置づけについて
教えてください

“よい会社” とは
どういう意味ですか

Season1 の取組みと成果を
お聞かせください

GC20 は私が社長に就任してから 3 つ目の中期

従業員、お客様、パートナー（仕入先）様、投

業務用コネクタ事業では、1week デリバリーな

計 画 に あ た り ま す。 最 初 の Plan80（ ゴ ー ル の

資家様、地域社会などの全てのステークホルダー

ど少量短納期サービスを支える多品種少量ものづ

2012 年が 80 周年）では黒字体質化に取り組み

の皆様から、「ええ会社やなぁ」と言って頂ける

くりの基盤を強化してまいりました。

ました。そして、2 つ目の DD15（ドンドンいこう）

状態が “よい会社” と思っています。

では、車載分野が育ち、事業拡大ができました。

具体的には、このようなステークホルダーの皆

今 回 の GC20 で は、 こ れ ら の 成 果 を 踏 ま え、

様から、現在の姿に信頼を頂け、同時に将来への

2020 年までに「よい会社（Good Company）」と

期待を持って頂けることが “よい会社” の主要素

なることと、過去最高業績の更新により、持続的

と考えます。

成長ができる会社をめざしています。2015 年度
から 2020 年度までの 6 年間の長丁場ですので、

マイルストーンとしていた東証一部上場は叶い
ましたが、まだまだ精進が必要と思っています。

17 年度までの前半を仕込みの“Season1”とし、後
半を躍進の“Season2”としています。

課題をお聞かせください
今後に向けてはコンパクト経営をさらに追求す

車載用コネクタ事業では、タイ販社の設立など
ASEAN 事業体制を確立するとともに、また顧客

るとともに、これまでドメスティックに活動して
いた Segments No.1 戦略をグローバルに展開して
いくことが課題です。
また、“よい会社” 化については、まだまだ発展
途上と思っています。

基盤の拡大を実現できました。
技術に AWS などの新技術を加え、クラウドや

Season1 は佐谷社長の中で
100 点満点中何点ですか

IoT へのソリューション力を拡充しました。

90 点です。資産効率やキャッシュフローに課題が

さらに、情報システム事業では、得意の仮想化

これらの仕込みにより、Season2 での躍進に繋

残りましたが、業績面ではほぼ計画を達成しました。
また、“よい会社” についても、着実に進化がで

がる素地ができたと思っています。
● 過去最高業績の更新のための

取り組みを教えてください

Segments No.1 戦略が奏功していますので、こ
れを横に広げながら、次世代づくりをする “深耕”
が柱です。また売上規模が拡大する一方で、コン
パクトな経営に徹することを財務的な戦略として
います。
しかしながら、250 億円の売上は、既存事業だ
けでは容易ではないと思っていますので、長年の

きたと自負しています。

Season2 の取組み
● Season2

の取組みについてお聞かせください

基本戦略は変えませんが、Season1 での課題を
踏まえ、製販両面で Segments No.1 戦略のグロー

現場に浸透させるとともに、ROIC/WACC による
投資判断を行います。
さらに、ESG 視点で事業活動を展開すること

バル展開を図ります。
また、キャッシュフローを重視し、コンパクト
経営を進化させます。部門別の KPI を逆ツリーで

により、“よい会社” に向けてワンランク UP をし
たいと考えています。

蓄積がある光技術を活用した新事業の育成や
M&A も視野に入れています。

投資家
従業員

よい会社

投資家
従業員
株価

提案

お客様

商品

現状
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一部上場

投資家

サービス

信頼と期待

お客様

～持続的成長～

対話

従業員

社会

社会

250

～持続的成長～

よい会社

配当/優待

信頼と期待

よい会社＋新記録⇨持続性
売上250億、利益率12%、ROE 13%＋α

お客様

取引先

社会

取引先

単位：億円
売上高

195
166

20.1
（10.3%）

14.2
（8.5%）

9.3

評価/処遇

雇用

成長/幸せ

納税

働きやすさ

貢献

172

171

148
営業利益
（利益率）

14.2

13.0
（7.6%）

（8.3%）

200億円の壁を被る仕込み

（6.3%）

2013年

30.0
（12.0%）

Season1

14年

15年

16年

17年

新記録に向けた躍進

Season2

. . . . 2020年
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ESG 経営の実践

サプライチェーンへの取組み

ESG に対する基本的な考え方は
どのようなものでしょうか

サプライチェーン全体視点を
重視されているようですが、

りません。HTK の ESG とは、企業理念と価値観

人手不足と働き方改革への対応は社会的かつ喫

GC20

の実践です。そして実践の具体的な計画が GC20
企業理念は、唱和や座談会を通じて社員の血と

緊の課題であり、それぞれの企業が工夫をされ、

売上250億、利益率12%、ROE13%＋α

E

S

循環型社会への
価値創造

豊かな社会への
価値創造

G

信頼と期待への
価値創造

なり肉となりつつあります。行動規範 8Values の
実践が ESG の価値創造に直結すると考えていま
す。

います。サプライチェーン全体をコンパクト化す
ることにより、環境に貢献できます。
したがって、当社では環境や社会側面単体での
目標は設定せず、ESG 視点での経営活動全般へ
のコミットメントとして、2020 年度における売
上 250 億円、営業利益率 12%、ROE13%+ αを掲
げています。

自助努力をなさっています。しかしながら、商慣
習や取引条件など企業単独では解決が難しい課題
については、サプライチェーン全体で考える必要

顧客
価値

協働
価値

社会
価値

自己
独創
挑戦
価値
価値
価値
8Values（行動規範）

誠実
価値

創発
価値

また GC20 の基本戦略であるプラットフォーム
戦略 “コンパクト経営” は、E（環境）と融合して

価格決定方法の
適正化

どのようなことですか

当社にとって ESG は特に新しい考え方ではあ

です。

未来志向型の取引慣行に向けて（経済産業省）

があります。

G
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CG基本方針の制定
社外取締役の導入と活用
各種委員会の設置
取締役会の実効性評価

支払条件の短縮
支払い方法の標準化

支払条件の短縮

預け金型の保管費用負担

少額直販先の再販化

顧客価値、協働価値、社会価値の観点で省エネ

求めています。また各業界団体が「長時間労働につ

なく、多くのパートナー（仕入先）様に支えられた

や省資源だけでなく、サプライチェーン全体で地

ながる商慣行の是正に向けた共同宣言」で下請け企

“ネットワーク型ものづくり” を展開しています。ま

球環境への貢献に取り組んでいます。また協働価

業にしわ寄せしないことなどを発信し、まさにサプラ

た販売面においても、FA 分野を中心にロングテー

値の追求により、サプライチェーン全体での付加

イチェーン全体視点が重視されてきています。私は、

ルなビジネスを展開していますので、
特約販売店（販

価値と生産性向上に取り組み、豊かな社会づくり

東京商工会議所 品川支部の中小企業・税制特別委

売パートナー）様との連携なくして語れない状況で

を進めています。

員会の委員長を仰せつかったことにより、中小企業

す。このような事業構造にある当社にとって、自社

経営者の生の声に接する機会が増し、
サプライチェー

の個別最適ではなく、サプライチェーン全体視点で、

ン全体視点の大切さを実感しているところです。

取引を適正化 ･ 公正化・整流化することによって、

【

Ｓ ：豊かな社会への価値創造】

Win-Win な付加価値と生産性の向上を図らねば、持

Ｇ ：信頼と期待への価値創造】

適正取引

続的な成長は望めません。具体的には、パートナー

適正取引

パートナー様

（仕入先）様に対しては、人件費などの上昇を加味
お客様

した適正な仕入価格への改定や支払サイトの短縮
に積極的に取り組んでいます。一方の特約販売店様

います。

企業理念の制定と浸透
Next-Leader向け社長塾開講
CSR調達の宣言と実践
HTKまつり/スポーツ支援

コスト相応への価格改定

は部品で 50％、組立に至っては 20％と決して高く

Ｅ ：循環型社会への価値創造】

ナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んで

S

人件費上昇などを加味した
仕入価格等の改定

に対して、支払サイトの短縮など取引条件の改善を

【

誠実価値の観点で常に最適なコーポレートガバ

少量短納期サービス
製品ロス低減活動
品質FL
（フロントローディング）
活動

下

特に当社は、多品種少量が主ですので、内製率

【

コンパクト経営
（グループ内）

川

経済産業省が、世耕プランとして「未来志向型の

さ / 働きがいの向上に取り組んでいます。

E

上

支払条件の
改善

取引慣行に向けて」という方針を発表し、親事業者

自己価値、挑戦価値の観点で従業員の働きやす

Season1での取り組み
仕込みを展開

川

コスト負担の
適正化（金型保管等）

Season2での取り組み
取り組みをさらに加速
コンパクト経営
（サプライチェーン全体）
“やめない会社”の実現
グローバル品質FL活動

階層別研修制度の拡充
取引の適正化と整流化
楽勤化活動の推進

やエンドユーザに対しても同様に、受注、納品、回
長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言
・関係法令・ルールの遵守に加え、取引先が労働基準
関連法令に違反しないよう、配慮する。
・発注内容が曖昧な契約を結ばないよう、契約条件（発
注業務・納期・価格等）の明示を徹底する。

取締役会の多様化
次世代経営陣の育成

企業理念 “Value by Connecting” の下、行動指針
“8 Values” の協働価値「パートナー様と相互発展
しているか」、誠実価値「公正で真摯な姿勢を貫

・契約時の適正な納期の設定に加え、仕様変更・追加

いているか」を実践

発注を行った場合の納期の見直しなどに適切に対応

し、川上・川下のパー

する。

トナーの皆様と繋

・取引先の休日労働や深夜労働につながる納品など、
不要不急の時間・曜日指定による発注は控える。

社外取締役の1/3化

収業務の標準化などをお願いしているところです。

・取引先の営業時間外の打合せや電話は極力控える。
・短納期・追加発注・高品質など、サービスの価値に
見合う適正な価格で契約・取引する。

がって、価値を創出
してまいります。
トップパートナーズミーティ
ングの開催など、パートナー
様との対話を強化しています。
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