
Ｎｏ 被災地域 影響地域 出典 業種 企業等 被害・影響 対応・今後の見通し 備考

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月20日3:30

熊本地震の影響で休止した国内の完成車組み立てラ
インを25日から順次再稼働すると発表した。

28日までに休止した26本のラインのうち18本を動か
す。１日当たりの国内生産は地震前の約８割にあたる
１万台規模まで回復する見通し。一方、被災地に近い
トヨタ自動車九州（福岡県宮若市）などは28日まで稼
働休止の期間を延長する。

トヨタ自動車ホームページ
より（4月20日）

トヨタ自動車は、地震の影響による部品の供給状況等
から、4月18日（月）～4月23日（土）の間、国内における
完成車組み立てラインの稼働を、段階的に停止するこ
とを公表しておりましたが、4月25日（月）以降、段階的
に稼働を再開することといたしましたので、お知らせい
たします。なお、被災地ではいまだ余震が続いているこ
と等から、今後の状況に応じて変更となる可能性があ
ります。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

トヨタ自動車は17日、熊本地震の影響で部品供給が
滞っているため、18～23日に全国の完成車工場の生
産を段階的に停止すると発表した。福岡県の拠点が15
日から生産を止めたのに続き、愛知県や宮城県などの
工場も稼働を見合わせる。20～23日はトヨタ本体のす
べての量産ラインを休止する。

全体で５万台程度の生産が減る見通しだ。

トヨタ自動車ホームページ
より（4月17日）

トヨタ自動車は、このたびの地震の影響による部品の
供給状況等から、4月18日（月）～4月23日（土）の間、
国内における完成車組み立てラインの稼働を、段階的
に停止することといたしましたので、お知らせいたしま
す。
稼働再開については、今後、部品の供給状況等を見な
がら判断してまいります。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

自動車の組み立てなどを担う宮田工場（宮若市）の生
産を午前６時から停止している。生産設備に被害はな
いものの、熊本周辺の部品メーカーからの供給が滞っ
ているためという。また同社は15日午後４時から、エン
ジンを生産する苅田工場（福岡県苅田町）、ハイブリッ
ド車用部品を生産する小倉工場（北九州市小倉南区）
についても稼働を停止する。同社の全３工場が停止す
ることになる。

2016年熊本地震等による企業等への影響について（企業ＨＰ・報道より）
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・平成28年（2016年）熊本地震等による企業等への影響について、記載のある企業HPや新聞記事・ニュース記事を引用し、「被害・影響」、「対応・今後の見通し」に分けて整理した。

トヨタ自動車製造
熊本周辺
（部品メー
カー）

1
4月17日、20日に、「工
場稼働に関するお知
らせ」をHPに発表

福岡県、
愛知県、
宮城県な
どの工場
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日刊工業新聞電子版
2016年4月20日

アイシン九州（熊本市南区）の生産停止が新たに日産
自動車とマツダにも波及する恐れが出てきた。日産も
マツダもアイシン九州の部品を採用していることが明ら
かになった。両社は現在工場を稼働しているがアイシ
ンの停止が長引けば影響する可能性がある。アイシン
九州とアイシン九州キャスティング（熊本市南区）は地
震発生から操業を停止しており再開のめどが立ってい
ない。度重なる余震の影響でドアやエンジン部品の生
産を停止したままだ。

日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

ドアフレームなどの自動車部品や液晶・半導体製造装
置を生産するアイシン九州（熊本市南区）とエンジン部
品を生産するアイシン九州キャスティング（同）の合計
２工場が１５日、１６日に続き、１８日も停止を決定し
た。

アイシン精機ホームページ
より（4月17日）

4月14日21時26分頃の地震発生以降、アイシン九州株
式会社、アイシン九州キャスティング株式会社では操
業を停止しております。

震災発生後、被災地での人道支援を目的とした水・食
料などの物資の搬送に加え、当社から71名（4/17時
点）の応援者が現地での復旧活動にあたっています。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

ドアやエンジン部品を生産する同社の熊本市の子会社
が被災した。

同社は愛知県の拠点から支援要員を派遣したが、16
日未明の大きな本震の影響などにより復旧作業が遅
れている。16日午後の時点では建屋の安全確認をして
おり、生産設備の被害状況の確認にはなお時間がか
かる見通し。「再稼働のめどは立っていない」（広報担
当者）という。同社から部品を調達しているトヨタ自動
車九州（福岡県宮若市）や日産自動車九州（同県苅田
町）は16日の操業を取りやめた。週明けの生産につい
ては17日に判断する。

本田技研工業ホームペー
ジより（4月18日）

Hondaはこの度の地震の影響により、熊本製作所(熊
本県菊池郡大津町)の生産を4月22日まで休止いたし
ます。

その後の生産予定につきましては、工場の修復および
部品供給の状況を見ながら決定してまいります。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

二輪車を生産する熊本製作所（熊本県大津町）が18～
22日の生産休止。

日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

周辺地域には部材のサプライヤーも多く、交通網寸断
で調達が困難になる事態も想定される。ホンダに２輪
用部品を納める九州ショーワ（熊本県宇城市）は焼結
部品を生産しており１５日から操業を停止。１８日も操
業しない。

人的被害はなかったが生産設備に影響があった模様
で、「どれくらいの被害か調査中で結果が判明次第対
策を検討する」（同社）。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

熊本製作所（熊本県大津町）が18日の生産休止を決
めた。

16日も余震が続いており、工場の被害状況を調べられ
ない状況だという。揺れが収まり次第被害を確認し、19
日以降の操業を判断する。

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3次44分配信

熊本県大津町で主に２輪車を生産する熊本製作所の
稼働を停止したと発表しました。従業員への被害につ
いては「現在、確認されていない」ということで、引き続
き、確認を行っています。

ホンダによりますと、１５日午後までの稼働停止をすで
に決めていて、今後の稼働については地震の被害状
況を見て判断するとしています。

2

熊本県大
津町（熊
本製作

所）

4月15日8時30分に「地
震による熊本製作所
の稼働状況」、18日に
「平成28年（2016年）
熊本地震の影響によ
る工場稼働について」
をHPに発表

ホンダ3 製造

熊本県大
津町（熊
本製作
所）と熊

本県宇城
市（九州
ショーワ）

4月17日に「熊本県熊
本地方を震源とする地
震の被害に関するお
知らせ（第１報）」をHP
に発表

アイシン精
機

製造
熊本県熊
本市（2工

場）
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日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

同社の子会社である九州エフ・シー・シー（熊本県宇城
市）もクラッチなど一部製品の１５日の生産を休止し
た。工場の建物や設備に大きな被害はなかったが、設
備のズレなどを確認、調整するため。操業再開は「供
給先と（同社に部品を供給する）サプライヤーの状況を
見て判断する」（総務部）という。

静岡新聞電子版 NEWS
2016年4月16日7時58分

同社の子会社九州エフ・シー・シーは、ホンダに主力
製品のクラッチを供給している。揺れで生産ラインが
ずれるなどしたため、稼働を中止して設備の点検と調
整を急いだ。総務部ＩＲブロックは「取引先の復旧状況
も関係するため、（１５日午後の時点で）通常操業に戻
るめどは立っていない」と説明した。

NHK NEWS WEB　4月19日
22時40分

部品メーカーからの調達が滞るとして、岡山県倉敷市
の工場で１８日の夜間から２０日まで軽自動車の生産
を停止します。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月16日3:30

同社は水島製作所（岡山県倉敷市）で、18～19日の稼
働を一部取りやめる。熊本県内の取引先工場が被災
し、部品の調達が止まる見通しのためだ。

日刊工業新聞電子版
2016年4月20日

日産は日産自動車九州（福岡県苅田町）で１８日から
操業を再開した。

現状はアイシン九州製部品の在庫を使うか、熊本地震
による調達の影響が少ない車種だけを生産することで
対応しているとみられる。

ニュースイッチ　2016年4月
18日

同社の子会社日産自動車九州（福岡県苅田町）は１５
日に平常通り稼働した。１６日も稼働を予定していた
が、部品調達の影響で休止。１８日以降は通常稼働に
戻す。

4
エフ・シー・

シー
製造

熊本県宇
城市（工

場）

未発表（HP)
岡山県倉

敷市

熊本県内
の部品工

場
5

未発表（HP)

三菱自動車製造

4月15日に「熊本コー
ルセンター業務停止に
関するご案内」をHPに
発表

日産自動車製造6
熊本県熊

本市
福岡県苅

田町
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日刊工業新聞電子版
2016年4月20日

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリングの川尻
工場は、クリーンルーム内を調査中。親会社ルネサス
エレクトロニクスは１９日、生産再開日程の検討に着手
したと明らかにした。２１日をめどに公表する。

自動車メーカーへの影響は少なくなさそうだ。

ルネサスエレクトロニクス
ホームページより（4月20
日）

・ルネサス セミコンダクタマニュファクチュアリング株式
会社　川尻工場（熊本県熊本市）は、4月16日の本震
後、検証した結果、生産再開の目途がつき、4月22日
より一部工程において生産を再開することとしました。
お客様を始め、取引先様など関係各位の多大なるご
協力に御礼申し上げます。今後、当社のBCP（事業継
続計画）に従い、余震や資材調達等の状況に大きな変
化がないことを前提として、他工程の生産を段階的に
開始し、早期に震災前の生産能力へ復帰させることを
目指します。
・熊本県およびその近隣に所在する当社グループの工
場（錦工場、大分工場、山口工場）は、通常通り稼動し
ています。今後は更新情報がありましたら公表いたし
ます。
・サプライヤ様、協力会社様等を含めた、サプライ
チェーン全体での影響は、4月16日の本震により、一部
の製造委託先において被害の拡大が確認されました。
現在、サプライヤ様、協力会社様と協力して復旧作業
を急いでいますが、代替生産の検討も開始し、サプラ
イチェーン全体の早期復旧を目指します。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

同社は、自動車向け半導体の主力生産拠点である川
尻工場（熊本市）を14日から休止している。

断続的な余震のため被害確認に時間がかかっており、
現時点で生産再開のめどは立っていない。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月16日3:30

同社は自動車向け半導体などを生産する主力の川尻
工場（熊本市）が、地震発生直後に稼働を停止。従業
員の人的被害はないが余震の影響などで、再開時期
は見通せていない。

8
熊本県大
津町（工

場）

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

製造
中央可鍛工

業

自動車向けなどのアルミ製品や鋳物の切削加工を手
がける熊本工場（熊本県大津町）を地震発生を受けて
停止し、１８日から復旧作業を進めている。本社から１
８人を派遣しており、稼働再開に向けて作業を急ぐ。

未発表（HP)

9
熊本県合
志市（工

場）

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

製造 合志テック

２輪部品・４輪部品・汎用エンジン部品を製造する本社
工場は稼働が止まっている。現在、建屋と設備の被害
状況を調査しており、再開時期は未定。人的被害はな
かった。

未発表（HP)

ルネサスエ
レクトロニク

ス
製造

熊本県熊
本市（工

場）

4月20日までに「「熊本
地震」による当社事業
活動への影響につい
て」（第1報）～（第6報）
をHPに発表

7
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ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

Ｏリング類を生産する熊本事業場（熊本県阿蘇市）は、
電力などのインフラ供給が阿蘇地区で滞っているた
め、稼働を停止している。熊本県内で道路が寸断さ
れ、従業員の通勤や物資の輸送に障害が出ている状
況。従業員の安全確認は取れており、設備や建物に
大きな損傷はないため、可能な部分から復旧作業に取
り組んでいる。

NOKホームページより（4月
18日）

建屋や生産設備に大きな損傷はありません。しかし電
力等のインフラが阿蘇地区を中心に供給が滞ってお
り、当社事業場の稼働が停止しております。また事業
場周辺をはじめ熊本県内で、道路が寸断されており従
業員の通勤、物資の輸送に障害が出ております。

今後の復旧につきましては建屋、設備の点検等、でき
る部分より復旧作業を進めており、通常稼働状態に向
けて全社一丸となって取り組んでまいります。

11
熊本県合
志市（工

場）

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

製造 ニフコ熊本

人的被害はなかった。樹脂製の自動車内装部品や燃
料系部品を製造する本社工場は設備の一部が転倒す
るなどし、現在稼働を停止中。ニフコグループの他工
場へ生産を振り替えている。熊本県山鹿市の山鹿工
場は建物・設備ともに被害がなく、稼働している。だ
が、熊本市内に住んでいる従業員が交通網の被害で
出勤できない上、余震が続くため、生産量を調整して
いる。

未発表（HP)

ソニーホームページより（4
月18日）

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社熊
本テクノロジーセンター（熊本県菊池郡）は、主にデジ
タルカメラや監視カメラ向けのイメージセンサー及び
ディスプレイデバイスなどを生産しておりますが、地震
発生直後より現在まで、生産活動は停止しています。
現在、建屋や生産装置の被害状況は確認中で、余震
が続いていることもあり生産再開は未定です。また、ス
マートフォン向けイメージセンサーの主力工場である同
社長崎テクノロジーセンター（長崎県諫早市）及び４月
１日より自社工場として稼働開始した大分テクノロジー
センター（大分県大分市）につきましては、地震発生
後、一部の生産装置が一時停止しておりましたが、４
月 17 日より順次復旧し、生産を再開しています。さら
に、同社鹿児島テクノロジーセンター（鹿児島県霧島
市）は、地震発生後も大きな影響はなく稼働していま
す。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

菊陽町の半導体工場は、カメラやスマートフォン（スマ
ホ）に使われる画像センサーの主力工場で、14日の地
震発生以降、操業を休止したままだ。長崎県と大分県
の半導体工場の一部ラインも16日から停止した。

外観では工場建屋の損傷は確認できないが、余震に
気をつけながら屋内の被害状況を確認している。

YOMIURI ONLINE　2016年4
月15日3時27分

国内最大の半導体関連の製造拠点を抱える。地震発
生時もラインは稼働中で、従業員は駐車場に避難した
という。

熊本県菊
陽町（工

場）
製造 ソニー

4月18日に「平成28年
熊本地震による被災
に関するお知らせ」を
（第2報）まで発表

ＮＯＫ製造
熊本県阿
蘇市（工

場）
10

12

4月15日に「九州地方
の地震による商品配
送への影響につい
て」、4月18日に「平成
28年（2016年）熊本地
震の影響について」を
発表

長崎県、
大分県の
半導体工
場
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日本経済新聞　朝刊　2016
年4月19日3:30

液晶パネルなどに欠かせない回路原板（フォトマスク）
を手掛けるＨＯＹＡの熊本工場（熊本県大津町）は16日
未明の地震で火災が発生した。「操業停止が１カ月に
及ぶ可能性がある」として、韓国や台湾の自社工場で
の代替生産の準備を進める。

HOYAホームページより（4
月18日）

A）マスク事業部 熊本工場 （液晶パネル製造用大型マ
スクおよび半導体製造用マスク製造）
建屋への影響は少ないものの、設備、装置等が被害を
受けたため、15 日より工場の操業を停止しておりま
す。従業員は、一部を除き自宅にて一時待機しており
ます。また16 日未明の本震後、工場内において火災
が発生しましたが、同日中に完全に鎮火しました。火
災の原因については現在確認中です。
B）アイケア事業部（コンタクトレンズ小売）
アイシティ店舗のうち、熊本店、下通り店が15 日より営
業停止しています。入居しているビル等の損害状況に
応じますが、安全確保を最優先に、順次営業再開を進
めてまいります。

・業績への影響について
今回の地震による今期のＨＯＹＡグループ連結業績へ
の影響は現在、調査中ですが、影響は軽微となる見込
みです。
・今後について
営業活動等に及ぼす影響を最小限に抑えるため、一
部の液晶パネル用大型マスクについては台湾、韓国
の拠点へ、また半導体用マスクについては八王子工場
への振替製造を行ってまいります。また、熊本工場の
部分操業についても、被災の状況を確認しつつ早期の
立ち上げを検討していますが、断続的に地震が発生し
ているため、安全確保を最優先に復旧に向けて取り組
んでまいります。

三菱電機ホームページより
（4月21日）

＜パワーデバイス製作所　[熊本]　：ウエハ工程（合志
地区）＞
・稼働状況： 現在は停止中です。
・人的被害： 従業員全員について、重篤な怪我人がい
ないことを確認済みです。
・設備被害： 建屋の倒壊等はありません。建屋・ライン
に入り、清掃及び設備の詳細確認等を含め、早期生産
再開に向けた作業に着手しました。生産再開の見込み
につきましては、判明次第速やかにお知らせ致しま
す。
＜液晶工場：メルコ・ディスプレイ・テクノロジー(株)
（泗水地区）＞
・稼働状況： 現在は停止中です。
・人的被害： 従業員全員について、重篤な怪我人がい
ないことを確認済みです。
・設備被害： 建屋の倒壊等はありません。建屋・ライン
に入り、清掃及び設備の詳細確認等を含め、 早期生
産再開に向けた作業に着手しました。生産再開の見込
みにつきましては、判明次第速やかにお知らせ致しま
す。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

14日夜から半導体工場（同県合志市）と液晶部品工場
（同県菊池市）の操業を停止している。

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3時44分配信

熊本県合志市にある半導体関連の工場と、菊池市に
ある液晶関連の合わせて２つの工場の稼働を停止し
ました。地震発生当時に工場で働いていた従業員は全
員避難したということで、現在のところ、「建物や従業員
への被害は確認されていない」ということです。

三菱電機は、工場の再開について、「製造装置の安全
確認などを行ってから判断する」としています。

13
熊本県大
津町（工

場）
製造 HOYA

4月18日に、「平成28
年熊本地震による影
響について」をHPに発
表

4月16日に「「平成28年
熊本地震」の影響に関
するお知らせ 」、21日
まで「「熊本地震」にお
ける当社半導体・デバ
イス関係　工場の状況
について」を随時HPに
発表

三菱電機製造

熊本県合
志市、菊
池市（2工

場）

14
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ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

熊本工場（熊本県大津町）の操業を停止している。生
産再開は未定。切削工具などの製品供給は本社工場
（愛知県豊田市）や鹿児島工場（鹿児島県霧島市）、海
外工場に生産を振り替えて対応する。熊本工場は建物
の外壁の亀裂や内部の破損などの被害が発生してお
り、立ち入りを制限している。また、製造設備も機械が
転倒するなどの被害が発生しており、詳細を確認中。
地震による業績への影響は不明としている。

富士精工ホームページより
（4月18日）

・工場の被害状況について
工場の物的被害については、建物の外壁の亀裂や内
部の破損等の被害が発生しており、立ち入りを制限し
ております。また、製造設備においても機械が転倒す
るなどの被害が発生しております。詳細については現
在確認作業中であります。
・工場の操業状況と製品供給について
当社熊本工場は現在稼働を停止しており、生産再開
は現時点では未定であります。

熊本工場で生産するホルダーや切削工具は本社工
場、鹿児島工場及び海外グループ会社工場への生産
振替などを行うことで対応してまいります。

ニュースイッチ2016年4月15
日12時30分更新【熊本地
震・企業動静】製造業、一
部で被害

パナソニックプレシジョンデバイス　熊本事業所（熊本
県和水町）の配管が数カ所破損し、操業を停止。１５日
中の一部操業再開を目指す。

全従業員の無事を確認、自宅待機を指示している。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

同社の電子部品工場（同県和水町）も15日は稼働を休
止する。「今のところ生産に影響する被害は出ていな
い」（広報部）が、生産ラインを再確認する。

東京エレクトロンホーム
ページより（4月20日）

主力工場である合志事業所につきまして、専門家によ
る点検を実施した結果、建屋および生産設備への大き
な被害はありませんでした。なお、水道、電気、ガスな
どのインフラにつきましては、一部確認中ではあるもの
の、明日以降の社員出社、操業再開に向けて支障は
ない見込みです。大津事業所につきましても、順次、安
全確認および設備への影響を確認していきます。

合志事業所の生産設備等の状況を踏まえ、4月25日よ
り段階的に生産再開が可能と見込んでおります。引き
続きサプライチェーン全体での影響を踏まえ、通常レ
ベルの操業に向けて必要な対応を行ってまいります。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

同社は震源域に近い合志市と大津町に工場がある。
14日の地震後、一旦操業を再開していたが、16日未明
の地震を受け再び生産ラインを止めた。

社員の人的被害や建物の構造への損傷は確認されて
いないが、内部への立ち入りはできていないもよう。

製造
熊本県大

津町
15

4月18日に「熊本県熊
本地方において発生
した地震の影響に関
するお知らせ」をHPに
発表

16
熊本県和
水町（工

場）
製造 パナソニック

17

富士精工

熊本県合
志市、大
津町（工

場）

4月14日から16日まで
に「熊本県で発生した
地震への対応につい
て」を（第一報）～（第
五報）、18日と20日に
「熊本県で発生した地
震への対応について」
などをHPに発表

東京エレクト
ロン

製造

熊本県合
志市、大
津町（工

場）

未発表（HP)
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富士フィルムホームページ
より（4月20日）

現時点での富士フイルム九州株式会社（熊本県菊陽
町）の状況についてお知らせいたします。4月14日の地
震発生後から生産を停止しておりますが、電気などの
インフラも徐々に回復し、再稼働に向けた準備を進め
ています。今週末には生産設備の試運転が開始でき
る見込みとなり、順次確認を進めてまいります製品出
荷については在庫品の確認を進め、一部確認の済ん
だものは昨日より出荷を再開いたしました交通網も
徐々に復旧していますが余震は継続しており、予断を
許さない状況です。

NHK NEWS WEB　4月19日
22時40分

地震の発生直後から熊本県菊陽町にある液晶パネル
の部材を生産する工場の操業を停止している。

神奈川県などの自社工場で生産の振り替えに向けた
準備を進めているとしています。

YOMIURI ONLINE　2016年4
月15日3時27分

同社の子会社の工場では、14日午後10時現在、大き
な破損は確認されていない。24時間稼働の生産ライン
を止めて状況を確認している。この工場は、液晶テレビ
などのディスプレーに使われる保護フィルムを製造して
おり、世界的に大きなシェア（市場占有率）がある。

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月20日

包装材・パッケージ工場（玉名市）は１８日午前に生産
を復旧した。ただ、一部の追加工程の機器が動いてお
らず、２２日には稼働する。

凸版印刷ホームページより
（4月19日）

・株式会社トッパンパッケージプロダクツ玉名工場（熊
本県玉名市）は、一部の加工機械を除き、生産設備が
正常であることを確認し、稼働を再開いたしました。な
お、全ての設備での稼働再開は、4月22日（金）を見込
んでいます。
・株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ熊本工場
（熊本県玉名市）は、4月16日未明の地震により、建物
および、生産設備の一部について損傷が確認されまし
た。現在、引き続き影響を調査中です。地震が頻発す
るなか従業員の安全を第一に調査、復旧作業を継続
しておりますが、生産再開の時期は未定です。

20
熊本県城

南町

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

製造 昭和電工
半導体製造などに用いる高純度ガスの物流拠点（熊
本県城南町）は従業員や設備に被害は出ていない。

１８日以降の営業再開は未定。電話対応できる体制は
敷く。

未発表（HP)

4月15日から20日まで
「「平成28年熊本地
震」による当社への影
響について」（第三報
まで）などをHPに発表

富士フィル
ム

製造

熊本県菊
陽町（子
会社の工

場）

18

4月15日から19日まで
「平成28年熊本地震
の影響について」（第
三報まで）をHPに発表

凸版印刷製造
熊本県玉
名市（工

場）
19
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SCREENホールディングス
ホームページより（4月16
日）

１．従業員関係者の安否について
当社の社員関係者およびその家族全員、協力会社社
員の無事を確認しました。
２．建物などの被災状況について
株式会社スクリーン熊本：社屋、生産設備への大きな
被害はありませんでした。
株式会社SEBACS 熊本サービスセンター：被害はあり
ませんでした。
３．ライフラインなどのインフラ状況について
停電が続いており、ITネットワークへの接続が困難な
状況です。モバイル電話がつながりにくくなっていま
す。水道は使用可能です。
４．事業継続の状況について
株式会社スクリーン熊本では、週明けからの操業を見
合わせています。株式会社SEBACS 熊本サービスセ
ンターは週開けも営業継続見込みです。その他、サプ
ライチェーンの情報などにつきましては再度確認中で
す。

SCREENホールディングスでは現在も引続き、本社に
設置した災害対策本部にて、情報収集などの対応を
進めております。

京都新聞オンライン【2016
年4月15日】

同社は半導体製造装置大手であり、震源に近い熊本
県益城町の工場を今月から本格稼働させ、ライフサイ
エンス機器用部品などの生産を始めたばかりだった。
広報担当者によると、地震発生時は操業を終え、従業
員は全員帰宅していた。地震後、深夜まで工場の停電
が続いているという。

本社に災害対策本部を立ち上げ、従業員の安否確認
と工場の被害状況の把握を急いでいる。

堀場製作所ホームページ
より（4月18日）

工場の被害状況は、4 月 16 日（土）の地震により、以
下の損害を追加で確認しました。工場設備について
は、高圧受電設備が破損し、工場施設および生産設
備に通電できない状況にあります。その他の設備につ
いては、被害状況を確認中です。工場の建物について
は、内部の壁や天井の一部が落下したり、一部の棚か
ら備品等が落下・破損するなどしましたが、建物の損
傷・被害は限られたものにとどまっています。株式会社
堀場エステック阿蘇工場と株式会社堀場テクノサービ
ス熊本サービスステーションは、自宅や親族が被災し
た従業員に配慮し、4 月 15 日（金）は臨時休業しまし
た。本日 4 月 18日（月）より、一部従業員が工場に出
社し、設備の点検や復旧作業に当たる予定です。当社
製品の生産再開は現時点では未定ですが、可能な限
り早く再開できるよう努力を続け、時期が判明し次第改
めてお知らせします。

京都新聞オンライン【2016
年4月15日】

同社は計測機器大手であり、益城町の東隣の西原村
に設けている。総務部門が中心となって情報収集し、
従業員約４００人と工場設備の無事を確認した。従業
員の家や交通機関などへの影響を考慮し、１５日は工
場を臨時休業することを決めた。

22

4月15日、18日に「熊
本県熊本地方で発生
した地震の影響に関
するお知らせ」（第二
報まで）をHPに発表

SCREEN
ホールディ

ングス
製造

熊本県益
城町（工

場）
21

4月15日に「【熊本地
震】当社グループにか
かる現在の状況につ
いて」、4月16日に「【熊
本地震】当社グループ
にかかる現在の状況
について(第2報)」をHP
に発表

堀場製作所製造
熊本県西
原村（工

場）
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井関農機ホームページより
（4月20日）

株式会社井関熊本製造所は、建物・設備等について
点検作業を進めるとともに、事務所内の修復作業に着
手しております。現時点では、生産再開には1ヶ月程度
要するものと見込んでおります。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

コンバインなどを製造する井関熊本製造所（熊本県益
城町）の操業を中止した。震源に近く建屋内の設備が
倒れた。製品にも一部被害が出ている。余震が続いて
おり、建屋内の詳細な状況の確認が難しい状況とい
う。

同日、東京本社に対策本部を設置し、社員の安否確
認などを急いでいる。

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月20日

電力関係部品のらせん状成形品を製造販売するグ
ループ会社（菊池郡大津町）は建屋が一部損傷し稼働
停止中。復旧の時期は未定。耐震診断を行っている。
光ファイバ融着接続機と関連製品の製造するグループ
会社（山鹿市）は、建物、生産設備ともに影響はなく、
通常通り操業。

生産拠点の被害の対策で、本社に重大リスク対応委
員会を設置した。

フジクラホームページより
（4月18日）

株式会社フジクララインテック西日本（熊本県大津町）
・工場建物に一部被害があったため、耐震診断を進め
ています。
・生産設備に一部損傷があり、点検の必要がありま
す。
・操業再開の目途はたっておりません。

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

１６日未明に発生した「本震」や余震の影響で九州工
場（熊本県合志市）の天井や壁面が崩落したため、九
州工場での業務を一部停止した。当面、本社工場（広
島県福山市）で搬送機器などの生産を代替する。

ローツェホームページより
（4月18日）

2016年４月15日未明に発生しました「本震」及び頻発し
ております余震により工場の天井や壁面の一部が崩
落するなどの被害が発生しており、安全が確認できる
まで九州工場での業務を一部停止いたします。

本社・本社工場（広島県福山市）で代替生産、開発を
行う予定であります。

NHK NEWS WEB　4月19日
22時40分

炭酸飲料などを作っている熊本市南区の工場で設備
が損傷したため、すべての生産ラインを停止していま
すが、２５日に再開する見通しだということです。コカ・
コーラウエストの佐賀県基山町の工場は設備の損傷
でお茶の生産ラインが停止していますが、２１日に再
開予定だということです。

朝日新聞DEGITAL 2016年
4月15日14時56分

約３０品目の飲料を生産。炭酸飲料「リアルレモン」の
生産ラインで原材料を混ぜる調合タンクが破損。復旧
には３日ほどかかる見通しで、この間の生産は停止す
る。

リアルレモンは同工場の生産量の２割を占め、近畿以
西のエリア向けに出荷。他の商品の生産ラインには影
響なく、通常生産を始めている。

4月18日に「熊本地震
に伴う当社グループへ
の被害状況について」
（第2報まで）をHPに発
表

フジクラ製造

熊本県大
津町（製
造販売事

業所）

24

井関農機製造
熊本県益
城町（製
造所）

23

4月15日から18日まで
「熊本県熊本地方で発
生した地震の影響に
関するお知らせ」（第２
報まで）などをHPに発
表

ローツェ製造
熊本県合

志市
25

4月15日から20日まで
「平成28年熊本地震に
よる被害状況につい
て」と「平成28年熊本
地震による影響に関
するお知らせ」を随時
HPに発表

未発表（HP)
コカ・コーラ

ウエスト
製造

熊本県熊
本市（工

場）
26
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サントリーホームページより
（4月18日）

ビール類、清涼飲料を製造しているサントリー九州熊
本工場（熊本県上益城郡嘉島町）は、現在、操業を停
止しています。

余震の影響もあり、操業再開までは、しばらく時間がか
かる見込みです。このため、当社製品の供給において
は、当面は出荷遅延等の影響が予想されますが、今
後の安定供給を図るため、既に他工場での増産体制
に入っています。

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

同社の九州熊本工場（熊本県嘉島町）で設備点検の
ため、15日に操業を停止。

点検後も設備の破損、倒壊はみつかっていないが、そ
の後も余震が続いているため引き続き点検作業を行
い、18日も稼働はしない方針。従業員の全員無事は確
認済み。在庫は十分あるため、当面の補給は問題な
いものの、「道路など物流インフラ次第では影響が出る
可能性はある」（同社）。

毎日新聞オンライン 経済
最新の経済ニュース 企業・
産業 2016年4月16日23時
23分（最終更新4月16日23
時28分）

サントリーの九州熊本工場（嘉島町）でもビールや水、
コーヒーなどの生産がストップ中。卸売業者への出荷
停止や遅延が起きている。

ニュースイッチ2016年4月15
日12時30分更新【熊本地
震・企業動静】

同社の九州熊本工場（熊本県嘉島町）は人や事務所、
工場の被害はないが、稼働を停止して点検中。

再稼働は現状未定。

28
熊本県宇
城市（工

場）

毎日新聞オンライン 経済
最新の経済ニュース 企業・
産業 2016年4月16日23時
23分（最終更新4月16日23
時28分）

製造 山崎製パン

山崎製パンの熊本工場（宇城市）は、１４日夜の地震を
受けて生産停止後、１５日夕方から順次製造を再開し
ていたが、１６日未明の地震を受け、再度操業を停止
した。

１７日から製造を再開する予定だが、「余震の状況次
第でどうなるかはわからない」（広報）という。

未発表（HP)

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

熊本工場（熊本市西区）と合志米粉工場（熊本県合志
市）の生産ラインを停止中。安全確認や情報収集を
行っており復旧時期を検討している。

熊本製粉ホームページより
（4月15日）

現時点において、本社建物の被害はありません。しか
しながら、製造設備の一部に被害がありました。また、
製品保管倉庫において、一部の製品に破損等が発生
しております。

配送業務に支障をきたす可能性があります。

4月18日に「平成28年
熊本地震への対応に
ついて」などをHPに発
表

サントリー
ホールディ

ングス
製造

熊本県嘉
島町（工

場）
27

4月15日に「「平成28年
熊本地震」の影響に関
するお知らせ」をHPに
発表

熊本製粉製造

熊本県熊
本市、合
志市（2工

場）

29
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日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月20日

球磨焼酎メーカーの高橋酒造は太良木町と人吉市の
両工場とも設備の被害はなかった。高橋昌也専務は
「商品の出荷は東京や関西、東北エリアは共同配送セ
ンターなどから配送しており問題ない。ただ九州から中
四国エリアには配送の日程が通常より数日遅れるなど
影響が出ている」という。

高橋酒造ホームページより
（4月15日）

幸いなことに高橋酒造の全従業員は無事であり、人吉
本社工場、多良木工場、白岳伝承蔵等の施設、設備、
原酒等にも大きな被害はなく、現在、社員一丸となり、
一日でも早く通常出荷ができる体制に復旧できるよう
努力を続けております。今回の地震の影響により、皆
さまからお問い合わせいただいております配送状況で
すが、地域によっては交通機関・道路・運送業者等の
機能が麻痺しており、商品の配送に通常より多くの時
間かかる場合がございます。

再春館製薬所ホームペー
ジより（4月20日）

このたびの地震の影響により、フリーダイヤルの営業
および発送業務は引き続き停止させていただいており
ます。

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

１７日もコールセンター社員の出社を引き続き停止し
た。通常であれば年中無休で運営している通信販売の
注文受け付けは、１５日午後から停止した。交通状況
の混乱などで商品の配送にも遅れが出ている。生産設
備も損傷し工場も稼働を停止しており、再開の見通し
は立っていない。

朝日新聞DEGITAL 2016年
4月15日14時56分

通信販売化粧品の「ドモホルンリンクル」で知られる。
生産設備の一部や製品を保管する棚が倒れるなどの
被害が出た。復旧に向けて作業を進めているが、現時
点で再開時期は未定。地震発生時は工場は稼働を終
えており、従業員にけがはなかったという。（午後２時
現在）

32
熊本県熊
本市（営
業所）

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

製造 テルモ

熊本の営業オフィス（熊本市中央区）で通常の営業活
動を中止し、現地の状況確認、情報収集など震災対応
を優先している。通常営業の再開時期は現時点で未
定。

未発表（HP)

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

ゴムクローラや高圧ホースを生産する熊本工場（熊本
県玉名市）は生産を再開していない。建屋、設備、従業
員に大きな被害はなかったが、余震が続いており、生
産活動ができないと判断した。顧客への製品供給は、
在庫で対応している。今後の再開は「余震の状況によ
りけり」（担当者）としている。

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3次44分配信

玉名市にある工業用のゴムホースなどを製造する工
場の稼働を停止しています。

4月15日に「熊本地震
に伴うお見舞いとお知
らせ」をHPに発表

高橋酒造製造
熊本県人
吉市（工

場）

九州の物
流

30

4月15日に「地震によ
る被害・配送について
のお知らせについて」
と4月16日に「地震に
よる影響について」を
HPに発表、20日まで
ホームページで特設
サイトを設置。業務再
開の情報はFacebook
で公開

再春館製薬
所

製造

熊本県益
城町（工
場、コー
ルセン
ター）

31

未発表（HP)ブリヂストン製造
熊本県玉
名市（工

場）
33
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東京応化工業ホームペー
ジより（4月20日）

地震発生に伴い、阿蘇工場（熊本県阿蘇市）は建物に
大きな損害はありませんが、現在も停電が継続してい
ます。

本社に対策本部を立上げ、生産活動に向けた点検、
調査を継続しております。

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

阿蘇工場（熊本県阿蘇市）は引き続き停電中。本社の
対策本部で、生産再開に向けた点検・調査を続けてい
る。

35
熊本県御
船町（工

場）

繊研Plus「熊本地震、FB関
連企業の被害状況」 2016
年4月15日14時32分更新

製造 龍田紡績
同社の熊本工場が人的被害はなかったものの、現在
操業できていない状態。内屋根が落下し、機械にも被
害がでているという。

周囲の交通網も麻痺している状況で、再開のめどはま
だ立っていない状態だ。

未発表（HP)

金剛ホームページより（4月
20日20時）

懸案となっておりました塗装設備については、ほぼ復
旧が完了し明日の試運転に向けて準備が整いました。
一日も早く全設備の回復を遂げ、平常生産を再開させ
られるよう引き続き尽力して参ります

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月16日16:15更新

連続した揺れで本社工場に被害があった。今後、製品
の出荷などに影響する可能性がある。同社は図書館
の棚などのメーカー。

37

熊本県熊
本市

（LPG基
地）

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

製造 岩谷産業

１６日未明の地震を受けて現地対策本部を熊本県から
福岡県に移した。熊本市南区の液化石油ガス（ＬＰＧ）
３次基地「熊本ＬＰＧセンター」と、一般高圧ガス供給拠
点「熊本ガスセンター」に損傷はないものの、余震が続
く現状を踏まえて稼働は停止中。二次被害を防ぐた
め、シリンダー配送も休止している。再開は未定。

未発表（HP)

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月20日

熊本市内に主要生産拠点がある生産設備メーカーの
平田機工は工場内の壁や天井の一部がはがれ落ち、
部品加工機械の一部で調整作業が必要になった。し
かし生産への影響は軽微。ただ今後は交通網の分断
による影響が出てくる可能性が否定できないという。

平田機工ホームページより
（4月18日）

工場内の壁、天井等の一部剥落等や、部品加工機の
一部で調整作業を要する等の状況となっております
が、弊社グループ単独の生産への影響は軽微であり
ます。ただし、地震の範囲が広く、交通網の分断等に
よる影響が出てくる可能性については否定できませ
ん。

4月15日から20日まで
「熊本県地震による当
社グループへの影響
に関するお知らせ」
（第６報まで）をHPに
発表

東京応化工
業

製造
熊本県阿
蘇市（工

場）
34

4月15日から20日まで
「熊本県熊本地方で発
生した地震の影響に
関するお知らせ」（第3
報まで）をHPに発表

平田機工製造
熊本県熊
本市（工

場）
38

4月20日まで「「熊本地
震」関して」をHPに随
時更新

金剛製造
熊本県熊
本市西区
（工場）

36
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日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月20日

メッキ加工のオジックテクノロジーズ（熊本市西区）は
「毎朝、社長が社員を励まし、勇気づけながら復旧を急
いでいる」。アルマイトメッキラインなどは早ければ２、３
日、他のメッキラインもおおむね１週間以内の復旧を見
込んでいる。

オジックテクノロジーズホー
ムページより（4月19日）

まだまだ余震が続いておりますので、状況を見ながら
の復旧作業ですが、今週中には一部のラインを再稼働
できそうです。

40 九州全域
ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

建設
大和ハウス

工業

熊本県内で２４日まで、九州全域でも１８日までの工
事休止を決めた。一部の工事現場では建設資材が落
下する被害が発生している。熊本支店（熊本市東区）
は停電、断水が続き使用できない状況。国・県からの
依頼があれば、速やかに応急仮設住宅の建設に着手
できるよう準備を進めている。

4月15日に「震災に関
するお知らせ」をHPに
発表

ニュースイッチ2016年4月19
日16時30分更新【熊本地
震・企業動静】各業界の最
新情報

一般用医薬品の流通を手がけるアルフレッサヘルスケ
アの九州物流センター（熊本市南区）が出荷を停止し
た。余震が続いており、安全を確認中。他県の物流セ
ンターからの商品供給を順次始めている。医療用医薬
品を担当するアルフレッサの拠点については道路事情
などで一部に商品供給遅延の恐れがあるものの、通
常の営業体制をとっている。

アルフレッサホールディン
グスホームページより（4月
15日）

当社グループ会社のアルフレッサ株式会社の営業拠
点における商品供給体制に問題は生じておりません。
また、アルフレッサ ヘルスケア株式会社における九州
物流センター（熊本県熊本市）では、一部商品の落下
が発生しており、現在一両日中を目途に復旧作業を
行っております。

産経WESTオンライン
2016.4.15.19.11

医薬品卸売会社の同社は、糖尿病向け医薬品を製造
する熊本県宇土市の子会社の工場で生産を取りやめ
た。設備点検を進めており、生産再開には１週間程度
かかるという。

スズケンホームページより
（4月15日）

子会社である株式会社翔薬においては、熊本県の熊
本支店と八代支店で商品の落下等がございましたが、
他の拠点からの支援などにより、商品の安定供給に最
大限努めております。
子会社である株式会社三和化学研究所の熊本工場に
おいては、建物への被害はありせんが、現在、製造設
備の点検を行っております。現在保有している在庫に
より製品の安定供給には問題はありません。

4月15日に「熊本県熊
本地方を震源とする地
震の影響に関するお
知らせ」をHPに発表

アルフレッサ
ホールディ

ングス
流通

熊本県熊
本市（物
流セン
ター）

41

4月15日から19日まで
随時HPに発表

オジックテク
ノロジーズ

製造
熊本県熊
本市西区
（工場）

39

4月15日に「熊本県を
震源とする地震の影
響に関するお知らせ」
をHPに発表

スズケン卸売

熊本県宇
土市（子
会社の工

場）

42
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イズミホームページより（4
月19日）

熊本県内において、ショッピングセンター「ゆめタウン」
で７店舗及び食品スーパー「ゆめマート」で26 店舗を
展開しており、一部で外装及び内装に損傷等の被害が
発生しております。現時点において、「ゆめタウンはま
せん」、「ゆめタウン光の森」及び「ゆめタウンサンピア
ン」並びに「ゆめマート」の 14 店舗が館内における営
業を休止し、一部の店舗を除き屋外において食品等を
中心に販売を行っております。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

同社は熊本県内にある９店のうち熊本市内の２店で15
日は終日営業は取りやめる。天井が落ちて来店客へ
の安全確保が難しいため。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

同社は17日、熊本県と大分県にあるグループのスー
パーなど27店を休業。

イオン熊本店（熊本県嘉島町）など一部店舗では16日
に引き続き、店舗前の駐車場で食品や水の販売をし
た。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

イオンモール熊本（同県嘉島町）とイオン宇城（同県宇
城市）が被災。店内での販売を休止して店の前で一部
の商品に限り扱っている。

4月15日から19日まで
に「熊本県熊本地方で
発生した地震の影響
に関するお知らせ 」
（第2報まで）などをHP
に発表

熊本県
（店舗）

43 イズミ小売

未発表（HP)イオン小売
熊本県、
大分県
（店舗）

44
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