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お客様とつばき
つばきグループは、お客様の期待に応え、
信頼関係を築くことを最重要課題の一つと考えています。

社会性報告

■品質保証体制、品質マネジメント
　つばきグループは、「品質不良ゼロ」を全社品質方針として設定し、そ

の実現を目指しています。

　安全で優れた品質の製品・技術・サービスを提供していくために、社

長を品質保証最高責任者とする全社品質委員会を毎月1回開催し、グ

ループ全体の品質マネジメントを統括しています。グループの各事業所

はISO9001規格に基づく品質マネジメントシステムを構築しており、こ

れらの効果的な運用と継続的改善により、お客様に信頼される製品を提

供し顧客満足向上に努めています。

■調達基本方針
　椿本チエインは「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」

の分野において世界のお客様にベストバリューを提供することを使命とし

幅広く事業を展開しています。

　このような事業に必要な広範囲にわたる諸資材を調達するにあたり、国

内外の仕入先様・お取引先様のご協力の下、以下の基本方針に基づき活

動を展開しています。

■お客様のサポート体制（マテハン事業部）
　毎日多くの物を運ぶ機械装置とそれをコントロールする制御機器には

寿命があります。そのため適切な｢メンテナンス｣があって、安定した稼動

をお約束できます。

　マテハン事業部の『つばきメンテナンスサービス』は、予防保全という

観点から、その経験と人財をフルに生かし高品質で迅速なサービスを提

供します。

リモートメンテナンス
電話回線によりＣＰＵと接続し、いつでも

設備の状態が把握でき、異常自動発報・追跡調査・
復旧のアドバイスを行います。

会員証
会員の方は、24時間オンコールサービス、
年2回の巡回サービス、点検修理の
優遇サービスを得られます。

定期点検契約
設備の定期点検により劣化した
部品の交換を行い設備故障を

事前に予防します。

長期保証
長期保証書

アドバイスや点検を行うとともに
契約期間内に発生する種々の
故障を迅速に復旧いたします。
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Topics

埼京ダントツ＊1活動始動
　トヨタ自動車株式会社様の指導を受けて埼玉工場（自動車部品事

業部）では2004年度からモデルラインを決めて工程内不良ゼロを

目指す「ダントツモデル工程活動」を展開し、大きな成果が上がりま

した。これを受けて、「ここで培ったノウハウを京田辺工場（チェーン

事業部）にも展開できる」とのトップの判断により、2008年12月、

埼玉と京田辺工場で両事業部合同のダントツ活動をスタートさせまし

た。「埼玉と京田辺がタッグを組んだ最強（埼京）の品質活動」を行っ

ていきます。

1． 公正・公平な取引
2． 相互発展
3． 開発購買の推進
4． 法の遵守（機密保持）
5． 環境重視（グリーン調達）

●調達基本方針

朝市＊2（埼玉工場）

新設ダントツルームでの朝市（京田辺工場）

＊1ダントツ：断然トップの略です。
＊2朝市：前日の不良品・落下部品などを検証し対策を話し合う始業直後のミーティングです。

●マテハン事業部「つばきメンテナンスサービス」の事例
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椿本チエインでは、ステークホルダーへの責任として、適時、公平、正確かつ継続的な情報開示を重視し、実施しています。
特に、株主・投資家の皆様に対しては、「ディスクロージャーポリシー」を定めて積極的な情報開示に努め、
経営の透明性を高めることを基本に様々なＩＲ活動を実施しています。

■ディスクロージャーポリシー

株主・投資家とつばき
タイムリーで公平な情報開示と企業価値向上に努めています。

■ＩＲ活動
　機関投資家･アナリストの皆様に対しては、年２回の決算説明会、およ

び個別訪問や工場見学会を通じて、経営の状況を説明しています。これら

ミーティングは、一方的な情報発信にとどまらず、質疑応答や意見交換を

通じての「双方向コミュニケーション」を目指しています。

　また、個人投資家の皆様に対しては、２００８年８月に東京ビッグサイト

で、２００９年２月に京セラドーム大阪で開催された「個人投資家向けＩＲ

フェア」に出展しました。より多くの方々に当社グループの事業内容や経

営方針を理解していただくため、ブース内で約１５分のミニ説明会を実施

して、当社のファンづくりに努めました。

■ホームページによる情報公開
　決算短信、決算説明会資料はじめ、投資判断に関わると思われる情報

については、ホームページ上でのスピーディな開示に努めています。これ

らは、「株主・投資家向け情報」として、日本語と英語で情報公開し、国内

外の投資家の方々に配慮しています。

　また、2009年４月には、企業紹介コンテンツ「つばきなび」をオープ

ン。チェーンの基礎知識をはじめ、製品やモノづくりへの思いなどをわか

りやすく紹介しています。

　今後も「株主・投資家向け情報」の内容充実を図り、適時、公平、正確

な情報開示により、一層透明性の高い企業を目指していきます。

■株主総会の実施
　２００９年6月26日に第１００回定時株主総会を開催しました。株主総

会では、「わかりやすい株主総会」となるよう、事業報告や決算報告内容

の一部をグラフや写真などで表示し、議長の説明を補足しています。株主

総会終了後には懇談会を開催し、株主の皆様の貴重なご意見をいただき

ながら、当社経営陣と直接的な対話ができるよう努めました。

　また、懇談会場には、当社主要製品であるタイミングチェーンドライブ

システムを組み込んだ自動車エンジンカットモデルなど製品の展示・説明

を行い、当社製品や技術への理解を深めていただきました。

決算説明会

株主総会 懇談会会場（製品展示）個人投資家向けIRフェア

企業紹介コンテンツ「つばきなび」http://www.tsubakimoto.jp/specialURL
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企業紹介コンテンツ「つばきなび」



17 椿本チエイン 環境・社会報告書 2009

従業員とつばき
従業員が自分の能力を最大限に発揮できるよう、職場環境の整備に努めています。

社会性報告

■人権尊重
　椿本チエインでは、採用時から国籍、信条、性別、宗教、身体的特徴な

どによる差別的取り扱いを禁止し、従業員が互いの人権・人格を尊重し、

信頼しあいながら働ける労働環境づくりに努めています。

　定期的な研修や、社内報を通じて人権を尊重する風土を醸成し、特に

毎年2月は「企業倫理強化月間」としてセクシャルハラスメント、パワーハ

ラスメントなどに対する人権啓発活動を積極的に展開しています。

　また、社内通報窓口として、「倫理ヘルプライン」を設置することで、従

業員からの個別相談への対応や個人情報取扱規定に従った、従業員個人

の情報の保護にも万全を期しています。

■仕事と家庭の両立支援
　法律で定められた育児・介護休暇制度はもとより、失効する有給休暇

を積み立てて介護などの特定事由で取得できる制度を導入したり、育児・

介護休職などを取得しやすい環境を整えることにより、従業員が仕事と育

児・介護などの家庭生活とを両立しながら働ける職場環境の整備に取り

組んでいます。

　また、フレックスタイム制、裁量

労働制などの導入により勤務時間帯

の自由度を高めることで、効率的な

働き方の推進を図るとともに、連続

休暇の取得奨励などによる有給休

暇取得率の向上、労働時間の短縮

にも取り組んでいます。

■人事制度
　椿本チエインは、公明性、透明性、納得性を基本に、従業員にとって働

きがいのある人事制度の構築を目指しています。具体的には、明確で客観

的な基準を示し、従業員の努力を処遇面に反映することが納得と意欲向上

につながると考え、役割を基準とした資格・賃金制度、企業業績の反映度

を高めた業績連動型賞与、絶対評価などの仕組みを取り入れています。

　また、定年退職者の再雇用制度により、定年後の生活安定を確保する

とともに、2008年度からは、再雇用について短時間、短日数勤務制度

を導入するなど従業員が働きやすい制度づくりにも力を注いでいます。

■研修制度
　つばきグループでは、研修制度の基本姿勢を「従業員が社会的に評価

される職務遂行能力を備えることを支援する」として、専門知識やスキル

を高め成果に結びつけるためのプログラムを充実させています。

　研修は新入社員研修をはじめとして、全社制度の理解や個人の役割に

ついて再認識を図る階層別研修、またレベルごとに実施される専門的な

機能別研修があり、その他自己啓発の支援として英会話教室の実施や通

信教育の補助なども行っています。

　また、近年心の病により休職に至る事例が増えていることを考慮し、メ

ンタルヘルス研修も充実させているところです。

　従業員一人ひとりがキャリアプランを描き、能力を備え、成果をあげる

ことを全面的にサポートするために、引き続き体制を整えていきます。

■メンタルヘルスへの取り組み
　メンタルヘルス問題やいろいろな悩み事相談に対しては、専任の産業カ

ウンセラー、キャリア・コンサルタントがグループ会社を含む全従業員に

対応しています。「なんでも相談室」は京田辺工場、埼玉工場に常設され、

相談のみならずメンタルヘルス問題に取り組み、予防、早期回復、職場復

帰、再発防止や幹部職を含めた階層別研修を継続的に実施しています。

　また、病気で休んだ従業員の職

場復帰に際して復職プランの作成

やリハビリ出勤のフォローなど個

人レベルの援助などもきめ細かく

行っています。一人ひとりが能力を

十分発揮できるよう、キャリア・コ

ンサルタントが対応しています。

■障害者雇用
　椿本チエインでは、障害者の雇用機会の拡大に努めています。能力や

適性を生かした業務に従事できるよう職場環境の整備を行い、製造現場、

管理事務、健康管理など幅広い職場で障害のある方が働いています。全

従業員数に占める障害者の割合は、

従業員数の増加や、障害者の定年

退職の影響もあり、2009年度は

1.66％と法定雇用率の1.80％を

下回る結果となりました。今後、法

定雇用率を達成し、さらに増員でき

るよう努めていきます。

有給休暇取得率

障害者雇用率
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「なんでも相談室」メンタルヘルス講義
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つばきグループ目標
̶安全で、明るく・生き生きした職場づくりを目指す̶
労働災害：ゼロ、有所見率：全国平均以下

■従業員との対話（労使関係）
　椿本チエインでは、労使の対話を重視しており、労使が協同して職場環

境の整備や労働条件の改訂などに取り組んでいます。労働組合はオープ

ンショップ制で、加入資格のない新入社員などを除けば、一般従業員の加

入率は97％です。会社や労働組合には多くの従業員の声が職場懇談会

などで集められ、活動に反映されます。

　2008年度後半は、景気が激変したことから労使が不況対策の臨時的

措置について重点的に協議しました。

　労使対話の場としては、毎月開催の労働協議会のほか、労働組合と会社

トップの直接対話の場や部門別懇談会を定期的に設け、労使委員会を設

置して個別課題に議論を尽くすことにより、問題解決に取り組んでいます。

■労働安全衛生

　２００９年2月「つばきグループ安全衛生会議」を開催し、グループの理

念である「人間性尊重」を再確認し、今後３年間の安全衛生活動の方針と

目標を策定しました。現在、体感教育・ＫＹＴ＊1に注力し、一人ひとりが「怖

さを知り、危険を予知した行動をとる」ことを進めています。

　今後、継続してリスクアセスメントによる設備および作業のリスク低減

を図るとともに、作業環境の改善を進めて「危険ゼロ職場」と「快適職場」

の達成を目指します。

■従業員の健康管理
　2008年度より、特定健診、特定保健指導（通称メタボ健診）が始まり

ました。これは、生活習慣からくる疾病を予防するため生活習慣の改善

に取り組んでもらい、疾病の予防をしようとするものです。椿本チエイン

健康保険組合では、家族を含めて2012年度に、メタボ健診の受診率を

81％に高め、ハイリスク者＊4の比率を10％以上低減させることを目標

として取り組んでいます。

　2008年度のメタボ指導は、指導機関を選定した後、数事業所のハイ

リスク者150名に実施しました。その結果、指導を受けた人の60％に

改善傾向が見られた事業所もあり期待以上の成果が上がりました。

　2009年度は、全員の健康の維持増進に取り組むためこれまでの指導

の結果を確認し、効果的な指導方法、適切な指導内容などを充実させ、

ハイリスク者の比率を低減させます。

■グローバル人財の育成
　つばきグループでは、グローバルビジネスに対応できる人財を育成す

るため、GSD（Global Staff  Development）研修やGMD（Global 

Manager Development）研修を中心に、従業員に自己成長の機会を

提供しています。

　GSD研修では、社外から外国人講師を招き、一年間（約140時間）かけ

て行うことで、しっかりとした英語力

を身につけることを狙っています。

　また、自主活動も盛んで2008

年4月からは「つばきハングル・ス

タディ」がスタートし、週1回韓国

プロジェクトに携わるメンバーを中

心に、ビジネスに役立つハングル勉

強会を実施しています。 つばきハングル・スタディ

■社内活動
　つばきグループでは毎年、部署対抗・工場対抗のソフトボール大会や

テニス大会を開催しています。その他にも納涼祭やウォーキングなど、多

くのイベントを開催することで、従業員同士のコミュニケーション促進を

図っています。

納涼祭（ツバキエマソン京都工場）ソフトボール大会（京田辺工場）
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＊1 KYT：危険予知トレーニング

＊2 度数率：100万延実労働時間当たりの
　　　　　労働災害による死傷者数で、
　　　　　災害発生の頻度を表します。

＊3 強度率：1,000延実労働時間当たりの
　　　　　労働損失日数で、災害の重さの
　　　　　程度を表します。

労働災害の度数率・強度率
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＊4ハイリスク者：メタボリックシンドローム（予備群を含む）に該当する者のことです。
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　2009年6月に東京ビッグサイトにおいて開催された、「第13回機械

要素技術展」では、つばきグループ4社合同で、「環境負荷低減・太陽光発

電」のテーマで出展しました。つばきのコア技術をフル活用した製品を中心

に展示を行い、つばきの環境への取り組みと技術力をアピールしました。

社会とつばき
つばきグループは社会の一員として、地域住民との交流活動や地域社会への
貢献活動、情報発信を積極的に行っています。

社会性報告

■地域社会への取り組み

●夏休み親子工場見学会
　2009年度は、第２回夏休み親子工場見学会を京田辺工場で開催しま

した。開催日を昨年度より１日増やし、７月２３日（木）・８月４日（火）・５日

（水）の計３日間、各日４０名・計１２０名の募集に対し、前回をはるかに

上回る８０７名（３２２組）もの応募があり、「京田辺市につばきあり」が浸

透してきていることを実感しています。実際の現場で子供たちに説明する

側も、「チカラ」が入っており、趣向を凝らした紙芝居による説明や映像に

よるチェーンの使われ方など、様々な場面で工夫、改善を施し、子供たち

にわかりやすい内容としました。

　また、夏休みの開催ということもあってか、小学校の自由研究のテーマ

にと考えている親子が多く、必死になってメモを取っている姿が多く見ら

れました。今後も京田辺市民の方々に「親しまれる企業でありたい」と考

えています。

●職業体験・インターンシップの受け入れ
　つばきグループでは、地域社会への貢献活動として将来を担う次世代

の育成に向けた職業体験・インターンシップの機会を提供しています。

　ツバキエマソン兵庫工場では、兵庫県の公立中学校2年生全員を対象

とした、1週間の職業体験活動である「トライやるウィーク」で、2001年

から毎年生徒を受け入れています。

　2008年度は6月に、加西中学校より2名の生徒を受け入れました。1

日目は安全作業心得を学んだ後に総務や施設関係の仕事を、2日目以降

は作動機製造部で生産管理業務や組み立て係、加工係でモノづくりを実

体験してもらいました。

　また京田辺工場では、2008年10月に京都府立田辺高校から2名の

生徒をインターンシップとして受け入れました。3日間という短い期間で

したが、会社・工場の概要やチェーンの構造について、現場での組み立て

実習など、多くのことを学んでいただきました。最初は緊張のせいか、表

情も硬く声も小さかったのですが、次第に明るくなり普段の表情が見られ

るようになりました。今後も多くの生徒がチェーンに触れる機会を作るこ

とで、モノづくりの楽しさを伝えていきたいと考えています。

■主な展示会への出展
　つばきグループでは、世界各地

で開催される展示会へ積極的に出

展し、つばきの高い技術力や環境

への取り組みを紹介しています。

　2008年度は、4月に開催された

「ドイツ ハノーバーメッセ2008」

にマテハン事業部が初出展しました。

　新製品であるジップチェーンリフ

タの実機などを展示し、様々な国か

ら約250名のお客様に訪問してい

ただきました。

　また、10月には、つばきグループとしてアジア版ハノーバーメッセと

も言われる「PTCアジア2008」に出展し、「環境型社会へ貢献する

TSUBAKI」をテーマに、耐環境NEPチェーンやエコシリンダなどの環

境配慮製品を展示しました。

PTCアジア2008

第13回機械要素技術展

開催期間 展示会名

2008年04月21日～25日 ハノーバーメッセ2008

2008年09月09日～12日 国際物流総合展2008

2008年09月16日～21日 Automechanika

2008年10月07日～11日 東京パック2008

2008年10月27日～30日 PTCアジア2008

2008年10月28日～31日 国際粉体工業展東京2008

2009年04月15日～17日 TECHNO-FRONTIER2009

2009年06月24日～26日 第13回機械要素技術展
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職業体験（ツバキエマソン） インターンシップ（京田辺工場）

ハノーバーメッセ2008
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■外部表彰
　2008年11月に行われた「関

東地方発明表彰式」において、当

社特許の「チェーン伝動用テンショ

ナレバー」が発明奨励賞を受賞しま

した。

　発明表彰式は社団法人発明協会

が主催するもので、大正10年に創

設された伝統ある式典です。当社

特許が本表彰式で発明奨励賞を受賞するのは2年連続という快挙となり

ました。

　また2009年4月には、超高速・超高頻度運転が可能な昇降装置「つ

ばきジップチェーンリフタ」が、物流機械新聞社選定の「2008年物流機

械話題製品賞」を受賞しました。従来の昇降機では実現不可能であった

超高速・超高頻度運転を可能にした技術が評価されたもので、すでに自

動車工場の昇降機として100台以上が稼動しています。

■近隣企業との環境交流会
　埼玉工場では、環境コミュニケーションの一環として、同じ飯能市にあ

る新電元工業株式会社様との環境交流会を継続的に開催しています。

　2008年11月に行った交流会では椿本チエインから14名が訪問し、

環境への取り組み、CO2削減や廃棄物リサイクル事例などの説明をいた

だいたほか、工場内に設置された太陽光発電の外灯や、屋上に設置され

たヒートポンプの見学など、有益な情報交換を行いました。

■専門学校への技術支援
　第17回全国専門学校ロボット競技会において、つばきの「ジップチェー

ン＊」を搭載した浜松情報専門学校のロボットが見事優勝しました。ロボッ

トについた収納ケースを垂直に600mm以上押し上げる機構に採用さ

れ、ジップチェーンの特長である超高速・超高頻度運転がもたらす高速位

置制御の容易性が優勝をアシストしました。
＊ジップチェーン：つばきの技術を駆使した「押し・引き」ができる独自のチェーンで、
　　　　　　　 2本のチェーンをジッパーのようにかみ合わせることにより、
　　　　　　　 1本の強固な棒状になります。

Topics

災害時のリスクマネジメント
　埼玉工場で生産されるタイミングチェーンドライブシステムは、国内の

全自動車メーカーのエンジンに採用され、非常に高いシェアを占めていま

す。そのため、地震などの災害によって生産が停止した場合、自動車産業

のみならず日本経済にも大きな影響を及ぼすことになりかねません。

　椿本チエインでは、お客様に部品を安定的に供給することが、高シェア

製品を供給する企業としての社会的責任と考え、埼玉工場にある自動車

部品事業部を対象に事業継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）

の構築を進め「災害に強い企業」を目指しています。

　ＢＣＰとは、地震などの災害が発生した場合でも、重要工程を中断させ

ないこと、また例え中断しても最短の期間で業務を再開させるためにあら

かじめ、建物の耐震補強や分散生産などの対策を実施するものです。

関東地方発明表彰式

つばきジップチェーンリフタ

■寄付・協賛
　つばきグループでは、事業所があ

る各地域において開催されるお祭

り、スポーツ大会、自治会主催行事

などへの寄付・協賛を継続して行っ

ています。2008年度は、椿本バル

クシステムなどで四川大地震義援金

募集活動を行い、日本赤十字社を通

じて中国へ送りました。

　また、本社のある大阪・中之島周辺を中心に開催される「水都大阪

２００９」へ協賛しました。このイベントは、生命の源である水、人間活動の

場としての川をいま一度見直し、美しい「水の都」大阪の復興を広く伝える

プロジェクトで、８月から１０月まで各種イベントが実施されました。

四川大地震義援金募集活動
（椿本バルクシステム）

新電元工業（株）様との環境交流会
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優勝した浜松情報専門学校
の皆さん

「ジップチェーン」搭載ロボット ジップチェーン

「物流機械話題製品賞」受賞


