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取締役・監査役および執行役員

「形（制度づくり）」よりも「効果（実際の運営）」を重視した経営管理体制の下、

つばきグループは「グローバル・ベスト」を実現していきます。

福永 喬
代表取締役会長

長 　勇
代表取締役社長

金平 誠
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専務執行役員
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開発・技術センター管掌
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取締役　
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京都工場長

兵庫工場長

藤原 透
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常務執行役員
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埼玉工場長
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執行役員

マテハン事業部長

グローバル・ベスト推進担当

矢嶋 英敏
社外取締役

常勤監査役
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執行役員

椿本 茂也

酒井 俊光

春名 秀昭

牛田 雅也

（2009年6月26日現在）
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コーポレート・ガバナンス

	「小さな意思決定機関」と「円滑な業務執行」

　為替相場や需要動向などの事業環境が目まぐるしく移り

変わる一方で、技術革新がますますスピードアップする時代

です。こうした中で、企業を持続的に成長させていくには、

迅速かつ的確な「意思決定・戦略立案」と「円滑な業務執行」

が不可欠となります。

　このような考え方の下、当社グループでは、取締役会を7

名*（2007年度比2名減）の小さな体制とすることで、著し

い環境変化に機敏に対応しています。一方で、それぞれの事

業分野で優れた知見を持った15名*の執行役員が、専門性

や特殊性を生かして円滑に業務を執行しています。

*執行役員15名のうち4名が取締役を兼ねています。

	積極的・自主的に「社外の力」を活用

　取締役のうちの1名を社外取締役、監査役（4名）のうちの

2名を社外監査役として、中立性・客観性を高めた経営と経

営の監視を実現しています。また資本市場に対しては、適時・

適切な情報開示を通して「経営の透明性」を確保する一方

で、単なる情報提供にとどまらず、むしろ積極的に経営に対

する資本市場からのフィードバックを取り入れる、いわゆる

「双方向コミュニケーション」を推進しています。例えば年2

回の決算説明会では、当社側からのプレゼンテーションの後

に、投資家やアナリストからの質疑応答や意見交換の時間を

十分に設けるよう心がけているほか、工場見学会・スモール

ミーティングなどを通して、資本市場と当社グループの役員

や幹部社員が直接コミュニケーションできる機会を増やし

ています。また株主総会終了後に株主と当社役員との懇談会

を開催。株主に対して当社側からの一方的な報告や説明を行

うだけでなく、貴重なご意見も十分にいただきながら、直接

的な対話が行えるよう努力しています。

コーポレート・ガバナンス体制図
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	企業倫理の確立

　当社グループでは、2002年にグループ共通の行動指針と

して倫理綱領と倫理心得を制定し、倫理ヘルプライン（相談

窓口）を設置しています。同ヘルプラインは、法令違反や社

内規定違反を未然に防ぐため、通報や相談を行いやすいよう

に社内と社外の2つの受付窓口を持っています。また倫理綱

領の周知徹底を目的として、2005年度以来、毎年2月に「企

業倫理強化月間」を実施しています。

　一方、グループが一丸となって、下請業者との公正な取引

を徹底するために、国内グループ会社13社の調達担当者を

対象に、毎年定期的な研修も行っています。

	個人情報保護と情報セキュリティの強化

　2005年4月に、「個人情報保護方針」、「個人情報取扱規定」

を制定し、グループを挙げての個人情報保護に継続的に取り

組んでいます。従業員への教育研修を継続することはもちろ

ん、内部監査の定期的な実施などを通して、その実効性を上

げるように努力しています。

　また、当社グループでは、2005年度以降、営業秘密取扱・

保全規定の改訂や、秘密保持誓約書の取得および電子情報 

セキュリティ規定の改訂などを通して、セキュリティ強化の

諸対策を実施してきました。

	内部統制

　当社グループでは、「内部統制基本方針」、「内部統制規定」

を制定し、（1）会社法の定めによる内部統制活動（2）金融商

品取引法の定めによる内部統制活動（3）つばきグループの

自主的内部統制活動の3つを内部統制活動の柱としていま

す。この3つの活動により、事業活動における法令および企

業倫理の順守とリスクマネジメントを確実に行いながら、決

算・財務報告の信頼性を確保すると同時に業務の効率化を促

進しています。

　また、金融商品取引法の定めによる内部統制活動の初年度

にあたる2008年度は、財務報告に関わる統制上のポイント

について整備および運用状況を評価しました。その結果、「内

部統制報告書」において、財務報告に係る内部統制は有効で

あることを報告しました。

コンプライアンス・内部統制

つばきグループを取り巻くステークホルダーとの関係

モノづくりのための知恵・労働力

人権尊重、人材育成
生活を保証し、働き甲斐のある
イキイキとした職場の提供

資本の提供

原材料や部品などの納入

業績の向上、株価の上昇、
安定的な配当、
株主価値の向上

事業活動をする場所

環境保全、経済効果、寄付、
ボランティア、地元住民の採用

受注の継続、受注量の確保、
公正・公平な取引

商品・サービスへの対価、
新技術、新商品のヒント

高品質、安全、低価格、
環境に優しい、実用性の高い商品の提供

公正で自由な競争の場を提供、社会秩序の維持

法令順守、納税

従業員

株主・投資家

仕入先・取引先

顧客

地域社会

国・行政
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環境保全・社会貢献活動

	本活動への基本的な考え方

　2008年4月に、当社グループでは、つばきミッション・ス

テートメントの企業行動指針（OUR VALUE）を改訂し、事

業活動を通しての地球環境保全や、企業市民としての地域社

会への貢献などを明記しました。私たちは、これまでモノづ

くりを通して培ってきた「愚直にコツコツ」という精神をこ

れらの活動にも生かすことで、社会の一員として責任を果た

していきます。

	環境保全・省エネへの対応

環境配慮商品～モノづくりを通じた社会貢献

　つばきグループは、本業であるモノづくりを通して、地球

環境の保護と資源の節約に貢献しています。

　例えば2008年6月に販売を開始した「ジップチェーンリ

フタ」。ジップチェーンは、2本のチェーンがジッパーのよう

に噛み合うことで１本の「柱」となる新開発のチェーンで

す。ジップチェーンリフタは、このジップチェーンにより直

接昇降推力を伝達する画期的なリフタで、従来の電動・油圧

式リフタに比べ、3～10倍の高速昇降、長寿命化（繰り返し

寿命）を実現。さらには、従来の油圧シリンダ方式に比べ約

20%の消費電力削減、かつ、油圧付帯設備が不要となるこ

とによるメンテナンス工数の大幅な実現につながります。効

率化・環境ニーズの高い自動車生産工場で、すでに100台以

上が稼働中です。

　これ以外にも、自動車の排ガス削減や燃費の向上に貢献す

る高性能・高精度の「タイミングチェーンドライブシステ

ム」、低騒音・低発塵を特長とするケーブル･ホース支持案内

装置「ケーブルベヤTKR形」など、小形・軽量化、高効率化、

静音化、長寿命化を切り口に、お客様の環境負荷低減、環境

改善に貢献しています。また有害化学物質削減の一環と 

して、商品のRoHS指令*1・ELV指令*2への対応、欧州

REACH規制*3への対応を進めています。

1. RoHS指令 ： 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関す

る指令

2. ELV指令 ： 自動車の廃車に伴う廃棄物削減と環境負荷低減をめざし

た、廃自動車に関するＥＵ規制

3. REACH規則 ： 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則

新開発のジップチェーンを採用したジップチェーンリフタ

ジップチェーン
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	生産現場では～温暖化対策と廃棄物の再資源化

　例えば椿本チエイン埼玉工場では、2007年度にテンショ

ナ製造建屋の暖房機燃料をA重油から都市ガスへと転換し

ています。これにより年間85tのCO2排出が削減されました。

また、同工場では、チェーンのリンクプレートをプレスで 

打ち抜く際に使用する加工油を、ろ過装置等を通して月間

2,800リットルもの廃油の再資源化を進めています。

	環境教育

　2008年度より、毎年6月を「つばきグループ環境強化月

間」と定め、全員の環境保全への意識を高め、行動への契機

とするための活動を展開しています。期間中、環境教育や職

場ミーティング、工場周辺の清掃や自治体の環境月間イベン

トへの参加など、「愚直にコツコツ」の精神で身近な活動に

取り組みました。

	地域社会とのつながり

地域社会の一員として、地道な活動を実施しています

　例えば2008年8月には、京田辺工場において小学生とそ

の保護者を対象とした「第1回 京田辺工場親子工場見学会」

を2日間にわたり開催、2009年も7月から8月に計3日間開

催しました。同工場見学会では、稼働中の機械設備を間近で

見学したり、チェーン部品を実際に組み立ててその長さを競

うなど、五感を使って「モノづくりの楽しさ」を実感してい

ただきました。

　同工場では、これ以外にも、ベテランのエンジニアが地元

の高校を訪問し旋盤作業の特別指導を行うなど、地域に根ざ

した活動を推進しています。

　このほか、兵庫工場では地元中学生の就業体験学習「トラ

イやる・ウイーク」に2名を受け入れ、5日間、製造現場でモ

ノづくりを体験していただきました。
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