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非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

事業基盤の強化へ向けて
つばきグループは、「お客様に喜ばれるモノづくりを通して社会・経済の発展に貢献すること」を事業
活動、社会貢献活動の基本とし、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーション活動を通じてその期
待や信頼に応えていきたいと考えています。
　1917年の創業以来、受け継がれてきたこの想いが、「モノづくり力」や「人材マネジメント」の強化、
「地域社会」や「環境保全」への貢献といった、つばきの価値創造のドライバーとなっています。
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非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

つばきグループは、中長期にわたる企業価値向上へ向け、 
モノづくり力のさらなる強化を図っています。
　1つ目の要素「開発力」については、研究開発戦略・事業
戦略・知的財産戦略の三位一体の取り組みで製品の差別化
を推進しています。2つ目の要素「生産技術力」に関しては、

「ダントツ活動」などの品質・生産性向上活動により、品質不
良ゼロの実現を目指します。さらに、これらの成果を国内外
のグループ会社へ水平展開することで、グローバルベースで
つばきの「モノづくり力」を強化していきます。

技術優位性を支える研究開発と知的財産

つばきグループは、創業以来の主力商品であるチェーンの
動力伝動・搬送機能をベースに、パワートランスミッションお
よびマテリアルハンドリング技術を発展させ、今日のグロー
バルな技術優位性を確立してきました。
　研究開発を担当する開発・技術センター、各事業の技術
部門・生産技術部門のスタッフ総数は、グループ従業員の約
5％に相当する約360名です。さらには、横浜国立大学、大
阪府立大学、慶應義塾大学など外部機関とも密接に協力し、
最先端の技術開発を進めています。2012年度における研究

開発費総額は4,319百万円で、事業別ではチェーン783

百万円、精機322百万円、自動車部品2,374百万円、マテ
ハン839百万円となっています。
　新商品をはじめとする重要商品については、基本特許・応
用特許・製法特許のパテント網を構築し、知的財産の包括的
な保護・強化を図っています。こうした知的財産戦略等を背
景に、グループの特許保有件数は、国内・海外ともに年々増
加傾向にあります。

モノづくり力

基本方針・強化策

開発力の強化・向上

第一の価値創造ドライバー：お客様の要求品質に応えるモノづくり力
お客様の期待を上回る品質・価格・納期・環境対応を実現するのは、当社の技術優位性や知的財産戦略
の裏づけとなる「開発力」、ニーズに対応した高品質の商品をグローバルな生産体制のもと供給していく
「生産技術力」、これらをベースとしたつばき独自の「モノづくり力」です。
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自動車部品事業におけるモノづくり改革活動

自動車部品事業では、国内外すべての製造現場を対象に、
品質・生産性の向上を徹底する「ダントツ活動」を展開して
います。2012年度には200以上のラインで実施し、教育訓
練や技能伝承の場としても成果を上げました。
　この活動は2008年、トヨタ自動車株式会社のご指導のも
と、埼玉工場内のモデルラインにて、品質不良ゼロ・ライン
停止ゼロを目指す活動としてスタートしました。当社はここ
での成果を国内外の全製造会社に展開、さらには協力会社
（サプライヤー）の皆様に対しても相互研鑽の機会を提供し
ています。
　2013年2月には埼玉工場の新組立工場棟が竣工し、4月か
ら量産を開始しました。同工場棟は「ものづくり改革活動」と
して、Efficiency（高効率）・Economy（経済性）・Ecology（環境）、

そしてEmotion（感動）・Evolution（進化）の「5E改革」を徹底
追求、グローバルなモノづくりのモデル工場として機能してい
ます。

チェーン事業における技術共有化

チェーン事業では、日本に加えて米国・台湾・中国などグロー
バルな製造体制を構築しており、こうした体制の維持発展へ
向けて、つばきのモノづくり思想や品質意識を国境を越えて
共有する取り組みを続けています。
　国内の京田辺工場は、産業用チェーンのマザー工場として、
海外グループ工場と積極的に交流し、技術・技能・ノウハウを
共有しています。2012年度は、新たに稼働した中国・天津
工場から班長クラスを受け入れ、製造現場実習、品質・安全
研修などを実施しました。

生産技術力の強化・向上

「中期経営計画2012」におけるモノづくり基盤強化の取り組み

事 業 活動内容 成 果

チェーン 革新ラインの構築
ねらい ： 特定用途向けチェーンのコストダウン
効果 ：  技術革新による生産性向上 

高速化、同期化、インライン化、省人化

精機 ハイポイドモートル（減速機）の
中国生産集中

ねらい ：  中国での集中生産によりコストダウンを図り、日本、中国市場での 
競争力強化を図る

効果 ： 中国での売上拡大

自動車部品 ダントツ活動・ものづくり改革活動
ねらい ：  世界7極における生産性向上、コストダウン 

埼玉新組立工場は30％、埼玉工場全体で15％の生産性向上を図る
効果 ： 顧客要望による製品仕様変更等により、30-50％のコストダウン活動を推進中

マテハン モジュラーデザイン導入
ねらい ： 設計生産性（案件処理効率）の向上
効果 ：  リニソート（仕分けシステム）の出図枚数60％削減 

図面レス手配による間接工数50％削減
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埼玉工場新組立工場棟

京田辺工場で製造指導を受ける中国・天津工場からの実習生（写真右）



非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

積極的なグローバル化推進により、当社の連結売上高・生産高の海外比率は年々
上昇し、グループ全従業員の4割強は海外子会社の従業員。職種、職位の関係
なくグローバル化への対応が不可欠となっています。
　今後のつばきの価値創造を担う従業員には、当社の“モノづくりのDNA”を
受け継ぎつつ、既存の枠にとらわれない、柔軟でグローバルな発想が求められ
ます。こうした問題意識を踏まえ、当社では従業員に様々な研鑽の機会を提供
しているほか、働きやすい職場環境を整備し、個々のモチベーション向上を図っ
ています。

若手技術者育成の場「つばきテクノスクール」

当社では、職種別・階層別に実施する研修・能力開発等に
より、個々の従業員の知識やスキルの向上を図っています。
その１つ、「つばきテクノスクール」は、基礎技術をはじめ 

業務に直結した専門技術習得をねらいとする、若手技術者 

育成の場です。
　基礎技術や加工技術などを扱う「初級技術コース」、材料
工学や制御・情報工学等の「中級技術コース」、監督能力や

ノウハウ伝承能力向上をテーマとした「技能コース」など、
多彩なカリキュラムを用意。講師は担当分野の第一線にいる
幹部職やOBが務め、体験談を交えた当社オリジナルの講義
内容となっています。
　1998年4月の開校以来、半年間（48時間）の各コースを、
のべ6,400名が修了し、日常業務に生かしています。

「第1回つばき技能オリンピック」開催

2012年10月、京田辺工場などを会場に、「第1回つばき技
能オリンピック」を開催しました。競技では、グループの全事
業に共通する基礎技能をもとに、7つの種目を設定。国内グ
ループ会社から選抜された51名の精鋭たちが、3日間にわ
たって熱戦を繰り広げました。

　こうした試みが、従業員のモチベーション向上、事業部門
間の交流促進によるモノづくり基盤の一層の強化につながる
ことが期待されます。当社は今後この大会を毎年開催し、将
来的には海外子会社も加えたグローバルな大会に育ててい
く方針です。 （詳細はP15参照）

人材マネジメント

基本方針・強化策

人材育成

第二の価値創造ドライバー：グローバルビジネスを支える人材力
グローバルなモノづくり力とともに、高付加価値商品を提供していく上で重要な経営資源となるのが 
「人材」です。従業員の成長なくして企業の成長はありません。当社では若手技術者やグローバル人材
の育成に努めているほか、一人ひとりが「やりがい」「働きがい」を実感できるよう、公平な評価制度を構
築しています。
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安全で快適な職場づくり

つばきグループは、モノづくり企業として「安全」を何より最
優先に考え、労働災害の防止および従業員の健康増進に取
り組んでいます。2009年2月に
は「つばきグループ安全衛生会
議」を発足、リスクアセスメント
や安全衛生教育などを中心に活
動を推進しています。
　2012年度には、トップ自ら過
去の災害現場と対策を確認する
活動を開始。さらに、従業員一
人ひとりの「安全確認の意識づ

けと習慣づけ」を目的として「指差し呼称の実践」をグルー
プ共通行動目標に決定し、定着を目指しています。

ワークライフバランスの追求

椿本チエインでは、従業員が仕事と育児・介護などを両立し
ながら働ける環境の整備を推進しています。フレックスタイ
ム制や裁量労働制を採用し、勤務形態の自由度を高めるとと
もに、連続休暇の取得を奨励するなど休暇取得率の向上、
労働時間短縮にも積極的に取り組んでいます。また、育児・

介護休職を取得しやすい職場環境の実現、法定以上の休職
期間の設定、未消化のまま失効した有給休暇を積み立て、
介護など特定事由に際して再付与する制度など、従業員が
安定的に働くことのできる仕組みを構築しています。

グローバル人材の養成

当社ではグローバル人材の養成へ向けて、語学・ビジネスマ
ナー・異文化理解など、入社時から幅広い研鑽の機会を提
供しています。また、若手従業員を海外子会社へ1年間、研
修生として派遣する「海外トレーニー制度」を設けており、
2011年度は6名、2012年度は15名が同制度を利用してい
ます。

階層別研修の実施

このほか当社では、組織内での立場や役職に応じて、様々な研修を実施しています。

職場環境の整備

 詳しくはWEBへ！
人事評価制度や障がい者化雇用などの詳細は椿本チエイン環境・社会活動サイト
をご参照ください。

新入社員～入社3年目までの研修 一般社員への研修 幹部職（部長・課長クラス）への研修
• QC7つ道具研修 

   （グラフやデータの整理・分析スキルの習得）
• チームワーク向上研修
• 事業部別の新入社員研修（工場実習など）
• 新入社員集合研修

• 幹部職昇格前研修
• リーダーシップ開発研修
• 論理的思考力向上研修
• なぜなぜ分析研修

• 経営幹部研修
• 社外派遣研修
• SAT研修 

   （管理職に必要な基本的能力を習得）

労働災害件数（国内つばきグループ全体）
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社長自ら災害現場と対策を確認

「海外トレーニー制度」を利用したイギリス子会社への研修派遣



非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

当社はミッション・ステートメントにおいて「良き企業市民と
して地域社会の発展に貢献」することを掲げており、各国の
法令やルールを順守するだけでなく、地域社会との信頼関
係構築へ向けて積極的な活動を展開しています。国内では

地域に開かれた工場運営や次世代育成支援、海外グループ
会社ではチャリティ、ボランティア活動に注力するなど、その
活動範囲は多岐にわたります。

京田辺工場でのモノづくり体験

京田辺工場（京都府京田辺市）では、2001年に移転して
以来、地域に開かれた工場運営を目指し、関係自治体や地
域住民の方々との良好な関係構築に努めています。特に

京田辺市の協賛を得
て、2008年から開催
している「夏休み親
子工場見学会」は、
“私たちがどのような
企業か” をご理解い
ただく社会貢献型広

報活動の貴重な場となっています。
　次世代育成支援の観点も踏まえ、将来を担う子供たちに
モノづくりの楽しさを体感してもらえるよう、独自のプログラ
ムを考案。2012年8月に5回目を迎えました。2日間で地元
小学生親子80名の定員に対し、それを上回る応募が集まる
人気イベントです。
　このほか同工場では、地元高校への出前授業（講師派遣）
や、市の企画イベントへの協賛、各種委員会の委員への就
任など、地域に密着した活動を展開しています。

兵庫工場での就業体験提供

兵庫工場（兵庫県加西市）では2001年以来、地元中学生の
1週間の職業体験「トライやる・ウィーク」を受け入れていま
す。2012年度は2名を受け入れ、加工や組立、生産管理と
いった工場業務を体験してもらいました。

防災まちづくり支援

つばきグループは、地域の防災まちづくりを支援する地道な
取り組みを続けています。2012年度は、（公財）京都府消防
協会主催の2市1町の消防訓練に京都工場（京都府長岡京
市）の敷地を開放したほか、京田辺工場チームが京田辺市の
自衛消防隊訓練大会に参加。兵庫工場は加西市の自衛消防
実践競技大会で2連覇を達成しました。

地域社会貢献

基本方針・強化策

地域に開かれた工場運営

第三の価値創造ドライバー：地域社会との共存共栄
つばきグループの価値創造は、様々なステークホルダーに支えられ成り立っています。工場を建てた土
地も、そこで働く従業員も、みな地域社会に支えられています。これに対し、当社は雇用や経済効果の
創出、環境・社会活動によって応えます。このようなWin-Winの関係は、地道な信頼関係構築の上に成
り立っていると考えています。
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紙芝居形式でコンベヤチェーンを紹介



● 米国・イギリスでのがん撲滅チャリティ

米国のU.S. Tsubaki Automotive, LLCでは、社内ボラン
ティアチーム「CHAIN GANG」が2002年から、米国がん
協会主催のチャリティイベント「リレー・フォー・ライフ」
に参画しています。これは全米5,000カ所・世界20カ国
以上にわたって実施されている、がん患者や家族の支
援、治療法研究の資金を募るイベントです。CHAIN 

GANGは独自に個別イベントを企画し、通年の募金活動
も展開するなど、地域社会が一体となってがんと闘う「絆
づくりの場」を目指しています。

　イギリスのTsubakimoto U.K. Ltd.では、乳がん研究
の資金を募る「Wear it Pink Day」、小児入院患者を支
援する「Wrong Trousers Day」に、ほぼすべての従業員
が参加しています。ピンクの衣装や、上着と柄の合わな
いズボンなど、ユーモラスな扮装をして寄付を募るとい
うイギリス流の遊び心ある企画で、楽しみながら行う社
会貢献を目指しています。

● タイでの環境・社会活動

タイのTsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

では、重要課題に掲げる環境・社会貢献活動の一環とし
て、マングローブの植樹に取り組んでいます。マングロー
ブの森は豊かな生態系や生物多様性を育み、多くのCO2

を吸収しますが、近年は開発のため伐採が進み、消滅の
危機を迎えています。2012年度は、同社の従業員45名
が2,040本のマングローブを植樹。活動に初めて参加し
た2007年から累計で約7,200本を植樹し、年間約72万
トンものCO2削減につなげています。
　同社ではこのほか、ビン・プラスチック・ガラス等のリ
サイクル代金を原資として2,000ℓの水タンクを購入、過
疎地の小学校に寄付するなど、従業員の企画提案による
ボランティア活動を展開しています。

海外での社会貢献
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イギリス流のユニークなチャリティ活動「Wear it Pink Day」米国でのチャリティ活動「CHAIN GANG」

タイのマングローブ植樹活動



非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

つばきグループは「環境理念」および「環境基本方針」に基
づき、環境保全対策の長期目標を定めるとともに、社長直轄
の「つばきグループ環境委員会」による一元的な環境マネジ
メント体制を敷いています。同委員会は年度ごとの環境目標

を設定し、進捗状況のモニタリングを定期的に行っています。
　また、「エコ＆エコ（Ecology & Economy）」など、環境配
慮と経済性を両立した新製品を開発し、つばきならではの新
たな付加価値を創造しています（詳細はP10参照）。

環境保全

基本方針・強化策

環境理念
つばきグループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを認識し、
「あらゆる事業活動において環境に配慮し、モノづくりを通じて社会に貢献する」ことを目指します。

環境基本方針
•  事業活動、製品、サービスがかかわる環境への影響を認識し、地球環境保全の視点からリーディング・カンパニーとして創造性を
もって環境負荷低減に取り組みます。

•  環境保全のための組織を整備し、環境マネジメントシステムを運用し、継続的改善および汚染の予防を行います。
•  環境関連法令、ルールを順守しステークホルダーとの円滑な関係を目指します。
•  環境教育、社内広報活動などを通じて、つばきグループのために働く全ての人の地球環境保全に対する意識向上を図ります。

長期目標：2020年度までに、CO2排出総量を15%削減する。（基準年度：2005年度）

第四の価値創造ドライバー：一元的な環境マネジメント
モノづくりのプロセスは、相当量の自然物質やエネルギーを消費することで成り立っています。地球環境
保全が人類共通の課題と認識される中、つばきグループはエネルギー収支の管理を通じて環境負荷の
最小化に努め、また環境配慮型商品の開発など、事業を通じた社会貢献を加速しています。

2012年度環境目標・実績と評価

項目 2012年度環境目標 2012年度実績 評価

エコ商品の拡大 エコ&エコ*1概念の確立 エコ商品使用時におけるCO2削減効果の定量把握を仕組み化 ○
CO2排出量の削減 ①総量を前年度比–1%（削減）

②原単位を前年度比–3%
①CO2排出総量は前年度比–4.0%となり達成
②CO2排出原単位は前年度比–0.7%となり未達 △

産業廃棄物の削減 再資源化率 *2 98%（年度平均） 年度平均で98％以上を維持 ○
化学物質の使用低減 生産プロセスで使用する化学物質の低減 前年度比で大気排出量は–9.9%（低減）、移動量は–8.5%（低減）○
グリーン調達の推進 グリーン調達ガイドラインの運用 有害化学物質削減やデータベース化を推進 ○
環境マネジメントの
グローバル化 海外会社共通の目標の展開 CO2排出に関する目標を設定し、活動を展開

水使用量のデータ取り開始 ○
水資源保全 先行事業所で節水活動を開始 無水トイレ、雨水を貯めて樹木散水など開始 ○
*1 エコ&エコ：Ecology & Economy
*2 再資源化率：廃棄物総排出量のうち、再使用、再生利用および熱回収の合計量の占める比率です。
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つばきグループの主力商品であるチェーンの製造において、
最終製品の強度を決定づけるのは、部品の熱処理加工。当
社の使用エネルギーはこの工程に集中します。例えば埼玉
工場では、熱処理炉に断熱ジャケットを取りつけるなど、熱
処理工程の効率化を通じて、トータルのエネルギー効率向
上に努めています。また、工場壁面への断熱塗装採用、太陽
光発電パネルの設置などにより、使用電力の削減に努めて
います。
　2012年度の活動としては、上記に加え、インバータ空圧
機への切り替え、LED照明の採用など、様々な対策を実施し
ました。また、照明間引き・消灯、空調管理など、夏・冬の
節電対応が奏功し、通期で例年の2倍以上のCO2削減を達
成することができました。

チェーンのプレートの打ち抜き加工においては、打ち抜かれ
た鉄カスに油が付着し、面倒な処理作業が発生します。当社
では、打ち抜きカスをまず脱油装置にかけた上で、分離され
た油は濾過装置を通して加工油として再利用するなど、廃棄
物の系統だった再資源化を推進しています。
　また、これに加えて、廃棄物の分別徹底や、含水汚泥の

脱水化による廃棄重量軽減、包装資材のリサイクルなど、
廃棄物の削減と再資源化に向けて様々な取り組みを行って
います。
　2012年度は、産業廃棄物と一般廃棄物を合わせた廃棄物
総量は5,171トン（前年度比8.9％減）となりました。また、
再資源化率は98％と、前年度と同水準を維持しました。

例年の2倍以上のCO2削減を達成

廃棄物の再資源化を推進

 詳しくはWEBへ！
地球温暖化防止対策や化学物質管理などの詳細は椿本チエイン環境・社会活動サ
イトをご参照ください。

CO2排出量の前年度比の低減

4%低減
廃棄物総排出量のうちの再資源化率

98.1%

*  GJ（ギガ・ジュール）はエネルギー量の単位で、10億（10の
9乗）ジュールを意味します。

エネルギー使用量内訳 CO2排出量
ｔ-CO2

廃棄物等排出量／再資源化率（年度平均）
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非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

2012年度は埼玉工場の新組立工場建設に伴い（詳細は
P33参照）、環境への配慮として太陽光発電の設置や全館
LED照明、GHP*空調など様々な省エネ機器設置への積極
投資を行いました。これらにより、環境投資総額は約8.6億
円となりました。費用額では、夏の節電（最大電力削減）対
応などで発電機稼働の費用などが発生したものの、その他

費用の抑制により前年度並みの約7.7億円となりました。
　つばきグループではこの環境会計システムによって、環境
保全のためのコストとその活動によって得られた経済効果お
よび環境保全効果を分析し、今後の環境活動に継続的に生
かすとともに情報開示を行っていきます。
* GHP…ガスヒーポン。ガスエンジンで空圧機を稼働し冷暖房を行うシステム。

2012年度のエネルギー収支

環境会計

INPUT
原材料 63,151t

エネルギー

電力 114,592千kWh
重油 984kL
ガソリン 102kL
灯油 17kL
軽油 5kL
都市ガス（コジェネを除く） 2,862千m3

都市ガス（コジェネ用） 529千m3

ブタンガス 565t
プロパンガス 93千m3

用水 396千m3

製
造
プ
ロ
セ
ス

OUTPUT
製品総生産高 83,602百万円
有価物 22,137t

PRTR法による有害化学物質
排出量・移動量 143t
大気への排出
CO2 55,609t-CO2

水域への排出 （396千m3）

産業廃棄物
4,746t
一般廃棄物
425t

リサイクル 5,070t

その他 101t

対象範囲： （株）椿本チエイン（京田辺工場・埼玉工場）、（株）ツバキエマソン、（株）椿本カスタムチエン、（株）椿本スプロケット、 
   （株）椿本バルクシステム、椿本メイフラン（株）、（株）椿本鋳工、ツバキ山久チエイン（株）

対象期間：  2012年4 月1 日～ 2013年3 月31 日

（単位：千円）

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 2011年度 2012年度 基準期間との差（環境保全効果）

事業活動から排出する環境負荷および
廃棄物に関する保全効果

CO2排出量（ｔ-CO2） 57,921 55,609 2,312ｔ-CO2減
廃棄物排出量（ｔ） 5,675 5,171 504ｔ減

事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 用水（千m3） 408 396 12千m3減

2012年度
分類 主な取り組みの内容 投資額 費用額

（1）事業エリア内コスト 851,978 458,232

内訳 （1）–1 公害防止コスト 大気汚染防止設備、廃水処理設備の導入・運転管理 192,893 186,677

（1）–2地球環境保全コスト 電力管理システムの導入・運転管理 659,086 114,281

（1）–3 資源循環コスト 廃棄物処理・リサイクル費用、産業廃棄物置場の改善 0 157,274

（2）上・下流コスト 環境影響物質などの委託分析費 0 50

（3）管理活動コスト ＥＭＳの構築・運用、事業所内緑化維持、
大気・水質測定器の設置 5,508 175,680

（4）研究開発コスト 環境配慮製品の研究開発
（製品使用時における環境負荷低減） 0 135,648

（5）社会活動コスト 地域の環境活動 0 292

（6）環境損傷対応コスト 地下水浄化対策など 0 0

合計 857,487 769,903

環境保全効果

環境保全コスト（事業活動に応じた分類） 

エネルギーや物質の流れ 
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つばきグループでは、経営上の意思決定は、株主総会で選
任された取締役からなる取締役会が行い、業務執行に関し
ては、執行役員制度を導入することで、取締役会の経営判
断・業務監督機能の強化、また、経営効率の向上を図ってい
ます。このほか、経営上の重要事項の審議については「戦略
会議」を設置し適切な業務執行ができる体制を整えていま
す。また、監査役は取締役会のほか重要会議に出席し、経営
の執行状況の把握と監視を行い、適法性・健全性の確保に
つとめています。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ 
ガバナンス

*  監査役報酬の額には、2012年6月28日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって、任期
満了により退任した監査役1名分が含まれています。 

第五の価値創造ドライバー：企業活動の根幹としてのコーポレート・ガバナンス
つばきグループはミッション・ステートメントにおいて「お客様に喜ばれるモノづくりを通して、社会・経済の
発展に貢献する」ことを掲げ、“事業を通じた社会貢献”の姿勢を明確に打ち出しています。当社にとってコー
ポレート・ガバナンスとは、こうした目標を実現する上での根幹部分であり、その強化は経営上の最重要課
題にあたります。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス概要

監査

当社業務執行部門／グループ会社

内部監査室

会計監査人

執行役員（業務執行）
16名

代表取締役

戦略会議／経営会議

監査役会
監査役4名

（うち社外監査役2名）

各種委員会
・リスク管理
・企業倫理
・情報セキュリティ
・環境
・品質
・安全衛生　他

株主総会

内部統制委員会

選任／解任

推進
選定／解職
監督 付議／報告

付議／報告指示／監督

選任／解任
監督

監査

選任／解任選任／解任

連携 連携

監査

連携

取締役会
取締役7名

（うち社外取締役2名）

組織体制 監査役設置会社
取締役会議長 社長
取締役人数 7名（うち社外取締役2名）
監査役人数 4名（うち社外監査役2名）
独立役員 社外取締役2名、社外監査役2名
2012年度取締役会開催回数 16回
2012年度監査役会開催回数 19回

2012年度取締役報酬 取締役7名に259百万円
（取締役会で決定）

2012年度監査役報酬 監査役5名に65百万円*
（監査役会で決定）
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社外取締役メッセージ

非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

「内部統制基本方針」「内部統制規定」を制定するとともに「内
部統制委員会」を設置し、代表取締役社長のもと、組織的か
つ継続的な全員参加型の内部統制活動を展開しています。当
社の内部統制活動は、（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）グルー
プの自主的内部統制活動の3つの柱からなり、法令・企業倫
理順守、リスクマネジメント、決算・財務報告の信頼性確保を
推進するとともに、業務の効率化を促進しています。

取締役・執行役員・従業員に対し、従うべき倫理観や行動規
範を明確化した「倫理綱領」を定めて、研修等を通じた意識
の向上、周知徹底を図り、一連の活動を定期的に取締役会
に報告しています。また、倫理綱領違反があった場合、「倫
理委員会」が再発防止にあたるとともに、必要に応じて処分
を決定し、コンプライアンス体制の強化を図っています。さ

らに、国内グループ共通の内部通報制度として「倫理ヘルプ
ライン（相談窓口）」を設置し、倫理綱領違反について社内
相談の窓口や外部の弁護士に相談、通報できる体制 *を構
築しています。
* 「倫理ヘルプライン」の中に社内窓口と社外窓口があるという体制です。

「リスクマネジメント基本方針」に基づき、内部統制委員会の
もと、リスク管理、企業倫理、情報セキュリティ、環境、品質、
安全衛生等の各委員会を設置し、リスク要因の継続的な 

抽出・把握、リスクの未然防止による損失極小化とともに、
グループ全体への周知徹底を図っています。

内部統制システム

倫理綱領の周知徹底

リスクマネジネント

つばきグループは今、グローバル戦略を加速していま
す。世界7極の生産体制を有する自動車部品事業はも
とより、他の各事業も地域特性を重視した、地に足の
着いた海外展開を進めています。
　こうした展開を支えているのが、優れたモノづくり
の力です。つばきグループの各事業は、それぞれ専門
性の高い領域で独自の地位を築いており、競合による
収益圧迫が比較的生じにくい業態を実現しています。
また経営体制の面でも、マーケットの緻密な分析を踏
まえた、柔軟でスピーディな判断が日々なされており、

つばきグループの競争力の源となっています。
　私は過去、世界のさまざまな地域でビジネスに携わ
り、当社以外に2社の社外取締役を務めてきました。
こうした経験を生かし、つばきグループのグローバル
化において留意すべき事柄等をアドバイスするととも
に、株主の皆様にとってより魅力ある企業となるよう、
積極的に「外から」の視点を提示していきたいと考え
ています。

より魅力あるつばきグループ実現を目指して

社外取締役

矢嶋 英敏

経営の透明性と客観性を高め、経営に対する監督・監査機
能を強化するため、当社は社外取締役2名および社外監査
役2名を選任しています。社外取締役はいずれも当社と特別
の利害関係を持たず、また、社外監査役には弁護士や公認

会計士として高度の知識と専門性を有する人材を招聘して
います。なお、当社は社外取締役・社外監査役の全員を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。

社外取締役・社外監査役
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当社グループの事業等に関するリスクのうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には、
以下のようなものがあります。

企業として持続的な成長を実現していくためには、株主・投
資家の皆様をはじめとするステークホルダーの方々へ説明
責任を果たし、信頼関係を構築していくことが重要です。
　当社の IR活動については、本決算・第2四半期決算後の
年2回、機関投資家や証券アナリストを対象に決算説明会を
開催し、説明会資料をウェブサイトで公開しています。また、
決算短信やニュースリリースなど投資判断に重要と思われる
情報についても、ウェブサイトでスピーディかつ公平な情報
開示に努めています。これらの情報については、2009年度
からは、日本語・英語に加え、中国語にも対応し、一層幅広
い情報開示を実施しています。
　株主総会開催にあたっては、定時総会開催日の3週間前の
招集通知発送を基本とし、株主の方々の利便性に極力配慮し
た会場選定を行っています。また、当社は株主総会を一方的
な情報発信の場としてではなく、相互コミュニケーションの

絶好の機会ととらえています。株主総会終了後には株主懇
談会を開催し、株主の方々と当社役員との意見交換の場とし
て活用しているほか、会場内に商品展示コーナーを設置する
など、当社のモノづくりへの理解を深めていただくための工
夫を重ねています。

市場環境変動のリスク 景気の下ぶれなどにより、特に当社グループの最大の顧客である自動車業界で急激な需要変
動があった場合、経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

鋼材等原材料価格高騰のリスク 鋼材等原材料価格の急激な高騰は、調達価格上昇を通じて収益悪化を招き、経営成績に影響
を及ぼす可能性があります。

災害等のリスク 主力生産拠点において地震や火災等、重大な災害が発生した場合、安定した製品の供給がで
きなくなり、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

海外での事業活動のリスク
政治的・経済的要因で経済の一時的な混乱や停滞が発生した場合、部品調達や工場操業が
困難になり、当社グループ製品の生産減少、遅延などの問題が発生し、経営成績に影響を及
ぼす可能性があります。

為替レートの変動のリスク 想定を超える急激な為替変動等があった場合、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

知的財産権侵害のリスク 第三者の不正利用等により知的財産権を侵害されたり、第三者により知的財産権侵害の訴訟
を起こされた場合、経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

品質不良のリスク
万が一、製品の不具合によって重大な事故、リコール、クレーム等が発生し、その補償等に要
する費用が、製造物責任保険等でカバーしきれない場合、経営成績や財政状態に影響を及ぼ
す可能性があります。

当社は、つばきミッション・ステートメントに掲げる、「私たちは、
法令、企業倫理の順守と積極的な情報開示により、社会の
信頼・期待に応えます」という行動指針に基づき、株主や投

資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に適
時、公平、正確かつ継続的に情報開示を行うことを基本方針
とします。

事業等のリスク

株主・投資家とのコミュニケーション

情報開示基本方針
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常勤監査役

竹村 雅弘 冨田 喜久男

社外監査役

德田 勝 渡邊 隆文

専務執行役員

高橋 利夫 近藤 正人

常務執行役員

宮本 治郎

上席執行役員

牛田 雅也 酒井 俊光

執行役員

垪和 伸光 川口 博正 山本 雅彦 小林 均
藤井 幸博 大原 靖 古世 憲二

阿部 修司　❼
社外取締役  

長 　勇　❶
代表取締役社長
中国事業統括

藤原 透　❷
取締役専務執行役員
グローバル自動車部品事業担当、
自動車部品事業部長、
埼玉工場長

鈴木 恭　❸
取締役常務執行役員
チェーン製造事業部長、
チェーンGOP推進担当、
京田辺工場長

山本 哲也　❹
取締役常務執行役員
経営企画センター長、
精機事業管掌、
U.S. Tsubaki Holdings, Inc.  
代表取締役社長

春名 秀昭　❺
取締役常務執行役員
マテハン事業部長、
京都工場長、
名古屋支社長

矢嶋 英敏　❻
社外取締役  

2013年6月27日現在

非財務編：つばきの価値創造を支える基盤

取締役・監査役および執行役員

●❶ ●❸ ●❺ ●❻●❷●❹●❼
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