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株式会社椿本チエイン
環境・社会報告書2009

会社概要
会　社　名：株式会社椿本チエイン
本社所在地：〒530-0005
　　　　　  大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング
代　表　者：代表取締役社長　長 勇
創　　　業：1917年（大正6年）12月
設　　　立：1941年（昭和16年）1月
資　本　金：170億7,600万円
従 業 員 数：連結5,339名　単体：2,016名

■事業・経営
　会社概要・経済性指標・編集方針 …………… 1
　ごあいさつ ……………………………………… 2
　事業紹介………………………………………… 3
　つばきグループの社会的責任 ………………… 5
　コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス …… 6

■社会性報告
　お客様とつばき ……………………………… 15
　株主・投資家とつばき ……………………… 16
　従業員とつばき ……………………………… 17
　社会とつばき ………………………………… 19

■環境報告
　環境目標・実績 ……………………………… 21
　環境マネジメント …………………………… 22
　エネルギーや物質の流れ …………………… 23
　環境教育・緊急時対応 ……………………… 24
　地球温暖化対策……………………………… 25
　廃棄物削減・省資源 ………………………… 26
　化学物質管理・汚染防止・グリーン調達 …… 27
　環境会計……………………………………… 28

■サイトレポート/編集後記 …………… 29

編集方針
　つばきグループでは、環境・社会への取り組みをご報告するため、2005年度か
ら環境・社会報告書を発行しています。2008年度は、つばきグループ製品に共通
するキーワードである「つなぐ」に焦点をあて、特集として開校10周年を迎えるつ
ばきテクノスクールの技術伝承と発展のあゆみ、つばき独自の環境配慮概念に基づ
いた環境配慮製品の開発事例を取り上げています。
　なお、本報告書は、環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」、環境省「環境
会計ガイドライン（2005年版）」およびGRI「サステナビリティ・レポーティング・
ガイドライン第3版（G3）」を参考に作成しました。

報告対象期間：2008年4月～2009年3月
 （一部当該期間以降の活動を含みます）
パフォーマンスデータ集計範囲：
 椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場
 椿本チエイン主要関係会社
  ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、
  椿本スプロケット、椿本バルクシステム、
  椿本メイフラン、椿本鋳工、ツバキ山久チエイン
発　行　日： 2009年9月
次回発行予定： 2010年9月
お問い合わせ： 本社部門本部CSR推進室
所　在　地： 〒357-8510 埼玉県飯能市新光20　TEL：042-973-1146
ホームページ：http://www.tsubakimoto.jp/

■連結・■単体■特集
 特集-1：「つばきの技術」をつなぐ …………7
　　　　 ～つばきテクノスクール開校10周年～
 特集-2：「地球環境」を未来へつなぐ ………9
　　　　 ～つばきの環境配慮製品～
 　　　   マテハン事業部における環境への取り組み … 13
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経済性指標
売上高

売上構成比

経常利益
■連結・■単体

＊1パワトラ：パワートランスミッションの略です。
　　　　　  パワトラ事業部門には、チェーン、
　　　　　  精機、自動車部品の3事業が
　　　　　  あります。

＊2マテハン：マテリアルハンドリングの略です。
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ごあいさつ

新しい視点で変革にチャレンジ

  私は、当社のマテハン事業部門に長く在任し、本社の経営

企画部門を経て2009年6月に社長就任しました。「現状に満

足せず、新しい視点で改革していく」をモットーに、情報システ

ム構築や人事制度改革を推進した経験を生かし、これからの

諸課題に取り組んでまいります。

  今、地球環境問題は企業に大きくのしかかっていますが、当

社グループではこれを経営課題の一つと捉えて取り組んでいま

す。2008年度はCO2排出量や、廃棄物の再資源化率を改

善し、下期以降の急激な景気悪化があったにもかかわらず、グ

ループ目標を達成しました。そして、2009年度は私たちが今後

継続的に環境負荷低減に取り組むための新たな目標として、

2020年度までにCO2排出量の15%削減（2005年度比）など、

中･長期計画の設定・見直しを順次行っています。

  モノづくりに携わる企業は、事業活動での環境対応はもちろ

んのこと、環境負荷低減に貢献する商品を開発し成長につな

げることが不可欠であり、ここに環境ビジネスの重要性を認識し

ています。つばきの技術を生かしたエコ製品を開発し、それを

拡販することによって地球環境の保全に寄与できます。当社グ

ループではこのビジネスチャンスを生かし、環境配慮技術の開

発・応用により、LCA（Life Cycle Assessment）の拡大など、

ユーザーの皆様へのアピール方法も工夫しながら商品のエコ化

を進め、環境面と経済性を融合させるEco-Eco（Ecology & 

Economy）の企業経営を目指します。

  先行き不透明な経営環境の今、当社グループは①変革と

チャレンジ　②ミッション経営　③つばきグループとしての全

体最適を目指す「グローバル･ベスト戦略」と「3G（Group、

Global、Growth）」の３つを経営の基本に据えています。

  私たちの精神である「変革とチャレンジ」は、いかなる経営環

境であっても不変です。企業として守るべきものを堅持しなが

ら、考え方ややり方を変え、お客様のニーズを先取りした商品

を着実に揃えることが企業の使命と考えています。また、当社

グループが勝ち残り、さらに成長するためには「ミッション経営」

に基づいたグローバル化が不可欠です。「グローバル・ベスト

戦略」の方向性、到達目標をより明確にし、全社一丸となって

この難局を乗り切っていく覚悟です。

　ステークホルダーの皆様には、つばきグループへの変わらぬ

ご理解・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2009年9月

代表取締役社長
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…パワトラ事業部門

…マテハン事業部門

事業紹介

■海外ネットワーク

  パワトラ事業部門
❶ U.S.Tsubaki, Inc. (アメリカ)
❷ Tsubakimoto Automotive Korea Co., Ltd. (大韓民国)
❸ Tsubakimoto Brasil Representacao Comercial Ltda. (ブラジル)
❹ Tsubaki of Canada Limited (カナダ)
❺ Tsubakimoto Europe B.V. (オランダ)
❻ Tsubakimoto U.K. Ltd. (イギリス)
❼ 台湾椿本股份有限公司 (台湾)
❽ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. (シンガポール)

  マテハン事業部門
❶ T.E.E.U. Limited (イギリス)
❷ Korea Conveyor Ind. Co., Ltd. (大韓民国)
❸ 天津東椿大気塗装輸送系統設備有限公司 (中華人民共和国)
❹ 上海東波大気輸送系統設備有限公司 (中華人民共和国)
❺ 天津椿本輸送機械有限公司 (中華人民共和国)
❻ Korea Mayfran Co., Ltd. (大韓民国)
❼ 椿本美芙蘭輸送機械（上海）有限公司 (中華人民共和国)

■国内ネットワーク

  パワトラ事業部門
❶（株）ツバキエマソン
❷（株）椿本カスタムチエン
❸（株）椿本スプロケット
❹（株）椿本鋳工
❺ ツバキ山久チエイン（株）
❻ 新興製機（株）
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3 332   マテハン事業部門

❶（株）椿本バルクシステム
❷ 椿本メイフラン（株）

  その他サービス関係
（株）ツバキサポートセンター

  国内販売会社
❶（株）椿本マシナリー
❷ 椿本西日本（株）
❸（株）北海道椿本チエイン

●世界トップの地位に甘んじることなく、
　さらなる高品質を追求します。
　つばきの産業用スチールチェー

ンは、世界24％※のトップシェアを

誇ります。特に品質面においては

他社を大きくリードしており、その

バックボーンとなるのが独自の技術

力と豊富な納入実績です。マーケッ

トニーズに対応するための研究開

発や設備に対する投資能力の高さ

が競争優位の源泉と言えます。
小形搬送用チェーン

（株）椿本チエイン
 1…本社
 2…支社（東京、名古屋、大阪）
 3…工場（京田辺、埼玉、京都、兵庫）

❾ Tsubakimoto  Automotive (Thailand) Co., Ltd. (タイ)
10 Tsubakimoto (Thailand) Co., Ltd. (タイ)
11 Tsubaki  Australia Pty. Limited (オーストラリア)
12 椿本汽車発動機（上海）有限公司 (中華人民共和国)
13 天津華盛昌歯輪有限公司 (中華人民共和国)
14 椿本佳宝来　鏈（上海）有限公司 (中華人民共和国)
15 椿本鏈条貿易（上海）有限公司 (中華人民共和国)
16 椿艾黙生機械（上海）有限公司 (中華人民共和国)

事
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チェーン事業

CHAINS

●多種多様なニーズに対応し、
　安定成長を持続します。
　パワーシリンダ国内シェア50％※、

カムクラッチ国内シェア80％※と圧

倒的なシェアを誇るつばきグルー

プの精機事業。この競争優位性は、

多彩な品揃えであらゆるニーズに

応えているからです。さらに近年、

複合ユニット化した製品へのニーズ

が高まっており、ラインアップの豊

富なつばきグループにとってさらに

優位に作用するでしょう。

精機事業

カムクラッチ

POWER TRANSMISSION UNITS AND COMPONENTS
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■暮らしを支える世界レベルのつばき
※文中の「シェア」については、当社の基準で算出した推定値です。

4
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●自動車エンジン用部品をトータル＆グローバルに
　生産・販売し、さらなる成長を目指します。
　自動車エンジン用タイミング

チェーンドライブシステムは、世界

シェア37％※を占めており、顧客

ニーズに応じて周辺部品も含めた

システムを一括納入できる技術対

応力が強さの理由です。そして自

動車メーカーのグローバル化が加

速する現在、世界5極体制で対応

できるのも強みの一つ。スピーディー

な技術開発と品質管理体制で顧客の高い要求に応えています。

自動車部品事業

タイミングチェーンドライブシステム部品

AUTOMOTIVE PARTS

●新製品開発・提案型営業など、
　攻めの姿勢で高収益体質を目指します。
　昨今の多品種少量生産時代にお

いて、つばきの先進技術は各方面

から高く評価されています。例えば

「自動車塗装ライン搬送システム」

は、世界最大手の自動車メーカー

の世界標準システムに採用。また

臨機応変なシステム構築が必要な

「新聞巻取紙搬送システム」では、

つばきが圧倒的なシェアを誇ってい

ます。

マテハン事業

新型給紙 AGV

MATERIALS HANDLING SYSTEMS

世界一静かなチェーン
「つばき」の自動車用タイミングチェーンは国内トップシェア
で次は世界シェア50%を目指します。中でもSW04Pサイ
レントチェーンは世界一静かなタイミングチェーン。
それらの技術は、ハイブリッド車などにも使われています。

世界一生産されているチェーン
工場あるところ、椿本チエインあり。コン
ベヤ、マシニングセンター、組立ロボット。
工場の中では、チェーンが使われていな
いものを探す方が大変なくらいです。

プラスチックチェーン耐高熱世界一
缶やペットボトルなど、傷つけたくない
商品を搬送する場合に用いられるプラ
スチックチェーン。金属なみの耐熱性と
強度が求められます。この要求に応え
たのがケルビントップチェーン。250℃
の高熱にも耐えることができます。

世界最小チェーン
マイクロチェーンはピッチ長が3.7465
mmで、それこそアリほどの大きさの
チェーンです。CTスキャンやMRIなど、
精密さが求められる医療機器になくては
ならないチェーンです。

世界一伸びないチェーン
0.001mm単位の精密さが求められる、
ICチップの製造ライン。もし、流れる部品
の位置がたった1mmでもずれれば、不
良品が大量生産されてしまいます。どんな
に使っても伸びな
いミニタクトチェー
ンは、このコンベ
ヤを送る動力で世
界一正確な動きを
生み出します。

世界の車にも静かなチェーン
ジャガー、ローバー、フォードなど世界の
有名メーカーの自動車の心臓部にも「つ
ばき」のサイレントチェーンが、タイミング
ドライブシステムとして活躍しています。

世界最大のチェーン
鉄鉱石を溶鉱炉へ送る、巨大なパンコ
ンベヤ。そのパンコンベヤを動かすの
が、チェーンピッチ1.2mの世界最大を
誇る大形コンベヤチェーンです。

世界で2社しか作ることができ
ない船舶用チェーン
長い航海に耐える強度、耐環境性。
船員の命に関わる船舶用チェーンはこ
の条件を高いレベルでクリアしている企
業にしか、製造が認められていません。
世界中でこの条件を満たす2社の企
業。その一つが「つばき」です。

世界一人を運ぶチェーン
普段何気なく利用しているエス
カレーターや動く歩道、エレベー
ター。私たちの目には触れません
が、チェーンはこんなところにも使
われています。
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つばきグループの社会的責任

つばきグループは、ミッション・ステートメントを企業活動の根幹とし
ステークホルダーの皆様との関係を築きながら、社会的責任を果たしていきます。

従業員顧客

地域社会 株主・投資家

仕入先・取引先国・行政

商品・サービスへの対価、
新技術、新商品のヒント

モノづくりのための
知恵・労働力

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

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

事業活動する場所 資本の提供

法令遵守、納税 受注の継続、受注量の
確保、公正・公平な取引

環境保全、経済効果、寄付、
ボランティア、地元住民の採用

適時・適切な情報開示、株主
価値の向上（業績の向上）、
安定的な配当

公正で自由な競争の場を
提供、社会秩序の維持 原材料や部品などの納入

■つばきグループとステークホルダーとの相互関係

Our Vision 私たちは世界のリーディング・カンパニーを目指します。

● 私たちは、お客様に喜ばれるモノづくりを通して、
　 社会・経済の発展に貢献します。

● 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。

● 私たちは、各地・各国の習慣をよく理解すると共に、
　 良き企業市民として地域社会の発展に貢献します。

● 私たちは、創造性とチャレンジ精神を発揮し、
　 スピーディーに行動します。

● 私たちは、取引先と公平・公正で開かれた取引
　 関係を築き、互いの繁栄・成長を目指します。

● 私たちは、ターゲット市場でNo.１を狙える事業の
　 開発・育成を絶えず行います。

● 私たちは、あらゆる事業活動において地球環境保全
　 に配慮し、豊かな明日の社会づくりに貢献します。

● 私たちは、国内外関係会社のグループ力を結集し、
　 グローバルで革新的な経営を行います。

Our Value

Our Mission
～物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う～
私たちは、「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」の技術力を駆使して、
世界の顧客にベスト・バリューを提供します。

つばきミッション・ステートメント

（2008年4月1日改訂）

　「つばきミッション・ステートメント」は、つばきグループが一丸となって、

「顧客のために尽くす」という基本姿勢の下、 あらゆる経営活動の根幹を

なすものです。 

　また、「倫理綱領」は、つばきグループの従業員が企業活動を倫理的に

正しく行い社会的責任を果たすための規範として定めています。

2
3

7

4

8

5

9

6

10
11

1

12

すべての法令および社内ルールを遵守する
たとえ法令違反でなくても社会的に非難される行為はしない

適時・適切な情報開示を行い、透明性を堅持する

自社株の売買は、社内ルールに従って必ず事前に届け出る

つばきブランドの維持・向上に努める

安全で気持ちよく働ける職場環境を作る

常に環境問題に配慮して事業活動を行う

反社会的勢力からの不当な要求は、断固として排除する

機密情報の漏洩を防ぎ、情報管理を徹底する

会社財産の保護に努め、私的流用をしない

職務上の地位を利用して不正行為をしない

役員・幹部職員は、従業員の手本となるよう倫理綱領を率先垂範する

倫理綱領に反する行為やその疑いのある行為は、
倫理ヘルプラインに相談する

倫理綱領（要約）

事
業
・
経
営
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　椿本チエインは、社外取締役1名、社外監査役2名の選任を通じて経

営の監督機能を強化し、経営の透明性を高め、企業価値の向上に努めて

います。当社では、定例取締役会（月1回）のほか、必要に応じて臨時取

締役会を開催し、法令で定められた事項や当社およびグループ会社の経

営に関する重要事項を審議・決定するとともに、取締役は業務執行の状

況を逐次報告・監督しています。

　また、経営環境の急激な変化の中で、業務執行の監督機能の強化なら

びに経営効率の向上を目的として、執行役員制度を導入しています。

　監査役と内部監査部門は、監査が効率的に実施できるよう適宜協議す

るとともに、内部監査部門は監査報告書を監査役に提出するなど、綿密

な連携を図っています。

　なお、取締役・執行役員は、監査役に対して法定の事項に加え、当社お

よびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況など

を必要に応じて報告しています。

●企業倫理
　つばきグループでは、グループ共通の行動基準として2002年に倫理

綱領を制定し、倫理ヘルプライン（内部通報相談窓口）を設置しました。

倫理綱領の周知徹底を目的として、2005年度以降、毎年２月に「企業

倫理強化月間」を実施しています。2008年度は、「社内ルールの遵守と

モラルの向上」をテーマに、国内グループ会社15社、および海外グルー

プ会社15社へと実施範囲を拡大しました。また、倫理活動強化を目的に

倫理担当者を1名増員し3名体制としました。

●個人情報保護
　つばきグループでは、2005年４月に制定した国内グループ会社を対

象にした｢個人情報保護方針｣｢個人情報取扱規定｣に基づき、情報セキュ

リティの強化も含め、個人情報の保護に継続的に取り組み、適切な取り扱

いに万全を期しています。2008年度は、従業員への教育研修の継続実

施、内部監査の定期的実施など、個人情報保護体制の一層の強化に努め

ました。

●法令遵守状況
　つばきグループでは、インサイダー取引の禁止、安全保障貿易管理

（ＣＰ）の徹底、下請法の遵守など、関係法令の遵守・徹底のため、社内

規定の整備・運用、実施状況のチェック、説明会の実施などを行い、法

令遵守に万全を期しています。また、法務委員会において、毎年法令違

反を含めたリスクの見直しと対策の策定を行い、リスクの低減に努め

ています。

●情報セキュリティの強化
　つばきグループでは、2005年度以降、「営業秘密取扱・保全規定」の

改定、秘密保持契約書の取得および「電子セキュリティ規定」の改定など、

セキュリティ強化の諸対策を実施しています。また、情報管理ルールを徹

底するため、パソコン・ＵＳＢメモリ・携帯電話の取り扱いなどについても

注意喚起を実施しています。

●裁判員制度説明会の開催
　つばきグループでは、2008年6月全国の事業所において、地方検察

庁から講師を招いて、裁判員制度の説明会を開催しました。従業員が裁

判員に選任された場合に特別有給休暇を与えるなど、従業員の裁判員制

度への参加を支援する体制を整えています。

■コーポレート・ガバナンス体制

■コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス

つばきグループでは、コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンスを
経営上の重要課題と位置づけており、充実と徹底に努めています。

選任／解任 選任／解任

報告

報告
報告

報告

報告

報告

監査

選任／解任

通達

報告

会計監査

監査

監査

監査

株 主 総 会

当 社 業 務 執 行 部 門 ／ 関 係 会 社

執行役員15名
（業務執行）

取締役会
取締役7名

（うち社外取締役1名）

倫理
ヘルプライン

経営会議

内部監査室

代表取締役

会計監査人

倫理委員会

選定／解職
監督

選定／解職
監督

選任・解任の同意
会計監査相当性の判断

付議報告

付議報告指示監督

監査役会
監査役4名

（うち社外監査役2名）

監査

監査

実施項目 内　容

ポスターの掲示、のぼりの設置 強化月間を2月に行い、
国内外事業所でポスターやのぼりを設置

意見投書箱の設置 企業倫理に関する取り組みに関して、誰でも投書でき
る意見投書箱を、国内の各事業所に設置

職場ミーティングの実施 各種のチェックシートを使いながら、
企業倫理や身近な問題についての話合いを実施

企業倫理意識調査アンケートの実施 企業倫理に関する個人の意識および身近なルールの
遵守度を把握するため、全従業員にアンケートを実施

海外版企業倫理ハンドブックの配布 英語版に加え、中国語とタイ語を新たに作成し、
海外グループ会社に配布

海外版企業倫理綱領制定 中国内グループ会社4社で中国語版を新たに制定

倫理研修の実施 国内4工場に対して全従業員を対象とした研修を実施

●2008年度 企業倫理強化月間の取り組み

企業倫理ハンドブック
（国内および海外版）

●コーポレート・ガバナンス体制図
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