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TEL：042-973-1146

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

先行き不透明な経営環境の今、当社グループは①変革と

企画部門を経て2009 年 6月に社長就任しました。
「現状に満

チャレンジ ②ミッション経営

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

体最適を目指す「グローバル ･ ベスト戦略」と「3G（Group、

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

Global、Growth）」の３つを経営の基本に据えています。

諸課題に取り組んでまいります。

③つばきグループとしての全

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

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

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

す。2008 年度は CO2 排出量や、廃棄物の再資源化率を改

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」

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

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

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

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

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、

この難局を乗り切っていく覚悟です。
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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

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

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。

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

2009 年 9月

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。

代表取締役社長
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事業紹介
チェーン事業

精機事業

CHAINS

POWER TRANSMISSION UNITS AND COMPONENTS

●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。

●多種多様なニーズに対応し、
安定成長を持続します。

つばきの産業用スチールチェー

パワーシリンダ国内シェア 50％※、

ンは、世界 24％※ のトップシェアを

カムクラッチ国内シェア 80％※と圧

誇ります。特に品質面においては

倒的なシェアを誇るつばきグルー

他社を大きくリードしており、その

プの精機事業。この競争優位性は、

バックボーンとなるのが独自の技術

多彩な品揃えであらゆるニーズに

力と豊富な納入実績です。マーケッ

応えているからです。さらに近年、

トニーズに対応するための研究開

複合ユニット化した製品へのニーズ

発や設備に対する投資能力の高さ

小形搬送用チェーン

が競争優位の源泉と言えます。

が高まっており、ラインアップの豊

カムクラッチ

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。

■海外ネットワーク
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パワトラ事業部門
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

1

マテハン事業部門

U.S.Tsubaki, Inc. ( アメリカ )
Tsubakimoto Automotive Korea Co., Ltd. ( 大韓民国 )
Tsubakimoto Brasil Representacao Comercial Ltda. (ブラジル)
Tsubaki of Canada Limited ( カナダ )
Tsubakimoto Europe B.V. ( オランダ )
Tsubakimoto U.K. Ltd. ( イギリス )
台湾椿本股份有限公司 ( 台湾 )
Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. (シンガポール )
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❾
❿
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯
⓰

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

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

T.E.E.U. Limited ( イギリス )
Korea Conveyor Ind. Co., Ltd. ( 大韓民国 )
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)
上海東波大気輸送系統設備有限公司 ( 中華人民共和国 )
天津椿本輸送機械有限公司 ( 中華人民共和国 )
Korea Mayfran Co., Ltd. ( 大韓民国 )
椿本美芙蘭輸送機械（上海）有限公司 ( 中華人民共和国 )
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パワトラ事業部門
❶（株）
ツバキエマソン
（株）椿本チエイン
❷（株）椿本カスタムチエン
…本社
❸（株）椿本スプロケット
…支社（東京、名古屋、大阪）
❹（株）椿本鋳工
…工場（京田辺、埼玉、京都、兵庫） ❺ ツバキ山久チエイン
（株）
❻ 新興製機（株）
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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

自動車部品事業

マテハン事業

AUTOMOTIVE PARTS

MATERIALS HANDLING SYSTEMS

●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。

●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。

自 動 車 エンジン 用 タイミング

昨今の多品種少量生産時代にお

チェーンドライブシステムは、世界

いて、つばきの先進技術は各方面

シェア 37％ ※ を占めており、顧客

から高く評価されています。例えば

ニーズに応じて周辺部品も含めた

「自動車塗装ライン搬送システム」

システムを一括納入できる技術対

は、世界最大手の自動車メーカー

応力が強さの理由です。そして自

の世界標準システムに採用。また

動車メーカーのグローバル化が加

臨機応変なシステム構築が必要な

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

タイミングチェーンドライブシステム部品

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。

「新聞巻取紙搬送システム」では、

新型給紙 AGV

つばきが圧倒的なシェアを誇ってい
ます。

※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。

■暮らしを支える世界レベルのつばき
世界一人を運ぶチェーン

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。

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。

世界で 2 社しか作ることができ
ない船舶用チェーン

事業・経営

世界最大のチェーン

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。

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。

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。
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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。
「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

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。

なすものです。

つばきミッション・ステートメント

Our Mission
Our Vision

Our Value

～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。
私たちは世界のリーディング・カンパニーを目指します。

事業・経営

● 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、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、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、
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、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、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、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、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。
（2008年4月1日改訂）

倫理綱領（要約）

1

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

2

適時・適切な情報開示を行い、透明性を堅持する

3

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

4

つばきブランドの維持・向上に努める

5

安全で気持ちよく働ける職場環境を作る

6

常に環境問題に配慮して事業活動を行う

7

反社会的勢力からの不当な要求は、断固として排除する

8

機密情報の漏洩を防ぎ、情報管理を徹底する

9

会社財産の保護に努め、私的流用をしない

10

職務上の地位を利用して不正行為をしない

11

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

12

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

■つばきグループとステークホルダーとの相互関係
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

顧客

地域社会

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

従業員

事業活動する場所

資本の提供

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

法令遵守、納税

国・行政

5

モノづくりのための
知恵・労働力
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公正で自由な競争の場を
提供、社会秩序の維持

株主・投資家

受注の継続、受注量の
確保、公正・公平な取引
原材料や部品などの納入

仕入先・取引先

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。
■コーポレート・ガバナンス体制

●コーポレート・ガバナンス体制図

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

株 主 総 会

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。

選任／解任

選任／解任

取締役会

監査

取締役 7 名
（うち社外取締役 1 名）
選定／解職
監督

報告

監査役会

付議報告

選定／解職
監督

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

会計監査人

監査役 4 名
選任・解任の同意
（うち社外監査役 2 名） 会計監査相当性の判断

報告

倫理
ヘルプライン

代表取締役

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

経営会議

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

指示監督

監査

報告

監査

内部監査室

（業務執行）

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

監査

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

報告

報告

倫理委員会

付議報告

執行役員 15 名

会計監査

監査

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。

な連携を図っています。

選任／解任
報告

報告

監査

通達

当 社 業 務 執 行 部 門 ／ 関 係 会 社

を必要に応じて報告しています。

●企業倫理

事業・経営

■コンプライアンス
●個人情報保護

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

ました。

倫理担当者を 1 名増員し3 名体制としました。

●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
企業倫理ハンドブック
（国内および海外版）

●情報セキュリティの強化

● 2008 年度 企業倫理強化月間の取り組み
実施項目

内

ています。

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

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。
椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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「つばきの技術」を
つなぐ

特集 -1

次世代につばき独自の技術を伝
承し、技術力向上、品質向上を志
向する「つばきテクノスクール」
が開校 10 周年を迎えました。
つばきテクノスクールのねらい
1 基礎的な知識・技法の生かし方、スキルの向上
2 つばきグループ特有の技術の伝承
3 若年層の即戦力化
4 問題解決能力の強化
5 技術者・技能者の交流

特
集

～つばきテクノスクール
開校10周年～
1998年のテクノ塾
（現つばきテクノスクール）
開講式
（埼玉工場）
。

つばきテクノスクール開校10周年を迎えて
つばきミッション・ステートメントを実現するためには、優秀なエンジニアたちの
貴重な技術・経験を後輩に引き継ぎ発展させていく場が不可欠です。
そのようなトップの強い意志の下、1998年４月に開校したのがつばきテクノスクールです。
主に技術者・技能者を対象とした「機械設計初級コース」からスタートしましたが、
現在は、技術者だけでなく営業担当者や幹部職候補者などにも拡大され、全14コースとなりました。
延べ1,000名以上の修了者は会社の大切な人財となり、モノづくりを通じて
社会に貢献するつばきのDNAを受け継いでいます。

つばきテクノスクール担当役員

7
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金平 誠

つばきテクノスクール10年のあゆみ
電気入門（初級技術コース）
●非電気・電子系技術者を主対象
とする
「基礎技術」
より分離・独立

●
「機械工学初級コース」
を、
2コースに発展分離

製図教室（初級技術コース）

機械工学 Ⅱ（中級技術コース）

●若手機械系技術者を主対象とする
サンプルスケッチとドラフタ製図による訓練

術

●騒音・振動、
品質工学、
トライボロジー技術からなる
新規中級技術コースを開講

基礎技術 B（初級技術コース）

●営業部門の要請を受けて、
営業職・事務職用基礎技術コースを開講

電気・電子工学／制御・情報工学

技

つばきテクノスクールのコース

機械工学Ⅰ 基礎技術（初級技術コース）

（中級技術コース）

●電気・情報系技術者を主対象とする

材料工学（中級技術コース）

●
「機械工学初級コース」
の材料関連科目を、
中級技術コースに昇格、
分離させた

基礎技術A（初級技術コース）
●技術系新入社員研修に組入れ
7h×10日間の集中講義

ス
ネ
ジ
ビ

加工技術（初級技術コース）
●カリキュラム更新のうえ
「初級技術コース」
開講

英文契約書

（中級ビジネスコース）
●第1期は幹部職対象

機械設計（初級コース）

特

知財（中級ビジネスコース）

●テクノ塾
「機械設計初級」
開講

●第1期は埼玉工場

集

M&S（中級営業コース）
問題解決能力（上級ビジネスコース）
●管理職昇格候補者
（全職種）
を主対象とする
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

●S3級までの営業職と、
客先と直接折衝を主対象とする
●チェーン事業部よりスタート
2005

2006

2007

2008（年度）

受講修了者のコメント
●今でも当時もらったテキスト・
資料が役に立っています！

（株）
ツバキエマソン
作動機技術部
井原 佳宏

●問題解決のための
アプローチ方法が増えました！

●社会人そして技術者としての
心構えを学びました！

私は、つばきテクノス

タイミングチェーンドラ

クール（旧テクノ塾）の第

イブシステムのチェーン張

は、学術的な知識だけでな

一期生です。当時は社内

力低減技術の開発を担当

く、社会人そして技術者と

講師や事務局の方々も手

しています。タイミング側

しての心構えも教えてい
ただいたので、配属先での

探り状態だったと思いま

とエンジン側の様々な要因

す。実務に近い内容のカ

開発・技術センター が複雑に影響し合っていま

リキュラムなので社外講

すが、つばきテクノスクー

國松 幸平

入社直後の基礎講座で

自動車部品技術部
塚越 貴弘

業務にスムーズに取りかか
ることができました。専門

習より楽しく受講できるだけでなく、グルー

ルを受講し、膨大な組み合わせから効率良くサ

コースでは、大学で学んだ「知識」を現場を知っ

プ会社や事業部を越えたヨコのつながりが

ンプリングを行い、各要因が与える影響、感度

ている技術者を通じて「知恵」に変える必要性

できたのも収穫でした。現在、作動機関連の

を把握できるようになりました。また、問題解決

を認識しました。自己研鑽研修会に社長や役員

新製品開発と実験業務に携わる中で、今で

のためのアプローチ方法が増え、解析時間の大

の方々が積極的に参加されていて、
「つばきの

も当時もらったテキストや資料を参考にして

幅な削減になり業務効率も上がりました。

技術を未来へつなげる」という熱意が強く感じ

います。

座学で学んだ事が実用になる瞬間の楽しさ

られました。他部門からの受講者と一緒に学べ

を実感できる貴重な機会を、これから受講され

る環境はとても新鮮で、世代を超えた新しい人

る皆さんにも体験してほしいと思います。

脈を築けたことは貴重な財産となっています。
椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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「地球環境」を
未来へつなぐ

特集 -2

美しい地球環境を将来の世代へ
残していくために、つばきグルー
プでは様々な環境配慮製品を開
発・設計しています。
つばきが考える環境配慮製品の概念
つばきグループ製品の環境配慮概念は、製品を使用することによっ
て環境負荷低減になるものと、製品がお客様の環境改善につながるも
のからなり、これらを 7 項目に分けています。
この概念に沿って、つばきグループでは開発・設計時の仕組みづく
りなどを行い、加えてグループ各社で設定する環境配慮基準をクリア
することを大きな柱にしています。

つばきの環境配慮 7 項目

特

省資源・廃棄物排出量低減

集

～つばきの
環境配慮製品～

省エネルギー･
CO2 排出量の低減

有害物質への配慮

清潔な職場・
使用環境づくり

リユース

廃棄の容易さ

周辺環境への配慮

製品仕様の定義

9
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効果

資源使用量の削減、リサイクル、長寿命化
などを行い、資源の節約につなげること

小形軽量化、無給油、長寿命、
廃棄物低減、リサイクル、残留防止

エネルギー使用の低減、CO2 削減につなげること

低フリクション、
高効率、小形軽量化

お客様の職場環境・使用環境などの改善に
つなげること

無給油、低発塵、
こぼれ防止

お客様の事業所の近隣、周辺の一般生活環境へ
配慮すること

公害防止、低騒音、
低振動、低悪臭

リサイクル性、分別性などの向上により環境配慮を
支援すること

同種材料、分解容易

製品回収後に部品の一部などを再利用すること

製品再利用

お客様の要求に沿った削減を含めて有害化学物質の
排除を行うこと

有害化学物質低減、
食性グリース活用

RS ローラチェーン G7-EX
「RS ローラチェーン G7-EX」は、つばきの伝統のモノづくりと最新のテクノロ
ジーの融合で、世界最高水準の品質を実現しています。このチェーンは、潤滑油を
溜める特殊ルーブディンプル（LD）加工に加え、その保持力を高めた冷間鍛造＊1
一体成形の「LDソリッドブシュ」の開発により、摩耗寿命を 2 倍に延ばしました。
このチェーンは、素材調達からスクラップされるまでのライフサイクルで評価する
LCA 評価を行っており、従来品に比べて大幅な CO2 排出削減に貢献しています。
＊1 冷間鍛造：金属素材を室温で金型を用いて圧縮成型することです。

選 ん で「 エ コ ロ ジ ー 」
長寿命で交換頻度削減

高い伝動能力、だからサイズダウン可能

49

CO2排出量も

%削減

※1

※ 1：従来品「RSローラチェーン(RS80-1)」との
LCAインベントリ分析結果比較（1 ユニットあたり）

LDソリッドブシュ

37

CO2排出量も

%削減※2

※ 2：
「RSローラチェーン（RS100-1とRS80-1）との
LCAインベントリ分析結果比較（1 ユニットあたり）

実 は「 エ コ ノ ミ ー 」

・

ルーブディンプル

・

設備の
コンパクト化による
スペースと
コスト
削減

メンテナンスの
時間と手間 削減

冷間鍛造一体成形

ライン停止による
生産ロス

削減

費用

削減

特

チェーンの
小形化で
コスト
削減

チェーン交換の

集

タイミングチェーン ドライブシステム
タイミングドライブシステムとは、自動車エンジンのクランク軸の回転をカム軸へ
同期駆動させ、吸排気バルブの開閉タイミングを確保するもので、自動車エンジン
の性能を左右する重要な機能を担っています。タイミングドライブシステムは、大き
く分けてチェーンドライブとベルトドライブがあります。1960 年代のモータリゼー
ション期では 2 列のチェーンを使用していましたが、オイルショック後はベルトが用
いられる時期もありました。現在は、エンジンの高性能化、コンパクト化、長寿命化
のニーズに対応して、新しい 1 列チェーンのドライブ方式が主流となっています。
チェーンドライブには、ローラチェーンやサイレントチェーンがあり、耐久性、静
粛性、コンパクト性などそれぞれの特長があります。ハイブリッドエンジンにも使用
されているタイミングチェーンドライブシステム。今後ともエンジンのニーズに応え
ながら、環境性能などの向上に向けてさらなる進化を図ります。
●タイミングチェーンドライブシステムの構造と環境ニーズへの対応

テンショナ＊2
● 軽量化……………アルミボディ
● 低フリクション化…低オイル消費

レバー・ガイド＊3

チェーン
●
●
●
●

軽量化………………8mmピッチ高強度チェーン
低フリクション化……リンクプレート端面の粗さ対策チェーン
低騒音………………スーパーサイレントチェーン
長寿命化……………摩耗伸び低減チェーン

● 軽量化・リサイクル化…プラスチック化
● 低フリクション化………摩擦低減材
＊2 テンショナ：チェーンに適切な張りを与えチェーンの
振動と騒音を抑制する機能を持つ
＊3 レバー・ガイド：チェーンの走行ラインを保つとともに、
チェーンの振動や騒音を制御する機能を持つ

カムスプロケット
クランクスプロケット

椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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ラバースター（容器式コンベヤ）
「ラバースター」はスチールコード入りのラバーブロックチェーンと精密に射出成形さ
れた樹脂バケットを採用した水平・垂直 ･ 水平のＳ字形搬送が可能な容器式コンベヤで
す。連続連結されるバケット間は、フレキシブルなストラップで接合され、重なり合う側
板部の隙間はほとんどなく輸送物のこぼれは極少です。ラバーブロックチェーンは、樹
脂プーリで駆動され静粛な運転となります。スチールコードはラバーブロックで覆われ
ているので摩耗することなく長寿命で、食品から摩耗性輸送物まで幅広く対応します。
■特長
環境配慮内容

ラバーブロックチェーン

効 果（従来品比較）

低騒音

静粛な運転音（85ｄＢ → 65ｄＢ）

省エネルギー

消費電力を約４９％削減

小型軽量化

総重量を約５２％削減

長寿命化

約１．
５倍の寿命（約 5 年間）

樹脂バケット

排出

スチールコード

ロッド

特

輸送物の投入後の水平から垂直への立上り部
※輸送物は
「たまねぎの種」

投入

集

新型給紙AGV＊1
新型給紙 AGV「つばき給紙ＡＧＶ ＭＡＲＫⅡ」は、新聞製作工場で巻取紙を輪転
機にタイムリーかつ効率的に供給する無人搬送台車です。同工場では、日々読者に
対しいち早く確実に情報を提供するために、設備に対し高い信頼性が要求されると
ともに、環境負荷低減につながる設備・システムという点も重視されています。
独自の技術とノウハウを駆使することにより、従来の給紙ＡＧＶを大幅に小型・軽
量化しました。さらに、モータやバッテリーの小型化など台車本体の３０％軽量化に
より、２４%の消費電力低減を実現しています。

■特長
環境配慮内容
省エネルギー
長寿命化
リサイクル容易性

効 果（従来品比較）
モータおよびバッテリーの小型化による消費電力 24%低減
運転パターン、充電パターンの最適化によりバッテリー寿命を 15%向上
走行ローラの材質、製造方法の改善により寿命を 2 倍に向上
異系材接合箇所の最少化、ボルト締結化による分解容易性向上
AGV の一部を交換・再整備により再度長期間使用（リユース / 省資源）

＊1 AGV：Automated Guided Vehicle
（無人搬送台車）
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プラケーブルベヤ TKR 形
ケーブルベヤとは、本体内に電線ケーブルやホー
スを収納し、移動する装置と固定端の間のケーブル
ホースを確実に支持案内保護する装置です。
「プラ
ケーブルベヤＴＫＲ形」は、従来のリンク構造一新と
リンクのショートピッチ化、高摺動材料採用などによ
屈曲状況：円弧に近い屈曲により、

り、クラストップの低騒音（40dB）、低発塵（ISOク

極めて滑らかで低振動

リーン度クラス 3）、低振動を実現しています。

■特長
環境配慮内容

効 果（従来品比較）

低騒音

ショートピッチと樹脂のたわみを利用した独自の屈曲
構造により、従来品（TKP形）に比べ30dBも低騒音

低発塵

ピンとピン孔部の摺動磨耗がなく、さらに耐摩耗特性
の優れた高摺動材料の適用により、極めて低発塵

低振動

リンクのショートピッチ化により円弧に近い屈曲となり、
極めて滑らかで低振動に走行

ケーブルベヤ騒音比較

dB(A)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ケーブルベヤ発塵特性

70

13
48

TKP形
テスト条件

他社A
低騒音タイプ
●
●

43

他社B
低騒音タイプ

＊2

40

発
塵
量

TKP形

TKR形

テスト条件

設置条件：標準設置（床面あり）
移動速度：100m/min ※支持物：なし

●
●

2

2

他社A
低騒音タイプ

他社B
低騒音タイプ

1

TKR形

設置条件：標準設置（床面あり）
移動速度：120m/min ※支持物：なし

＊2 発塵量：1立方フィート内に存在する0.1μm以上の粒子個数

ウルトラPXベルト HY仕様
「ウルトラＰＸベルト ＨＹ仕様」は、ベルトの構成材料であるゴムの高剛性化、歯布
の強化、そして全く新しいカーボンとガラスのハイブリッド心線を採用することで、従

特

来品に比べ、大幅な伝動能力アップを実現しました。成形機・ロボットをはじめとする

集

強度・剛性が必要な各種装置・設備の一層の高性能化、高機能化に大きく貢献します。
高剛性、高強度は、所定の伝動能力に対してベルト幅を小さくすることにつなが

背ゴム

り、省スペース化、質量軽減、長寿命化などの環境配慮面でも大きく貢献します。
●ゴム：超高剛性ゴム

歯布
歯ゴム

●歯布：低摩擦高強度帆布

特殊処理ハイブリッド心線

約1.6倍
（HC仕様比）
の伝動能力向上を実現

心線

■特長
環境配慮内容

効 果（従来品比較）

省資源

高剛性、高強度、長寿命化による省スペース

省エネルギー

小型軽量化によるエネルギー使用の低減

低騒音

ベルトのダウンサイジング効果と合わせて低騒音

細幅化

HY は“超”高強度です

●心線：カーボンとガラスの

（kW）
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
※3000r/min ベルト幅15mm、
プーリ30歯の時の電動能力比較

※同一条件下における必要ベルト幅
（概略）

エマフレックスカップリングNESシリーズ
「エマフレックスカップリングＮＥＳシリーズ」は本体

使用例（ロボット向け）
サーボモータ

ハブならびにスペーサ材質に超超ジュラルミンを採用
し、外径寸法を小さく抑え無駄を省いた独自のデザイ

ボールネジ

エマフレックスカップリング
NESシリーズ

ンにより、可能な限りの低慣性モーメントを追求してい
ます。これによりサーボモータ駆動の高加減速運転に

対応するだけでなく、消費電力を抑えたエコドライブを実現することができます。
またRoHS 指令※ 3 使用制限物質を一切含んでおらず、環境にやさしい製品となっています。
■特長
環境配慮内容

効 果（従来品比較）

省資源

ハブ・スペーサに超超ジュラルミンを使用し、寸法をコンパクト化

省エネルギー

外径寸法を小さくすることで低慣性モーメントを実現

有害物質対応

RoHS 指令に適合

※3 RoHS指令：p.27参照
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マテハン事業部における環境への取り組み
マテハン事業部では、エコデザインシステムに基づいた製品設計・開発を推進し、
環境へ配慮した「仕分」
「搬送」
「保管」システムの提供に取り組んでいます。
製品紹介
自動車製造工場
向けシステム

製紙・新聞印刷
工場向けシステム

低騒音でスムーズな自動車ボディ塗装コンベ
ヤシステムなどを提供します。

巻取紙を搬送し輪転機に自動装着します。
高速走行、小さな回転半径を有した無人自走
台車です。残芯回収も無人です。

仕分
物流業界向け
システム

保管

高精度・高仕分け能力を持ち、あらゆる形態
の搬送物に対応します。

搬送

IT 関連製造工場
向けシステム
高い収納庫率、高速保管・取り出しを実現し
た保管ストッカーを提供します。

特

創薬向け関連機器
およびシステム

ピッキング・保管・
搬送機器

集
創薬支援用の機器・システムを提供し、搬送・保管・
ピッキングなどの先進技術力を駆使しています。

工場内で使用される部品、製品などの取り出し・
保管・搬送を効率化する機器を提供します。

搬送

■マテハンとは？

保管

仕分

マテリアルハンドリング
（Material Handling：マテハン）とは、一般
にはモノの搬送、取り扱いおよびそれらに関する情報システムを意味
します。

エコ設計
マテハン事業部では、製品の設計、製造、使

エコデザインシステム

用、廃棄などのライフサイクル全体において環

環境を配慮した製品の設計・製作システム

境配慮を行う「環境適合設計」を基本とした独自

E（環境）+ Q（品質）+ C（コスト）+ D（納期）+ S（安全・サービス）

の「エコ設計ガイドライン」を定めています。設

製品アセスメント基準

計段階から素材、部品、製品に対して小型化・軽

ライフサイクルアセスメント

量化などの省エネルギー化や長寿命・リサイク
設計評価

設計基準化

エコ
設計基準

設計

グリーン
情報

エコ
設計図面

製品評価2

製品評価1

製造

グリーン
購入

エコ
製品製造

据付
納入

ル容易性などの環境配慮の視点を取り入れるこ

エコ製品
本稼働

エコ製品
寿命

改造
メンテナンス

撤去

解体・分別
回収・再生

とで、コスト低減や安全性アップにつながり、お
客様の満足向上になるものと考えています。
設計評価・製品評価は所定のチェックシートな

リサイクル

どを用いて行われ、環境・品質・コスト・納期・
安全などすべてのデザインパフォーマンスを体
系的に評価する仕組みとなっています。
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エコ設計事例 「リニソートＳ-Eの開発」
「つばきリニソートＳ」は配送センターから大型小売店や一般小売店へ、

粛性

食品、衣料品、化粧品、医薬品などの軽量・小物品を店別、方面別に仕分

③高い信頼性を実現しています。

本開発にあたっては、さらなる改善・改良を加えるため、技術コンセプ

ける自動仕分け装置です。椿本チエインでは、このシステムを開発以来、

トを「環境」とし、小型化・軽量化による消費電力削減など、システムの

数々の改善を加え、現在ではリニアモータ採用により、①高速性

改善に取り組み「つばきリニソートS-E」として製品化しました。

②静

●環境対応の設計プロセス

１．最も効果的な対象部位の検討・選定

●

キャリッジの軽量化に決定

２．現有製品の調査・分析

●

FEM 解析用のデータ取り

３．目標値の設定

●

キャリッジ軽量化による消費電力 40%低減

４．FEM 解析＊による材質決定

●

鉄・アルミ製から強化樹脂製に変更

５．システムのエコ設計

●

設計検証にて環境・品質・コスト・納期・安全などの評価

６．試作機による耐久テスト

●

機能、性能、寿命把握

７．効果把握・標準化

●

お客様の現場での実地検証、効果確認

＊FEM解析：コンピュータを使った数値解析法の一つです。構造力学分野で広く使われています。

リニソートの内部構造

Before

After

特

キャリッジ
（樹脂製）

金属製キャリッジ

レール

集

軽量化
40％

トレー

消費電力40％低減

樹脂製キャリッジ

この開発事例では、その他の改善も加えて以下の環境面での効果が得られました。
環境配慮項目

改善内容

環境配慮の効果

省エネ、CO2 排出量低減

キャリッジを強化樹脂製へ変更し軽量化（リニアモータ台数 40%低減）

消費電力 40%低減

低騒音、静粛性

リニアモータおよびパッケージ型コンプレッサー採用

低騒音（55 ～ 60dB）に抑制

省資源・廃棄物排出量低減

部品点数 10%削減、リニアモータ台数低減、配線材料などの低減

資源使用量の低減

Topics
「2008 年“超”モノづくり部品大賞」奨励賞を受賞（つばき 384 チューブ）

授賞式

モノづくり推進会議 / 日刊工

従来のマイクロチューブに比べ、容積を約 1/12とすることで、保

業新聞主催（経済産業省、日

管スペースを大幅に削減したほか、2 次元コードの採用で読み取り信

本商工会議所後援）
「2008 年

頼性が向上しています。さらに、着脱可能なキャップ式の開発により、

“超”モノづくり部品大賞」に

複数回の研究試験に対応できるようになり、資源の有効活用を実現し

おいて、
「つばき 384 チュー

ています。

ブ ( キャップ式 )」が、奨励賞を受賞しました。
「つばき 384 チューブ」は創薬研究向けに開発した小型冷凍自動

「つばき384チューブ
(キャップ式)」

保管庫「ラボストッカ」用の小型容器です。創薬現場での①微量保管
②サンプル保管数の増大

③サンプル保管の ID 化というお客様の

ニーズに応えて開発・製品化しました。
URL

「つばき384チューブ」

http://www.tsubakimoto.jp/matehan/
椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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社会性報告

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。
■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

■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。

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

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

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

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

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

動を展開しています。

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。

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

●調達基本方針
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）

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

社会性報告

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。

■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。

●マテハン事業部「つばきメンテナンスサービス」の事例
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。

朝市＊2（埼玉工場）

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。

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。

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。
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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。

■ディスクロージャーポリシー
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。

■ＩＲ活動

■株主総会の実施

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

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

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

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

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

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

通じての「双方向コミュニケーション」を目指しています。

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

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

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

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

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

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

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。

社会性報告

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

して、当社のファンづくりに努めました。

決算説明会

個人投資家向けIRフェア

株主総会 懇談会会場
（製品展示）

■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。
企業紹介コンテンツ「つばきなび」
URL

http://www.tsubakimoto.jp/special

企業紹介コンテンツ「つばきなび」
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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。

■人権尊重

■障害者雇用

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

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

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、

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、

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。

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

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

従業員数に占める障害者の割合は、

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

従業員数の増加や、障害者の定年

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。

障害者雇用率

退職の影響もあり、2009 年度は

（％）
2.0

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

1.66％と法定雇用率の 1.80％を

1.5

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

下回る結果となりました。今後、法

1.0

の情報の保護にも万全を期しています。

定雇用率を達成し、さらに増員でき

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

1.61

1.64

1.66

2007

2008

2009（年度）

1.85

0.5

るよう努めていきます。

■人事制度

1.71

0

2005

2006

■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

社会性報告

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

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・

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

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

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。

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

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。

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

■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

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。

有給休暇取得率
（％）
100
80
60

58.5

60.3

59.5

62.8

2005

2006

2007

2008（年度）

40
20
0

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。
「なんでも相談室」メンタルヘルス講義
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■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

■労働安全衛生
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
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。

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

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

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。

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。

■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
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

（％）
2.5
2.0
1.5
1.0

2.03

1.61

0.80

0.5
0

＊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。

度数率＊2
強度率＊3

2004

2005

社会性報告

る た め、GSD（Global Staff Development）研 修 や GMD（Global

＊1 KYT：危険予知トレーニング

労働災害の度数率・強度率

＊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。

0.52

0.52

0.01

0.01

0.01

2006

2007

2008（年度）

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

■従業員の健康管理

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

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

心に、ビジネスに役立つハングル勉

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

強会を実施しています。

つばきハングル・スタディ

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。

■社内活動

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

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。

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。
＊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。

ソフトボール大会（京田辺工場）

納涼祭（ツバキエマソン京都工場）
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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。
■地域社会への取り組み

■主な展示会への出展

●夏休み親子工場見学会

つばきグループでは、世界各地

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

で開催される展示会へ積極的に出

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

展し、つばきの高い技術力や環境

（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

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

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

「ドイツ ハノーバーメッセ 2008」

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

にマテハン事業部が初出展しました。

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。

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

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。

ら約 250 名のお客様に訪問してい

ハノーバーメッセ2008

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。

社会性報告
工場見学会
（京田辺工場）

親子でチェーンの組み立て体験
（京田辺工場）

●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。

PTC アジア 2008

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

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

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

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

から毎年生徒を受け入れています。

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

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

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。

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。

第13回機械要素技術展

職業体験（ツバキエマソン）

インターンシップ（京田辺工場）

展示会名
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

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

2008年10月28日～31日

国際粉体工業展東京2008

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

2009年04月15日～17日

TECHNO-FRONTIER2009

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。

2009年06月24日～26日

第13回機械要素技術展

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
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開催期間
2008年04月21日～25日
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■外部表彰

■専門学校への技術支援
2008 年 11 月に行われた「 関
東地方発明表彰式」において、当

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

社特許の「チェーン伝動用テンショ

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

ナレバー」が発明奨励賞を受賞しま

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

した。

置制御の容易性が優勝をアシストしました。

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
関東地方発明表彰式

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

設された伝統ある式典です。当社

＊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。

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。

優勝した浜松情報専門学校 「ジップチェーン」搭載ロボット ジップチェーン
の皆さん

社会性報告

■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

「物流機械話題製品賞」受賞
つばきジップチェーンリフタ

クシステムなどで四川大地震義援金
四川大地震義援金募集活動
（椿本バルクシステム）

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

■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

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。

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。

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。

新電元工業
（株）
様との環境交流会
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環境目標・実績
環境理念・環境基本方針に基づいて環境目標を設定し、
達成に向けて活動することで継続的な環境活動に取り組んでいます。
■環境理念・環境基本方針
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

❶ 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。
❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
（2007 年 4 月 1 日改定）

■長期目標
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

環境報告

（2009 年 8 月制定）

■環境・社会報告主幹のコメント
地球温暖化問題は今や待ったなしの状態であることは言う

設備（熱処理設備など）の導入、重油から都市ガスへの燃料

までもなく、その対策が国、自治体、企業だけでなく個人レ

転換、空調や照明機器の省エネ型への転換などを推進して

ベルでの環境保全への取り組みが強く求められています。

を行っています。さらに、全従業員が、会社だけでなく家庭

活動として地球温暖化防止をはじめとする様々な環境保全

でも環境を意識した行動が取れるように、
「環境 Q&A」など

活動に積極的に取り組んでいます。中期計画、年度計画の

独自の共通ツールを使った環境教育にも力を入れています。

目標を ISO14001 環境マネジメントの中で確実に展開して

本社部門本部
環境・社会報告主幹
椿本 茂也

います。また環境負荷低減につながる環境配慮製品の開発

つばきグループでは、企業の社会的責任を果たす重要な

います。

これらの活動をこの環境・社会報告書を通じて広く公開し、
多くの方々からのご意見、ご指導を賜りながら、継続的に発

数値目標として取り組む CO2 排出量の削減では、高効率

展させていく所存です。

●2008年度 環境目標・実績
項目

2008年度環境目標

CO2排出量の削減

CO2排出量原単位を前年度比1%削減

産業廃棄物等排出量の削減

再資源化率＊を96%（年度末）以上

再資源化率は97％（年度末）
に向上、
また総量は前年度比で21％低減

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使用量を削減

前年度比で大気排出量17%削減、移動量20%削減

エコ評価制度の運用

つばきグループエコ評価システムの運用

つばきグループ各事業所の製品エコ評価基準の確立と
評価の実施

グリーン調達の推進

グリーン調達ガイドラインの運用

有害化学物質削減マニュアルに沿った活動を行ったのみ

環境マネジメントのグローバル化

海外グループ会社共通目標の設定と展開

CO2排出量に関する海外グループ会社共通の
削減目標を設定し、それに向けての展開を開始

＊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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2008年度実績
排出量原単位は前年度比1.9%削減、
また排出総量は前年度比11%低減
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：目標達成

評価

：目標未達成

環境マネジメント
つばきグループでは、ISO１４００１に則った環境マネジメントシステムを構築し、
継続的に運用しています。
■推進体制

■環境内部監査

つばきグループの環境マネジメントは、椿本チエイン社長をトップにし

各事業所では、社内認定された環境内部監査員による内部監査を定期

た体制の下、
「つばきグループ環境委員会」を中心に推進しています。環

的に実施し、環境マネジメントシステム（EMS）の効果的な運用状況や、

境委員会は、椿本チエインの本社部門本部長を委員長に、工場長、事業

法令・規定などの順守状況についての確認を行っています。その結果、

部長およびグループ各社の代表者で構成され、つばきグループの環境課

是正や改善が必要な場合は計画的に是正し、環境マネジメントレビュー＊

題に対応しています。

に反映させてシステムの維持・改善
につなげています。これを効果的に

●環境マネジメント体制（組織図）
社

行うため、環境内部監査員の養成・

長

レベルアップなどを積極的に進めて
います。

つばきグループ環境委員会
事務局（CSR 推進室）

な お、海 外 グ ル ー プ 会 社 で も

ワーキンググループ

ISO14001 に 基 づく内 部 監 査 を
内部監査
（椿本汽車発動機
（上海）
有限公司）

行っています。
椿本チエイン
本社部門・各工場（各事業部）

国内
グループ会社

海外
グループ会社

＊マネジメントレビュー：組織のマネジメントシステムが有効に機能しているかどうかを
経営層が確認し、必要に応じて見直しを行うことです。

環境報告

■環境マネジメントシステム（EMS）構築状況
つばきグループでは、ＥＭＳ構築を積極的に進めています。これまで、

●ISO14001認証取得事業所

国内全 14 事業所および、海外の 6 事業所が ISO14001 認証を取得し、

認証登録年月

環境経営のベースを築きました。

2001年09月

株式会社椿本チエイン 埼玉工場

今後は、ISO14001 をツールとする活動に重点を置き、さらに環境ビ

2001年09月

株式会社椿本鋳工

ジネスなどを視野に入れたグループ全体のＥＭＳ活動を積極的に推し進め

2001年11月

椿本メイフラン株式会社

国内認証取得事業所

2002年09月

株式会社椿本マシナリー（支社・営業所16サイト一括）

2003年01月

株式会社椿本カスタムチエン
（2006年6月京田辺工場へ統合）

2003年09月

株式会社椿本チエイン 京田辺工場

2003年09月

株式会社ツバキサポートセンター

2003年12月

株式会社椿本スプロケット

2004年01月

椿本西日本株式会社

2004年08月

株式会社北海道椿本チエイン

2004年10月

新興製機株式会社

ネジメント方針」に沿って、12 月に第 1 回環境グローバル会議を開催し、

2004年11月

株式会社椿本バルクシステム

海外各社が共通の環境目標をもって活動を行うようになりました。グロー

2004年12月

株式会社ツバキエマソン

2008年09月

ツバキ山久チエイン株式会社

ていきます。

●海外グループ会社を含めた環境マネジメントを開始
地球温暖化防止をはじめとする環境保全活動には、グローバルな対応
が求められていることを認識し、海外グループ会社では、植樹・清掃など
の環境活動を行っています。
2008 年度は、つばきグループの「海外グループ会社に対する環境マ

バルな運用体制を確立するためのデータ把握などを行い、海外のグルー
プ会社の足並みを揃えながら、その浸透を図っています。

※ 2006 年 8月に本社・支社を京田辺工場、埼玉工場の認証範囲に加えました。
認証登録年月

マングローブの植樹活動
（Tsubakimoto Automotive (Thailand)
Co., Ltd.）

海外認証取得事業所

2002年08月

U.S. Tsubaki, Inc.

2004年02月

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

2004年04月

Tsubakimoto U.K. Ltd.

2005年10月

Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

2007年01月

台湾椿本股份有限公司

2008年09月

椿本汽車発動機（上海）有限公司

工場周辺清掃活動
（椿本汽車発動機
（上海）
有限公司）
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エネルギーや物質の流れ
つばきグループは、事業活動による環境負荷の全体像を把握することが、
環境負荷低減への第一歩だと考えています。
●エネルギーや物質の流れ

INPUT
原材料

OUTPUT
66,402t

85,249百万円

製品総生産高

20,812t

有価物

エネルギー

電力…………112,397千kWh
リサイクル 5,095t

産業廃棄物

重油……………… 937kL

4,720t

製造プロセス

ガソリン …………314kL
灯油…………………43kL
ガス

環境報告

軽油 ………………… 6kL
都市ガス……… 2,977千m3
(コジェネを除く)

一般廃棄物

581t

206t

その他

PRTR法による有害化学物質
排出量・移動量…………………142t

都市ガス……… 1,308千m3
(コジェネ用)

ブタンガス……… 453t

CO2

大気への排出
CO2……………… 56,180t-CO2

プロパンガス …… 15千m3

用水

対

象

対

象

458千m3

(458千m3 )

水域への排出

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）
期 間：2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日

●主要な環境パフォーマンス指標＊等の推移

INPUT

2004年度
原材料（ｔ）
エネルギー使用量（GJ)
水使用量（千m3）

OUTPUT

CO2排出量（ｔ-CO2）

2005年度

2006年度

2007年度

本報告書の掲載ページ

62,637

67,880

69,413

77,095

66,402

p.23

1,438,474

1,385,890

1,395,424

1,512,069

1,290,340

p.23, p.25

443

433

497

486

458

p.23

60,727

59,317

58,261

63,320

56,180

p.23, p.25

一般廃棄物（ｔ）

423

592

655

690

581

p.23, p.26

産業廃棄物（ｔ）

4,808

5,248

5,561

6,045

4,720

p.23, p.26

リサイクル
（ｔ）

3,499

4,643

5,551

6,295

5,095

p.23

66.9

79.5

89.3

93.5

96.1

p.26

―

19,114

22,743

24,809

20,812

p.23, p.26

155

164

165

174

142

p.23, p.27

1,295

1,477

1,557

1,672

1,415

p.1

再資源化率（％）
有価物（ｔ）
PRTR法による有害化学物質
排出量・移動量（ｔ）
連結売上高（億円）

＊環境パフォーマンス指標：エネルギー使用量や水使用量など、事業特性からみて重要と考えられる環境の項目に関する指標です。
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環境教育・緊急時対応
従業員の環境に対する意識啓発、災害などの緊急事態発生時の対応など、
様々な教育や訓練を行っています。
■環境教育の実施

■緊急時への対応

つばきグループでは、従業員の環境意識向上を図るため、教育訓練を

事故・災害などの緊急事態へ速やかに対応するために、各事業所では

積極的に実施しています。環境関連の資格取得奨励のほか、特定業務に

そのための体制・手順の確認を行うとともに、必要な備品を準備し、保管

従事する従業員への教育や資格認定を行い、環境保全や汚染防止の技術

場所を定めています。また、ISO14001 の要求事項に沿って予防処置、

や知識を確保しています。

緩和処置を含め、避難訓練や消防訓練などを定期的に実施しています。

2009 年 6 月の環境月間中には、つばきグループで働く従業員全員に
対し、共通の環境知識、意識向上を図るために、楽しく学べるクイズ形式
の「環境 Q&A」による教育を行いました。

消防訓練（埼玉工場）

「環境 Q&A」による環境教育
（埼玉工場）

環境教育教材「環境 Q&A」

消防訓練（椿本バルクシステム）

■環境関連の法規制などの順守
環境報告

環境関連の法規制対応は、関連する法令・条例などを特定し、定期的に

■地域活動

その最新版管理を行っています。それぞれの事業所では、法令などの最新

環境月間活動の一環としてつばきグループでは各事業所で、工場周辺
の清掃や駅、公園などのゴミ拾いなどに参加しています。

版をもとに、日常業務を適切にすすめています。これらの手順は環境マネ
ジメントシステムの中で決めています。

京田辺工場では、市民一斉清掃活動に参加し、清掃を行っています。こ
れは、身近な環境に対する意識を高め行動することの大切さを考える良
い機会となっています。

■苦情への対応

特に工場周辺の清掃では、道路

各事業所の環境課題や苦情などは、定期的に行うつばきグループ環境

にタバコ吸殻や飲み物の空き缶な

委員会で状況を把握しています。個々の対応はそれぞれの事業所単位で

どが多く捨てられていたことから、

行い、その経過・結果が環境委員会へ具体的に報告されます。

清掃に参加したメンバーは一様にポ
イ捨てはやめようと決意を新たにし
ました。

市民一斉清掃活動（京田辺工場）

Topics 2
ノーマイカーデー（エコ通勤日）

Topics 1

椿本カスタムチエンでは、6 月

グリーンカーテンの設置

19 日を「ノーマイカーデー（エコ

京田辺工場では、食堂棟その

通勤日）」と定めました。地球温暖
化防止のため、この日だけは車や

他で 2008 年も「グリーンカー

バイクを公共交通機関（電車、バ

テン」を多数設置しました。ゴー

スなど）や、自転車、徒歩に切り替

ヤをカーテン状に植えて夏場の

えての通勤を推奨しました。従業

日よけとし、室内温度の低下を

員は同方面からの通勤者で車の相

図ったものです。ゴーヤは生育

乗りを行うなど、斬新な試みになり

が早く、工場内に緑が一杯となり

ました。

目にもやさしく環境を意識する一
助となりました。

グリーンカーテンの設置

啓発ポスター

椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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地球温暖化対策
つばきグループでは毎年設定している排出量削減目標達成に向けて、
様々な視点から地球温暖化対策に取り組んでいます。
■CO2排出量の削減
つばきグループでは 2005年度を基準年度として、2010年度に CO2
排出量原単位を 5%削減する5ヶ年目標をもっています。
2008 年度の CO2 排出量原単位は、2009 年 1 ～ 3 月に大幅な生
産の落ち込みがあったものの、上期に行った CO2 排出削減諸策の実施が

エネルギー使用量内訳
購入電力（コジェネ発電を除く）
都市ガス（コジェネ含む）

2.8％

良好な結果であったことから、対前年度比で1.9%削減しました。また、

1.9％

9.6％

85.6％

0.672

0.8
0.659
56,180

後も引き続き省エネ対策を実施しCO2排出の抑制に努めます。

0.662

排出量原単位

63,320

生産減少の影響や省エネ投資抑制など懸念事項も多くありますが、今

CO2排出量
（t-CO2）
70,000
0.697
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2005

58,261

総使用量
1,290,340GJ

CO2 排出量

59,317

排出総量は、56,180t で前年度比 11%削減となりました。

A重油
ブタンガス

0.6
0.4
0.2

2006

2007

2008（年度）

■主な取り組み

環境報告

埼玉工場のタイミングチェーンの熱処理部門では、チェーン構成部品

椿本鋳工では、省エネ・CO2 排出量削減対策として、鉄原料を高温に

の一つであるピンなどの焼入れ・焼戻し処理を行う設備を従来のオール

して溶かす電気炉を溶解効率の高い高周波溶解炉に切り替えました。こ

ケース炉によるバッチ処理から、生産効率の高い連続調質炉に切り替えま

れにより溶かした鉄材料を取り出す時の出湯の原単位（１ｔ取り出すため

した。これにより単位重量あたりの電力使用量が約 40％削減され、CO2

に必要となる電気量）を約 7%向上させ、2008 年度は年間 220t の

排出量を年間約 150t 削減しました。

CO2 排出量を削減しました。

投入口付近
連続調質炉（埼玉工場）

高周波溶解炉（椿本鋳工）

■物流における取り組み

■新工場の緑化

「改正省エネ法の輸送に係る措置」に関して、椿本チエインは「荷主と
なる事業者」として輸送トンキロ調査を実施しています。2008 年度は輸
送部門のトンキロ低減策を環境目標に盛り込み、輸送便数低減や積載率

埼玉工場では、2009 年 3 月に竣工したオートエンジニアリングラボ
（自動車技術棟）の屋上に、広さ 1,050m2 の屋上緑地を設置しました。
季節を通じて、草花が咲き、緑が確保できるよう、屋上緑地には数十種
類の多年草を植え、散水に雨水センサーを使用するなど様々な工夫をし

の向上などの活動を行い約 1,460 万トンキロ / 年となりました。
法による特定荷主（3,000 万トンキロ / 年以上）には該当しませんでし
たが、今後とも物流についての自主的な環境保全活動を行い、輸送に係

ています。
今後も新設する建屋には、屋上緑化を積極的に進める計画です。

るエネルギー削減に努めます。

●2008年度 輸送トンキロ調査

調査対象とする物流範囲

一般チェーン製品

調達先

自動車部品

代

理

店

物流センター

マテハン製品

ユーザー
港

廃棄物
輸送トンキロ総合計
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ユーザー
ユーザー

工場
輸出入（製品、設備など）

ユーザー

海外子会社、他
廃

約1,460万トンキロ／年
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棄

屋上の緑化（埼玉工場）

廃棄物削減・省資源
生産工程から発生する廃棄物の再資源化により排出量の削減に努めるだけでなく、
オフィスでも様々な省資源の取り組みを推進しています。
■廃棄物管理
つばきグループでは、廃棄物の再資源化を積極的に進めています。
2008 年度は、後半の生産減少が重なり、産業廃棄物と一般廃棄物を

廃棄物等排出量
産業廃棄物

合わせた廃棄物等の排出量は、5,301tとなり、対前年度比 21%低減と
なりました。

（％）
100

4,720

6,045

5,248

4,808

います。

一般廃棄物

（t）
690
7,000
592 655
6,000
423
581
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2004 2005 2006 2007 2008（年度）
5,561

また、再資源化率は年度平均で 96.1%で、再資源化が着実に進んで

再資源化率（年度平均）

80

79.5

89.3

93.5

96.1

2007

2008（年度）

66.9

60
40
20
0

2004

2005

2006

■主な取り組み
●フィルタープレス機の導入

●打ち抜きカス・廃油の再資源化
自動車部品事業部では、チェーンのプレートをプレス機で打ち抜く工程

削減に取り組んでいます。汚泥には水分が多く含まれており、この水分を

で発生する打ち抜きカスだけでなく、打ち抜きの際に使用する加工油も

除くために 2009 年 5 月にフィルタープレス機を導入し、稼動を開始し

再資源化しています。

ています。この装置内でろ

プレートの打ち抜きカスに付着した油を脱油装置にかけた後、分離した

過されることにより、従来の

油はろ過装置を通して加工油として再利用します。また、脱油された打ち

汚泥の含水率約 45%が約

抜きカスは、椿本鋳工で電気溶解され鋳物製品として生まれ変わります。

環境報告

埼玉工場では、チェーン部品の研削・研磨工程から排出される汚泥の

33%程度に改善され、大幅
な低減を実現しました。

フィルタープレス機

汚泥コンテナ

●打ち抜きカス・廃油の再資源化フロー

油の再利用

ろ過装置：分離した油をろ過

脱油装置：プレス打ち抜き
カスと油を分離する設備

ろ過したプレス油を加工油と
して再利用

金属リサイクル

油の再利用プロセス
打ち抜きカスのリサイクルプロセス

鋳物製品

電磁石：打ち抜きカスを移動 高周波溶解炉：打ち抜きカスを溶解

■オフィスでの環境配慮
●クールビズ・ウォームビズ
つばきグループではすっかり定着してきた感の
あるクールビズ・ウォームビズですが、2008 年、
女性従業員の夏制服に、従来より軽く涼しいもの
にデザインを一新したクールビズファッションを追
加しました。男性もノーネクタイが定着し、好評を
得ています。
従来型制服

クールビズ対応型制服

啓発ポスター

椿本チエイン 環境・社会報告書 2009
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化学物質管理・汚染防止・グリーン調達
有害化学物質や規制物質の使用量・排出量を定量的に把握し、
その削減に努めています。
■有害化学物質削減の取り組み
つばきグループは欧州 RoHS指令＊1、ELV指令＊2、REACH規則＊3、
その他、国内外の有害化学物質の含有制限を設けた法令・規則に対応す

1

2

るため、製品に含有する有害化学物質の特定や許容範囲の設定を行い、
お取引先様とともに実態調査および削減を積極的に展開しています。

❶ 一般動力伝動用チェーン
ドライブチェーンでは、RoHS 指令で指定される有害化学物質を一切
使用しない（クロムフリー）独自のコーティング技術で、耐腐食性を従
来の 1.4 倍以上に高め長 寿 命 化を果たしたコーティングチェーン
「NEP 仕様」を開発・販売しています。

❷ タイミングチェーンドライブシステム
自動車用タイミングチェーンドライブシステムは、2006 年にそのシ

欧州 RoHS 指令対応完了製品
（一般動力伝動用チェーン）

欧州 ELV 指令対応完了製品
（タイミングチェーンドライブシステム）

3

ステムを構成するチェーン、テンショナー、ガイド／レバーなどすべて
の部品に対し、ELV 指令規制物質の対応を完了しています。

❸ 精機事業製品
精機製品については、パワーロック（締結具）、カップリング（軸継手）、

環境報告

減速機などが RoHS 指令への対応を完了しました。

欧州 RoHS 指令対応
完了製品（パワーロック）

（一部の製品や支給モータ組み付け品などは除く）
＊1 RoHS 指令
（ Restriction on Hazardous Substances, Directive
2002/95/EC: 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）: 電気・電子機器における、
生産から処分に至るすべての段階で、環境や人の健康に
及ぼす危険を最小化することを目的として、2006 年 7月1
日以降、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェ
ニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルは一部の例外を除き使
用が制限されています。

■PRTR法対象化学物質の削減
2008 年度つばきグループの PRTR 法
の届出は 5 社 6 工場となり、届出対象物質
は 6 物質でした。2008 年度は後半の生産

＊2 ELV 指令
（End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC: 廃自
動車に関するEU 指令）: 自動車の廃車に伴う廃棄物の
削減とこれらが環境へ与える影響を軽減することを目指し、
2000 年 5月に成立、同年 10月に発効。リサイクル処理
を容易にする目的から、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム
の使用が一部の例外を除き制限されています。

該当事業所では、これらの物質について
継続して使用量、排出量の削減に努めてい
ます。

欧州 RoHS 指令対応
完了製品（減速機）

＊3 REACH 規則
（Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals: 化学物質の登録、評価、認
可及び制限に関する規則）
：人の健康と環境の保護、欧
州化学産業の競争力の維持向上などを目的として、化
学物質の安全性評価と登録を企業に義務付ける規制。
2007 年 6月1日に発効し、2008 年 6月１日から段階的
に運用が開始されています。

●PRTR法対象化学物質データ
事業所

物質番号

椿本チエイン埼玉工場

減の影響もあり大気への排出量は 2007 年
度に比べ、約 17%減少しました。

欧州 RoHS 指令対応
完了製品（カップリング）

本社工場
ツバキエマソン
兵庫工場
椿本バルクシステム
椿本メイフラン
椿本鋳工

単位：ｋｇ/ 年
物質名

63 キシレン
68 クロム及び３価クロム化合物
227 トルエン
309 ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
40 エチルベンゼン
63 キシレン
227 トルエン
63 キシレン
227 トルエン
63 キシレン
227 トルエン
40 エチルベンゼン
63 キシレン
227 トルエン
311 マンガン及びその化合物
合 計

大気
990
75
31,000
0
810
1,900
11,500
1,400
4,500
3,000
1,300
1,300
2,800
12,000
0
72,575

排出量
公共用水域
土壌
事業所内埋立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

移動量
下水道 事業所外への移動
0
0
0
37,000
0
12,000
0
4,600
0
200
0
470
0
2,900
0
170
0
560
0
0
0
0
0
530
0
1,100
0
5,000
0
4,913
0
69,443

※京田辺工場、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、ツバキ山久チエインはＰＲＴＲ法の届出対象外です。

■グリーン調達の取り組み
つばきグループでは、環境に配慮したお取引先様から、環境負荷の少な
い製品・部品・原材料・副資材・サービスを優先調達し、お取引先様とと
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管理基準（お取引先様向け）」を発行し、ホームページにも公開しています。
この公開にあたっては、有害化学物質をより公共性のある JGPSSI＊4

もに環境負荷低減に取り組んでいます。2007 年 6 月に製品に含有する

の管理基準に準じたものにしています。

有害化学物質の基準である「調達品に含有する有害化学物質の含有制限

＊4 JGPSSI（Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative）
：
グリーン調達調査共通化協議会
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環境会計
効率的な環境保全活動のために、環境会計の集計範囲の拡大に努め、
ステークホルダーの皆様に公表しています。

2008 年度におけるつばきグループの環境保全投資額は、昨年度より

の工場建設に伴う環境対応設備の減価償却費などが増加となりました。
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

約 3.6 億円増加しました。
その内訳は、高効率熱処理設備などの導入、省エネ設備や排水処理設

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

備への積極投資のほかに、埼玉工場建屋のアスベスト対策工事※ 1 などを

し、今後の環境保全活動に継続的に生かすとともに、情報開示を行ってい

計上したことによります。

きます。

費用額では、2007 年度に積極的に行った省エネ設備やグループ各社
対

象

※ 1この工事の中には工場の耐震工事なども一部含まれています。

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：2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
参考にしたガイドライン：環境省「環境会計ガイドライン（2005 年版）」

●環境保全コスト

単位：千円
環境保全コスト
（事業活動に応じた分類）

分類

主な取り組みの内容

投資額

（１）事業エリア内コスト
内
（１）-2 地球環境保全コスト
訳
（１）-3 資源循環コスト

416,971

大気汚染防止設備、排水処理設備の導入・運転管理

534,546

144,577

電力管理システムの導入、管理

111,064

104,877

44,993

167,517

廃棄物処理・リサイクル費用、産業廃棄物置場の改善

（2）上・下流コスト

環境影響物質などの委託分析費

（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

0

4,336

4,856

205,086

（4）研究開発コスト※2

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）

－

－

（5）社会活動コスト

工場周辺の美化

0

1,705

（6）環境損傷対応コスト

地下水浄化対策など
合

計

0
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695,459

628,124

環境報告

（１）-1 公害防止コスト

費用額

690,603

※ 2 研究開発コストについては、製品の環境配慮基準の見直しに伴い、集計方法の再検討を行っています。

●環境保全効果
環境保全効果の分類

環境パフォーマンス指標（単位）

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）

事業活動から排出する環境負荷および
廃棄物に関する環境保全効果

CO2排出量（t-CO2）

2007年度

2008年度

基準期間との差（環境保全効果）

486

458

28千m3削減

63,320

56,180

7,140t-CO2減少

●環境保全対策に伴う経済効果

単位：千円
ＴＣ京田辺

抜きカス売却益

ＴＣ埼玉

7グループ会社

合計

238,531

108,309

45,124

391,964

18,019

37,241

46,081

101,341

長尺くず売却益

9,085

0

22,070

31,155

ステンレスくず売却益

23,522

ダライ粉（鉄くず）売却益

9,194

67

14,261

電線くず売却益

129

1,061

4,377

5,567

アルミくず売却益

802

1,927

647

3,376

部品くず売却益

16,705

13,241

8,415

38,361

加工くず売却益

0

782

1,988

2,770

-

732

-

732

638

2,108

135

2,881

0

333

0

333

293,103

165,801

143,098

602,002

バナジウム売却益
廃プラスチック売却益
廃油売却益
合

計

椿本チエイン 環境・社会報告書 2009

28

サイトレポート／編集後記
私たちつばきグループは、
１９１７年創業の株式会社椿本チエインを中心に、
「モノを動かす」分野において世界のリーディング・
パワートランスミッション事業とマテリアルハンドリング事業を展開してきました。今では日本を中心に、アジアや北米など世界中
今後もグループ会社や関連会社との連携を生かして、
ステークホルダーの皆様に尽くしていきます。
株式会社 椿本チエイン 京田辺工場

常務執行役員
京田辺工場長
三尾 克彦

当工場では、
「地球環境の保全を経営の最重要課題の 1 つと
位置づけ、自主的に環境活動に取り組む」との環境方針を継続
し、環境目標展開と各種改善活動による全員活動で環境負荷低
減に努めています。さらに関連協力会社に対しても環境保全の
重要性を訴え、協力を依頼しています。また、地域社会とのコ
ミュニケーション活動として「夏休み親子工場見学会」を継続し
ています。
2008 年度は急激な受注減少によりCO2 排出量原単位が約
3％増加しました。今後は環境配慮製品の拡大を図り、お客様
の環境改善と当工場の生産効率向上に注力していきます。

設立年月：2001 年 6 月
代 表 者：常務執行役員 三尾 克彦
所 在 地：〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台 1-1-3
敷地面積：230,100㎡
緑地面積：87,438㎡
資 本 金：170 億 7,600 万円（椿本チエイン）
従業員数：830 名（2009 年 6 月現在）
事業内容：伝動用ローラチェーン、コンベヤチェーン、
ケーブルドラッグチェーンおよび応用チェーン
一式の設計・開発・製造

株式会社 椿本チエイン 埼玉工場

サイトレポート／編集後記

埼玉工場は、自動車エンジン用のタイミング製品や、システム
コンベヤの製品を生産しています。埼玉工場の環境負荷はつば
きグループの大きな部分を占め全体を左右するため、その環境
マネジメントは重要な位置にあります。
CO2 および廃棄物の 2008 年度排出総量は、後半に景気後
退の影響を大きく受けたものの、年度では前年度比 CO217%、
廃棄物 22%減少しました。2009 年度は積極的投資が厳しい
中、景気回復に備えながら中期計画などの指標の明確化と、確
取締役常務執行役員 実な CO2 排出量削減やハイレベルのゼロエミッションを目指し、
埼玉工場長
グループのパイロットとしての役割りを担いながらさらなる環境
藤原 透
マネジメントを推し進めます。

設立年月：1962 年 3 月
代 表 者：取締役常務執行役員 藤原 透
所 在 地：〒357-8510 埼玉県飯能市新光 20
敷地面積：179,647㎡
緑地面積：34,759㎡
資 本 金：170 億 7,600 万円（椿本チエイン）
従業員数：928 名（2009 年 4 月現在）
事業内容：各種輸送機械器具、同付属品の製造販売、
輸送機械装置の設計および設置、
各種電気電子機器、同付属品の製造販売、
電気機器装置の設計および設置工事

株式会社 ツバキエマソン

代表取締役社長
市川 直

ポスト京都議定書が議論される中、京都に本社をおく企業とし
て CO2 排出量削減に向けた取り組みを強化しています。
「環境を 守るも活かすも 自分から」を掲げ、京都府長岡京市、
兵庫県加西市、岡山県津山市の三地域に所在する3 工場を一括
とした環境活動を進めています。2008 年度は 3 工場全体で廃
棄物のゼロエミッションを達成し、CO2 排出量原単位も 14％削
減（2002 年度比）と目標以上の実績を維持できました。
また、減速機塗装の粉体化にも取り組み、今後ＶＯＣ排出量削
減の効果が見込めます。2009 年度も重点テーマとして CO2
排出量の削減、省エネ、省資源化の推進に加えて、グリーン調
達の促進、環境配慮製品の拡大を強化していきます。

設立年月：2002 年 4 月
代 表 者：代表取締役社長 市川 直
所 在 地：〒617-0833 京都府長岡京市神足暮角 1-1
（京都55,506㎡、兵庫64,616㎡、岡山54,954㎡）
敷地面積：175,076㎡、
緑地面積：33,854㎡、
（京都 6,074㎡、兵庫 17,180㎡、岡山 10,600㎡）
資 本 金：4 億 6,000 万円
従業員数：606 名（2009 年 4 月現在）
事業内容：ギヤ減速機、機械式無段変速機、電動シリンダ、
ジャッキ、カムクラッチ、摩擦式締結具、軸継手、
過負荷保護機器等の開発製造および販売

株式会社 椿本カスタムチエン

代表取締役社長
岡 武彦

最重要課題である CO2 排出量原単位の削減は、前年度比マ
イナス４％と目標を達成しました。不況の下、電力使用量など
の減少による影響もありますが、全社ムダ取り活動による種々
の改善の積み重ねと日常の省エネ活動の成果があったものと
考えます。今後も設備や工程面などの改善を進め、さらなる省
エネ活動を続けます。また、廃棄物に関してはリサイクル率・約
９８％を維持できました。今後、廃棄物の排出ゼロ実現に向け、
焼却ゴミ排出の削減に努めます。
その他にも、アドプトロード（会社周辺の公道の継続的清掃活
動）や行政の環境行事などへの参加、社内ノーマイカーデーを
通じて、幅広く環境保全を推し進めます。

設立年月：1964 年 6 月
代 表 者：代表取締役社長
岡 武彦
所 在 地：〒574-0064 大阪府大東市御領 2-3-1
敷地面積：16,978㎡
緑地面積：1,239㎡
資 本 金：1 億 2,500 万円
従業員数：201 名（2009 年 7 月現在）
事業内容：小形コンベヤチェーンおよび特殊チェーンの
開発・設計・製造

株式会社 椿本スプロケット

代表取締役
西村 雅温
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当社では、安全・環境・品質を経営の重要な柱として、総合的
に改善する活動を進めています。２００８年度は、労働環境改善
とＣＯ２排出量削減を目的に空調設備の改造を進め、ＣＯ２の排出
量原単位を前年度比１５％削減することができました。また、環
境配慮製品を発売し、グリーン調達の取り組みを始めました。
２００９年度は、特に廃棄物の再資源化活動に注力し、２０１０
年度のゼロエミッション達成を目指します。また、工場全体での
改善活動を進めるとともに、地域社会の環境活動にも積極的に
参加していきます。
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設立年月：1951 年 12 月
代 表 者：代表取締役 西村 雅温
所 在 地：〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田一ノ坪 28-1
敷地面積：24,000㎡
緑地面積：3,557㎡
資 本 金：1 億 2,600 万円
従業員数：153名（2009年7月現在）
事業内容：各種動力伝動用スプロケット、タイミングプーリ
およびカップリングの製造販売、各種輸送機械用
スプロケットの製造販売、各種カスタムカムの設計
製作販売、応用製品、付属品の製造販売、他

チェー ン 事 業

カンパニーとなることを目指し、
で事業を展開しています。

精

機

事

業

自動車部品事業
マテハン事 業

株式会社 椿本バルクシステム

代表取締役
松宮 哲

当社は、
「専門的な技術を磨き、顧客が抱える問題を解決す
る」を行動指針に、お客様に喜ばれ、社会の環境改善に貢献で
きる製品づくりを目指しています。２００９年度は、輸送物の混
入・残留防止対策として付着抑制技術や低騒音機器の仕様確立
を目指しています。
また、開発製品の環境関連市場への拡販と、有益な環境側面
を重視した生産と環境改善活動を行っています。今後も、積極
的にお客様や社会の声に耳を傾け、環境に貢献するバルクハン
ドリング技術と製品づくりに取り組み、顧客満足と価値の創造を
追求していきます。

設立年月：1981 年 4 月
代 表 者：代表取締役 松宮 哲
（緑地駅ビル）
所 在 地：〒５６１-０８７２ 大阪府豊中市寺内２-４-１
敷地面積：１０，
２３２㎡（兵庫工場）
資 本 金：１億５，
０００万円
従業員数：１５１名（２００９年６月現在）
事業内容：粉粒体搬送コンベヤと付属機器の製造販売、穀物
サイロシステム、粉粒体ハンドリングシステムと
そのエンジニアリング、メンテナンスサービス、他

椿本メイフラン 株式会社
設立年月：1973 年 11 月
代 表 者：代表取締役 宮北 大嗣
所 在 地：〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野 5001
敷地面積：27,071㎡
緑地面積：5,787㎡
資 本 金：9,000 万円
従業員数：119 名（2009 年 6 月現在）
事業内容：チップ
（金属切粉）、スクラップ、塵芥、故紙など固
形廃棄物搬送用コンベヤおよびチップ ･クーラン
トの総合処理システムの設計製造、販売、輸出入
およびその付帯工事の施工

サイトレポート／編集後記

代表取締役社長
宮北 大嗣

当社は、つばきグループの一員として、地球環境の保全が人
類共通の最重要課題と捉え、あらゆる事業活動および従業員行
動を通じ、持続可能な循環型社会に積極的に貢献し、豊かな明
日の創造に寄与することを目指しています。
また、当社の所在地の滋賀県では健全な琵琶湖を次世代に引
き継ぐための指針としてマザーレイク21 計画（琵琶湖総合保
全整備計画）を制定しており、それに伴い環境保全が厳しく要求
されます。その要求事項を順守することを念頭に置き、これまで
培ってきた技術を最大限に生かし全社を挙げて、環境にやさし
い製品づくりに取り組んでいます。

株式会社 椿本鋳工

代表取締役
柴本 健介

当社は、主に自動車部品小物鋳物の開発・設計・製造に携わっ
ています。椿本チエイン埼玉工場の一角に位置し、環境方針を
はじめとして、環境活動を椿本チエインと一体で取り組んでいま
す。鋳物業界は、3K 職場の代表というイメ－ジの中で、それを
改めるために積極的に環境を改善しています。
2009 年度の CO2 削減活動は、昨年度来の減産により生産
性の向上、電力の効率利用など排出量原単位での前年度比 1％
削減を目標に推進しています。
これからも省エネ、粉塵対策、騒音対策など実施して地球環
境にやさしい会社になるよう取り組んでいきます。

設立年月：1968 年 10 月
代 表 者：代表取締役 柴本 健介
所 在 地：〒357-0022 埼玉県飯能市新光 20
敷地面積：6,292㎡
緑地面積：820㎡
資 本 金：5,000 万円
従業員数：55名（2009年 6月現在）
事業内容：乗用車エンジン、カ－エアコンなどの量産小物向
け普通ならびに特殊鋳鉄の製造、加工及び販売

ツバキ山久チエイン 株式会社

代表取締役社長
大森 幹彦

当社は、各種産業用チェーン、精密機械部品、自動化装置、
省力化装置の開発・設計・製造・販売をしており、産業界の自動化、
省力化に貢献することを目指しています。
２００９年度は、環境マネジメントシステムのさらなる構築を図
り、継続的な改善を推進、環境関連法令を順守します。
また、CO2 削減の展開に向けて、省エネルギー、ごみの分別、
廃棄物の削減とリサイクルを推進していきます。今後とも地球
にやさしく、環境を保全するために環境配慮製品の設計、グリー
ン調達、有害化学物質の削減などに取り組んでいきます。

設立年月：1939 年 9 月
代 表 者：代表取締役社長 大森 幹彦
所 在 地：〒108-0074 東京都港区高輪 2-15-16
敷地面積：15,000㎡（久喜工場のみ）
緑地面積：1,250㎡（久喜工場のみ）
資 本 金：1 億 2,600 万円
従業員数：175 名（2009 年６月末現在）
事業内容：各種機械用チェーン及び省力機器類ほか
自動化装置の設計、製造、販売、貿易

編集後記
新社長の「ごあいさつ」の中の変革とチャレンジや環境保全への
力強いコミットメントに表れているように、つばきグループは環境
経営を進化させていきます。
特集では、技術を伝承する危機の中にあって、その解決策のひと
つともいうべき独自の「つばきテクノスクール」をご紹介しました。

また、環境配慮製品の中の特集では、つばきのマテハン事業部の製
品や環境への取り組みを多くの方々にご理解いただければ幸いです。
つばきグループの環境・社会報告書は今年度で 5 回目の発行と
なりました。今後とも、つばきグループの社会的責任に関する活動
をより一層充実させます。
（本社部門本部 CSR 推進室）
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〒530-0005 大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング
TEL : 06-6441-0011 FAX : 06-6441-0489
http://www.tsubakimoto.jp/

この環境・社会報告書は、適切に管理された森林からの原料を含む「FSC 認証紙」を使用しています。
また、インキは揮発性有機化合物を発生しない「VOC フリーインキ」を使用し、
有害廃液を排出しない「水なし印刷」を採用しています。
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