CSR 編

つばきグループは、法令・企業倫理の順守、積極的な情報開示、環境保全、
地域社会への貢献などを通じて、社会の一員として社会的責任を果たしていきます。
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マネジメント体制

「機敏性」
「透明性」
「信頼性」

つばきグループは、著しい環境変化にも迅速に対応できる「機敏性」と、ステークホルダーからの絶大な
信頼につながる「透明性」を兼ね備えた経営体制の構築と実行力のある運営を重視しています。

ステークホルダーから高い信頼を得て社会に貢献できる企業を目指し、
マネジメント体制を構築しています。
コーポレート・ガバナンス基本方針

7 名の取締役のうち1 名を社外取締役、4 名の監査役のう

椿本チエインは、
「顧客の価値を創造し、社会に貢献す
る」という経営の基本方針を実現するために、コーポレー

ち 2 名を社外監査役とし、透明性を高めた経営と経営の監
督機能強化を実現しています。

ト・ガバナンスの強化を図ることが経営上のもっとも重要

当社では、月 1 回の定例取締役会を開催するほか、必要

な課題の一つと位置づけています。そのために「経営の透

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

明性」を確保するとともに、適時・適切な情報開示を通じて、

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・

すべてのステークホルダーへの「説明責任」を確実に果たし

決定するとともに、取締役は、職務執行の状況を逐次報告・

ていきます。

監督しています。
また、取締役会に次ぐ重要な機関として経営会議を月 2

コーポレート・ガバナンス体制

回開催し、監査役の出席のもと、規定に基づき当社およびグ

椿本チエインは、競争力を高め、順法性、効率性、透明

ループ会社の重要事項について、審議・決定しています。

性のある経営を目指して執行役員制度を導入し、取締役会
の意思決定の迅速化および業務執行・監督機能の強化を
図っています。
コーポレート・ガバナンス体制図
株主総会
選任／解任

選任／解任

選任／解任

監査役会

監査役 4 名
（うち社外監査役 2 名）

取締役 7 名
（うち社外取締役 1 名）
選定／解職
監督

連携

連携

取締役会

監査

選任／解任監督

代表取締役

監査

内部監査室

付議報告

経営会議

連携
指示監督

付議報告

執行役員

会計監査人

監査

15 名
（業務執行）

当社業務執行部門／グループ会社
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推進

内部統制委員会
法務委員会
倫理委員会

内部統制

企業倫理の強化

つばきグループでは、
「内部統制基本方針」、
「内部統制

つばきグループは、企業倫理の強化には法令順守はもち

規定」を制定し、
（1）会社法の定めによる内部統制活動（2）

ろん、社会規範の尊重も重要だと考えています。

金融商品取引法の定めによる内部統制活動（3）つばきグ

全役員・全社員が法令を順守し、公正・誠実に行動する

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

ためのグループ共通の行動指針として、2002 年に「倫理綱

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

領・倫理心得」を制定するとともに、2005 年度以降、毎年

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

2 月に「倫理強化月間」を実施しています。海外各拠点にお

がら、決算・財務報告の信頼性を確保すると同時に業務の

いても、
「倫理綱領・倫理心得」を現地の法令や社会制度

効率化を促進しています。

に合わせて修正し、グループをあげてコンプライアンス推進
体制の拡充に努めています。
また、リスクマネジメントの一環として、個人情報保護と
情 報セキュリティの強 化や BCP（business continuity

plan：事業継続計画）にも積極的に取り組んでいます。
取締役・監査役および執行役員
2011 年 6 月29日現在

市川 直

藤原 透

代表取締役
専務執行役員

取締役
専務執行役員

チェーン ･ 精機部門統括、
グローバル・ベスト推進担当、
京都工場長、兵庫工場長、
株式会社ツバキエマソン代表
取締役社長

自動車部品事業部長、
グローバル・ベスト推進担当、
埼玉工場長

片岡 揚平

鈴木 恭

山本 哲也

取締役
専務執行役員

取締役
常務執行役員

取締役
執行役員

マテハン部門管掌、
同管掌マテハン事業部長、
グローバル・ベスト推進
担当

チェーン・精機部門統括
チェーン製造事業部長、
京田辺工場長

経営企画センター長、
同センター経営企画室長

長

勇

代表取締役社長

矢嶋 英敏
社外取締役

常勤監査役

専務執行役員

執行役員

竹村 雅弘

宮﨑 良信

春名 秀昭

垪和 伸光

宮本 治郎

高橋 利夫

牛田 雅也

川口 博正

社外監査役

常務執行役員

酒井 俊光

山本 雅彦

德田 勝

近藤 正人

椿本 茂也

渡邊 隆文
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社会活動

コミュニケーションの「質」と「頻度」

「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」を基本に、
社会との信頼関係を築いていきます。

私たちは、株主・投資家の皆様をはじめとする、ステークホルダーへの説明責任を果たし、
誠実で透明性の高い経営を実施するとともに、相互コミュニケーションに取り組んでいます。
ディスクロージャーポリシー
椿本チエインは、誠実で透明性の高い経営を目指すと同時

株主総会
当社では、株主総会を株主様との相互コミュニケーション

に、積極的なIR（インベスター・リレーションズ)活動を通じて、

の機会ととらえ、株主様の利便性を考えた参加しやすい、発

適時、公平、正確かつ継続的な情報開示を行っています。

言しやすい総会運営に取り組んでいます。

2011 年 6 月 29 日開 催の第 102 回 定 時 株 主 総 会では、
情報開示基本方針

当社は、当社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・

2010 年度を初年度とする中期 3 ヵ年計画「中期経営計画
2012」の説明も盛り込み、初年度課題の進捗と今年度の課

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

題を説明。当社の事業活動をよりご理解いただけるよう努め

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

ました。質疑応答では、東日本大震災の影響や事業環境な

つ継続的に情報開示を行うことを基本方針とします。

株主・投資家の皆様とのコミュニケーション
年 2 回、決算発表後に機関投資家・証券アナリスト向け
の説明会を実施するとともに、その説明会資料は、当社ウェ

ど幅広い分野に関する質疑応答が行われました。
また、株主総会終了後には、株主の皆様と当社役員との
ダイレクト・コミュニケーションの場として「株主懇談会」を
開催。会場内には当社グループの商品紹介コーナーを設け、
つばき商品や技術への理解を深めていただきました。

ブサイトにも公開しています。マスコミ発表資料や決算短信、
決算説明会資料など投資判断に必要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、株主・
投資家の皆様に公平な開示となるよう配慮しています。また、
これまでの日本語・英語対応に加え、昨年度からは一部中
国語対応も進め、一層の内容充実に努めています。
また、個人投資家向けのコミュニケーション活動の場とし
て、
「個人投資家フェア」にも参加。2010 年度は 9 月に開催
された「日経 IR フェア」に出展し、当社グループの事業内容

株主通信

や経営方針等を紹介しました。当社ブースでの商品展示、ミ
ニ会社説明会のほか、
大会場では当社役員に
よる会社説明会を開催
し、つばきファンづくり
に努めました。

2010 年 9 月開催の日経 IR フェア
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株主総会

すべてのステークホルダーと良好な関係を維持しながら、地域社会の一員として、
社会貢献活動に取り組んでいます。
地域社会とのコミュニケーション
つばきグループは、地域社会の一員として、地域活動にも

ています。2010 年は 2 日間 80 名の募集に対し、7 倍以上の
応募がありました。

積極的に参加。地域主催イベントでのブース出展や駐車場

また、社員からの要望に応え、社員家族向けにも工場見

開放、地元の皆様を対象としたグラウンド・テニスコート開

学会を開催。1 歳から 70 歳まで、3 日間で 100 名の社員家

放、自衛消防隊訓練大会参加等による防災まちづくり支援

族が参加しました。

など、地道な活動を展開しています。
「京田辺ビジネスフェア」
（京田辺工場）、
2010 年度には、
「長岡京環境フェア」
（京都工場）など、自治体主催のイベン
トに参加し、地域の皆様に当社グループへの理解を深めて
いただけるよう努めました。
また、社員の自主的活動として地域清掃活動を定期的に
実施するほか、地域主催のクリーンアップ活動にも参加して
います。

中学生の職業体験「トライやるウィーク」受け入れ
（兵庫工場）

社会貢献活動

青少年育成支援

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

モノづくり企業として、小中学生にモノづくりの楽しさ、奥
深さを伝えたい。そんな思いから、グループ会社を含めた国

社会・経済の発展に貢献すること」を社会貢献活動の基本
とし、継続的に取り組んでいます。

内各工場では、工場見学のほか、インターンシップや自治体

そのひとつ、自動車エンジン用タイミングチェーンを製造

が主催する中学生を対象とした職業体験教育を積極的に受

するタイの子会社では、毎年マングローブの植樹活動に参

け入れています。

加していますが、今年新たに過疎地支援プロジェクトに参

中でも、小学生向けの夏休みイベントとしてすっかり地元

加。生産過程で発生する廃材や従業員から募った不要衣類

に定着したのが、
「京田辺工場・親子工場見学会」。これは、

品等の売却益を活用して、
「2000ℓの水タンク」を山村部の

機械部品である当社のチェーンを通じて「モノづくりの楽し

小学校に寄贈しました。これら活動は社員からの提案を基

さ・奥深さ」を伝えることをねらいに2008 年にスタートした

に、継続活動として実施しています。

もので、チェーンの組
み立て体験などオリジ
ナルのプログラムを盛
り込み、毎 年 8 月に 2
日間にわたって開催し

大小様々なチェーンを紹介
（京田辺工場親子工場見学会）

水タンク寄贈先の小学校の皆さん（タイ）
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社会活動
社会活動

「品質」とそれを支える「人材」

つばきグループの持続成長を支えるのは徹底した品質面での差別化。それを支えるのは、
社内・社外（協力企業）を問わず、人材であると私たちは考えています。

お客様に喜ばれる「ベスト・バリュー」を提供すべく、品質向上活動の強化を徹底しています。

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」を全社品質方針に定
め、その実現を目指して様々な活動を展開しています。
安全で優れた品質の商品・技術・サービスを提供してい

協力企業（サプライヤー）との
相互発展を目指して
協力企業（サプライヤー）の皆様とのパートナーシップは、
つばきグループの「高品質なモノづくり」の基盤です。国内

くため、グループ全体の品質マネジメントの統括組織として、

外の協力企業の協力の下、調達基本方針に基づき、様々な

社長を品質保証最高責任者とする「全社品質委員会」を毎

分野にわたる高品質な部品・材料・設備を、より安くタイム

月 1 回開催。事業部門間の品質課題の共有と課題解決を

リーに調達。公正・公平な取引により、長期的視点で相互

図っています。また、グループの各事業所は、ISO9001 規

発展していくことを目指しています。

格に基づく品質マネジメントシステムを構築。これらの効果
的な運用と継続的改善により、より高品質な商品の提供に
より、顧客満足度向上に努めています。
全グループでダントツ活動を展開
国内外すべての製造会社を対象に、徹底的に品質と生産
性向上を追求する生産改革活動「ダントツ活動」を展開。

2010 年度には 80 を超える製造ラインでこの活動を展開し、

つばき調達基本方針
1．公正・公平な取引
2．相互発展
3．開発購買の推進
4．法の順守（機密保持）
5．環境重視（グリーン調達）

品質向上はもちろんのこと、教育訓練・技能伝承の場とし
ても成果を上げています。今年度からは、各事業の特性を

連携強化のための組織

加味し、間接部門も含めた活動へと範囲を広げています。例

つばきグループは、協力企業の皆様を対等なパートナーと

えば、自動車部品事業部ではダントツ活動を協力企業へも

考え、長い歴史の中で、好不況の波を受けながら、ともに繁

拡大し、その活動をバックアップ。その相互研鑽の場として

栄することを目指してきました。国内では、椿本チエインの

「ダントツ工程づくり活動事例展示会」を開催しました。

協力企業（サプライヤー）168 社がつばき協力会に加盟。会
員企業相互のコミュ
ニケーションはもちろ
んのこと、総会、定例
懇談会、新年互礼会
等を設けて、当社との
パートナーシップを深

Tsubaki of Canada Limited でのダントツ活動
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協力企業でのダントツ活動

めています。

社員一人ひとりが「やりがい」や「働きがい」を感じ、積極的にチャレンジできるよう
様々な人事制度の整備を行っています。
多様な人材の活躍を推進

「一の人たれ」を目指す人材育成

つばきグループは年齢、性別、国籍を問わず、多様な人材

企業の成長は、社員の成長なくしてはあり得ません。椿

が活躍できる機会の提供に努めています。海外現地法人を

本チエインでは、自分が勝負できる土俵を持ち、その土俵

含めて様々な国籍の人の採用を進め、また、これまで男女同

で誰にも負けない専門性を高めることを人材育成の方針と

一賃金や高齢者雇用などを世間に先駆けて導入するなど、

しています。技術専門教育を行う「テクノスクール」やモノづ

多様性を理解、尊重しながら、仕事と生活の調和を図るた

くり技能の向上を目指す「加工道場」などを社内で運営する

めの支援策の整備にも積極的に取り組んできました。障が

と共に、通信研修や資格取得支援制度など自己啓発を推進

い者雇用では、毎年インターンシップの受け入れを行うなど

するしくみを設け、人材育成プログラムの充実に取り組んで

雇用の増加に向けた取り組みも続けています。

います。

社員がそれぞれの能力を十分に発揮できるよう、コミュニ

また、長期的な人材育成としては、グローバルに活躍で

ケーションを大切にし、育成制度や成果が公平に反映され

きる人材を育成するため、1 年間研修として海外グループ会

るための人事制度の構築に積極的に取り組むと共に、倫理

社へ派遣する制度や、技術者を営業部署に一定期間駐在

活動を推進し、人権を尊重した差別的取り扱いのない職場

させる制度など、組織としての計画的な人材育成に積極的

づくりに努めています。

に取り組んでいます。

努力や成果が実感できる人事制度

社員とのコミュニケーション

社員の行動のキーワードは「変革とチャレンジ」です。つ

椿本チエインでは、社員とのコミュニケーションを大切に

ばきの人事制度は、公明性、透明性、納得性を基本に、社

することによって、活気あふれる会社になると考えています。

員の努力や成果が処遇面に反映されていることを実感でき

全社員を対象にした年２回の業況説明会では、会社を取り

るように工夫しています。

巻く経営環境や業況への共通理解を深め、労働組合とは毎

年功や属人的な部分を排除し、役割を基準とした資格・

月の労働協議会や年２回の労使トップ懇談会の場を通じて、

賃金制度、企業業績の反映を高めた業績連動型賞与、絶対

会社の取り組むべき課題や社員の抱える問題などを話し合

評価のしくみなど、明確で客観的な基準を示すことで、社員

い、労使が協力する活動につなげています。2010 年から、

が理解しやすい制度を目指しています。特に評価のしくみで

社長と社員が直接対

は、目標設定時・評価時に上司と部下の一対一の面談を義

話する場として職 場

務付け、評価結果に対する納得度を高めるとともに、改善点

単位の懇談会「車座

や今後の能力開発の目標を話し合うことで、社員のステップ

ミーティング」
も実施し、

アップにつなげています。また、ライフスタイルの変化など個

現場と経営トップとの相

人の多様な価値観にも対応できるよう、フレックスタイム制、

互コミュニケーション

裁量労働制の導入など働き方の自由度も高めています。

社長と社員の対話の場「車座ミーティング」

を図っています。
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社会活動

すべての社員が安全で安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

安全で快適な職場づくり

配属後のフォローアップ教育を行い、職場で感じている問

つばきグループでは、
「モノづくり企業として安全を最優先
とする」を経営の重要方針としてあげ、社員が安全に生き生
きと働ける職場づくりを目指して、労働災害の防止と心身の
健康増進に取り組んでいます。

題点の把握や危険予知訓練で危険に対する感度アップを
図っています。
「健康づくり」においては、定期健康診断・特殊健康診断
はもちろん、長時間労働者への健康チェックのほか、メンタ

2009年2月に立ち上げた「つばきグループ安全衛生会議」
では 3ヵ年活動計画（2010 〜 2012 年度）を策定し、リスク

ル疾患の予防・早期ケアのため、社内の専任担当者による
相談対応や職場でのメンタル教育を実施しています。

アセスメント活動と安全教育の強化を中心に、グループ全体
の安全レベルの向上を目指す活動を展開しています。

また、階層別研修にも安全衛生に関するカリキュラムを織り
込み、災害の事例紹介や危険予知訓練、メンタル教育により
意識向上を図り、労働災害や疾患の予防に取り組んでいます。

理念

つばきグループは、人間性尊重の精神に則り、グループで働く人
全員の安全で健康な毎日がその豊かな生活と会社の健全な発展

労働災害件数
（つばきグループ全体）

を維持するとの考えのもと、安全で働きやすい職場環境の整備

件数 / 年

と、全員の健康の保持増進に取り組みます。

80

60

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

12

40

3

0

53

42

20

定期健康診断有所見率：全国平均以下

4

7
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06
不休

3

50

07

08

09

25
10

年度

休業

2010 年度のグループ重点活動
「リスクの先取り」として、グループ会社へ
2010 年度は、
のリスクアセスメント活動の浸透をさらに図り、現状の設備
や作業に潜在するリスクの排除・低減を推進しました。

有所見率推移
（椿本チエイン）
%
60

「教育訓練」に関し

55.7

56.6

55.4

ては、新入社員教育
の強化として、2009

50

49.1

49.9

06

07

51.3

55.3
52.3

52.8
52.6

09

10

年度から実施してい
る危険体感教育を継
続して行うとともに、
危険体感教育
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40

椿本チエイン

08
全国平均

年度

環境活動

地球環境に配慮した「モノづくり」で社会に貢献

つばきグループは、効率的な生産活動を通して、また省エネルギーに有効な製品づくりを通して、
地球環境の保護と環境負荷の低減に向けた様々な活動を積極的に行っています。

環境マネジメント
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。

推進体制

* 基準年度 :2005 年度

環境マネジメント体制
（組織図）

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

社長

をトップにした体制の下、
「つばきグループ環境委員会」を中

つばきグループ環境委員会

心に推進しています。この環境委員会は、椿本チエインの

CSR 推進センター長を委員長に、工場長、事業部長および
つばきグループ各社の代表者で構成され、中長期的視点か
らつばきグループの環境課題に対応しています。

事務局（CSR 推進室）
椿本チエイン

本社部門・各工場
（各事業部）

ワーキンググループ

国内グループ会社

海外グループ会社

2010 年度環境目標・実績
項目

2010 年度環境目標

2010 年度実績

CO2 排出量の削減

CO2 排出量原単位を前年度比
10% 低減

原単位低減は前年度比 5.3% 低減となった。
（排出総量は 16% 増加した。）

産業廃棄物等排出量の削減

再資源化率 *1 98%（年度平均）

再資源化が進み、年度平均で 98%。
（総量は 23% 増加した。）

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

大気排出量前年比で 23% 増加、
移動量 8% 増加。

エコ商品の拡大

エコ商品拡大の基盤づくり

エコ商品拡大の基本方針を定め、
エコ＆エコ *2 活動を開示。

グリーン調達の推進

グリーン調達ガイドラインの運用

有害化学物質削減を主に展開。

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。

評価

○
○
△

○

*1 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。
*2 エコ & エコ：Ecology & Economy
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環境活動

環境保全への取り組み
エネルギーや物質の流れ
つばきグループは、事業活動に伴う環境負荷低減のため、
製品の製造プロセスにおける環境影響のデータを集計、把
握しています。

詳細情報ココをチェック！
主要な環境パフォーマンス指標等の推移

http://www.tsubakimoto.jp/environment/act_02.html

2010年度はリーマンショックからの景気回復基調を受けて
生産高が伸びたことや、例年にない猛暑の影響で空調エネル
ギーが増加したこともあり、使用エネルギーが増加しました。
INPUT

OUTPUT

原材料

59,055t
118,201 千 kWh
1,042kL
ガソリン
112kL
灯油
11kL
軽油
3kL
都市ガス
（コジェネを除く）
1,818 千 m3
都市ガス（コジェネ用）
762 千 m3
ブタンガス
504t
プロパンガス
36 千 m3
重油

エネルギー

用水

398 千 m3

81,883 百万円
20,649t

有価物

製造プロセス

電力

製品総生産高
産業廃棄物

リサイクル

一般廃棄物

その他

4,991t
419t

PRTR 法による有害化学物質
排出量・移動量

大気への排出

5,298t
112t

129t

CO2

57,376t-CO2

水域への排出

（398 千 m3）

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： 2010 年 4 月1 日〜 2011 年 3 月31 日

化学物質の適正管理

PRTR 法対象化学物質の削減

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 、その他、国内外の有害化学物質の含有制
*3

1 工場増えて5 社 7 工場で、届出対象物質は 7 物質でした。

限を設けた法令・規則に対応するため、製品に含有する有

2010 年度は、生産増の影響もあり、前年度比で大気への

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

排出量は 23% 増加、移動量は 8% 増加となりました。該当

ともに実態調査や削減に積極的に取り組んでいます。

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

法令・規則

RoHS 指令
ELV 指令
REACH 規則

対応完了商品

一般動力伝動用チェーン、パワーロック（締結具）、
カップリング（軸継手）、減速機など
自動車用タイミングチェーンドライブシステムの
全構成部品
対象商品なし

*1 RoHS 指令：欧州連合（EU）の電気・電子機器への特定有害物質使用禁止指令
*2 ELV 指令：欧州連合（EU）の使用済み自動車から発生する有害物質を規制するための指令
*3 REACH 規則：欧州連合（EU）の化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則
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2010 年度つばきグループの PRTR 法の届出は前年度より

の削減に努めています。

詳細情報ココをチェック！

PRTR 法対象化学物質データ
http://www.tsubakimoto.jp/environment/act_04.html

社会活動

地球温暖化防止
資源の有効活用

CO2 排出量の削減
つばきグループでは、2005 年度を基準年度に 2010 年度

つばきグループでは、廃棄物の再資源化を積極的に進め

に CO2 排出量原単位を 5% 削減する 5 ヵ年計画を策定して

ています。廃棄物の徹底した分別はもちろんのこと、含水汚

いましたが、景気変動による生産減などの影響で、目標は未

泥の脱水化で廃棄重量を軽減したり、プレス油等の廃油リ

達となりました。2010 年度は、景気回復を受けて生産増と

サイクル、包装資材のリサイクルなど様々な取り組みを行っ

なりましたが、工場の断熱塗装、インバータ空圧機へ切り替

ています。2010 年度は、景気回復で産業廃棄物と一般廃棄

え、省エネルギー照明等の CO2 削減方策を実施し、原単位

物を合わせた廃棄物総量は、5,410トンで前年度比 23%

は前年度比で 5.3% 低減しました。2011 年度は、震災およ

増加しましたが、再資源化率は前年度より 0.8% ポイント

び原発事故に伴う電力不足など、懸念材料はありますが、

向上し、98% となりました。

今後とも引き続き、省エネルギー対策、生産性向上対策を
実施し、CO2 排出削減に努めます。

エネルギー使用量内訳

3%

11%

CO2 排出量
購入電力

2%

A 重油
都市ガス
（コジェネ含）
ブタンガス

廃棄物等排出量／
再資源化率
（年度平均）

ｔ-CO 2
80,000

ｔ

0.697 0.662 0.672 0.659

60,000

59,317
40,000

58,261

0.740

63,320
56,180

0.701

20,000

84%

総使用量

1,403,039GJ

0

8,000

0.6

6,000

0.4
0.2

05

06

07

CO2 排出量（左軸）

08

09

10

原単位（右軸）

89.3

79.5

57,376
49,443

%

0.8

0.0
年度

655

592

93.5
690

96.1
581

4,000
2,000
0

5,248

5,561

05

97.2

100

98.0

75

419
383

50

6,045

06

産業廃棄物（左軸）

4,720
07

08

4,991
4,007
09

10

25
0
年度

一般廃棄物（左軸）

再資源化率（右軸）

環境ダントツ活動
椿本チエイン埼玉工場では、品質不
（左軸）

良ゼロへの取り組みで大きな効果を上
げたダントツ活動を環境保全にも生か
そうと精鋭チームによる環境ダントツ
活動を実施しています。

2010 年度は、工場の断熱塗装、熱
処理炉の断熱ジャケット取り付けなど
多くの CO2 削減方策の実施や廃棄物
削減などを実施しました。
大型レトルト炉 断熱ジャケット取り付け

省エネルギー診断
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環境活動

お客様のエコロジー & エコノミーに貢献する
「つばきのエコ商品」
つばきグループは、地球環境に配慮した商品開発を推進。
「つばきのエコ商品」が、
お客様の「省エネルギー」や「経済性向上」を実現します。

つばきのエコ商品
つばきグループは、機械部品・装置メーカーとして地球
環境に配慮した商品開発を通じて、お客様の環境負荷低減
（エコロジー）と経済性（エコノミー）向上の実現を目指して
います。
つばきの商品は省資源、CO2 排出量の削減などの環境
配慮項目に従い当社独自のエコ評価基準を設け、エコ化を
進めてきました。そして、2011 年から、今後開発する新商

「エコ商品」カタログ

品はすべて環境配慮を義務付けることを宣言。エコ評価基
準をクリアした「エコ商品」には、つばき独自のエコマーク
「つばきエコリンク」を表示し、この活動を広く社内外に訴
求しています。
なお 2011 年度は、新商品 13 商品をエコ商品として販売
開始予定です。

つばきエコリンクとは・・・
TSUBAKI ECO LINK（つばきエコリンク）＝お客様と
エコでリンクすると、エコロジーとエコノミーがリンクする
（つながる）の意で、当社の主力商品チェーンのリンクプ
レートをイメージしてデザイン化したものです。

つばきのエコ商品事例
動力伝動用

RS ローラチェーン
G7 − EX

エコ＆エコ ポイント

摩耗寿命 2 倍で CO2 排出量 49%* 削減
伝動能力 33% 向上によりサイズダウンが
可能となり、CO2 排出量 37% 削減
チェーン小形化によりコスト低減
長寿命化によりメンテナンス工数を削減

* LCA インベントリー分析による
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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
「Zerotech」シリーズ

エコ＆エコ ポイント

軽量化、摩耗伸び低減、フリクション低減
により、エンジンの低燃費化、ダウンサイ
ジング、長寿命化を実現

Zerotech とは・・・
自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシステ
ムの質量、摩耗伸び、フリクション、騒音を限りなく
「ゼロ」にする、の意味

昇降装置

ジップチェーンリフタ

エコ＆エコ ポイント

ジップチェーンのダイレクト昇降で最大
53% の省エネルギー効果
生 産 性 向 上 → 油 圧 式リフタに比 べて
3 〜 10 倍の昇降速度
交換コスト削減→油圧リフタの 5 〜 20 倍
の長寿命

環境配慮項目
つばきグループでは、私たちができる環境配慮内容を 7 つに分類
し、商品の開発・設計に反映させています。

電力規制の下、恒久的な節電・省エネ活動
を展開

つばきグループでは、今夏の電力不足への対応とし

省資源・廃棄物排出量低減

て、グループを挙げて、節電対策を行うとともに、実
施した節電対策を一時的なものにせず、恒久的な

省エネルギー・CO2 排出量の低減

CO2 削減につなげる活動を展開しています。

清潔な職場・使用環境づくり

例えば、埼玉工場では、夏の電力規制（使用最大
電力の前年度比 15% 低減）を厳守するため、休日変

周辺環境への配慮

更を含む輪番操業、省エネルギー投資の前倒し、事

廃棄の容易さ

務所などの空調管理強化などを実施。製造ラインで

リユース

は、恒久対策として、効率的な生産で節電とコストダ
ウンを実現しようと「熱処理時間の短縮」にも挑戦し

有害物質への配慮

ています。
さらに、つばき商品の「モニターメーカー看太郎」
を活用して、職場ごとの使用電力をリアルタイムでパソ

詳細情報ココをチェック！
環境配慮項目（詳細） http://www.tsubakimoto.jp/environment/eco_01.html

コン画面に表示し、使用量に応じて警報をシグナル表
示する警報システムを構築。これら活動により、平均

20% 以上のピーク電力使用量削減を達成しました。

はエコロジーポイント、

はエコノミーポイント

電動シリンダ

パワーシリンダエコシリーズ
エコ＆エコ ポイント

電動式で電力消費量を削減
（油圧シリンダの1/3、エアシリンダの1/10）
有害化学物質を全廃
パワーシリンダエコシリーズを組み込んだ
お客様の商品が「環境配慮型商品」として
市場投入できる

各工場や事務所での
現在の電力使用量を
リアルタイムで 監 視
するデマンド監視画面

自動仕分装置

環境配慮型リニソート
エコ＆エコ ポイント

小形・軽量化により輸送時エネルギーを
低減し、設備消費電力 30% 削減

ドライブユニット50% 軽量化などにより、
資源節約を実現
溶接部のボルト接合化（分解容易設計の
採用）

3 段階で警告表示する電力
管理監視警報シグナルタワー
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環境会計
環境会計システムの活用
つばきグループでは、2010 年度環境保全投資として、工
場の耐震補強や断熱塗装、省エネルギー熱処理炉導入、空
圧機自動制御装置、LED 照明、設備の防音対策などを実
施。総額は 1.9 億円（前年度比 10% 増）となりました。また

埼玉工場

遮熱塗装

椿本カスタムチエン 太陽光パネル

費用面では前年度実施の排水施設関係の減価償却が増加
したなどで前年度より約 5 千万円増加となりました。
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、今後の環境保全活動に生か
すとともに、情報開示を行っていきます。

ツバキエマソン岡山工場

対象範囲： 国内 9 事業所（椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、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）
対象期間： 2010 年 4 月1日〜 2011 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）」

LED 照明

詳細情報ココをチェック！
環境保全対策に伴う経済効果

http://www.tsubakimoto.jp/environment/act_05.html

環境保全コスト
（事業活動に応じた分類）

( 単位：千円）

2010 年度
分類

主な取り組みの内容

投資額

費用額

192,678

519,408

146,566

246,950

（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

20,939

127,609

（1）–3 資源循環コスト

25,173

144,849

（1）事業エリア内コスト
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
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

0

71

（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

173,135

–

–

（4）研究開発コスト*

環境配慮商品の研究開発
（商品使用時における環境負荷低減）

（5）社会活動コスト

地域の環境活動

0

950

（6）環境損傷対応コスト

地下水浄化対策など

0

0

192,678

693,563

合計
* 研究開発コストについては、商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

事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

環境パフォーマンス指標
（単位）

用水（千㎥）

事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に CO2 排出量
関する保全効果
（ｔ-CO2）
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2009 年度

2010 年度

基準期間との差（環境保全効果）

382

398

16 千㎥増加

49,443

57,376

7,933ｔ-CO2 増加

