
生産性の向上

生産現場のクリーン環境実現

省エネの実現

予見
・
先回り

つばきグループ事業展開

人的資本
P24およびP28～29

財務資本
P24およびP30

生産資本
P24

再投資

Motion & Controlに関する
社会的課題・顧客ニーズ

新商品開発マーケティング

技術革新

競争優位性
確立

　当社グループは、企業理念「TSUBAKI SPIRIT」において、「動かす」ことに進化をもたら

し、社会の期待を超えていくことを社会的使命として掲げています。

　モノづくり企業として、その実現に向けて、当社グループは、特に「技術（技術資本）」「人材

（人的資本）」「生産設備（生産資本）」の3つの基盤強化のための継続的な投資を行うと同時に、

地域社会や株主・投資家といったステークホルダーへの利益還元を積極的に行っています。

　この結果、2000年代に入ってからは、当社グループの成長力は高まり、一方で業績変動幅

は小さくなっています。

　当社グループは、資本の重点的な再投資と配分によって持続的成長力を高め、その成果を

さらに再投資と成果配分に充てるという好循環のフローを構築しています。　

価値創造プロセス  
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つばきグループの

成長メカニズム
つばきグループは経営基盤の強化により持続的成長を図るとともに、収益を再投
資とステークホルダーへの還元に充当することで企業価値を高めていきます。

1 持続的成長への基本的な考え方



年度84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1615

2,400

0

16

2,100 14

1,800 12

1,500 10

1,200 8

900 6

600 4

300 2

0

n売上高（左軸）　n営業利益率（右軸）

億円 %

［中長期成長力］弱
［業績変動幅］大

［中長期成長力］強
［業績変動幅］小

2000年代以降、成長力を高めた当社グループの業績  

つばきグループ事業展開 価値創造

再投資

共存共栄
（CSVの実現）

ステークホルダー満足度向上

・地球環境の保全
・社会貢献活動

地域社会

･ 株主還元の積極化

・ 信頼性・実効性の高い経営、リスク管理

株主・
投資家

・ 「モノづくり」の枠を超えたソリューション

・ 社会・経済の発展への貢献
お客様

・ 公平・公正で開かれた取引関係　

・互いの繁栄・成長
お取引先

・働きやすい職場環境　

・雇用の多様化

従業員
OUTCOME

高成長・高収益性の実現

OUTPUT

先見性のある高付加価値の提供

価値創造プロセス  

P30

P32～35

P28～29
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つばきグループの成長メカニズム つばきグループの課題と戦略つばきグループ早わかり



 技術資本

 財務資本

 人的資本

 生産資本

 財務資本

地域別従業員比率（2017年3月末）

INPUT

技術、人材、生産設備の強化  

総資産増加の抑制と有利子負債の圧縮  

成長のために資本をどう使ったのか

研究開発費
10年間で

21%
増加

総資産
10年間で

26%
増加

従業員数
10年間で

1.5倍

設備投資額
10年間で

28%
増加

純有利子 
負債残高
10年間で

98%
削減

億円

億円

人

億円

億円

42

12

43

35

0

50

40

20

30

10

年度161101 06

日本 48%

米州18%

欧州13%

環インド洋 7%
中国 11%

韓国・台湾 3%

従業員数

7,886人

161

95

139

108

0

180

120

60

年度161101 06

4,916

6,160

7,886

5,114

0

9,000

6,000

3,000

年度末161101 06

2,015 1,917

2,672

2,127

0

3,000

2,000

1,000

年度末161101 06

546

134

4

276

0

600

400

200

年度末161101 06
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2 この10年の資本の投下先と成果



 業績

 収益性

 財務健全性

 業績

 収益性

 エネルギー効率（原単位改善）

OUTPUT

*1 ネットD/Eレシオ＝純有利子負債残高÷自己資本  *2 対象範囲は日本国内主要製造拠点9事業所  *3 集計開始前となるため、グラフの記載を省略しています。

総資産の増加率を上回る業績の伸長  

収益性・エネルギー効率の改善と財務資本の強化－資本効率（ROE）は若干低下も高水準を維持－  

どのような成果を得られたのか

売上高
10年間で

28% 
増収

営業利益率
10年間で

0.6
 ポイント向上

ネットD/E 
レシオ*1

10年間で

0.33倍
 改善

営業利益
10年間で

35% 
増益

ROE

10年間で

0.9
ポイント低下

生産高100万円
当たりのCO2

排出量（t-CO2）*2

10年間で

2.9%
改善

億円

%

倍

億円

%

t-CO2

つばきグループは、財務資本を「技術」「人材」「生産設備」の強化に集中的に投下することによって、  

成長性・収益性・資本効率の向上と財務基盤の強化を両立させてきました。

1,137

1,448

1,987

1,557

0

2,500

2,000

1,000

1,500

500

年度161101 06

60

120

216

160

0

250

200

100

150

50

年度161101 06

5.3

8.3

10.910.3

0

12

8

4

年度161101 06

1.9

7.9

9.9
10.8

0

12

8

4

年度末161101 06

0

1.00

0.50

0.75

0.25

年度末161101 06

0.87

0.15

0.00

0.34

0.670 0.6430.662

0

0.8

0.4

0.6

0.2

年度161101 06*3
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つばきグループの成長メカニズム つばきグループの課題と戦略つばきグループ早わかり



　技術（技術資本）はモノづくり企業にとって競争力を左右す

る最も重要な事業基盤です。

　当社グループでは、競争力を高めて持続的な成長を実現す

るために、短期的な景気の波に左右されることなく、この技術

（技術資本）の強化には継続的な投資を実施してきました。

　外部環境の変化やテクノロジーの進化が目まぐるしくなる

中、当社グループでは世界各国の市場（地域・業界）ニーズ

を先取りした商品開発・モノづくりの実現に向けた研究開発

投資を、引き続き積極的に行っていきます。

　当社グループでは、「開発・技術センター」が中心となって

グループ横断的な技術力の強化を推進しています。同セン

ターでは、表面処理技術、加工技術、潤滑技術、評価技術、

電気・制御技術などからなる「基盤技術」を継続的に強化す

る一方で、各事業部門の技術部門と連携して、マーケットニー

ズにマッチした新商品の開発や生産性の向上につながる生産

技術の強化に取り組んでいます。

　また、チェーン事業では創業100周年モデルとして、動力伝動

用チェーンをリニューアルしたほか、精機事業における軽量搬送

コンベヤ向けギヤモータ「アクシアモータ®」、マテハン事業にお

ける省スペースでの設置を可能とした多段式自動仕分機「リニ

ソート® S-C」など、従来商品の付加価値を一段と引き上げた新

商品の投入を加速させています。

　「生産改革」の領域では、ここ数年の自動車部品事業の生

産性の大幅な向上や精機事業の不良品再発・社外クレーム

の大幅な削減といった面で、「開発・技術センター」が大きな

貢献を果たしています。

事業環境の変化に関わらず
積極的な研究開発投資を継続

つばきグループは技術（技術資本）を継続的に強化する
ことで、厳しいグローバル競争に打ち勝つ強い商品競争
力を維持し続けます。

n研究開発費（左軸）　n売上高研究開発費比率（右軸）

百万円 %

2.32.3 2.22.2

3,595

4,341

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

年度14 15 1612 1310 1108 0906 07

中長期的なスタンスで技術基盤を継続強化  

新商品開発と生産改革を加速
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3 つばきの技術（技術資本）とその強化策



　当社グループでは、商品の競争力強化につながる産業財産

権の出願・権利化を国内外で加速し、戦略的に活用する「攻め

の知財戦略」を進めています。この戦略のもと、当社グループの

特許保有件数は、近年、国内外ともに大幅な増加傾向にありま

したが、実効性を再考した取捨選択を行ったため、2016年度

末は国内特許が1,038件、海外特許が777件となりました。

　当社グループがビジネスを急速に拡大させている新興国にお

ける出願加速と侵害防止の徹底は依然として課題であり、

2016年度においては計31件の特許の出願を新興国で行うとと
当社グループの特許保有件数の推移
件

n海外特許　n国内特許

もに、海外特許事務所との連携強化を進めています。

　なお産業財産権の出願と侵害防止に関しては、開発・技術

センター内の知的財産部門が一元的に統括する一方で、技術

や営業に関する機密情報については、「営業秘密管理規定」の

もと、本社の法務部門が主導してグループ全体で管理してい

ます。

品質不具合の再発防止から未然防止へ、 
全員参加で品質意識・風土を醸成
　つばきグループでは「品質不良ゼロ」を品質方針として、

事業部門単独の改善だけではなく、グループ共通の品質問

題を共有し、解決を図るといった横串活動を積極的に展開

しています。

　ここ数年の活動としては、品質不良だけではなく設備の

一時的なトラブルなど、あらゆる不具合のゼロにこだわった

“ダントツ活動”により生産性が大幅に向上しました。再発

不具合の撲滅に注力した“再発防止活動”では徹底的に真

因を掘り下げ、対策のヤリ切りと日常管理まで落とし込んだ

維持継続活動により品質不具合を大幅に削減するなどの成

果を上げてきました。

　しかし、最近では生産性や品質不具合の改善率は横ばい

となり、つくるモノ・ヒト・仕組み・方法の進化やモノづく

りの場所変更などの変化・変更点で発生しがちな不具合と

格闘しているのが現実です。

　この現状を打破するため、今後は先取りの未然防止活動

や全員参加で品質意識・風土を醸成することにより、気付

きを生み、変化に対応できるヒトづくり・体制づくりといっ

た、モノづくりのベース・体幹を鍛え直します。

　これからも、お客様にご満足いただける安全・安心な製

品をつくるだけではなく、つばきブランドへの期待を超えた

製品をお届けするため、グループの総合力を発揮して継続

的改善に取り組んでいきます。

グループの品質改善活動を
推進する品質実行委員会

THE VOICE

1,815

0

500

1,000

1,500

2,000

年度14 15 1612 1310 1108 0906 07

「攻めの知財戦略」をグローバルに展開
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つばきグループの成長メカニズム つばきグループの課題と戦略つばきグループ早わかり



　当社グループは、グローバル化による拡大成長や労働法制の

強化に伴い、従来の仕事重視の役割主義・成長主義を踏襲し

ながら、今後の労働力を見据え、「雇用の多様化」への対応と「従

業員の働きがい向上」を目指した人事制度改革に2015年度か

ら着手。①雇用区分の多様化推進、②従業員の評価・処遇の

納得性向上、③計画的な人材育成の推進、④女性の活躍推進

の4項目における改革を推進しています。

　主な取り組みとしては、65歳以降の直接雇用制度導入、一般

職における資格制度、賃金制度、評価制度の見直し等に加え、

女性従業員・管理職比率の引き上げを図っています。具体的に

は、当社単体の女性従業員比率を2016年度の7.7%から10%へ、

女性管理職比率を2.4%から5%へ引き上げることを目標として

います。これらの取り組みを通じて、従業員の「やりがい」「働き

がい」を高め、モチベーション向上を図ることで、「従業員一人

ひとりの力」「組織としての力」を強化し、当社グループの拡大成

長につなげます。また、計画的な人材育成を推進するため、

キャリアパス、育成プランの設定による育成のスピードアップを

図るとともに、部長・

課長クラスの育成

強化にも引き続き

取り組んでいきます。

4 つばきの人材の育成・強化

　当社グループは、モノづくり企業として「安全」を最優先に考

え、労働災害の防止に取り組んでいます。2009年2月に、「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、グループ全体の安全衛生レベル向上の

ための活動を推進しています。

　2012年8月からは、過去に災害が発生した現場（国内）を社

長が視察し、安全活動の実態を確認する活動を行っています。

　2016年度には、災害発生時の水平展開フローを定め、グ

ループ内における同様の災害発生を未然に防止する取り組みな

どを強化し、グループとして初めて休業災害ゼロを達成しまし

た。また、従業員の安全意識向上のためには、危険を五感で体

感して危険感受性を高めることが最も効果的です。そのため、

各作業に潜むリスクが体感できる危険体感装置を用いた講習

会を実施するなど、労働災害ゼロを目指した取り組みを引き続

き強化しています。

　健康管理への取り組みについては、従業員が健全な「心身」

を維持できるよう、ストレスチェックやメンタルヘルスケア活動

の充実を図るとともに、ウォーキングキャンペーンなど健康づく

りの活動を展開し、一定の成果が出ています。今後、従業員の

健康管理を経営的な視点から戦略的に実践する取り組みを推

進していきます。

つばきグループは、人材の育成・強化と組織の活性化
は持続的成長力向上の要であるとの認識のもとに、働き
やすい職場環境の整備と従業員のモチベーション向上
に努めています。

モノづくり現場における安全の確保と健康管理

雇用の多様化推進と働きがい向上

「指差し呼称」の徹底安全衛生会議
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　「商品開発力・カスタマイズ力」「生産技術力」「基礎技術力」に代表される技術力を強化しつつ、その優れた技術と技能を次世代

を担う若手技術者に着実に継承していくため、当社グループが行っている取り組みには次のようなものがあります。

　当社グループの海外売上高比率は2006年度の37.4%から

2016年度には54.9%に上昇、事業のグローバル化が急速に

進展しています。これに伴い海外従業員比率も高まり、2016年

度末には、連結従業員数7,886名のうち、52%が海外子会社

の従業員となりました。

　このような状況下、グローバル人材の育成・強化が当社グ

ループの重要課題のひとつとなっています。そのため2010年度

より、語学と国際的ビジネスマナーの習得および異文化への理

解を促進する目的で、海外子会社に若手従業員を研修生とし

て派遣する「海外トレーニー制度」を導入。日本から海外に派

遣するだけでなく、海外子会社の従業員を日本に受け入れる

形の研修も実施しています。

日本 48%

米州 18%

欧州 13%

環インド洋 7%

中国 11%

韓国・台湾 3%

地域別従業員比率（2017年3月末）

従業員数

7,886人

モノづくり力の継続的な強化と次世代への着実な技能・技術伝承

グローバル化に対応した人材の育成・強化

 2. つばき技能オリンピック
　「普通旋盤」「溶接」「計測」など当社グルー

プのモノづくりを支える8つの技能分野につい

て、国内グループ会社から選抜された精鋭た

ちが技を競い合い、優秀な成績をおさめた者

を表彰する当社グループ独自の技能オリンピッ

クです。さらなる技能の向上を図るとともに、

各事業部門の技術交流が促進されることで、

組織の活性化にも寄与しています。

 1.つばきテクノスクール
　つばきテクノスクールは、若手技術者の育成と技能・技術の伝承を目

的に1998年にスタートしたつばき独自の教育プログラムです。スクール

には、基礎技術や加工技術を扱う「初級技術コース」、材料工学や制御・

情報工学などの「中級技術コース」、監督能力やノウハウ伝承の能力向

上をテーマとした「技能コース」など、職種別・階層別に多彩なカリキュ

ラムが用意されています。スクールの研修は現場との連動を重視してお

り、学んだことがそれぞれの業務に還元され、それが現場の従業員の意

識と技術・技能を向上させていく好循環を生み出しています。

　また、新卒採用の際、教

育・研修制度の充実を重視

する学生が志望理由のひと

つとしてスクールの存在を

挙げるケースが増え、次世

代の人材確保にもつながっ

ています。 つばき技能オリンピック「普通旋盤」

グローバル 
ITサミット

つばきテクノスクール
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つばきグループは真のグローバル企業となるために、 
事業の拡大成長路線を維持しながらも、株主還元の充実と
強固な財務基盤をしっかりと両立させていきます。

　好調な業績を反映して、当社グループが営業活動によって生

み出した資金は、「中期経営計画2012（2010～ 2012年度）」

の平均が144億円、2013年度が197億円、「中期経営計画

2016（2014～ 2016年度）」の平均が222億円と増加し続け、

当社の資金創出力が着実に強化されていることを表しています。

　一方、設備投資を積極的に行っている影響で、投資活動に使

　当社は1株当たり配当金を2012年度の7円から4期連続で

増配し、2016年度は24円（うち2円は創業100周年記念配当）

の配当を実施しました。これにより連結配当性向は30.8%とな

り、「中期経営計画2016」の目標であった30%を達成しました。

　当社の純有利子負債残高は2001年度末の590億円をピー

クに減少、2016年度末には4億円となりました。この結果、

2016年度末におけるネットD/Eレシオは0.003倍となり、財務

基盤は一層強固なものとなりました。

う資金も増加する傾向にはありますが、売上成長と収益性向上

に直結する分野に「選択と集中」して投資を行うことで、「中期

経営計画2016」の3年間で累計253億円の余剰資金（フリー

キャッシュ・フロー）を確保することができました。

　この余剰資金を活用し、当社グループは、「株主還元の積極

化」と「財務基盤のさらなる強化」を並行して進めています。

　当社は今後も連結配当性向30%以上を維持することを基本

方針としつつ、「キャッシュ・フローの動向」「M&Aや設備投資

の実施状況」なども総合的に勘案しながら、より積極的な株主

還元についても検討していきます。

　当社グループは、「中期経営計画2020」の数値目標「連結売

上高3,000億円、営業利益300億円」の達成に向けて必要な

設備投資を着実に実施しながら、引き続き、財務基盤のさらな

る強化と株主還元の充実を両立させていきます。
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5 つばきの財務資本とその強化策

株主還元の積極化1

財務基盤のさらなる強化2
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 つばきグループのCSR活動の基本姿勢
　当社グループにとってのCSRとは、CSV（Creating Shared 

Value ̶ 社会的価値創造と財務的価値創造の両立）への挑戦

です。社会貢献と企業利益を両立させる経営を続けていくための

取り組みをCSR活動と位置づけ、「企業倫理、法令順守の徹底」

「モノづくりを通じた社会貢献」「リスク管理」「社会・環境活動」

といったCSR活動にしっかり取り組むことで、企業利益が創出さ

れると考えています。

 「環境保全」から「環境経営」へ
　当社グループはこれまで環境法規制に対応するとともに、エ

コ商品の開発・発売などモノづくりを通して環境保全に取り組ん

できましたが、地球環境や社会が抱える課題にモノづくり企業

として真摯に対応していくため、環境保全と利益創出を同時に

実現する環境経営を強化していきます。

　主な取り組みとして、2017年4月に「つばきグループ環境基

本方針」を刷新したことに加え、CO2排出量削減を環境課題の

最重要事項と定めた上で長期目標を設定しました。今後、国内

グループ会社を対象に、新商品（エコ商品）の開発推進や販売

拡大に努めるとともに、エネルギー・資源の有効利用や省エネ・

生産性向上に寄与する生産設備への入れ替えを実施していく

予定です。また、生産設備の空運転防止を徹底するなど従業員

の意識改革も進めていくことでコスト削減と環境負荷低減の両

立を図っていきます。

　これらの取り組みを通じて、国内での環境活動モデルが固ま

り次第、グローバルで統一した環境マネジメントシステムを構築

し、環境経営の徹底を目指します。

 つばきグループのCSR推進体制と取り組み事例
　事業のグローバル化が急速に進展する中、CSR活動もグルー

プ全体でグローバルに展開していくことが急務となっています。

　CSR活動の主管部署であるCSR推進センターは、法務部、

総務部、安全衛生推進部の3部門ならびにグループ環境推進担

当、エコ商品推進担当で構成。「ガバナンス」「リスクマネジメント」

「コンプライアンス」の管理業務を全社的に統合・最適化するた

めの組織横断的なリスク統括部門です。また、M&Aや新規事

業の展開などにより、把握が難しくなるリスクの管理体制整備に

も取り組んでいます。

　CSR推進センターの主な取り組みとして、会社法改正による

子会社の内部統制システム整備の義務化や海外グループ会社

の増加といった社会環境や事業環境の変化に伴い、海外グルー

プ会社を対象にした内部統制活動を強化しています。国によっ

て法制度や事業環境が異なることから、リスクマネジメントに関

するアンケート調査を実施、その結果をもとにそれぞれの国や

地域の実態に合わせた方針を策定していく予定です。

　また、企業利益創出の要である従業員の安全や健康管理につ

いても重点的に取り組んでいます。安全については、労働災害撲

滅への取り組みを強化しており、労働災害対策の水平展開と

フォロー強化などにより、2016年度は休業災害ゼロを達成する

ことができました。健康については、従業員が健全な心身を維持

できるよう、心身の健康管理（ストレスチェックの実施、検証）を

サポートし、休業者数の低下といった成果を上げています。

　これらの取り組みを、各部門とCSR推進センターが一体と

なり、部門横断的に行うことでCSR活動を確実なものとしてい

ます。

上席執行役員 CSR推進センター長  

山本 雅彦

「持続可能な社会の発展」に貢献するため、
環境経営を強化していきます。

本業であるモノづくりを通じた社会貢献1
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  つばきグループ環境理念

 長期目標

 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、グローバルな事業活動において
環境配慮に努め、モノづくりを通して環境価値と経済価値を創出し、「持続可能な社会の発展」に貢献します。

国内において、2030年度までに、CO2総排出量を30%削減する。（基準年度：2013年度）

 つばきグループ環境理念、環境基本方針を刷新
　環境への取り組みのパラダイムが世界的に大きく変遷する

中、当社は創業100周年を機に「グループ環境理念」と「つば

きグループ環境基本方針」を刷新。グローバルトップ企業を目

指す当社グループにふさわしいものとしました。

　私たちは、環境経営の長期ビジョンに基づく計画の確実な達

成に向けて環境マネジメントシステムの継続的改善を行い、良き

企業市民として地球環境の保全に真摯に取り組みます。

 LED照明への積極的転換
　京田辺工場では京都府地球温暖化対策条例および省エネ法

に基づくCO2排出量の削減と最大電力低減のため、照明電力・

空調電力・生産電力等の削減に取り組んでいます。

　照明電力では、確実に電力削減につながる天井照明のLED

化を進めており、MF（メインファクトリー）棟に設置していた

500台のメタルハライドランプを200台のLED照明に置き換え

た結果、年間約180トンのCO2排出量削減となりました。また、

従来に比べ明るくなり安全面にも貢献しています。

　同工場では、2017年度までに、すべての工場棟の天井照明

をLED照明に置き換え、さらに事務棟の蛍光灯のLED化も順

次進めています。

地球環境保全が人類共通の最重要課題のひとつとして認識される中、つばきグループは、事業活動、商品、サービスに関わる環境への

影響を認識し、中長期の視点から環境負荷の低減に取り組むとともに、環境に配慮した「エコ商品」の開発を積極的に進めています。

環境活動の取り組み

つばきグループ環境基本方針

1  環境負荷の低減
　 エネルギー・資源の効率的利用、CO2排出量の削減、廃棄物・有
害化学物質の適切な管理およびリサイクルなどに取り組み、製品・
サービスのライフサイクルを通じた環境負荷の低減を推進します。

2  環境配慮型商品の開発・拡大
　 エコロジー（環境性）とエコノミー（経済性）を追求した環境配慮
型商品の開発とその普及を積極的に行い、環境保全と経済利益の
両立を目指します。

3  法令、その他の要求事項の順守
　 適用される法令、協定および会社が同意したその他の要求事項を
順守します。

4  環境意識の向上
　 環境教育および社内広報活動などを通して環境意識を育み、自ら
の仕事や生活の場において環境に配慮した取り組みを進めます。

5  環境コミュニケーションの推進
　 ステークホルダーへの適切な環境情報開示に努め、社会的信頼性
の向上を推進します。

200台のLED照明に置き換えたMF棟

環境保全2
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（千円）

分類 主な取り組みの内容
2016年度

投資額 費用額

（1）事業エリア内コスト 358,196 440,794 

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 37,838 133,737 

（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 320,358 158,996 

（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 0 148,062 

（2）上・下流コスト 環境影響物質などの委託分析費 598 181 

（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 113 244,670 

（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） 2,128 126,591 

（5）社会活動コスト 地域の環境活動 0 1,277 

（6）環境損傷対応コスト 地下水浄化対策など 0 0 

合計 361,035 813,513 

原材料 68,097ｔ
電力 121,172千kWh
重油 383kL
ガソリン 78kL
灯油 21kL
軽油 4kL
都市ガス（コジェネを除く） 3,502千㎥
都市ガス（コジェネ用） 663千㎥
ブタンガス 548ｔ
プロパンガス 68千㎥

用水 449千㎥

2016年度のエネルギー収支、環境保全効果などの環境データはホームページをご参照ください。
http://www.tsubakimoto.jp/csr/

エネルギーや物質の流れ

エ
ネ
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ー
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10億（10の9乗）ジュールを意味します。
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*2  電力のCO2排出換算係数は、0.378固定値で計算
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n再資源化率（右軸）

 INPUT

 INPUT

 OUTPUT

 OUTPUT

製品総生産高 90,220百万円
有価物 23,228t

産業廃棄物 6,084t リサイクル 6,530ｔ

一般廃棄物   533t その他 87ｔ

PRTR法による有害化学物質
　排出量・移動量 132t
大気への排出
　CO2 58,040ｔ-CO2

水域への排出 449 千㎥

総使用量

1,441,234GJ*1

環境データ

エネルギー使用量内訳

環境保全コスト（事業活動に応じた分類）
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 基本方針
　当社グループは各地・各国の習慣をよく理解し、良き企業

市民として、地域の実情に即した社会貢献活動を通じて、信

頼関係の構築に向けた取り組みを進めています。今後はCSR

に加えてCSVの理念を取り入れ、永続的な社会貢献活動を目

指します。

 国内での取り組み
　当社グループは、法令やルールの順守はもちろんのこと、良

き企業市民として、地域社会との良好なパートナーシップの維

持・発展を目指しています。国内の第三次産業の就業人口が

7割近くとなる状況下で、より製造業を知り、身近に感じてい

ただくために、工場見学の実施や小・中学生を対象とした就

業体験などを積極的に行っています。さらには、季節に応じて

地域の皆様に工場施設を開放するなど、地域社会の一員とし

ての絆を深めることにも努めています。

桜の名所開放！京田辺工場千本桜

　京田辺工場では、毎年4月初旬に地域の皆様に工場を開放

して、桜を満喫していただいています。2017年で5回目を迎え

た今回は、創業100周年を機に、リニューアルした工場エント

ランスで、来場されたすべての方に当社グループの4事業に関

連した展示やデモ機などをご覧いただき、好評を得ました。今

年は天候に恵まれたこと、京田辺市にご協力いただいたことな

どから約600名が来場され、メイン会場であるミニサッカー場

でゆっくりお過ごしいただきました。当社は、今後も継続して桜

の名所開放を続けていきます。

リニューアルした
工場エントランス

ウォーキング大会で埼玉工場に「椿本チエイン接待所」を開設

　毎年5月に飯能市が中心となって主催するウォーキング大会

「飯能新緑ツーデーマーチ」において、2017年より当社埼玉工

場を通るコースが設定されたことに伴い、休憩用ベンチなどを備

えた接待所を開設しました。接待所では埼玉工場従業員と飯能

市内の中学生ボランティアが「笑顔のおもてなし」を合言葉に、

飲料やオリジナルキャンディなどを参加者に提供。「ありがとう」

「助かります」といった感謝の言葉が多数寄せられました。

　当社は、次回以降の協力も検討しており、今後も継続して地

域社会との連携を図り、さらなる地域貢献に努めていきます。

椿本チエイン接待所

夏休み親子工場見学会

　京田辺工場では地域に開かれた工場として、地域の皆様に当

社への関心をより深めていただけるようさまざまな取り組みを

行っています。

　そのひとつとして、毎年開催している地元の小学生親子を対

象とした「夏休み親子工場見学会」は、2016年度で9回目を迎

えました。今回は2日間で100名の小学生親子が参加。チェーン

の組み立て競争や工場見学、工場での昼食体験など五感で体

験する見学会をお楽しみいただきました。

夏休み親子工場見学会

つばきグループは地域社会の一員として、地域の実情に応じた社会・環境貢献活動など、

ステークホルダーとの信頼関係の構築へ向けた取り組みを進めています。

地域社会との共存共栄3
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 海外での取り組み
　当社グループは、地域社会の発展に貢献することを社会的責任ととらえ、国内のみならず、海外グループ会社を通じて各種チャリ

ティ活動などを行っています。

米国での災害支援やチャリティ活動

　2016年12月に発生したテネシー州ガトリンバーグの山火事

で、周辺地域は甚大な被害を受け、住民は避難所生活を余儀

なくされました。USTAでは被災者が必要とする物資や寄付

金を従業員から募り、被災地に届けました。

　また、2015年に引き続き、がんや心臓病患者の支援団体に寄

付金を贈る活動を続けているほか、地域の子どもたちや支援を必

要としている人 の々ために学用品や衣類を寄付しています。今後

も地域社会発展のための活動に積極的に取り組んでいきます。

タイでの王室プロジェクト支援活動

　タイでは、国民の暮らしを豊かにするため、さまざまな開発プロ

ジェクトを王室が立案・推進しています。その中でTATは、環境生

態系の保全に関するプロジェクトに関わっており、水資源を有効

活用するための活動や、土壌改良のためのバイオ肥料づくり、表

土の浸食を防ぐ植樹活動などに従業員がボランティアで参加して

います。また、環境生態系保全活動を支援するための寄付も行う

など、タイの持続可能な発展に貢献しています。

オランダでのマラソンを通じた社会貢献活動

　オランダ最大のスポーツイベント「第37回ロッテル

ダム マラソン」で、チャリティーランナーとして出場し

たTEUの従業員計15名が完走を果たし、地元のホ

スピスに寄付金を贈りました。また、運営面において

も従業員がボランティアでランナーに食料や飲料を提

供するなど、サポートを行いました。

オランダ
Tsubakimoto 
Europe B.V.
(TEU)

米国
U.S. Tsubaki Automotive,
LLC (USTA)

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

CSR情報の詳細はホームページをご参照ください。
http://www.tsubakimoto.jp/csr/
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 基本方針
　「顧客の価値を創造し、社会に貢献する」という経営の基本

方針を実現し、持続的成長を果たしていくためには、当社の経

営陣ならびに従業員と、株主・投資家の皆様との相互理解を

深め、信頼関係を構築することが不可欠です。この観点から当

社は、「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔

軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニ

ケーションの質と量のさらなる向上を目指しています。

 ディスクロージャーポリシー
　当社は、法令・企業倫理を順守するとともに、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、公平で適

切な情報開示を継続的に行うことにより、社会の信頼に応えて

いくことをディスクロージャーポリシーの基本方針と定め、当社

ホームページで公開しています。

 IR活動
　本決算後と第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、説明会資料をホーム

ページで公開しているほか、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、ホームページでの

スピーディーかつ公平な情報開示に努めています。さらに日本

語だけでなく、英語・中国語にも対応するなど、積極的な情報

開示を実施しています。

　また、個人投資家向けには「つばき早わかり」というコンテン

ツをホームページに掲載。つばきグループのビジョン、事業、

強みなどをわかりやすく説明するなど、内容の充実を図ってい

ます。

 株主総会
　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。このため、

株主総会開催にあたっては、株主の方々に議案の検討期間を

十分におとりいただけるよう、招集通知の早期発送に努めると

ともに、ご来場の利便性に配慮した会場選定を行っています。

総会終了後には株主懇談会を開催し、株主の方 と々当社役員

との意見交換の場としているほか、会場内に商品コーナーを設

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。

つばきグループは、着実な利益成長により株主価値の最大化および充実した利益還元を目指すとともに、

株主・投資家の皆様との対話を重視し、積極的な情報の発信を心がけています。

株主懇談会の様子

IR活動強化4
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1  長 　勇
 代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者）

2  大原 靖
 代表取締役社長 兼 COO（最高執行責任者） 
グローバル営業統括

3  鈴木 恭
 取締役 専務執行役員 
グローバル自動車部品事業本部長 
同事業本部自動車部品事業部長 
同事業部エンジニアリング統括

4  春名 秀昭
 取締役 専務執行役員 
マテハン事業部長 
メイフラン事業統括

5  山本 哲也
 取締役 常務執行役員 
本社部門統括 
モーションコントロール事業部長 
U.S. Tsubaki Holdings, Inc. 社長

6  川口 博正
 取締役 上席執行役員 
東アジア営業統括部長

7  古世 憲二
 取締役 上席執行役員　 
チェーン製造事業部長

8  矢嶋 英敏
 社外取締役  

9  阿部 修司
 社外取締役 

10 安藤 圭一
 社外取締役  

常勤監査役

冨田 喜久男

小林 均

社外監査役

碩 　省三 
内  秀文

上席執行役員

山本 雅彦

伊藤 滋 

執行役員

垪和 伸光 揚田 利浩 
藤井 幸博 宮地 正樹 
熊倉 淳 佐藤 功 
木村 隆利 丹山 太 
Kevin Richard 
Powers 

当社グループは、グローバル企業に相応しく、信頼性・実効性の高いガバナンス体制を構築すべく、
体制の強化・改革を続けていきます。

役員一覧（2017年10月1日現在）  

2 1 34

10 5

6

78
9
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　当社は、「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、コーポレート・ガバナンスの強

化を図ることが経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけて

います。

基本方針
株主の権利・平等性の確保

　株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、

適切な権利行使のための環境整備に努めます。

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　つばきグループの企業理念である「TSUBAKI SPIRIT」

のもと、各ステークホルダーとの信頼関係の維持・向上に

努めます。

適切な情報開示と透明性の確保

　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

とをディスクロージャーポリシーの基本方針と定め、当社

ホームページに掲載しています。

 http://www.tsubakimoto.jp/

取締役会等の責務

　経営環境の急激な変化の中で競争力を高め、遵法性、効

率性、透明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充実および迅速化、業務執行・

監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っています。

また、社外取締役、社外監査役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。

株主との対話

　「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔

軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュ

ニケーションの質と量のさらなる向上を目指しています。

コーポレート・ガバナンスの
一層の強化、経営の透明性向上を図る

　当社は、この基本的な考え方を基本方針として策定し、その

実現とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上に努めています。

10名中3名が社外取締役

社外取締役比率30％

2009年度

社外監査役を
独立役員に指定

2011年度

戦略会議の導入

2013年度

社外取締役を
1名から2名に増員

2015年度

 ・ CEOとCOOを分離
するマネジメント改革
・ コーポレートガバナン
ス・コードに対応

2017年度

社外取締役を
2名から3名に増員
（2017年6月29日付）

2017年6月29日付で社外取締役を2名から3名に増員

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

ガバナンス体制向上への取り組み

  ガバナンス体制向上への主な取り組み
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 コーポレート・ガバナンス体制図 （2017年10月1日現在）

監査

当社業務執行部門／グループ会社

内部監査室

執行役員（業務執行）
16名（5名が取締役を兼務）

代表取締役

戦略会議 経営会議

監査役会
監査役4名

株主総会
選任／解任

推進選定／解職
監督 付議／報告

付議／報告 報告指示／監督

選任／解任
監督

選任／解任選任／解任

連携 連携

監査

監査

連携

取締役会  取締役10名

会計監査人

 コーポレート・ガバナンス概要 （2017年6月29日現在）

組織体制 監査役会設置会社

取締役会議長 社長

取締役人数 10名（うち社外取締役3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3名、社外監査役2名

2016年度取締役会開催回数 16回

2016年度監査役会開催回数 16回

2016年度取締役報酬等の額 取締役10名に317百万円*

2016年度監査役報酬等の額
監査役5名に65百万円*
（監査役会で決定）

2016年度社外役員報酬等の額 5名に29百万円*

*  上記報酬等の額は、2016年6月29日開催の第107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取締役1名分および監査役1名分が含まれています。

社内2名
社内7名

社外2名
社外3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　ほか

内部統制委員会

意思決定と業務執行の体制

　当社グループの意思決定は「取締役会」で行い、そこで決定

された施策を速やかかつ適正に執行するために、執行役員制度

を導入しています。また2015年度には、CEOとCOOを分離す

るマネジメント改革を行いました。

　「取締役会」は業況に応じて人員に変更はあるものの、少数

精鋭を基本とし、2017年度からは10名体制としています。これ

は、激変する事業環境に対して、迅速に対応することを意図し

たものです。

　「取締役会」に次ぐ重要な機関として「戦略会議」を開催し、

グループ全体の重要な事業戦略および経営方針等について審

議・決定を行っています。

　執行役員は、それぞれの事業分野で優れた知見を持った16

名（うち取締役兼務は5名）で構成されています。執行体制を

意思決定機関に比べ大きな体制としているのは、執行役員が、

各分野における専門性を生かし、取締役会で策定された戦略

をスピーディーかつ適切に執行することを意図したものです。
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　また監査役4名のうち2名を社外監査役（独立役員）とし、

弁護士としての高度な専門性、知識や豊富な経験を有する 

人材を招へいしています。

　経営の透明性・柔軟性を担保する仕組みとして、当社は取

締役10名中3名（2017年に1名増員）を会社法に定める社外

取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に

従った社外取締役（独立役員）としています。

氏名 選任理由 取締役会への出席状況
（2016年度）

矢嶋 英敏
当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志向」の３つのベースに対して、モノづく
り企業における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバ
イスをいただくため。

16回中15回出席

阿部 修司
当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志向」の３つのベースに対して、モノづく
り企業における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバ
イスをいただくため。

16回中16回出席

安藤 圭一 当社の経営全般に対して、金融機関における経験豊富な経営者としての知識や経験
に基づいた、客観的なアドバイスをいただくため。

2017年6月29日就任のため、
該当なし。

 社外取締役（独立役員）の選任理由ならびに取締役会への出席状況

 社外監査役（独立役員）の選任理由ならびに取締役会および監査役会への出席状況

氏名 選任理由 取締役会および監査役会への
出席状況（2016年度）

碩　 省三 独立した立場から、弁護士としての高度な専門性、知識を、当社の監査体制に生か
していただくため。

取締役会
13回中13回出席
※2016年6月29日
就任後の開催回数

監査役会
16回中16回出席

内  秀文 独立した立場から、弁護士としての高度な専門性、知識を、当社の監査体制に生か
していただくため。

2017年6月29日就任のため、
該当なし。

強化しています。なお、当社は2006年6月29日に役員賞与を、

2008年6月27日に役員退職慰労金制度を廃止しています。

があれば、速やかに対応しています。また、監査役は取締役会、

戦略会議、経営会議その他の重要な会議に出席し、執行状況

の把握と監視を行い、健全で適切な経営の確保に努めてい 

ます。

　業績向上に対する意欲や士気を高めるために、取締役の報

酬については、連結経営指標、株価時価総額および重点目標

に対する達成度を個別に評価することにより業績との連動性を

　取締役および執行役員は監査役に対し、法定の事項に加え

て、当社やグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査

の状況などを、必要に応じて報告しています。さらに当社従業

員は、監査役からその職務執行に関して報告を求められること

取締役のモチベーションを高めるための仕組み

監査の実効性

経営の透明性・柔軟性を担保する仕組み
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6カ国語に対応したつばき企業倫理ハンドブック

グローバル品質会議（チェーン事業）

世界品質保証会議 (自動車部品事業）

　このように法令および企業倫理順守ならびにリスクマネジ

メントを行いながら、決算・財務報告の信頼性を確保するとと

もに、業務効率の向上を図っています。

　当社グループ会社は、内部統制基本方針に基づき、「内部統

制規定」を定めるとともに「内部統制委員会」を設置し、当社代

表取締役社長のもと、下記のような組織的かつ継続的な全員

参加活動を展開しています。

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 グループ独自の自主的内部統制活動

　取締役・執行役員・従業員に対し、倫理観、行動規範を明

確にした「倫理綱領」を定め、研修等を通じた倫理意識の 

向上、周知徹底を図り、これらの活動を定期的に取締役会に報

告しています。また、「倫理委員会」を設置し、倫理綱領違反の

再発防止策を検討・実施するとともに、必要に応じて違反者の

処分を決定するなど、コンプライアンス体制の強化を図ってい

ます。さらに、内部通報制度「倫理ヘルプライン（相談窓口）」を

設置し、倫理綱領に反する行為について、社内相談窓口や外部

弁護士に相談、通報できる体制を構築しています。

　当社グループは、「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、安全衛生等の委員会を設置しています。各

委員会が連携を取りながら、リスク要因の抽出・把握と未然防

止に重点を置いた諸施策を継続的に実施し、グループ全体での

リスク対策を推進しています。また、万一リスクが発生した場合

の損失極小化を図るための仕組みづくりや、関係者を集めた初

動トレーニング等により、リスクマネジメントの強化を図ってい

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
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