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財務・補足情報

コーポレート・ガバナンスの強化
強固なガバナンス体制の構築と
人・組織の活性化に積極的に
取り組んでいきます。
山本 哲也
取締役専務執行役員 本社部門統括
兼 U.S.Tsubaki Holdings, Inc. 社長

ガバナンス体制強化へのこれまでの取り組み
当社グループは、2011 年度に戦略会議を新設し、2015 年度に

年度には社外監査役を独立役員に指定し、社外取締役の人数

は CEOとCOO を分離するなど、経営トップ層における的確かつ

を、2013 年度に1 名から2 名へ、2017 年度には 2 名から3 名へと

迅速な戦略の立案・判断のためのより良い仕組みづくりを追求し

増員しました。

てきました。一方で、経営の透明化・柔軟化を図るため、2009

さらなるガバナンス体制の強化を求めて
2018 年度には、さらなるマネジメント改革を実施しています。4
つの事業にそれぞれ事業統括を新設し、これまで国内の事業部

の強化だけでなく、ESG* の観点にも視野を広げたマネジメント
が可能となります。

長を務めていた取締役がグローバルに事業を束ねる事業統括に

さらに、開発・技術センターに車載新商品開発室、新事業開

就任。事業統括の下に、国内を基盤とした事業部長として執行役

発推進部を新設しました。当社グループの今後の成長に不可欠

員を任命しました。これにより、事業を統括する取締役は、担当

な車載新商品の開発と新事業開発を、グループ全体で推進してい

事業の国内外グループ会社を含めたグローバル全体最適の視点

くことがねらいです。また、同統括下には品質管理部も新設しまし

からの戦略立案と意思決定が可能になると考えます。

た。各事業の品質保証体制に本社部門としてのチェックを有する

同時に、従来の経営企画センター、CSR 推進センターを廃止

体制を加味することにより、グループ横断的な品質管理の一層の

し、開発・技術センターとともに、本社部門統括の組織下へ編入

強化に取り組んでいきます。

する機構改革も実施しました。これにより本社部門は、事業基盤

* 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字

従業員のモチベーション向上や組織の活性化を求めて
ダイバーシティへの取り組みについては、先進的に推進してい

また、2018 年 4 月には、働きやすい環境づくりや業務プロセス

る企業と比較するとまだまだ不十分な面はありますが、当社は国

の効率化を図り、当社グループの持続的成長の基盤強化をねら

籍・性別にかかわらず有能な人材の幹部への登用を進めてきま

いに「働き方改革推進室」を新設しました。現在、長時間労働の

した。女性活躍推進の一環として、2020 年までに女性幹部職比

是正に重点的に取り組んでいますが、その他の分野でも、対応・

率 5%（椿本チエイン単体）という目標値も定めています。

改革を進めていきます。
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社外取締役インタビュー

金融業界と企業経営双方の知見、経験を
生かし、企業価値のさらなる向上に尽力します。

Q1

三井住友銀行時代から当社とお付き合いいただいていますが、当社をどのように評価されていますか。
率直な意見をお聞かせください。

椿本チエインは、
「伝統の尊重」と「イノベーションへの挑戦意
欲」のバランスがうまく取れた企業だと感じています。
当社には、モノづくりに徹底的にこだわり、お客様や社会が求
める価値を提供していくのだという創業者の理念が「つばきの

DNA」としてしっかりと受け継がれています。そして、その理念を

もとに、モノづくりの基盤となる技術力の強化や人材の育成を着
実に行っています。私は長年金融業界にいてさまざまな企業を見
てきましたが、やはりこのような「経営理念を全員が共有し、時代
とともに進化させている企業は強い」と考えています。
当社は、伝統を重視しながらも時代のニーズに即して革新に挑
み続ける企業でもあります。そのことは、当社の歴史を見れば明ら
かです。機械工業の発展を予見していち早く自転車用チェーンか
ら産業用チェーンへと事業を転換し、その後も時代のニーズを先
取りして、マテハン事業、自動車部品事業、精機事業へと業容を
拡大してきました。当社のビジネスモデルは、自動車部品事業の
タイミングチェーンドライブシステムに代表されるように、絶えずイ
ノベーションによって競争力のある商品を創出し、市場シェアを拡
大しながら成長していくというものです。海外売上高比率が 60％
近いグローバル企業へと成長できたのは、伝統とイノベーション
の双方に重きを置いてきたからにほかなりません。
創業 100 周年を機に制定した新たな企業理念「TSUBAKI

SPIRIT」についても私は高く評価しています。この企業理念のも
と、自分たちの社会的使命や目指すべき姿、そして行動原則や創
業の精神を全従業員で共有することが、椿本チエインの持続的成
長につながると私は確信しています。
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安藤 圭一
株式会社椿本チエイン
社外取締役
プロフィール

2009年
2010 年
2012 年
2016 年
2017 年

Q2

株式会社三井住友銀行 取締役 兼 専務執行役員
同行代表取締役 兼 副頭取執行役員
新関西国際空港株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
銀泉株式会社 代表取締役社長（現任）
当社取締役（現任）

当社のガバナンス体制についてのご見解をお聞かせください。
また、社外取締役として今後のガバナンス強化の方向性についてもアドバイスをお願いします。

独立社外役員の増員、経営と執行の分離など、当社は、経営

今後の課題としては、これまでのガバナンス強化への取り組み

の監督機能の強化や透明性の確保に向けて着実にガバナンス体

を決して止めないことです。取締役のインセンティブ報酬制度の

制を強化してきています。また、内部統制委員会を設置し、リスク

導入や、さらなる社外取締役比率の上昇、グローバルでのガバ

管理、企業倫理、情報セキュリティ、環境、品質、安全衛生など

ナンス体制の強化など、まだまだ改善する余地はあるでしょう。た

についても、積極的な取り組みがなされています。

だし、課題を残しているのは、当社に限ったことではありません。

また、社外取締役の知見を最大限に活用すべく、十分な時間を

ガバナンス体制の強化への取り組みに完成形などないのです。大

かけて事前説明が行われています。事前説明の場では社外取締役

切なのは、経営陣が株主・投資家との対話を続けること、そして

の承認を得やすいように良いことばかりの説明になりがちですが、

これまで以上に社外の声に耳を傾けながら、ガバナンス体制強化

当社の場合は、課題・懸念事項についてもしっかりと社外取締役

への取り組みを継続していくことだと考えます。

に対して説明を行っており、その対応には誠実さを感じます。

Q3

社外取締役として、今後の抱負をお聞かせください。

企業は決して一直線に成長し続けられるわけではありません。

商品開発力を一層高め、これまで以上にグローバル化をスピード

当社も、リーマンショックの際には 2 期連続の大幅減益を余儀な

アップする必要があります。そのためには、技術基盤や生産基盤

くされました。しかし、長期的にみれば、売上高、利益の水準や

を一層強化するとともに、M&A 等により事業基盤の強化、拡大

ROE などの資本効率指標は着実に上昇トレンドを描いており、そ

を図ることも必要となるでしょう。金融業界と企業経営双方の知

の持続的成長力は高まってきていると考えます。

見、経験を生かし、M&A を含む新たな事業投資に対してもさまざ

ただし、楽観はできません。AI、IoT などをはじめとする第四次
産業革命が進展し、産業構造、顧客ニーズが大きく変化する中

まな観点からのアドバイスができるのではないかと考えています。
当社を「社会の期待を超える価値を提供するグローバルトップ

で、企業には今まで以上に戦略的な経営が求められています。

企業」へと飛躍させ、企業価値を一層高めていくために、経営陣

当社も変革のスピードをさらに上げていかなければなりません。

とともに最大限の努力をしてまいります。
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コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、
「顧客の価値を創造し、社会に貢献する」という経

当社は、この基本的な考え方を基本方針として策定し、そ

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

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

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

ます。

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。

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

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

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

つばきグループの企業理念である「TSUBAKI SPIRIT」のも

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

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。

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。

適切な情報開示と透明性の確保

株主との対話

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

「誠実で透明性の高い経営」
「外部の意見を傾聴する柔軟

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

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

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

ケーションの質と量のさらなる向上を目指しています。

ページに掲載しています。

web http://www.tsubakimoto.jp/ir/

コーポレート・ガバナンス概要 （2018 年 6月28日現在）
組織体制

監査役会設置会社

2017 年度取締役会開催回数

14 回

取締役会議長

社長

2017 年度監査役会開催回数

19 回

取締役人数

10 名（うち社外取締役 3 名）

2017 年度取締役報酬等の額

取締役 11 名に344 百万円 *

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

2017 年度監査役報酬等の額

監査役 5 名に64 百万円 *
（監査役会で決定）

2017 年度社外役員報酬等の額 6 名に30 百万円 *
* 上記報酬等の額は、2017 年 6 月 29 日開催の第 108 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 名分および辞任により退任した監査役 1 名分が含まれ
ています。
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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

また、2018 年度には、取締役の経営責任と執行役員の業務

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

執行責任をより明確にし、関係会社を含めたガバナンス強化を

度を導入しています。また 2015 年度には、CEO と COO を分

図ることをねらいに、機構改革を実施しました。

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を変更しています。これは、

チェーン、精機、自動車部品、マテハンの 4 事業に事業統括
を新設。これまで国内の事業部長を務めていた取締役が、事

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

業部および国内外グループ会社をグローバルに統括する事業

ので、2017 年度からは 10 名体制としています。

統括に就任。事業統括の下に国内を基盤とした事業部長とし

「取締役会」に次ぐ重要な機関として「戦略会議」を開催し、

て執行役員を任命しました。今回の機構改革により、事業を統

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

括する取締役は、グループ全体の視点からの戦略立案と意思

議・決定を行っています。

決定が可能となります。

執行役員は、それぞれの事業分野で優れた知見を持った 20

このほか、従来の CSR 推進センター、経営企画センターを

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

廃止し、開発・技術センターとともに、本社部門統括の組織下

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、

へ編入する改革も実施しました。これにより、本社部門は、事

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

業基盤の強化だけでなく、ESGの観点にも視野を広げたマネジ

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。

メントが可能となります。

ガバナンス体制強化への取り組み
2018 年 4 月 1日付機構改革
①各事業に、事業部および国内外グループ会社を
統括する事業統括を新設
②本社部門および開発・技術センターを統括する
組織として本社部門統括を新設

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

2018 年度

機構改革により、執行役員が事業部長を
務める体制に移行

改革のねらい
取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任をより
明確にし、関係会社を含めたガバナンス強化を図る

TSUBAKI CORPORATE REPORT 2018

43

つばきグループの ESG 経営への取り組み

コーポレート・ガバナンス体制
経営の透明性・柔軟性を担保する仕組み
経営の透明性・柔軟性を担保する仕組みとして、当社は取

また監査役 4 名のうち 2 名を社外監査役（独立役員）とし、

締役 10 名中 3 名を会社法に定める社外取締役の要件、およ

弁護士としての高度な専門性や知識、豊富な経験を有する

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

人材を招へいしています。

（独立役員）としています。

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
氏名

選任理由

取締役会への出席状況（2017 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。

14 回中 14 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。

14 回中 14 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。

11 回中 11 回出席

※ 2017 年 6月29日就任後の開催回数

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（2017 年度）
取締役会
14 回中 14 回出席

碩

省三

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。

内

秀文

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。

11 回中 11 回出席

※ 2017 年 6月29日
就任後の開催回数

監査役会
19 回中 19 回出席

12 回中 12 回出席

※ 2017 年 6月29日
就任後の開催回数

取締役のモチベーションを高めるための仕組み
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

を強化しています。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。

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

監査の実効性
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

役会、戦略会議、経営会議その他の重要な会議に出席し、執

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

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

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

ています。

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
ことがあれば、速やかに対応しています。また、監査役は取締
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なお、2018 年４月に新たに監査役スタッフを任命し、独自
により実効的な監査が実施できる体制としています。

つばきグループの概要

つばきグループの

つばきグループの成長基盤

ESG 経営への取り組み

つばきグループの事業戦略

財務・補足情報

コーポレート・ガバナンス体制図（2018 年 6月28日現在）
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

取締役会 取締役 10 名
監査
社内 7 名

社外 3 名

社内 2 名 社外 2 名

選定／解職
監督

連携

連携

内部監査室

選任／解任
監督

代表取締役
推進

監査

戦略会議

連携

会計監査人

付議／報告

指示／監督
監査

経営会議
付議／報告

報告

執行役員（業務執行）20 名

5 名が取締役を兼務

内部統制委員会
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

当社業務執行部門／グループ会社

株主・投資家の皆様との建設的な対話
当社は、本決算後と第 2 四半期決算後の年 2 回、機関投資

くりへの理解を深めていただくための工夫を行っています。

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

このような対話の場を通じて株主・投資家の方々からいた

料をつばきグループホームページで公開しているほか、決算短

だいたご意見等は、IR 担当部署で集約し、取締役と共有して

信やニュースリリースなど、投資判断に重要となる情報につい

います。また、重要と判断されたご意見等については、十分な

ても、同ホームページでの迅速かつ公平な情報開示に努めて

議論を行うとともに、取締役、執行役員や経営幹部とも情報

います。さらに、日本語だけでなく、英語、中国語にも対応す

を共有しています。

るなど、積極的な情報開示を実施しています。
また、当社は、株主総会を株主の皆様との相互コミュニケー
ションの機会ととらえており、株主総会開催にあたっては、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、株主の方々と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

株主懇談会の様子
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つばきグループの ESG 経営への取り組み

コーポレート・ガバナンス体制
内部統制システム
当社グループ会社は、内部統制基本方針に基づき、
「内部

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

統制規定」を定めるとともに「内部統制委員会」を設置し、当

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

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

ともに、業務効率の向上を図っています。

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

倫理綱領の周知徹底
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。

6ヵ国語に対応したつばき企業倫理ハンドブック

リスクマネジネント
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。
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世界品質保証会議 ( 自動車部品事業）

つばきグループの概要

つばきグループの成長基盤

つばきグループの

ESG 経営への取り組み

つばきグループの事業戦略

財務・補足情報

役員一覧（2018 年 6月28日現在）

後列

安藤 圭一

矢嶋 英敏

古世 憲二

阿部 修司

社外取締役

社外取締役

取締役 常務執行役員
チェーン事業統括

社外取締役

前列

川口 博正

春名 秀昭

大原 靖

取締役 常務執行役員
精機事業統括

取締役 専務執行役員
マテハン事業統括

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

長

勇

代表取締役会長
兼 CEO
（最高経営責任者）

常勤監査役

社外監査役

上席執行役員

執行役員

冨田 喜久男
小林 均

碩
内

山本 雅彦
伊藤 滋
大槻 忠宏
木村 隆利
宮地 正樹

垪和 伸光
藤井 幸博
熊倉 淳

省三
秀文

鈴木 恭

山本 哲也

取締役 専務執行役員
自動車部品事業統括

取締役 専務執行役員
本社部門統括

Kevin Richard Powers
揚田 利浩

U.S. Tsubaki
Holdings, Inc. 社長

佐藤 功
丹山 太
中村 一智
石田 裕美
岡本 雅文
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つばきグループの ESG 経営への取り組み

CSR 活動強化への取り組み
環境保全
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、サービスを通
じて、中長期の視点で地球環境の保全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。
つばきグループ環境基本方針
［ 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、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。
［ 基本方針 ］

1. 環境負荷の低減

長期目標

2. 環境配慮型商品の
開発・拡大

3. 法令、その他の

要求事項の順守

4. 環境意識の向上

5. 環境コミュニケー
ションの推進

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

web http://www.tsubakimoto.jp/csr/

環境活動の取り組み
マテハン新工場による省エネ（埼玉工場）
マテハン新工場は、
「魅せる」開発工場をコンセプトに、2018
年 6月より稼働を始めました。

（900トン／年）
およびライフサイクルコスト低減の実現を目指し、
高効率システムへの更新 * を進めています。
* 更新期間：2017 年 8 月〜 2018 年 12 月

この新工場には、多くの省エネ方策が盛り込まれています。

新システムの特長

屋上には太陽光発電システム 510kW を設置し、発電した電力

・電気とガスの併用によるフレキシブルな低コスト運用

は全量を自家消費します。また、全館 LED 照明、外壁には断

・高効率空冷チラー（冷温水発生機）への変更により効率を 50% 改善し、

熱塗料、トップランナー変圧器導入、暖房用燃料転換などで
年間約 300トンの CO2 排出量を削減し、マテハン工場の CO2

軽負荷時（休日・夜間等）の効率も改善
・運用状態の見える化による負荷変動に対応した最適運用

お客様の Ecology & Economy に貢献するつばきのエコ商品

排出量の半減を目指しています。

つばきのエコ商品は、設計・開発時に「省エネ・省資源」など、
顧客メリットを考慮した 7 つの環境配慮項目の作り込みを行い、

2017 年度は積極的な情報発信に努めました。
ホームページに代表的なエコ商品を紹介しており、新規ではラ
マテハン新工場の
太陽光発電システム

高効率な新空調システムへの進化（京田辺工場）
京田辺工場では、竣工以来コ・ジェネシステム（発電出力

イフサイエンス分野向けに開発した自動ピッキング保管庫「ラボ
ストッカ ® ミニ」や、耐摩耗性を向上させたコンベヤチェーン「ス
マートコチ ®・アドバンス
モデル」などがあります。

1050kW×2 基）により、工場空調と生産用冷水の供給を行って
きました。システム導入後 18 年が経過し、メンテナンス費の増加
やエネルギー効率の低下が顕著になったため、CO2排出量削減
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スマートコチ・
アドバンスモデル

つばきグループの概要

つばきグループの

つばきグループの成長基盤

つばきグループの事業戦略

ESG 経営への取り組み

財務・補足情報

環境データ
エネルギーや物質の流れ

INPUT

OUTPUT

原材料

70,314ｔ
124,826 千 kWh
627 kL
77 kL
74 kL
4 kL
3,565 千㎥
524 千㎥
544ｔ
64 千㎥
416 千㎥

電力
重油
エネルギー

ガソリン
灯油
軽油
都市ガス（コジェネを除く）
都市ガス（コジェネ用）
ブタンガス
プロパンガス

用水

INPUT

製品総生産高

95,455 百万円
25,589 t

有価物
産業廃棄物 6,462t

リサイクル

一般廃棄物

その他

470t

6,844ｔ
88ｔ

PRTR 法による有害化学物質
排出量・移動量

148 t

大気への排出

75,301ｔ-CO2
416 千㎥

CO2
水域への排出

OUTPUT

エネルギー使用量内訳

CO2 排出総量／CO2 排出量（生産高100万円当たり）*2,3

ｔ-CO2／年
90,000 0.882

2%
12%
2%

84%

t-CO2

0.833

0.809

75,484

74,104

0.817

74,169

0.9

廃棄物等排出量／再資源化率（年度平均）

ｔ

8,000

0.790

98.0

75,301

73,744

60,000

総使用量

439

30,000

98.7

98.7
533

580

494
4,793

4,000

1,485,387GJ*1

98.1

98.1

6,000
0.6

470
6,462

6,084

購入電力

A 重油

都市ガス（コジェネ含）

50

0.3

13

14

CO2排出総量（左軸）

ブタンガス

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

15

16

17

0
年度

生産高100万円当たりのCO2排出量（右軸）

*2 対象範囲は日本国内主要製造拠点 10 事業所
*3 電力の CO2 排出換算係数は、公開された年度ごとの電力事業

0

25

13

14

15

産業廃棄物排出量（左軸）

16

一般廃棄物排出量（左軸）

者別の排出係数にて計算しています。

主な取り組みの内容

（1）事業エリア内コスト
（1）-1 公害防止コスト
内訳 （1）-2 地球環境保全コスト
（1）-3 資源循環コスト

大気汚染防止設備、廃水処理設備の導入・運転管理
電力管理システムの導入・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

（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

（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）

（5）社会活動コスト
（6）環境損傷対応コスト
合計

0
年度

17

再資源化率（右軸）

環境保全コスト（事業活動に応じた分類）
分類

75

5,199

4,787

2,000

0

%
100

（千円）

2017 年度
投資額

費用額

444,277

437,731

98,464

106,444

340,996

130,741

4,816

200,546

0

1,195

1,900

256,248

33,019

206,172

地域の環境活動

0

653

地下水浄化対策など

0

0

479,196

901,999
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つばきグループの ESG 経営への取り組み

CSR 活動強化への取り組み
地域社会との共存共栄
つばきグループは良き企業市民として、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。

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

スコートやリニューアルした厚生施設の接待所で、工場従業員

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

と飯能市内の中学生ボランティアが飲料やオリジナルキャン

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

ディなどを提供しました。暑い中、通過したウォーカーたちは、

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

次の接待所を目指して元気よく出かけられました。

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

当社は、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。

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。
女子中高生向け「ガールズサイエンスキャンプ」をサポート
「ガールズサイエンスキャンプ」とは、同志社大学主催の女子
飯能新緑ツーデーマーチ

中高生を対象とした理系選択支援プログラムの一環で、
「物理
の楽しさ」をキーワードにした体験型実験教室です。2017 年 8
月に開催された同イベントにおいて、京田辺工場見学をはじめ、

第 10 回「夏休み親子工場見学会」を開催
京田辺工場では、地域に開かれた工場として、地域の皆様

同工場の女性技術者たちが主体となって構成したプログラム

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

を提供しました。
「動く機械を見る」
「モノに触れる」
「音を聞く」

みを行っています。

をコンセプトにした、参加者全員が実体験できる当社独自の内

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、2017 年度で 10 回目を

容となりました。
女子中高生 54 名と女性技術者たちとの交流の場も設け、理

迎えました。2 日間で 100 名の小学生親子にご参加いただき、

系を選択した背景、現

恒例となったチェーンの組立競争、当社のモノづくりの歴史紹

在の業務内容、やりがい

介やリニューアルしたエントランス見学、見学ルートの見直しに

などの体験談を発表す

より説明が充実した工場見学など、盛りだくさんの内容でお楽

るなど、モノづくりの楽

しみいただきました。

しさ、魅力を伝えるよい
機会となりました。

ガールズサイエンスキャンプ

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月に飯能市が市を挙げて実施しているウォーキング大
会「飯能新緑ツーデーマーチ」において、当社埼玉工場では、

2017 年に続き 2 回目の接待所協力を行いました。新設のテニ
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夏休み親子工場見学会

つばきグループの概要

つばきグループの成長基盤

つばきグループの

ESG 経営への取り組み

つばきグループの事業戦略

財務・補足情報

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ため、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。

フードバンクへの寄付活動

マラソンを通じた社会貢献活動

リレー・フォー・ライフへの参画

ドイツでは、難民の人々や社会保障を受けてい

オランダ最大のスポーツイベント

「リレー・フォー・ライフ」は、がん

る人々に、食料・日用品などを提供する「フードバン

「ロッテルダムマラソン」に、TEU の

患者やその家族を支援し、地域全体

ク」という慈善活動が行われています。2017 年に

従業員 12 名が出場し、完走を果た

でがんと向き合い、がん征圧を目指

は、TKG が従業員から募った寄付金に同社からの

しました。TEU の参加は 2017 年に

す米国発祥のチャリティ活動（アメリ

寄付金を加えて、

続き今年で 2 回目となります。昨年

カ対がん協会（ACS）が国際ライセン

10,000 ユ ー ロ を

同様、マラソンの結果に合わせて

スを保有）
です。USTAでは、テネシー

超える金額を現地

チャリティ活動への寄付を実施し、

工場の従業員が「リレー・フォー・

のフードバンクに

1,750ユーロを寄付しました。

ライフ」に参画

寄付しました。

し、がんに関す
る理解と、ACS
への寄 付を呼

ドイツ

びかけました。

Tsubaki Kabelschlepp GmbH
（TKG）

米国
U.S. Tsubaki Automotive,
LLC（USTA）

オランダ
Tsubakimoto Europe B.V.

タイ

（TEU）

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

オーストラリア
Tsubaki Australia Pty.
Limited（TAL）

クリスマスの寄付活動

環境保全活動

毎年 11 月下旬から 12 月初旬にかけて、自宅にあ

TAT は、地球温暖化の低減、生態系の保全を目的としたさまざまな活動を行っ

る不用品や、購入した衣類、おもちゃ、食料品など

ています。例えば、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を削減するための植樹

を TAL の従業員が持ち寄り、国際慈善団体を通じ

活動に継続して取り組んでおり、周辺地域の人々と協力しながら、同社の敷地内

て、クリスマスを祝う余裕のない家庭やホームレス

に年間 1,000 本以上の植樹を行っています。

の人々に寄付しています。

また、土壌の浸食を防ぐために、マングローブでの植樹を行っているほか、森
林に棲む野生動物が塩分などのミネラルを補給するための水飲み場を作るなど、
現 地の生 態 系の
保全活動にも力を
入れています。

web

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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