
CONTENTS

財務情報 非財務情報

冊子版

Webサイト
（詳細・最新）

株主・投資家向けに財務情報や 
株主・株式情報を開示しています。
https://www.tsubakimoto.jp/ir/

地球環境の保全や社会との共生に関する
取り組みについて詳細を開示しています。
https://www.tsubakimoto.jp/csr/

主な情報開示ツール

 つばきグループの事業活動をはじめ、環境に対する取り組みや経営体制など、 
企業としての全体像をご理解いただける情報を中心に開示しています。

決算短信

株主・投資家情報 環境・社会活動

有価証券報告書

TSUBAKI REPORT 2019

つばきグループが 
目指すもの
 2  企業理念 

TSUBAKI SPIRIT

 4 CEOメッセージ

特集  「 持続的な価値創造」
への挑戦

 8  「持続的な価値創造」 
への挑戦

10  技術革新による社会的課題 
の解決

12  企業としての社会的責任 
の遂行

14 リスクへの対応強化

つばきグループの 
概要
16 つばきの事業・主な商品
18  幅広い分野で社会を支える 

つばき商品
20 つばきの成長の軌跡
22  財務・非財務ハイライト（連結）
24  つばきの強み



編集方針
「TSUBAKI REPORT」は、ステークホルダーの皆様に、つばきグループの持続的
な成長への取り組みや中長期的な価値創造プロセスをわかりやすくお伝えするこ
とを目指し、財務情報と非財務情報（企業理念、事業概要、経営戦略、ガバナン
ス、技術力・環境、社会貢献など）を統合的にまとめたものです。さらに詳細な情
報および数値については、つばきグループホームページでもご覧いただけますので
併せてご参照ください。https://www.tsubakimoto.jp/

将来予測に関するデータ
本レポートでご提供している情報およびデータには、当社による予測と見通しが含
まれている場合があります。また、統計数値などの外部データについては、その正
確性を保証するものではありません。なお、原則として、記載金額については、単
位未満を切り捨てにしています。また、本レポートに記載の業績および財政状態の
数値は、特別な言及がない限り、すべて連結ベースのものとなっています。

環境・社会活動への取り組みに関するデータ
本レポートは、環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」、環境省「環境会計
ガイドライン（2005年版）」およびGRI「サステナビリティ・レポーティング・スタ
ンダード」を参考に作成しました。
報告対象期間：  2018年4月～ 2019年3月（一部当該期間以降の活動を含みます）
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「TSUBAKI SPIRIT」は、つばきグループ共通の企業理念・行動指針であり、先人たちから受け継いでき
た「つばきグループのDNA」や、つばきグループが世の中に提供できる価値を見つめ直し、私たちがこれ
からも大切にすべきこと、そして新たに取り組むべきことを「社会的使命」「目指すべき姿」「行動原則」 
「創業の精神」として表現・体系化したものです。

モノづくり企業として、「モノづくり」にこだわり、その上で「モノづくり」の枠を超えたソリューションの提
供を通じて、真にお客様や社会が求める価値を提供する 「̶動かす」ことに進化をもたらし、社会の期待
を超える価値を提供し、社会から必要とされ続ける企業となることを目指します。

企業理念

TSUBAKI SPIRIT

期待を超える価値創造で       グローバルトップ企業へ

つばきグループが目指すもの
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期待を超える価値創造で       グローバルトップ企業へ

つばきグループが目指すもの
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着実な事業基盤強化により
持続的成長と社会価値創造の
両立に挑戦していきます。

つばきグループが目指すもの

CEOメッセージ 「動かす」技術で       社会に貢献する企業へ

長　勇
代表取締役会長   
兼 CEO 
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社会への付加価値の提供  
　つばきグループは、創業以来培ってきた技術力を基盤

に、「動かす」領域において、お客様・社会が抱える課題

解決につながる商品を開発し、安心・安全で高品質な

商品に磨き上げることで成長してきました。

　特に近年は、「エコ&エコ（Ecology & Economy）」

のコンセプトのもと、地球環境負荷の低減とお客様の

コストメリットを同時に実現する新商品開発を徹底。省

エネ・低燃費の実現から人手不足の解消、クリーンな製

造現場、さらには豊かなライフスタイルの実現に至るま

で、当社グループは様 な々領域において「動かす」技術を

進化させ、世界の産業と社会の発展に寄与してきました。

つばきグループが目指すもの

持続的成長のための基盤強化  
　おかげさまで、2018年度の連結売上高と営業利益は

ともに過去最高を更新しました。私が当社の社長に就

任した2009年度は、リーマンショックの影響で2期連続

の大幅な減収減益という厳しい状況でしたが、その

2009年度を底に、2018年度には売上高は2.1倍、営

業利益は4.6倍へと拡大したことになります。

　特に成果が大きかったのは、地道な事業基盤の強化

によりチェーン事業が強さを取り戻したことです。

チェーン事業は創業以来続く当社の中核事業であり、性

能・品質面で世界ナンバーワンのチェーンメーカーを自

負していました。一方で私は、このトップであるという慢

心が競争力を低下させてしまうのでは、という強い危機

感を抱いていました。

　チェーンは様々な業界、用途で使用されるためター

ゲットが多岐にわたること、間接販売が主であることか

らエンドユーザーがしっかり見えておらず、プロダクトア

ウト型の商品開発に陥っていたこと、多品種変量生産に

もかかわらず画一的なモノづくりをしていたこと、これら

を私は大きな課題と捉えていました。

　これは精機事業も共通の課題であり、マーケットイン

型の自動車部品事業、マテハン事業と大きく異なる点で

す。そこで、グローバル市場を5つの地域に分けて、改め

て市場調査を実施。エンドユーザーのニーズに基づく商

品構成の見直しを行い、高付加価値商品の開発を加速

させました。

　さらに、これからのチェーン事業を考えるため、革新塾

（部長クラス対象）を開催。特定用途向けの新しい

チェーンに新しい作り方でチャレンジしようと、従来のロッ

ト生産に代わる「一貫生産ライン（革新ライン）」を構築し

ました。既成概念にとらわれることなく、モノづくり工程

を見直し、変革に挑戦するきっかけになりました。

　さらに、2014年4月からはチェーンのメイン工場であ

る京田辺工場の生産改革活動「MIK2018*」を始動。

2018年度をターゲットに、コンパクトで効率のよい生産ラ

インづくりに取り組み、2年前倒しで目標を達成しました。

　これらの結果、この10年間でチェーン事業は売上、収

益性ともに大きく向上し、当社グループの成長牽引役に

復活しました。
* 「Manufacturing Innovation in Kyotanabe 2018」の略称

つばきが進化をもたらした「動かす」事例

付加価値の提供

技術革新
健康で楽しいライフスタイル

安心・安全な社会の実現

エネルギーの有効活用

生産性向上・人手不足の解消

クリーンな生産環境づくり

省エネ・低燃費の実現

「動かす」技術で       社会に貢献する企業へ
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つばきグループが目指すもの

さらなる改革へ  
1. 京田辺工場のモノづくり改革は第2ステージへ
　「MIK2018」で大きな成果を得た京田辺工場では、

2019年度から新しいモノづくり改革へと前進しています。

　生産ラインのいっそうの自動化はもちろん、IoT、AI技術

を活用し、見積りから出荷まで、間接業務も含めた情報と

モノづくりを完全にリンクさせた「ムダのない製造工場」を

目指します。間接部門も含め人の負担を軽減し、人手不

足を解消すると同時に、人は人にしかできない仕事へとシ

フトすることで従業員の活性化につなげていく計画です。

　精機事業、自動車部品事業、マテハン事業の各事業

もそれぞれの特性に応じたモノづくり改革を進めてい

きます。

2. 安全、品質のさらなる追求
　「安心・安全で高品質」の追求は、モノづくり企業とし

ての基本中の基本です。一方で、基本というものは、無

意識のうちにマンネリ化・形骸化しがちです。今一度基

本に立ち返り、グループを挙げてこの2つを徹底強化し

ます。

　安全面では、その活動を「重篤災害の徹底防止」に

注力。品質面では、2018年4月に全社横断組織として

本社部門に新設した品質管理部が、事業部門の品質

保証活動に横串を入れて、品質管理活動を強化してい

きます。

社会に対してより大きな貢献を  
「モノづくりのその先へ」  
　モノづくり企業として、その事業基盤を地道に強化し

ていくと同時に、どうすれば価値創造の幅を広げていけ

るか、社会にもっと大きな貢献が果たせるのか。つばき

グループは、モノづくりの枠を超えたソリューション提供

に挑み続ける企業でありたいと考えます。

1. 新規事業の育成
　私たちの事業領域は、既存のパワトラ（パワートラン

スミッション）とマテハン（マテリアルハンドリング）に限

定されるものではありません。2017年の創業100周年

を機に改定した新企業理念「TSUBAKI SPIRIT」では、

「動かす」という幅広い分野で技術革新に挑戦すると同

時に、社会にもっと大きな貢献を果たしていこうとの思

いを込めています。

　「中期経営計画2020」では新規事業開拓を課題に 

掲げ、①安心・安全で天候に左右されない「自動化植物

工場（アグリビジネス）」、②災害時対応やスマート電力

網の構築に寄与するV2X対応充放電装置（eLINK）、

③私たちのモノづくりのノウハウを生かした遠隔監視シス

テムの「モニタリングビジネス」などに取り組んでいます。

　しかし、これら新ビジネスの卵がまだしっかり育って

いないという反省点もあります。事業化の可能性を見極

めながら、経営資源の投下も含め、スピーディに展開し

ていきます。

 

2. SDGsへの貢献
　2015年9月に国連サミットで採択された国際目標

SDGs（持続可能な開発目標）。当社グループではこれま

でも様 な々付加価値商品の提供を通して、SDGsの諸項

目に直接的、間接的に貢献を果たしています。また、環境、

安全、品質面ではそれぞれモデル工場を指定し、各委員

会で基本方針を見直し、当社グループの活動として強化

を図ってきました。今後はグループ全体としてどの目標に

重点的に取り組むべきかを明確にし、それを経営戦略に

落とし込んでいくことで、社会課題解決に向けた活動を加

速させていきます。

CEOメッセージ
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つばきグループが取り組むべきSDGs優先課題

つばきグループが目指すもの

　2018年11月にはプロジェクトチームを発足し、優先

的に取り組んでいく課題として、「産業と技術革新」、「気

候変動」、「クリーンエネルギー」など、5つの課題を特定

しました。今後のステップとしては、2019年度末までに

KPI*を設定してマネジメントへの統合を図るとともに、

2020年度には成長戦略レベルにまで落とし込んでいき

ます。

　当社グループの価値創造活動は、単に商品提供を通

してだけのものではありません。これまでも当社グルー

プは、従業員、地域社会、協力会社、株主などあらゆる

ステークホルダーとの価値共有についても様々な活動

を行ってきました。そうした活動を、今後はグループで

体系立てていくとともに、SDGsとの関連性を意識しな

がらより積極化させていきたいと考えます。
* 重要業績評価指標（Key Performance Indicators）

3. 経営機構改革とガバナンス強化
　2019年6月27日付で当社は、経営戦略の策定・監督

と業務執行の完全分離を骨子とする経営機構改革を

実施しました。

　米中貿易摩擦、英国のEU離脱問題など、事業環境は

不透明さを増しています。その一方で、技術革新はその

動きを加速させ、企業間の競争も激化しています。この

ような中で、スピーディな戦略策定を実行するとともに、

業務執行の権限移譲の範囲を拡大して戦略の実効性を

強化していくことが、今回の経営機構改革のねらいです。

　さらに、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員

会の設置を決定しました。経営の透明性を高めるとと

もに、経営責任とインセンティブをより明確にすること

に役立つと考えています。

SDGsとは
Sustainable Development Goalsの略
で、2015年9月の国連サミットで採択
された持続可能な世界を実現するた
めの17項目の国際目標です。

つばきグループは、モノづくり企業として技術力を磨き、事業基盤強化を進めるとともに、お客様と
社会から信頼され、より豊かな社会の実現に貢献できるグローバル企業へと成長していきます。
ステークホルダーの皆様には、引き続きご支援・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

代表取締役会長 兼 CEO

長　勇
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