
特 集

つばきグループは、1917年の創業以来培ってきた技術力とフロンティアスピリットを基盤に、「動
かす」領域において、様々な分野のお客様に、高品質で革新的な商品・技術・ソリューションを
ご提供してきました。

省エネ、自動化・省人化による生産性向上など、様々なテーマに独自技術で取り組み、お客様・
社会的課題の解決に貢献。その中から、多くのシェアナンバーワン商品が誕生し、世界のお客様
から信頼していただけるブランドへと成長してきました。

私たちの挑戦は、技術革新や高付加価値商品の創出だけではありません。企業としての社会的責
任を果たすと同時に、様々な事業継続リスクへの対応強化にも取り組み、持続的成長を目指して
います。

つばきグループは、これらの活動を通じて持続的な価値創造に挑戦し続けます。

「持続的な価値創造」
への挑戦
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企業理念　TSUBAKI SPIRIT

持続的な価値創造

グループ総合力
の発揮

ガバナンス 
の強化

価値創造基盤

精機

チェーン

マテハン

自動車部品

つばきグループの挑戦
 技術革新による社会的課題の解決
 企業としての社会的責任の遂行
 リスクへの対応強化

人材 技術 品質 安全 調達 環境 社会 財務
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生産性向上、 
人手不足の解消

省エネ・低燃費の 
実現

クリーンな 
生産環境づくり

大形コンベヤチェーン
アドバンスモデル DTA仕様

タイミングチェーンシステム
Zerotech®シリーズ

無給油チェーン
ラムダチェーン

省スペース型自動仕分け装置
リニソート®S-C

電動シリンダ
パワーシリンダUシリーズ

クリーンルーム専用ケーブルシステム
クリーンベヤ®

　高品質・高機能な商品と最適なソ
リューションの提供により、メンテナンス
工数の削減などお客様の生産性向上や、
自動化による人手不足の解消に大きく
貢献しています。

　自動車エンジンの低燃費化につなが
る環境性能の優位性が、「タイミング
チェーンシステム」の世界シェア37％を
支えています。その他の事業分野でも、
つばきのエコ技術がお客様の省エネ化や
コストダウンに貢献しています。

　低騒音の実現とともに、発塵や油の飛
散の少ないクリーンな生産現場の実現に
もつばきの商品が活躍しています。

耐摩耗性能

3倍

追加給油

不要
最大仕分け能力 

6,000個／時

最少設置スペース 

25㎡

フリクションロス

30%減
（従来品比）

電力使用量

約80%減
（対 油圧シリンダ）

低発塵

SOクラス1
（クリーン度最高レベル）

技術革新による社会的課題の解決

「持続的な価値創造」への挑戦特 集

（従来品比）
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安心・安全な 
社会の実現

健康で楽しい 
ライフスタイル

エネルギーの 
有効活用

駅ホームの可動柵
ブラシレスモータ他

コンサート会場
ジップチェーンリフタ®

バイオマス発電所
バケットエレベータ他

地下鉄駅の電動昇降式防水扉
ジップチェーンユニット

回転寿司
プラトップチェーン

EV車を非常用電源に
V2X対応充放電装置・eLINK®

　交通機関では、乗客の安全を守る駅
ホームの可動柵に「ブラシレスモータ」や
「タイミングベルト」が、ゲリラ豪雨などに
よる地下鉄の浸水対策用の防水扉には、
「ジップチェーンユニット」が採用され、安
心・安全な社会の実現に貢献しています。

　エンターテイメントや外食産業など、豊
かなライフスタイルに欠かせない様々な
シーンで、「ジップチェーンリフタ」や「プ
ラスチックチェーン」など、つばきの駆動
部品や搬送装置が使用されています。

　バイオマス発電所での「粉粒体搬送
コンベヤ」や、EVに蓄えた電力を停電時
にビル・工場などに相互供給できる「V2X
対応充放電装置」など、新たな分野にも
つばきの技術が生かされています。

安全・防災対策の 
サポート

エンターテイメント、 
食生活への寄与

新エネルギー、 
災害対応への貢献

技術革新による社会的課題の解決

「持続的な価値創造」への挑戦
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主な取り組み 主な取り組み主な取り組み

コーポレート・ 
ガバナンスの強化

戦略策定と業務執行の分離

指名・報酬委員会の設置

内部統制活動

安心・安全な 
商品の提供

品質管理部の新設

品質管理のスペシャリスト育成

人材育成と働きやすい 
職場環境づくり

雇用の多様化と働き方改革

つばきテクノスクール、 
つばき技能オリンピック

　つばきグループは、自らの持続的成長
を通して持続可能な社会の実現に貢献
できるよう、コーポレート・ガバナンスの
強化に努めています。
　経営環境に合わせて適切な機構改革
を進めるとともに、誠実で透明性の高い
経営に努め、積極的な情報開示にも取
り組んでいます。

　モノづくり企業として、つばきグループ
は「安心・安全、高品質」を最優先に、お
客様との約束を遵守する体制を強化し、
「つばきブランド」の維持・向上に努めて
います。
　技術力の強化や品質マネジメント推
進体制の強化、また、品質専門人材を
育成するための品質教育を行っています。

　つばきグループは、技術力を支える「人
材」を重要な経営資源と捉え、人材育成
と技術・技能の伝承に注力しています。
　また、従業員の多様性（ダイバーシ
ティ）を尊重し、差別を禁止するとともに、
安全衛生の徹底にも努め、働きやすい職
場環境づくりに取り組んでいます。 

企業としての社会的責任の遂行

詳細は P44– 49へ 詳細は P52–53へ詳細は P50–51, 54へ

重篤災害の未然防止活動
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主な取り組み 主な取り組み 主な取り組み

持続可能な調達

グリーン調達ガイドライン 
の制定

サプライヤーとの協働

環境保全への取り組み

CO2総排出量削減の 
長期目標設定と取り組み

エコファクトリー認定制度

地域社会への貢献

地域密着イベントの 
開催・参画

寄付活動、ボランティア活動

　安心・安全で高品質なモノづくりのた
め、つばきグループでは「調達基本方針」
の下、国内外を問わず公正で持続可能
な調達活動を行っています。
　グリーン調達を推進するとともに、サ
プライヤーとの協働に努め、持続可能な
サプライチェーンの構築に取り組んでい
ます。

　つばきグループでは、事業活動による
環境負荷を低減するため、「環境基本方
針」の下、環境保全への具体的な取り組
みを推進しています。
　CO2等の温室効果ガスの排出量削減
や、水使用量の削減等に努めるとともに、
環境データの積極的な開示にも取り
組んでいます。

　つばきグループは、事業活動を通して
の社会貢献はもちろんのこと、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、様々な取り組み
を進めています。
　グローバルに事業展開している当社グ
ループでは、様 な々地域で社会貢献活動
を行っています。

企業としての社会的責任の遂行

詳細は P55へ 詳細は P56–57へ 詳細は P58–59へ
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［  事業の多角化および顧客分散  ］

　チェーンメーカーとして創業以来、マテリアルハンドリング、自動車部品、精
機の分野へと事業を拡大、部品だけでなく、ユニットやシステムなど幅広いビジ
ネスを展開してきました。顧客の業種も、機械、自動車、エネルギー、食品、IT、
流通、ライフサイエンスなど多岐に分散されています。

［  仕向地の分散  ］

　つばきグループは、1970年に初の海外拠点設立以降、現地生産、M&Aな
ど積極的にグローバル化を進めてきました。2018年度の海外売上高比率は
59.4%に達し、さらに2020年度には70%に引き上げることを目標としていま
す。先進国から新興国まで幅広い国と地域に仕向地を分散することで、特定地
域の経済動向のみに頼らない体制を確立しています。

ルールの厳格化と 
周知徹底

　機密情報に関する定義、リスク対
応を明文化し、情報漏えいリスクに
対する適切な対策を実施していま
す。国内外のグループ会社の責任者
が出席する「情報化委員会」を定期
開催し、情報戦略を共有するととも
に、情報セキュリティやサイバーテロ
等への対策をグループ全体で展開。
また、eラーニングを活用した従業員
への情報セキュリティ教育等も実施
しています。

未然防止のための 
ルール整備と訓練

　自然災害等の不測の事態に対す
るリスク管理、リスク対策を講じると
ともに、緊急事態発生時には迅速
な初動対応により被害の拡大を抑
えられるよう「危機対応初動マニュ
アル」を定め、初動対応トレーニン
グを実施しています。また、モノづく
り企業として「安全・品質を第一に」
を行動原則に掲げ、労働災害の防
止と従業員の健康保持増進に取り
組んでいます。

世界最適地生産 

　事業のグローバル化は成長の源
泉となる一方、為替レートの変動を
受けやすくなります。このため当社で
は、為替予約を分散して行うほか、
生産地の分散も積極的に展開して
います。2018年度における海外生
産高比率は45.9%に達しました。
また、原材料の現地調達も積極的
に進めることで、為替の影響を低減
する取り組みを行っています。

［  品質管理体制の強化  ］

　つばきグループは、モノづくり企
業として、グループを挙げて品質の
維持・向上に努めています。従来の
事業部門による品質保証活動に加
え、2018年にはグループ全体の品
質を管理する「品質管理部」を新
設。「つばきグループ品質基本方
針」を改訂し、品質管理のよりいっ
そうの強化に取り組んでいます。

直面する様々なリスクに真摯に向き合い着実に対応していく、
そうした取り組みもつばきグループの価値創造を支えています。

景気動向、市場環境変動

為替レート、 
原材料価格の変動

機密情報漏えい、 
サイバーテロ 自然災害、労働災害

品質不良

リスクへの対応強化

「持続的な価値創造」への挑戦特 集
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