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つばきグループの価値創造基盤

社外取締役インタビュー
企業価値のさらなる向上へ

キーワードは
「イノベーション」と「インテグレーション」
阿部 修司
社外取締役

1967年

ヤンマーディーゼル株式会社（現ヤンマー株式会社）入社

2007年 ヤンマー農機株式会社 代表取締役社長、
ヤンマー株式会社 取締役副社長

2009年 ヤンマー株式会社 取締役副社長

Q1

2010年

ヤンマー株式会社 相談役

2012年

ヤンマー株式会社 顧問（現任）

2013年

当社社外取締役（現任）

ヤンマーにおいて技術・製造畑を歩まれた後、同社のマネジメントとして、また2013
年からは当社の社外取締役として、当社を見てこられました。つばきグループの強

み・成長性、そして課題についてどのようにお考えでしょうか。
つばきグループを支えてきたものは
「コア技術への徹底したこだわり」と
「イノベーションの推進力」

42

の推進に強みを持った企業であると私は評価しています。

今後の課題は「インテグレーションの加速」

つばきグループは1917年の創業から100余年で連結売上

イノベーション
（Innovation）
が企業の持続的成長に必要な

高2,385億円、海外売上高比率約60%の企業へと成長して

1つ目の「 I 」
とするならば、
その持続的成長のスピードアップに

きました。その成長を支えてきたものは次の2つではないかと

「I」
、インテグレーション
（Integration）
が欠かせま
は2つ目の

思います。1つ目は、創業以来のチェーン事業を中心に、コア

せん。それにはまず、グループ内の技術の融合、すなわち「One

技術に徹底したこだわりを持っている点。特に、どのように時

Tsubaki」への昇華です。そして、他社が持っている先端技術、

代が移り変わろうとも、チェーンにおいてはトップであるとの誇

例えば、AIやIoTなどに関わる技術を自らの事業に取り込んで

りを持ち、
「とことん技術を追求」する姿勢は、モノづくり企業

融合させていくこと。場合によってはM&Aの手法を使うことに

が成長する上での基本中の基本ではないでしょうか。

なるかもしれませんが、このインテグレーションをいかに積極

2つ目はイノベーションの推進力。コア技術を軸としつつ、そ

的かつ適切に行っていくか、加速させていくかが、つばきグルー

れを時代に合わせて発展・応用させて、商品領域・事業領域

プの企業価値を一段上へと引き上げるための課題であると私

を拡大していく̶ つばきグループは、特にこのイノベーション

は認識しています。
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つばきグループの概要

Q2

当社のガバナンス強化に向けた経営機構改革について、
率直なご意見をお聞かせください。

また、当社の社外取締役制度は有効に機能しているとお考えですか。
2019年度におけるガバナンス体制強化策のもうひとつの柱

化させるかが、ガバナンス上の課題でした。取締役が事業の

は、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を委員長と

業務執行を兼務してしまうと、自らが所管する事業の代弁者

する指名・報酬委員会を設置することです。この主目的は、指

になりがちですし、それ以外の事業には遠慮して積極介入し

名や報酬の決定のためのルールを明確化し、決定プロセスに

ないというリスクがあります。取締役会の議論をより活発なも

対しての客観性を大きく向上させることです。株主やその他の

のにする上で、2019年6月末から戦略策定・監督と業務執行

ステークホルダーに十分納得していただける指名や報酬決定

を分離したことの意義は大きいと思います。

であるべきです。
次に社外取締役制度の実効性についてですが、椿本チエ

めるのではなく、執行役員から部長へ、部長から課長へとどん

インの場合は、比較的有効に社外取締役制度が機能している

どん実践部隊へ広げていくことではないでしょうか。そうするこ

ように思います。現在3名の社外取締役が選任されています

とが、経営執行のスピードを速め、そして何よりも人のモチベー

が、その3名の知見、フィールドが分散されており、バランスが

ションを上げ、
「人を育てる」ことにつながります。創業から100

取れています。また、その外部の知見を生かしての活発な議論

年以上の歴史を持つつばきグループが200年、300年と持続

が取締役会で行われていると思います。

つばきグループの価値創造基盤

今後の課題は、執行の権限移譲を単に執行役員までにとど

つばきグループの成長戦略

椿本チエインの場合、取締役会における議論をいかに活性

的に発展するためには、やはり
「人を残す」ことが大切です。

Q3

最後に、社外取締役としての今後の抱負をお聞かせください。

財務・補足情報

この変化の激しい時代に企業が生き残っていくためには、そ
の企業が進むべき道 ̶ すなわち「経営の大義」をしっかり
持ち、ひとつひとつの戦略がその大義の下でどういう意味合い
を持つのかをいつも見定めていくことが重要です。
私たち3名の社外取締役は、それぞれが持つ知見を生かし
て、この経営の大義と戦略との間に、しっかりと整合性がある
かを吟味・監督するとともに、先にご説明した「インテグレー
ションの加速」の点において様々な助言を行うことで、企業価
値のさらなる向上に貢献していきたいと考えています。

TSUBAKI REPORT 2019

43

つばきグループの価値創造基盤

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。
この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。

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
（1）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ます。
（2）取締役会による「戦略策定および監督」と執行役員による

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。

「業務執行」を明確に分離し、取締役会の意思決定の充
実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機
能の強化を図ります。
（3）社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独

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

立性を高めるとともに、経営の監督機能・透明性を高め、
企業価値の向上に努めます。

皆様に適時、正確かつ公平で積極的な情報開示を継続的に
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。

https://www.tsubakimoto.jp/ir/

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。

ガバナンス体制強化への取り組み
当社は、取締役会の独立性を高めるとともに、従来以上に
中長期の成長に向けた戦略策定のための議論を活発化し、業
務執行に対する監督機能を強化するため、下記のとおり、経
営機構改革を実施しました。

これまでの主な取り組み
2013 年度

社外取締役を1 名から2 名に増員

2015 年度

・CEO（最高経営責任者）とCOO（最高執行

2019 年度の機構改革
1

44

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

取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会
を設置

3

・コーポレートガバナンス・コードに対応

取締役会による戦略策定・監督と、執行役員による
業務執行を明確に分離

2

責任者）を分離するマネジメント改革

取締役と執行役員の兼務の廃止
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務める体制に移行

つばきグループの概要

意思決定および戦略策定と業務執行の体制
当社グループの戦略策定および監督は「取締役会」が担い、
業務執行はCOOの下、執行役員で構成される「経営会議」

コーポレート・ガバナンス概要 （2019年6月27日現在）
監査役会設置会社

取締役会議長

会長

取締役人数

8 名（うち社外取締役 3 名）

位の会議体への権限移譲範囲を拡大することで、経営のス

監査役人数

4 名（うち社外監査役 2 名）

ピードアップを図っています。

独立役員

社外取締役 3 名、社外監査役 2 名

2018 年度取締役会開催回数

14 回

2018 年度監査役会開催回数

19 回

2018 年度取締役報酬等の額

取締役 10 名に365 百万円

を明確に分離しています。
それに伴い、各会議体での付議事項についても見直し、下

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
審議決定しています。
また、2019年度中に取締役会の任意の諮問機関として、社

2018 年度監査役報酬等の額

外取締役を委員長とする「指名・報酬委員会」の設置を進め
ており、
「取締役の指名、報酬」や、
「CEO、COOの選解任」

監査役 4 名に63 百万円
（監査役会で決定）

2018 年度社外役員報酬等の額 5 名に30 百万円
つばきグループの価値創造基盤

等に関する決定プロセスの客観性を向上していきます。

つばきグループの成長戦略

組織形態

が責任を持って行うことにより、戦略策定・監督と業務執行

コーポレート・ガバナンス体制図（2019年6月27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 8 名
（議長：CEO）

監査

社外 3 名

監督
監督

連携

連携

内部監査室

監査

報告

付議／報告

戦略会議

（議長：CEO）

選任／解任
監督

監督
報告

COO
連携

会計監査人

経営会議

監査

財務・補足情報

社内 5 名

社内 2 名 社外 2 名

報告

（議長：COO）

指示／監督

報告

執行役員（業務執行）18 名

推進

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
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つばきグループの価値創造基盤
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
また監査役4名のうち2名を社外監査役（独立役員）
とし、

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8名中3名を会社法に定める社外取締役の要件、および

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

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（2018 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 13 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。

14 回中 13 回出席

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（2018 年度）

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。

取締役会
14 回中 14 回出席

監査役会
19 回中 19 回出席

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。

14 回中 14 回出席

19 回中 19 回出席

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

連動性を強化しています。なお、当社は2006年6月29日に

報酬については、連結経営指標、株価時価総額および重点

役員賞与を、2008年6月27日に役員退職慰労金制度を廃止

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

しています。

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
えて、当社やグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部

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

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

努めています。

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
ることがあれば、速やかに対応しています。また、監査役は取

46

締役会、戦略会議、経営会議その他の重要な会議に出席し、
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なお、2018年４月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

内部統制
当社グループは、内部統制基本方針に基づき、
「内部統制

③ グループ独自の自主的内部統制活動

規定」を定めるとともに「内部統制委員会」を設置し、当社代

当社グループでは、それぞれの部署における重要業務の

表取締役社長の下、次のような組織的かつ継続的な全員参

手順を文書化する、
「TICO*活動」を展開しています。この

加型活動を展開しています。

活動は、重要業務の見える化を図ることにより、各業務の
つばきグループの成長戦略

リスクに対するコントロールが適切であるかを確認したり、
① 会社法の定めによる内部統制活動
当社グループ内で発生したリスク情報を素早く経営トッ
プに伝達できるよう、グローバル規模での緊急連絡体制

ムリ・ムダが存在しないかを客観的に判断できるものとし
て、グループの重要な統制活動の一翼を担っています。
* Tsubaki Internal Control Operation

を整備。また、国内外の主要子会社に対してリスク管理状
況調査を毎年実施し、子会社の状況把握と活動フォロー
に努めています。
② 金融商品取引法による内部統制活動

つばきグループの価値創造基盤

当社グループでは、金融商品取引法に基づき、連結財
務諸表の作成プロセスが適正であるかを確認するための
内部統制活動を整備しています。ここ数年の海外売上高
の増加に伴い、毎年対象範囲となる海外子会社が増加。

海外子会社での内部統制打ち合わせ

このため、海外子会社への迅速な新規導入を目指し、海
外子会社向けに関連資料の整備やノウハウの共有を図る
とともに、評価の効率化と精度向上に注力しています。

リスクマネジネント
「内部統制委員会」の下、リスク管理、企業倫理、情報セキュ

くことが今後の課題です。現地とのコミュニケーション活動等

財務・補足情報

当社グループは、
「リスクマネジメント基本方針」に基づき、

を通じて、グループリスク低減を図っていきます。

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。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、コンプライアンスや情報
セキュリティ等の各種教育の実施により、リスクマネジメント
の強化を図っています。
また、リスク状況の把握が遅れがちな海外拠点において、海
外リスク管理調査を毎年実施し、各拠点における実態の把握
に努めています。当社グループ全体に大きな影響を与えると

国内グループ会社が参加する情報化委員会

思われるリスク項目に対して、実行可能な対策を提案してい
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つばきグループの価値創造基盤
コーポレート・ガバナンス体制
コンプライアンス
当社グループは、役員・従業員の倫理観、行動規範を明確
にした「倫理綱領」を定め、倫理研修等を通じて倫理意識の
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」では、倫理綱領違反の
再発防止策の検討・実施を行い、必要に応じて違反者の処

「倫理強化月間」参加会社数

（年度）

2014

2015

2016

2017

2018

47 社

49 社

51 社

51 社

51 社

コンプライアンス教育受講者数（国内のみ）

（年度）

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

2014

2015

2016

2017

2018

す。また、内部通報制度「倫理ヘルプライン
（相談窓口）
」を設

1,969 名

622 名

1,643 名

622 名

749 名

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、通報できる体制を整備しています。
毎年2月を倫理強化月間と定め、国内外グループ会社が参
。倫理綱領の下、各国の法律、習慣な
加
（2018年度は51社）
どを加味した上で、法令・ルールの遵守を徹底するための活
動を行っています。

6カ国語に対応したつばき
企業倫理ハンドブック

「倫理綱領」読み合わせ（中国）

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
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

意見等については、十分な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を共有しています。

料をつばきグループホームページで公開しています。決算短
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
ても、同ホームページでの適時、正確かつ公平で積極的な情
報開示に努めています。
また、株主総会を株主の皆様との相互コミュニケーション
の機会と位置付けており、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。
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
だいたご意見等は、IR担当部署で集約。重要と判断されたご
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個人投資家向けイベントに参加

つばきグループの概要

役員一覧 （2019年6月27日現在）

つばきグループの成長戦略
つばきグループの価値創造基盤

安藤 圭一

矢嶋 英敏

山本 哲也

鈴木 恭

古世 憲二

阿部 修司

社外取締役

社外取締役

取締役

取締役

取締役

社外取締役

大原 靖

前列

代表取締役社長
兼 COO
（最高執行責任者）

長

財務・補足情報

後列

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

専務執行役員

上席執行役員

執行役員

冨田 喜久男

碩

省三

川口 博正

山本 雅彦

垪和 伸光

中村 一智

田中 浩司

内

秀文

大槻 忠宏

藤井 幸博

石田 裕美

木村 隆利

熊倉 淳

岡本 雅文

宮地 正樹

Kevin Richard Powers

井上 幸三

揚田 利浩

永井 康詞

佐藤 功

明坂 泰宏

丹山 太
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つばきグループの価値創造基盤

人 材
つばきグループでは、
「人材」を最大の経営基盤と捉え、多様な人材が
「生き生きと働ける環境」の整備を進めるとともに、今後の事業成長を支える人材
の育成に取り組んでいます。

人権の尊重
つばきグループでは、事業に関わるすべての人が、人種、性
別、年齢、国籍、宗教、障がい等によるあらゆる差別、ハラス
メントを受けることがないよう、従業員の倫理意識の向上に取

2月を倫理強化月間と定め、国内、海外グループ会社で各国
の法律、ルールの遵守を徹底するための活動を行っています。
（2018年度は国内外グループ会社51社が参加。）

り組んでいます。定期的にコンプライアンス教育を実施し、法

また、日常の相談体制も整備し、国内グループ従業員から

令違反、差別、ハラスメント撲滅のための活動を推進。毎年

の様々な相談に対応し、働きやすい環境づくりを進めています。

ダイバーシティの推進
当社グループでは、これまでの役割主義、成果主義を踏襲し

後進の指導育成を期待しています。1991年に再雇用制度導入

ながら、今後の労働力不足を見据えた「雇用の多様化」
と「働

以降、段階的に対象者や上限年齢を見直し、現在では希望者全

きがいの向上」を目指した人事制度の構築に取り組んでいます。

員の65歳までの雇用を実現しています。2016年度からは70歳ま

職務、勤務地に配慮した雇用や、外国人、高齢者の活躍推

での雇用も可能な制度に変更し、年々雇用者も増加しています。

進に向けた雇用形態の多様化を進めるとともに、フレックスタ
イム制、裁量労働制などの柔軟で効率的な働き方を導入して
きました。また、育児、介護による休職制度の充実や、労働時

女性幹部職数および女性従業員比率（椿本チエイン単体）
人

%
15

12

間短縮に向けた働き方改革活動を推進することで、多様な人
材が活躍しやすい環境づくりに努めています。

6.1

2018年度の女性の育児休職取得・復帰率は100%でした。
また、女性活躍推進の一環として積極的な女性採用を進めてお

7.7

10

5

5

6.3
7

6

8.3

8.6
8

8

7
4

り、女性従業員比率は2015年度の6.1%から2019年度には

8.6%へと向上。並行して、女性管理職増加も目指していきます。
60歳以上のシニア社員には、経験とスキルを生かした活躍と

0

0

15

16

17

女性幹部職数（左軸）

18

19

年度

女性社員比率（右軸）

働き方改革への取り組み
従業員が力を発揮できる環境には、新たなチャレンジを引き出す組織
風土とともに、適正な労働時間によるワークライフバランスが重要です。

2018年度は「働き方改革推進室」を設置して、時間管理強化の仕組
みづくりと従業員、管理者に対する意識改革に取り組んできました。シャッ

%
80
60

トダウンタイム、会議・メールのルール設定やタイムマネジメント教育など、

40

労働時間短縮につながる活動を推進。2019年度はさらに、業務の効率

20

化に向けた改善活動を積極的に展開しています。

50

有給休暇取得率
（椿本チエイン単体）
100
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つばきグループの概要

人材育成
■ 研修・教育体系の充実

■ グローバル人材の育成・強化
当社グループの海外売上高比率は2008年度の34.9%か

づくり企業として磨き続けてきた技術力と熟練技能です。次世

ら、2018年度には59.4%に伸長し、事業のグローバル化が

代への技術伝承・強化をねらいに、1998年4月に若手技術者

急速に進展。海外従業員比率も55%となっています。

向けの「つばきテクノスクール」を開校。その後、技能系、営業

このような状況下、グローバル人材の育成・強化は当社グ

系とカリキュラムの充実を図ってきました。2017年度にはそ

ループの重要課題のひとつです。2010年度より、語学と国際

のカリキュラムを整理し、技術者向けの「テクノスクール」、技

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

能者向けの「技能スクール」、事務・営業職向けの「ビジネス

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

スクール」に分割し、それぞれの内容充実を図っています。こ

外トレーニー制度」を導入。2019年3月末までに合計95名の

れら機能別研修と、職種横断の階層別研修を組み合わせるこ

若手従業員を派遣しました。2019年度からは、新入社員を対

とにより、従業員の意識向上と技術・技能レベルの向上とい

象にした1カ月間の海外語学研修もスタートしています。

つばきグループの成長戦略

当社グル̶プの成長の原動力は、1917年の創業以来、モノ

また、海外グループ会社の従業員を日本に受け入れる研

う好循環を生み出しています。
発表する「技術フォーラム」を開催し、部門を超えたアイデア

修も実施しており、当社グループ全体でのグローバル人材の

つばきグループの価値創造基盤

また、研修とは別に、技術者向けには各部門の最新技術を

育成・強化に取り組んでいます。

の共有、交流・協創の場を広げています。技能者向けには、当
社グループの優れた技能者が一堂に会する「技能オリンピッ
ク」を開催。技能の向上に加えて、事業部門、国内外を問わな
い技術交流により、組織の活性化にも寄与しています。

つばき技能オリンピック（計測競技）

財務・補足情報

つばきテクノスクール

海外トレーニー（米国）

健康づくり
心身の健康の保持・増進は従業員が生き生きと働くための

者に対するメンタルヘルス教育を定期的に実施。社内専任担

原動力です。健康づくりの面では、定期健康診断・特殊健康

当による相談窓口を設置し、疾病の予防・早期治療への取り

診断をはじめ、長時間労働者に対する健康チェックを産業医、

組みを強化しています。2016年度からは全従業員を対象にス

健康管理スタッフ、管理者と連携して実施し、疾病の予防、早

トレスチェックを開始。入社時に加えて入社3年目にも従業員

期発見活動を強化しています。

フォロー面談を実施するなど、メンタルヘルスケア活動の充実

また、メンタル面のサポートとして、従業員本人、管理監督

を図っています。
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つばきグループの価値創造基盤

技 術
つばきグループは技術の継続的な強化により、
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。

技術基盤の強化
モノづくり企業にとって、技術は競争力を左右する最も重要
な事業基盤です。つばきグループでは、短期的な景気の波に
左右されることなく、技術の強化に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急速に進む中、当
社グループでは、各事業部門においてマーケットニーズに基づ
く商品開発を進めるとともに、
「開発・技術センター」が事業
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、制御技術、評価技術、解
析技術などの「基礎技術」
「先行技術」を継続的に強化する一

部門間の共創の場となる「技術展示会」

研究開発費および売上高研究開発費比率の推移
百万円

%

方で、各事業部門と連携して、新商品、新事業の開発にも注

5,000

5.0

力。大学等外部機関とも密接な協力関係を保ち、先進技術

4,000

4.0

の研究開発を効果的に進めています。

3,000

3.0

をはじめとする自動車のパワートレ
また、EV（電気自動車）
インの多様化に対応し、エンジン以外の分野での動力伝達

4,505

2,000

部品の開発を加速するため、2018 年 4月、同センター内に

1,000

「車載新商品開発室」を設置し、新商品開発のスピードアッ

0

プを図っています。

2.0

1.9

1.0

14

15

研究開発費（左軸）

16

17

18

0

年度

売上高研究開発費比率（右軸）

グローバルな知的財産戦略
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

報については、
「営業秘密管理規定」を制定し、法務部門が主

権の出願および権利化を国内外で展開し、戦略的に活用する

導してグループ全体を管理。各種契約の起案・審査について

「攻めの知財戦略」を進めています。この戦略の下、当社グルー
プの特許保有件数は増加傾向にあり、2018年末の時点で、
国内で860件、海外で1,203件、合計で約2,063件の特許を
保有しています。
当社グループがビジネスを急速に拡大させている中国、韓
国、台湾および新興国における出願の拡大と侵害防止の徹底
は継続的な課題であり、2018年度においては、これらの地域
に対して計54件の特許出願を行うとともに、海外特許事務所
との連携強化を進めました。
また、産業財産権の出願と侵害防止については知的財産部
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
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は、法務部門と知財部門が連携して対応しています。
当社グループの特許保有件数の推移
件
2,500

2,063

2,000
1,500
1,000
500
0

14
国内特許

15
海外特許

16

17

18

年度

つばきグループの概要

品 質
つばきグループは、モノづくり企業として「高品質」を追求し、
徹底した品質管理でつばきブランドの維持・向上に努めていきます。

つばきグループの成長戦略

つばきグループ品質基本方針

「後工程はお客様。一人ひとりが決めたことを守り、よいものを作ります。」

品質マネジメント推進体制
つばきグループでは、
「つばきグループ品質委員会」をトップ
とする品質マネジメント推進体制を構築しています。

2018年4月には、その実効性をさらに担保するため、グルー
プ全体を統括する本社部門統括に「品質管理部」を、また組

③組織横断の品質向上活動などの実施により、品質不良ゼロ
を目指すことはもちろん、お客様との約束を遵守する体制をさ
らに強化し、品質管理のガバナンス強化とつばきブランドの
維持・強化を図っています。

これまでの各事業部門での品質保証活動に加え、①第三
者視点での内部監査、②グループ品質ガイドラインの策定、
品質マネジメント推進体制図
つばきグループ品質委員会

2018 年度の成果
• グループ全体を統括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定
• グループ全員の品質意識向上に向けた活動を展開
活動内容

委員長：（株）椿本チエイン会長

椿本チエイン品質管理部

つばきグループの価値創造基盤

織横断の実行組織として「品質担当者会議」を新設しました。

1 グループ全体の品質レベルの底上げをねらいに、検査

品質担当者会議

データの取り扱いや新商品開発におけるグループ品質ガ
イドラインを策定

2 品質不良リスクの抑止をねらいに、品質担当者会議を発
（各事業部）

グループ会社
（常任）

グループ会社
（非常任）

足し、国内全事業所で品質徹底点検
（相互監査）
を実施

財務・補足情報

椿本チエイン

人材育成、人材交流の活性化
当社グループでは、全社の教育体系に「品質」や「改善」に
関する階層別教育を整備して、品質管理のスキル向上を目指
しています。
さらに今後は、品質管理のスペシャリスト育成に向け、品質
管理部を中心に統計的手法などの品質専門教育や講師の育
成、QC（品質管理）検定の取得推進、グループ会社からの品
などを実施。併せて、全従業
質研修生受け入れ実習
（1年間）
員の品質意識向上を目的とした「個人品質目標」や、
「品質モ
デル工場」制度の導入も進めています。
海外子会社での品質監査（タイ）
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安 全
つばきグループは、モノづくり企業として「安全はすべてに優先する」ことを行動
原則に掲げ、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。

安全衛生基本理念

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と、全員の健康の保持増進に取り組みます。

重篤災害の未然防止活動
2018年度下期よりつばきグループでは、グループ全体で「重
篤災害の未然防止」を最重要課題として取り組みを開始しま
した。2019年2月に開催されたグループ安全衛生会議では、
グループ各社の「重篤MAP」を作成し、重篤災害が発生する
可能性のある場所を明示することで、重篤災害の未然防止に
努めています。
重篤MAPの作成にあたり、リスクアセスメントを実施してグ
ループ全体での重篤災害項目を分析した結果、当社グループ
では「挟まれ・巻き込まれ」による災害が多いことが判明しま
した。その他、重篤災害を発生頻度の高い順に計6項目に分
類し、未然防止のためのチェックシートを作成・活用して安全
管理を行っています。
今後も、リスク低減活動を計画的に実施するとともに、安

全衛生規定を順次改訂し、より安全で働きやすい職場環境の
整備を進めていきます。
災害発生件数と度数率
件

40

0.8

0.67

33
30

0.68
0.6

0.52
20

20

0.41

23

22

0.4

18

0.2

10

4

3

0

14

15

不休災害（左軸）
度数率（右軸）

0
16 0

5

5

17

18

0

年度

休業災害（左軸）

現場の状況把握と改善
当社グループでは、モノづくり現場の安全パトロール強化の

ことが難しい作業はないか」
「やり難い作業はないか」など作

一環として、定点観察や問いかけパトロールを実施しています。

業者の本音を安全衛生スタッフが聞き出し、現場の安全管理

問いかけパトロールでは、
「ルールを守れない、あるいは守る

の改善につなげています。

安全パトロール（京田辺工場）
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海外製造拠点での安全教育（米国）

つばきグループの概要

調 達
高品質なモノづくりと持続可能な社会の実現のため、つばきグループ
は協力会社（サプライヤー）の皆様と協働して調達活動を行っています。

1.

2.

3.

4.

5.

公正・公平な
取引

相互発展

開発購買の
推進

法の遵守
（機密保持）

環境重視
（グリーン調達）

つばきグループの成長戦略

調達基本方針

グリーン調達への取り組み
つばきグループでは、各国、各地域における法令遵守はもち

調達ガイドラインを定めています。お取引先様には、自己評価、
現状調査への対応をお願いし、サプライチェーンを通じた環

負荷物質の含有がより少ない製品や、製品ライフサイクルを通

境負荷の低減、地球環境の保全への貢献を果たしています。

つばきグループの価値創造基盤

ろんのこと、環境負荷の低減に努めるお取引先様から、環境
じて環境負荷の低い製品を積極的に調達するため、グリーン
お取引先様への依頼事項

原材料、部品、
包装材、副資材等

依頼事項
前提条件

（1）製品および事業活動に関わる環境関連法の遵守
（2）有害化学物質の管理

必須

治具、工具、
生産設備等
必須
推奨 *

（1）環境マネジメントシステムの構築
（2）温室効果ガスの削減
お願い事項

推奨

推奨

（4）水資源の有効利用

任意

任意

（5）環境配慮型設計および商品の提案

推奨

推奨

（3）資源循環の推進
財務・補足情報

* 有害化学物資が設備等から製品に飛散・落下する場合や、設備等との接触により製品に付着・移行する場合は、有害化学物質の管理は「必須」とします。

お取引先様との相互コミュニケーション
当社では「調達基本方針」の下、オープンな参入機会の保
証や公正な取引による相互発展の追求、新技術提案の積極
的評価など、様々な取り組みを進めています。
また、国内では協力会社約200社が「つばき協力会」に加
盟。会員企業相互の親睦はもちろん、総会や定例懇談会開
催のほか、当社の環境保全活動や生産性向上活動について
協力会社の皆様とも共有し、相互研鑽を図っています。
大阪つばき協力会主催の海外施設見学会／椿本鏈条（天津）
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つばきグループの価値創造基盤

環 境
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んでいます。

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

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）

https://www.tsubakimoto.jp/csr/

エコファクトリー認定制度
つばきグループでは、環境負荷低減活動を積極的に展開す

「国内において、2030年度までにCO2総排出量を30%削減

るため、2018年8月に「エコファクトリー認定制度」を導入し

する」
という、つばきグループ長期環境目標の達成に向けた活

ました。CO2排出量削減をはじめとしたいくつかの環境負荷要

動を後押しする施策であり、各事業所は認証取得を目指して

因に対してグループ独自の定量的な基準を設定し、この基準

環境活動と管理レベルの向上を図っています。

を満たした事業所を「エコファクトリー」と認定するものです。

工場での取り組み
を使用したガスエン
岡山工場では、液化天然ガス
（LNG）

従来の空調蓄熱制御システムも改修し、空調のピーク負荷熱

の導入によるガス発電を実施していま
ジンコジェネ
（815kW）

量に対して緻密な放熱制御を行い、ピーク電力を抑制してい

す。さらに、廃熱回収型吸収冷凍機
（ジェネリンク）
の導入によ

ます。なお、旧システムのコジェネシステムは非常用発電機と

り、発電時に発生する廃熱蒸気を工場の冷房に、また廃熱温

して運用し、有事の際に活用します。

水を暖房・給湯に使用する新しい熱供給システムを構築し、

2019年1月より本格的な稼働を開始しました。これにより、大

当社グループでは、今後も様々な環境負荷低減施策を積極
的に導入し、CO2排出量削減に継続的に取り組んでいきます。

2
CO2排出削減量：677t-CO2/年）効
きな省エネ・省CO（概算

果を上げることが可能になります。
また、京田辺工場では、工場空調・生産冷水システムの改
修を2017年度より実施し、2018年12月に完了しました。工
場空調や生産冷水は更新した高効率チラー、ガス吸収式冷
凍機にて供給し、最適・適正運用によりエネルギー効率を高
め、年間900トンのCO2排出量削減を実現しました。さらに、
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ガス発電による熱供給システム
（岡山工場）

高効率チラー（京田辺工場）

つばきグループの概要

2018年度環境データ
パフォーマンスデータ集計範囲

エネルギーや物質の流れ（国内）

INPUT

OUTPUT

水使用量

A 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

LNG

74,849

74,933

74,106

千m 3
500

71,353

68,707

40,000

産業廃棄物 6,452t

リサイクル

一般廃棄物

その他

47,018

300

440t

6,745 t
147 t

PRTR 法による有害化学物質
排出量・移動量

152 t

大気への排出

68,707ｔ-CO2
393 千㎥

CO2
排水量

廃棄物等排出量／再資源化率（年度平均）

457

ｔ
8,000

452

400

60,000

45,359

有価物

309

416

284

98.0

98.7

98.1

517

393

6,000

439

321

575

97.9

470

440

6,462

6,090

80

60
40

200
20,000

2,000

100

0

0

13

（基準年度）

国内

15

16

17

18

年度

20
0

0

13
国内

海外

15

16

17

18

13

年度

海外

15

16

17

18

財務・補足情報

一般廃棄物排出量（左軸）

日本：購入電力会社の排出係数実績
海外：「IEA CO2EMISSIONS FACTORS 2018」の
2016 年度係数

再資源化率（右軸）

* 国内データのみ集計

環境保全コスト
（事業活動に応じた分類）
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

年度

産業廃棄物排出量（左軸）

* 電力の CO2 排出係数は下記のとおりです。

分類

（千円）

2018 年度
投資額

費用額

597,355

666,295

大気汚染防止設備、廃水処理設備の導入・運転管理

234,900

152,361

電力管理システムの導入・運転管理

348,880

166,941

13,575

346,992

0

636

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

48,138

234,661

（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）

60,074

233,712

（5）社会活動コスト

地域の環境活動

0

641

（6）環境損傷対応コスト

地下水浄化対策など

合計

%
100

6,452

5,199

4,793

4,000

98.7

つばきグループの価値創造基盤

CO2総排出量

電力

95,694 百万円
24,668 t

製品総生産高

つばきグループの成長戦略

水使用量

69,827ｔ
121,238 千 kWh
394 kL
73 kL
12 kL
4 kL
3,533 千㎥
208 千㎥
519ｔ
74 千㎥
245 千㎥
393 千㎥

原材料

ｔ-CO2
80,000

国内：日本の主要生産拠点11事業所
海外：北米、欧州、アジアの主要生産拠点14事業所

0

0

705,567

1,135,945
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つばきグループの価値創造基盤

社 会
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。

日本
椿本チエイン

「ジップチェーンアクチュエータ®」を題材に、
工業高等専門学校学生に学びの場を提供
当社では、工業高等専門学校（以下、高専）
の学生を対象にした出前授業を
通じて、モノづくり企業への理解を深めるイベントを企画・開催しています。

2018年度は、舞鶴工業高専と鹿児島高専において「ジップチェーンアクチュ
エータ
（ZCA）
を用いた新商品のアイデアコンテスト」を実施しました。学生の

ZCAへの関心は高く、
「人の動き
（生活）
を楽
（幸せ）
にする」ユニークな提案があ
りました。モノづくりの楽しさと難しさ、自由な発想の大切さを体感していただく
よい機会となりました。

椿本チエイン 京田辺工場

小中学生向けに「モノづくり」体感イベント
地元中学生を対象に「理系イベント」を開催。職場見学にモノづくり体験プロ
グラムを加え、内容充実を図りました。また、恒例の「夏休み親子工場見学会」
では地元小学生親子にモノづくりの現場を体感していただきました。その他
「千本桜・花見開放」や地元イベントへの参加を通じて、地域社会との交流を
深めました。

椿本チエイン 埼玉工場

ウオーキングイベントをサポート

椿本メイフラン

地元小学校で環境学習の出前授業

地元のウオーキングイベント「第16回飯能新緑ツーデー

地元小学校5年生24名を対象に、環境学習の出前授業

マーチ」に協力し、参加者の休憩所となる「椿本チエイン接

を実施しました。工場排水がどのような過程を経て川に流れ

待所」を開設。接待所では、従業員ボランティアが飲み物等

込んでいくかをテーマに講義。併せて、主力商品のチップコン

のサービスを提供し、参加者を支援しました。

ベヤの紹介、モノづくり過程での環境保全への取り組み、企
業の社会的責任について紹介しました。
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つばきグループの概要

米州
〈アメリカ〉 U.S. Tsubaki Automotive, LLC（USTA）
U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC（USTP）
つばきグループの成長戦略

地域密着の「奉仕ウイーク」に参加
日系自動車メーカー主催の「奉仕ウイーク」。北米各地で同社とその取引先の
従業員約25,000人がボランティア参加し、フードバンク、献血、公園やビーチの
清掃など600近い奉仕活動が行われます。この活動にUSTAとUSTPが参加し、
フードバンク倉庫の整理・清掃や夕食準備の活動を行いました。

欧州
〈オランダ〉 Tsubakimoto Europe B.V.（TEU）

〈ドイツ〉 Tsubaki Kabelschlepp GmbH（TKG）

マラソン参加でチャリティ活動
世界的に有名なロッテルダムマラソンに、TEUから「チー

つばきグループの価値創造基盤

従業員の募金活動
ドイツのオルペ郡にある慈善団体の活動を支援するため、

ムTSUBAKI」が参加。TEUでは、このマラソンの走行タイム

募金活動を実施しました。従業員有志から集まった募金金

で金額を決める寄付活動を行っています。今回は、障がい

額と同額を、経営陣が拠出。今回は、フードバンクと、病気に

者のスポーツ参 加

苦しむ子供やその

支援団体に寄付を

家族への支援を行

実施。会社イベント

う2つの団体に募金

を通じての 楽しい

を届けました。

チャリティ活動とな
りました。

財務・補足情報

環インド洋
〈インド〉 Mahindra Tsubaki Conveyor
Systems Private Limited（MTC）

日本とインド共同で地域貢献活動
インドでは助け合い精神の下、企業等には利益の2%を貧

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

11年間で27,253本のマングローブを植樹
2008年にスタートした、TATのマングローブの植樹活動。

しい地域や機関に寄付・支援することが求められています。

毎年従業員がボランティア参加し、11年間で計27,253本の

MTCでは、椿本バルクシステムと共同で、机と椅子20セット、

植樹を行いました。これは、二酸化炭素340.56トン分の削

戸 棚やパソコン用

減効果に当たり、地

テーブル、色鉛筆を

道な継続活動が地

地元の小学校に寄

球温暖化対策に貢

贈しました。

献しています。なお、

2019 年は2,700 本
の植樹を行う予定
です。
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つばきグループの価値創造基盤

財 務
つばきグル̶プは、株主還元の充実とさらなる成長のための
事業基盤強化を両立しつつ、財務基盤の健全性を維持しています。

営業キャッシュ・フロー創出力が向上
つばきグループが営業活動によって生み出した年間の資金

「中期経営計画 2016（2014〜2016 年度）」期間の平均が

（営業キャッシュ・フロー）は、
「中期経営計画2012（2010〜

222億円、
「中計経営計画2020（2017〜2020年度）」の前

2012年度）」期間の平均が144億円、2013年度が197億円、

半2年間の平均が259億円と、順調に増加し続けています。

株主還元の積極化
当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割

2017年度は2016年度の記念配当を普通配当へと切り替え

合で株式併合を行いました。この株式併合後の基準で過去の

120 円、2018 年 度も120 円としました。連 結 配当性 向は

年間配当金を換算調整した1 株当たりの年間配当額は、

2016 年 度 が 30.8%、2017 年 度 が 31.0%、2018 年 度 が

2012 年 度が 35 円、2013 年 度が 50 円、2014 年 度が 80 円、

33.0%と3年連続で当社が基準としている30%以上を維持

2015年度が100円、2016年度が120円（普通配当110円と

しています。

100周年記念配当10円）と4年連続で増加しました。また、

事業基盤への投資と財務基盤の健全性維持
株主還元の充実を図る一方で、中長期的な視点から、事
業基盤強化に向けた投資も積極化しています。生産設備へ

キャッシュ・フローの推移（連結ベース）
億円
400

の投資に加え、M&Aなどの実施もあり、投資に当てた年間の
資金（投資キャッシュ・フロー）は、
「中期経営計画2016」期
「中期 経 営 計 画
間の平 均が 137 億円であったのに対し、

200

221

190

254
120

78

54

–143

–135

–134

14

15

16

276

241
102

0

2020」では2017年度が173億円、2018年度が320億円と
増加しました。
特に2018年度は、大型の海外M&Aを実施した影響等で
期末の有利子負債残高が増加しましたが、2018年度末の
ネットD/Eレシオは0.04倍と低位であり、財務基盤の健全性
を維持しています。
当社グループは、今後も株主還元の充実と事業基盤強化

–200

–78
–173

–400
営業活動によるキャッシュ・フロー
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