
1917年創業の椿本チエインは、チェーン、精機、自動車部品、マテリア

ルハンドリングシステムなど、機械部品からユニット、モジュール、シス

テムまで「モノを動かす」分野で不可欠なモノづくり企業として、世界26

の国と地域で事業を展開しています。

技術力、そしてそれを支える人材など「目に見えない資産」を大切に、

100年先も社会に貢献し続ける「なくてはならない存在」となるべく、

一歩一歩着実な成長を目指して様々な取り組みを行っています。

ステークホルダーの皆さまに、つばきグループの中長期的な価値創

造への戦略や、財務・非財務の各種情報を統合的にご理解いただくこと

を目的に、この統合報告書を制作しています。

統合報告書発行に当たって

株主・投資家情報

財務情報 非財務情報

決算短信
決算説明会資料 有価証券報告書

主な情報
開示ツール

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/

サステナビリティ
地球環境保全、社会との共生、ガバナンス
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/sustainability/
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編集方針
「TSUBAKI REPORT」は、ステークホルダーの皆さまに、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、技術力、ガバナンス、環境・社会貢献など）を統合的にまとめたも
のです。詳細な情報および数値については、つばきグループWebサイトで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ますが、その達成を約束するものではありません。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：  2019年4月～ 2020年3月（一部当該期間以降の活動を含みます）
•  パフォーマンスデータ集計範囲：椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、長岡京工場、兵庫工場、岡山工場、および下記国内外主要関係会社
（椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、椿本メイフラン、椿本鋳工、ツバキ山久チエイン、U.S. Tsubaki Holdings, Inc.、
Tsubakimoto Europe B.V.他）
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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。

TSUBAKI SPIRIT
企業理念
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LEAD STORY

根底にある価値観
「よいものを作る」

創業者である椿本説三が説いたこの思いを

つばきグループは追求し続けてきました。

どのような付加価値を顧客や社会に提供するのか。

そしてよいモノづくりを未来につなげ、社会とともに持続的に

成長していくには、どのような事業運営（経営）であるべきか。

外部環境がどのように変わろうとも、

私たちには決して変わることなく目指すものがあります。
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PRODUCT INNOVATION

新技術・新商品の創出

「安全と品質」

この2つはモノづくり企業にとって最重要テーマです。

つばきは、安全と品質を第一に、顧客・社会の課題を解決することに注力してきました。

例えばチェーン。伸びない、切れないチェーンの追求により、お客さまの装置の省エネル

ギーや省資源に貢献̶つばき特有の材料技術、熱処理技術、加工技術、アプリケー

ション技術などをベースとした付加価値提供により、お客さまの生産性向上に寄与して

います。また、食品、半導体などクリーンな製造環境を必要とする業界向けには、無給油

や低発塵仕様の商品を開発し提供しています。

精機商品におけるパワーシリンダ。油圧・空圧機構に比べ電力使用量を大幅に削減する

ことができ、お客さまの省エネや作業環境の改善に貢献しています。

自動車部品事業では、タイミングチェーンシステム。エンジンの高性能化、コンパクト化、

低騒音化に直結する最適なタイミングチェーンシステムの開発により、自動車業界の重

要課題である、燃費・環境性能の向上に寄与しています。

マテハン事業では、自動仕分け装置。高速・正確な自動仕分けという従来の特長に加え、

多段構造による省スペースタイプの開発など、物流業界が抱える人手不足という重要課

題の解決に貢献。お客さまから高い評価をいただいています。

根底にある価値観 1

つばきのDNAと進化
LEAD STORY：根底にある価値観
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動きの原点に革新性を
 チェーン事業

動きと制御の高度化
 精機事業

モノと情報の流れをコントロール
 マテハン事業 

パワートレインへの挑戦
 自動車部品事業
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環境負荷の低減と生産性向上
 モノづくり改革

EVOLUTION OF PRODUCTION

モノづくりの進化

つばきが追求してきたものは新技術・新商品の開発だけではありません。「固定観念にと

らわれることなくモノの作り方を間断なく進化させていく」、これもつばきのDNAです。

工程ごとにモノの流れや生産方式を見直す生産改革を継続的に実施し、生産性向上に

つなげてきました。その1つが、チェーン事業が推進する次世代の生産革新活動「LinK 

2025（Lean manufacturing in Kyotanabe 2025)」です。見積りから設計に至るまで、

工場の入口から出口まで全体を情報で連携させる、間接業務とモノづくりの同時改革へ

の挑戦です。

また生産活動における環境負荷の低減にも、私たちは積極的に取り組んでいます。生産

設備の省エネ化やLED照明、断熱塗料の採用、新工場棟には大規模な太陽光発電システ

ムを導入。CO2総排出量削減に向けてグループで取り組んでいます。

根底にある価値観 2

つばきのDNAと進化
LEAD STORY：根底にある価値観
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技術の伝承と人材育成
 無形資産の強化

迅速な意思決定と着実な執行
 ガバナンス改革

STRENGTHENING INTANGIBLE ASSETS

見えない資産へのこだわり

革新的なモノづくりを100年先へとつなげていく。つばきは、長期的な視点から無形資産

（特に人と技術）の継続的な強化にも積極的に取り組んでいます。

私たちの技術を次世代へと着実に伝承することをねらいに、1988年には若手技術者向

けの「つばきテクノスクール」を開校。また「技術フォーラム」や「技能オリンピック」など

の技術交流も定期的に開催し、組織と人の活性化につなげています。

一方、経営体制面では、戦略策定・監督と業務執行を完全分離したガバナンス改革を実

施しました。外部環境の変化が激化する中、迅速な意思決定と着実かつ責任ある執行へ

の体制づくりを強化していきます。

根底にある価値観 3
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問われる真価
つばきは、お客さまの生産性向上、

環境負荷低減につながる商品・サービスの提供を通じて、

社会課題の解決に貢献してきました。

つばきの根底に流れるDNA、価値観を基に、

この不透明な時代、コロナ後の世界を見据え、

いかにして生き残り、さらなる成長を続けるか。

つばきは、さらなるイノベーションによって、

「動かす」分野で、自らの成長と社会への貢献の両立を目指します。

つばきの決意
1. トップマネジメントはこう導く　
2. 社外取締役はつばきの変革をこう支える
3. 経済成長と社会価値をこう融合する

トップマネジメントはこう導く
つばきのDNAと進化
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長　勇
代表取締役会長 兼 

CEO 

大原　靖
代表取締役社長 

兼 COO 

足元をしっかり固め、
未来への布石を
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長　勇
代表取締役会長 兼 CEO 

見え始めた改革の成果

つばきグループは1917年の創業以来、「よいものを

作る」を究極の使命としてきたモノづくり企業です。よ

いモノづくりとは、品質や付加価値を追い求めるだけ

でできるものではありません。経営環境がどのように

揺れ動こうとも、いつも同じ品質・価値を、いつも同じ

形で、しかも環境に負荷をかけない方法で、安定的に

お客さまや社会にお届けし続けること。この「地道で愚

直な努力」と「先を見据えた基盤強化への投資」により

持続的成長を図ること――これこそが私たちつばきグ

ループが目指しているものです。

2019年度の事業環境は、国内景気が下半期から後

退局面に入った上に、米中通商摩擦の激化をはじめと

した地政学的なリスクが急速に増大。また2020年2月

以降は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に広

がり、人・モノ・金が完全に停滞する事態となりました。

2019年度の連結業績は、2019年10月に公表した計

画をほぼ達成できたとはいえ、減収減益となりました。

コロナ禍が経済に与える影響は、その度合い、長期

化という点で、かつてない厳しいものになるという強

い危機感を持って、私たちは経営に当たっています。

現時点での2020年度業績見通しですが、連結売上高

は前年度比15.9%減、連結営業利益は同59.1%減とな

る予想を立てました。

このような事業環境下、私たちはまず足元をしっか

り固めていかなければなりません。コスト低減への意

識をさらに高めて、企業としての存続を確実なものにし

ていきます。

しかし、身をかがめ続けるだけでは未来はありま

せん。厳しく不透明な時代だからこそ、中長期的な経営

スタンスに立って、事業基盤のいっそうの強化と、未来

を見据えての投資を継続していくことが重要だと考え

ています。省エネ、自動化、IoT対応など、「モノを動か

す」分野の社会課題の解決に向けて、私たちのモノづく

りが止まることはありません。

つばきは価値創造力を高め、
持続的成長企業を目指します

連結業績
（億円）

2018年度 2019年度 2020年度
（予想 *）

売上高 2,385 2,264 1,905

営業利益 217 161 66

営業利益率 9.1% 7.1% 3.5%

* 2020年7月31日発表

つばきのDNAと進化
トップマネジメントはこう導く
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これまでの取り組みによる成果

成果1: 基幹事業の復活
チェーン事業

京田辺工場建設・移転等により、2000年代初頭には

営業利益率が一桁台前半にまで落ち込むという危機

的状況に陥ったチェーン事業ですが、2018年度には営

業利益率14.3%を達成。経済成長が鈍化した2019年

度においても、12.4%の高い収益性を維持できるよう

になりました。ロット生産に代わり一貫生産ライン構

築をはじめ、多品種変量生産に対応した斬新な生産方

式へと進化させてきたこと、そしてマーケットニーズに

徹底対応した商品開発を進めてきたことが、基幹事業

の復活につながったと考えます。

成果2: 技術優位性を基盤とした持続的成長へ
マテハン事業

長く縮小均衡に陥っていたマテハン事業ですが、再

成長への道筋が見え始めた点も成果のひとつです。

限られた経営資源で効率的な成長を果たすべく、当

社独自の技術力を発揮した新商品開発に経営資源を

集中的に投下してきたことが結実しました。

高速、高精度、コンパクト化などを強みとする自動仕

分け装置や、バイオマスなどの新エネルギー発電所や

環境保全設備に不可欠な粉粒体搬送コンベヤの販売

が好調です。

またライフサイエンス分野では、創薬サンプルや生

体試料の保管・ピッキングの自動化を図った全自動

ピッキング保管庫があります。世界初のマイナス150℃

の超低温タイプなど、先進の技術力とソリューション

提案により、お客さまから高評価を得ています。

海外子会社の業績低迷と積極的なエンジニア採用

による固定費増などにより、セグメント全体の収益性

改善には時間を要しますが、中長期的な持続的成長の

シナリオをしっかりと描けるようになってきました。

モノづくり改革で目指す姿

つばきグループの事業基盤強化とモノづくり革新へ

の挑戦に終着点はありません。

例えば精機事業。2019年度の営業利益率は9.2%と、

チェーン事業に次ぐ収益性を確保していますが、持続

的成長に向けて中長期を見据えた構造改革を進めて

います。一部の低採算商品から撤退し、マテハン事業同

様に、付加価値を軸とした商品・事業への経営資源の

集中を行っています。

当社独自のジップチェーン技術を活用したモジュー

ル商品は、景気悪化の中でも比較的好調な販売を維持

しています。今後は技術とアイデアでさらに付加価値

を高めたモジュール商品や、新領域にも進出していき

たいと考えています。

自動車部品事業では、世界の自動車生産の回復が不

透明な状況にありますが、まずは収益性の回復を優先

させます。新規プロジェクト受注に伴う、グローバル生

産体制の増強が一段落しました。今後は生産工程の抜

本的な見直しを進めるとともに、新テンショナ工場（埼

玉工場内）の稼働による飛躍的な生産性向上を目指し

ます。また自動車のEV化を見据えた車載商品の開発を

加速させていきます。

基幹事業であるチェーン事業では、次世代型のモノ

づくりへの挑戦がすでに始まっています。従来の生産

性向上活動は主にモノづくり工程に関わるものでした
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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。

が、京田辺工場では、見積りから設計、生産、納品に至

る、いわゆる工場の入口から出口までを情報でリンク。

同時に、自動化、AI・IoT化を積極的に推進していきます。

これは、人為的な品質不良削減や生産工程での災害リ

スク低減にもつながります。人は人でなければできな

い高付加価値業務へとシフトすることで、従業員のモ

チベーション向上にもつなげていきます。

AI時代、非接触時代にふさわしい次世代型のモノづ

くりへの挑戦です。

ソリューション提供企業へのステップアップに向けて

チェーン、精機、自動車部品、マテハンの4事業共通の

成長モデルは、①省エネ、省資源、省人化などに貢献す

る商品を開発し、②環境負荷の少ない効率的な生産方

式で、③品質・安全性の高い商品へと仕上げ、④それら

高付加価値商品の用途を拡大するというものです。地

道な事業基盤強化とモノづくりの革新への挑戦は、こ

の成長モデルを遂行していく上で必要不可欠であり、

これからも首尾一貫してこの活動を継続していきます。

その一方で、4事業制による成長モデルだけでは、お

客さまや社会の期待に十分に応えきれない側面も出て

きています。

私たちに期待されているのは、それぞれの商品（＝モ

ノ）の性能・品質面での付加価値に加え、「動かす」とい

う領域において革新をもたらして社会や顧客が抱える

課題へのソリューションを提供することです。

ポストコロナの新常態（ニューノーマル）の時代には、

これまで以上に自動化・省人化、非接触化などが求め

られ、それに応える革新的な「動き」が必要となります。

既存の4事業の枠にとらわれることなく、10年先、さら

にその先を見据えた社会課題の解決に貢献できる「ソ

リューション提供企業」へと進化すべく、次のような取

り組みを開始しました。

1. 意識改革（SDGsへの取り組み強化）
まず、事業ごとに異なるお客さまのニーズにきっちり

応えていくこと。そして、これからは「社会が抱える課題

に対して、どのようなソリューション提供によりその解

決に貢献できるのか」という大きな視点で取り組むこ

とが何よりも大切です。

この観点から、つばきグループはSDGsへの取り組み

を加速させています。これまで取り組んできた「環境

（E）」「社会（S）」「ガバナンス（G）」はもちろんのこと、

各事業それぞれの強みを生かしたマテリアリティの絞

り込みと、成長戦略への落とし込み作業を進行中です。

2. ガバナンス改革（体制づくりから実効性へ）
ガバナンス改革の一環として、2019年度には戦略の

策定・監督と業務執行を明確に分離しました。事業の

枠を超えて、社会全体の課題・ニーズを的確にとらえた

戦略策定機能の強化と、業務執行のスピードアップが

ねらいです。また、社外取締役を委員長とする任意の指

名・報酬委員会を設置して、取締役の選解任のプロセ

スの透明性と客観性の向上を図りました。

譲渡制限付き株式報酬制度の導入も新たな試みで

す。取締役に対して、つばきの企業価値向上の成果に対

するインセンティブを明確化しています。

つばきのDNAと進化
トップマネジメントはこう導く
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3. 開発機能の強化とスピードアップ
開発・技術センターを新事業開発と技術・研究開発

に分割の上、それぞれに担当役員を配置しました。従

来の事業領域を超えた新規事業創出のスピードアップ

を図るとともに、価値創造の礎となる先行技術開発を

強化することが目的です。

4. 新しい長期ビジョン／中期経営計画の策定
2030年を見据えた新たな長期ビジョンとそのアク

ションプランの第1弾である中期経営計画の策定作業

を進めています。

①  長期ビジョン「2030年つばきのありたい姿」から、

バックキャスティングでそれを実現するための戦略

（中期経営計画）に落とし込む

②  社会課題（SDGs）という大きな視点を盛り込み、

それらを成長戦略に落とし込む

③  財務・非財務の重要課題とKPIを設定し、戦略の進

捗を社内外から定量的にチェックできるようにする

などの点において、従来とは一線を画した長期ビ

ジョン・中期経営計画策定を進めています。2020年度

下半期中に具体的戦略への落とし込みを完了させ、ス

テークホルダーの皆さまにもご説明いたします。

企業価値を持続的に高めるために

外部環境が不透明さを増す中で持続的に企業価値

を向上していくには、自己変革のスピードを上げていく

ことが必要不可欠です。

① 社会全体の大きな流れを把握し、自社の優位性を基

礎としたソリューション提供を加速すること

② 技術基盤や人材などの無形資産を大切にし、それら

の資産が生み出す価値創造を積極化していくこと

　この2つにより、社会課題の解決に貢献するフィール

ドを広げるとともに、ここ数年低下していた資本効率

の回復につなげていきます。

つばきグループは企業理念「TSUBAKI SPIRIT」の

中で、「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」が社会的使命であることを明確にしてい

ます。その使命を果たすためには、事業、商品ごとの価

値創造を超えた真のソリューション提供企業へと進化

していかなければなりません。

私たちは常に、変革にチャレンジすることで成長を

果たしてきました。コロナ禍をはじめ厳しく不透明な

時代だからこそ、再成長に向けた新ビジネスの開発な

どスピードを上げて取り組んでいきます。

つばきグループは足元を着実に固め、未来への投資

を続けるとともに、新たな価値創造により持続的成長

を目指します。

大原　靖
代表取締役社長 兼 COO 
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社外取締役はこう支える

つばきの成長機会と積み残し課題
新型コロナウイルス感染症の拡大により人々の生活様式や経済活動の在り方は

大きく変化していきます。社会ニーズの変化に対応し、つばきはしっかりと成長に

つなげていかなければなりません。

そのためには、つばきが得意とする持続的な製品改良・技術開発を加速する一

方で、従来技術にとらわれることなく、破壊的なイノベーションにも挑戦すること。

スピードと市場投入のタイミングも重要です。エネルギー効率、省資源、無人化な

どをターゲットに長期的視点で取り組み、社会的責任を果たしていくことが不可欠

です。

ガバナンス体制について 

ここ数年の思い切ったガバナンス体制強化により、フレームワークを構築、今後

は実効性を高める段階です。

SDGsへの取り組みは待ったなしで加速させていく必要があります。そのことが

当社の企業価値の向上につながるからです。外部にも当社の取り組みを宣言して、

その進捗状況をステークホルダーに情報発信していくことが肝要です。 

 私が果たす役割 

パンデミックのようなまったく新たな事態には、知見だけでは対応できません。

企業が進むべき道、すなわち「経営の大義」をしっかりと持ち、長期的に向かう方向

へとつばきをきっちりと導くことが、社外取締役である私の役割だと自覚していま

す。過去の経験や「普遍的な原則」に基づく経営――私はここをポイントにつばき

の変革に取り組んでいきます。

阿部 修司
社外取締役

1997年  ヤンマーディーゼル（株）
（現ヤンマーホールディングス
（株））取締役

2005年  同社取締役副社長
2007年  ヤンマー農機（株）代表取締役

社長
2009年  同社代表取締役社長を退任
2010年  ヤンマー（株）（現ヤンマー

ホールディングス（株））
取締役副社長を退任

2013年  当社取締役

新任社外取締役
メッセージ

北山 久恵
社外取締役

1982年  監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 

1986年  公認会計士登録 

1999年  同法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー 

2013年  有限責任あずさ監査法人 常務執行理事 

（ダイバーシティ担当） 
2019年  日本公認会計士協会 近畿会会長 

2019年  有限責任あずさ監査法人 専務役員、
日本公認会計士協会 副会長 

2020年  同法人 退職、当社取締役

つばきのスピーディな変革に、私たちも全力で　

つばきのDNAと進化
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つばきの成長機会と積み残し課題
コロナ危機は、サプライチェーン、需要構造、マーケット、さらにはライフスタイ

ル・消費者意識の変化まで引き起こしています。企業にとって持続的成長性、社会・

環境との調和、課題解決へのイノベーションの重要性がますます高まっています。

ESG・SDGsに今まで以上にフォーカスした商品開発、技術革新、新たなマーケッ

トの創出が求められ、サステナブルでイノベイティブなビジネスモデルの変革が必

要不可欠です。 

ガバナンスの強化への評価
数々のガバナンス改革によって、経営戦略の決定能力の向上や業務執行への権

限移譲が促進され、責任の明確化・経営のスピードアップが図られるようになりま

した。また中期経営計画フォローアップ会議への参加など、社外役員とのコミュニ

ケーションも進んでいます。コンプライアンス、リスク管理など内部統制も的確に

運用されています。取締役会、指名・報酬委員会（諮問機関）の実効性をさらに高め

ていくとともに、M&Aなど事業の拡大を踏まえ、海外グループ会社も含めたガバ

ナンス、リスクマネジメントの一層の強化を進めていきます。

社外役員としての抱負
SDGsへの取り組みを成長機会ととらえ、当社の強みは何かを改めて問いかけ、取り組むべき優先課題を決定し、

これを経営戦略、事業戦略に具体的に落とし込んでいきます。「TSUBAKI SPIRIT」にあるように、「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を目指すことが大切です。社外取

締役として、大きな時代の流れを的確に把握し、社会課題、当社の抱える課題へのイノベーション、ソリューションを

創出し、さらなる成長に向けビジネスモデルの変革、進化に積極的に取り組んでいきます。

安藤 圭一
社外取締役

2009年 （株）三井住友銀行
取締役 兼 専務執行役員 

2010年  同行代表取締役 兼 副頭取 

執行役員 

2012年  新関西国際空港（株）
代表取締役社長 兼 CEO 

2016年  銀泉（株） 代表取締役社長
2017年  当社取締役
2019年  銀泉（株）代表取締役社長

を退任

コロナ禍で企業を取り巻く経営環境が非常に厳しくなっており、将来の予測やリスク把握が難しくなってきてい

ます。この変化が激しい局面においては、今までの論理だけでなく、社外の目・新たな見方による多様な価値観が求

められてくるでしょう。

当社の社外取締役として、公認会計士としての会計・監査の知見と経験を生かし、女性の柔軟な新たな発想により

「守りのガバナンス」と「攻めのガバナンス」の双方を合わせながら、中長期的な企業価値（経済価値と社会価値）の

さらなる向上や持続的な成長に貢献したいと思っています。

コロナ禍を「変革の機会」ととらえて、リスクを企業価値に与える可能性と見て、新たな視点で正と負の両面から

全社的・統合的にリスクマネジメントに取り組んでいきます。

   取り組みます
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SDGsを考慮した成長戦略により、
社会課題の解決とサステナブルな社会の実現に　　

次の10年、50年先を見据え、SDGsの導入に向けて始動

近年、気候変動の加速など、社会の持続可能性を

脅かす様々な地球規模の課題が顕在化する中で、

ESG（環境・社会・ガバナンス）に対する関心が高

まっています。その大きな潮流のひとつとして、企業

の間でSDGs（持続可能な開発目標）への取り組み

に注力する動きが急速に広がっています。

つばきグループにおいても、次の10年、50年、そし

て100年先を見据えたときに、SDGsの視点を経営

に取り入れることが不可欠であるとの認識の下、

2018年に検討チームを発足させ、その導入に向け

た準備を進めてきました。

企業理念の実践が、SDGsへの貢献につながる

SDGsの導入に向けては、「SDGコンパス*」が示す5

つのステップ（1.SDGsを理解する 2.優先課題を決定

する 3.目標を設定する 4.経営へ統合する 5.報告とコ

ミュニケーションを行う）を参照しています。

まず、SDGsの考え方の社内浸透をねらいに、幹部研

修会や外部講師による勉強会、幹部職を対象とした個

別勉強会を実施（計27回）。次にSDGsが掲げる「17の

目標」に対して、当社グループがこれまでの取り組みを

通じてどのように貢献してきたのかを整理しました。

その結果、CSR（Corporate Social Responsibility：企業

の社会的責任）とCSV（Creating Shared Value：

共通価値の創造）双方の観点から、すでに様々な活動

や商品を通じてSDGsの課題達成に貢献してきたこと

が確認できました。つまり、企業理念「T S U B A K I 

SPIRIT」に掲げる「動かすことに進化をもたらし、社会

の期待を超えていきます（社会的使命）」の実践が、

SDGsへの貢献につながるという結論に至りました。

そこで、これまでの活動を体系立て、経営課題として

中長期的視点でSDGsに取り組むため、プロジェクト

チームを発足。その活動指針となる「サステナビリティ

基本方針」を2020年4月に制定しました。

この方針の下、まず、CSR側面について、リスク管理、

サステナビリティ基本方針

つばきグループは、企業理念「TSUBAKI SPIRIT」

に基づいた事業活動を通して、持続可能な社会の

実現に貢献するとともに、技術革新により企業価

値向上を図り、社会から必要とされ続ける企業を

目指します。また、経営の透明性を高め、ステーク

ホルダーとのコミュニケーションにより信頼関係

を深めます。

事
業
活
動

技術革新による社会課題の解決
（CSVの優先課題）

2021年度スタートの中期経営計画に反映

持続可能な社会の実現
（CSRの優先課題）

経済成長と社会価値をこう融合する
つばきのDNAと進化
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安全、環境など各委員会組織の中でマテリアリティ（重

要課題）とKPI（指標）を設定し、活動を開始しました。

* GRI、国連グローバル・コンパクト、WBCSDの3団体が共同で作成した、企業がSDGs

にどのように取り組むべきかを示した行動指針

次期中期経営計画にSDGsを落とし込む

現在、当社グループでは、SDGsの視点を加味して

「2030年の社会」の仮説を立て、長期ビジョン「2030

年つばきのありたい姿」を策定中です。

今後、「SDGコンパス」で示されているとおり、SDGs

を経営に統合することが必要であり、当社グループで

は、長期ビジョンの実行計画となる次期中期経営計画

に反映させていく方針です。具体的には、「2030年つば

きのありたい姿」を基に、各事業部門の中長期ビジョン

「ありたい姿」を明文化。その達成のためのマテリアリ

ティとKPIを設定し、2021年4月から始まる次期中期

経営計画に落とし込んでいきます。

今後はグループ一体となってCSVとCSRの両輪で技

術革新と社会課題の解決に取り組むとともに、ステー

クホルダーの皆さまとのコミュニケーションを図り、モ

ノづくり企業として持続可能な社会の実現に貢献して

いきます。

貢献します。

サステナビリティに関する
マテリアリティ（重要課題）の特定プロセス
①  サステナビリティに関するリスクと機会の両面からマテリアリ

ティを特定すべく、SDGsの17の目標を活用して、それぞれの

担当部門が自部門の課題と評価を実施。

②  右記マトリクス図により、ステークホルダーにとっての重要性、

当社にとっての重要性（現状とあるべき姿のギャップを含む）に

基づき、リスクと機会を整理・評価。

③  上記①を基に、「グループ全体の重要度」について各担当役員

を中心に議論を重ね、マテリアリティを決定（抽出）。

SDGs導入に向けたタイムテーブル

2020年度
下期

•  長期ビジョンの実現に向け、CSV側面からマテリア
リティ（重要課題）とKPI（指標）を設定

•  CSV課題を次期中期経営計画に反映。2021年4月
より活動開始

2018年 •  プロジェクトチームを発足

2019年 •  つばきグループのこれまでの取り組みとSDGsとの
関連性を整理

•  各部門の幹部職を中心にSDGsに関する勉強会を
実施

2020年度
上期 

•  「サステナビリティ基本方針」策定（4月）

•  長期ビジョンの検討開始

•  CSR側面からESGの切り口でマテリアリティ（重要課
題）とKPI（指標）を設定し、活動開始

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
性

自
社
に
と
っ
て
の
機
会

自
社
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク

重要領域

重要領域

大

大

小

自社の事業運営にとっての重要度
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つばきのサステナビリティ重要課題と指針

17ページ記載のマテリアリティ特定プロセスを経て、下記のとおり、サステナビリティ（CSR側面）からのマテリア

リティ（重要課題）とKPI（指標）を決定しました。これらの取り組みはSDGsへの貢献に直結しており、その関係性を

明確にすることで従業員の意識向上につなげていきます。

ESG項目 マテリアリティ（重要課題） KPI（指標） SDGsへの貢献

環境
 

地球環境保全
気候変動対策

気候変動緩和策（CO2削減）
とその他環境保全

環境法令抵触件数

CO2排出総量（2013年度比率）

廃棄物リサイクル率

PRTR物質排出量

CDP気候変動回答バウンダリー率*1

社会

安全で働きがいの
ある職場

人権の尊重 倫理教育実施社数

ダイバーシティの推進

障がい者雇用率

障がい者法定雇用率達成社数率

外国人社員数

役付従業員女性比率
働き方改革
（働きがい、業務効率の向上）

有給休暇取得率

人材育成 海外トレーニー派遣人数

従業員の安全と健康の確保
休業災害発生件数

高ストレス者比率

安全・安心な商品の提供 品質保証 重要品質問題発生件数*2

持続可能な調達
サプライヤーとの協業

環境調査票依頼件数

調査票回答比率

サステナビリティガイドライン発行
件数*3紛争鉱物対応

ガバナンス

健全、公正かつ
透明な事業運営

コンプライアンスの徹底
重大会社規定違反件数

「企業倫理強化月間」参加社数

危機対応・BCP 防災・避難訓練実施率

情報セキュリティ
重大システムインシデント発生件数

情報セキュリティ事故発生件数

知的財産権侵害防止 他社権利侵害による警告受領件数

経済価値
経済価値と
社会価値の両立

イノベーション（事業活動を通じ
ての社会課題の解決）および財
務に関するマテリアリティを検
討中

・ エコ商品（SDGs配慮商品）を含む
新たな指標
・資本効率指標

*1 CDP気候変動回答バウンダリー率：CDP調査対象年度におけるCO2排出量基準によるグローバルグループ全体に占める回答対象範囲の割合
*2 社内設定定義による
*3 2020年度より取り組みを開始したテーマ

E

G

S

詳しくは、下記URLをご参照ください。
https://www.tsubakimoto.jp/sustainability/plan/

つばきのDNAと進化
経済成長と社会価値をこう融合する
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