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商 号

設 立

本 社

代 表 者

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数
（ 正 社 員 ）

主 要 事 業

国内生産拠点

国内販売拠点

関 係 会 社

大同メタル工業株式会社

1939年（昭和14年）11月4日

名古屋本社
名古屋市中区栄二丁目3番1号
名古屋広小路ビルヂング13階

東京本社
東京都品川区東品川二丁目2番24号
天王洲セントラルタワー17階

代表取締役会長　 治誠吾
代表取締役社長　樫山恒太郎
（2014年6月27日現在）

7,273百万円

77,350百万円（連結）
58,978百万円（単独）

4,058名（連結）／1,130名（単独）

●  自動車用エンジン軸受
●  自動車用エンジン以外軸受
●  非自動車用軸受・その他

犬山工場（犬山事業所内）
前原工場（犬山事業所内）
バイメタル製造所（犬山事業所内）
岐阜工場
TMBS工場（犬山事業所内）
TMBS＝Turbo Machinery Bearing Systems
（回転機械用特殊軸受）

東京支店、名古屋支店、大阪支店、
浜松営業所、広島営業所、九州営業所

●  国内７社
●  海外17拠点

会社概要
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●  編集方針
大同メタルグループ活動方針（P5）に基づき、大同メタル
工業（一部関係会社）のCSRの活動を開示し、ステークホル
ダーの皆様とのコミュニケーションを図るとともに、社員の
さらなる活動に対する意識向上を目指し、CSR報告書を発
行しています。

●  報告対象範囲
当社及び一部大同メタルグループを含む

●  対象期間
・ 2013年度（2013年4月から2014年3月）
   一部発行時点での最新情報を記載しています。

●  参考ガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

●  公開
2014年11月（次回公開：2015年秋予定）
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建設機械・中小型
ディーゼルエンジン用軸受
　ショベルカーなどの建設機械のエン
ジンやその他中小型ディーゼルエンジ
ンに使用されています。建設機械・農業
機械用の軸受においても国内外で高い
シェアを有しています。

中高速ディーゼルエンジン用軸受

自動車用エンジン軸受
　当社グループでは、自動車用エンジン軸受を年間５億強個生
産しており、世界シェア約30％（2013年当社推定）のトップシェ
アを有しています。

自動車用エンジン以外軸受（自動車部品用軸受）
　自動車では、エンジン部分以外にも、いろいろな場所に多くの
軸受が使用されています。中でも当社はターボチャージャー用
軸受（スモールターボ）では世界シェア約34％（2013年当社推
定）のトップシェアを有しています。また、ショックアブソーバー用
軸受においても国内で極めて高いシェアを有しています。自動車（乗用車・トラック）

エンジン用軸受、レース
エンジン用軸受、二輪エ
ンジン用軸受など

自動車部品（トランスミッション、ショックアブソーバー、
コンプレッサー、ステアリングなど）用軸受

ショックアブソーバー用
ブシュ

ターボチャージャー用
スラストベアリング

事業別製品

グローバルネットワーク（主な拠点）

生産拠点
販売拠点
地域本部
研究開発拠点

アメリカ
大同メタルU.S.A. INC.
ベルフォンテンオフィス

大同メタルメキシコ
S.A. de C.V.

大同メタルU.S.A. INC.
デトロイト本社

大同メタル工業㈱
大同プレーンベアリング㈱
エヌデーシー㈱
大同インダストリアルベアリングジャパン㈱

（2013年7月操業開始）

大同メタルメキシコ販売
S.A. de C.V.
（2014年1月設立）

ヨーロッパ
大同メタルコトールAD

大同メタルロシアLLC
大同メタルチェコ s.r.o.

大同メタルドイツGmbH

欧州地域本部

大同インダストリアルベアリング
ヨーロッパ LTD.
大同メタルヨーロッパ LTD.

アジア

同晟金属

BBL大同プライベートLTD. ダイナメタルCO., LTD.

㈱

中国
大同精密金属（蘇州）有限公司

中原大同股份有限公司
日本

PT.大同メタルインドネシア

大型船舶用軸受
　船舶エンジンに用いられる軸受は、大
きいものでは内径１メートルにも及びま
す。当社は大型船舶用の軸受において
も世界でトップシェアを有しています。

低速ディーゼルエンジン用軸受

一般産業用軸受・その他
　オフィス用機器はもとより水力・火
力などの発電設備、高速車輌、鉄道事
業、免震・制振装置など、多種多様な産
業分野の軸受を手掛けています。また、
ロータリーポンプ、集中潤滑装置など、
軸受以外の潤滑技術応用製品も開発・
販売しています。

特殊軸受（タービン用軸受など）ドライベアリング

主な製品

主な製品

（2014年3月31日現在）

（2014年3月31日現在）
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はじめに

　私たち大同メタルグループは、1939年に名古屋にお

いて操業を開始して以来、おかげさまで75年目を迎え、

当社主要事業所であります犬山地区においては51年目

を迎えました。

　自動車分野を中心に船舶、建設機械、一般産業などあ

らゆる産業分野の回転を支える世界で唯一の「総合すべ

り軸受メーカー」として、また、世界のトライボロジー（摩

擦・摩耗・潤滑）リーダーとして、常にトップレベルの魅力

ある製品を提供することで、世界中のお取引先から信頼

されるビジネスパートナーとしての評価を頂戴し、現在は

海外13カ国に17拠点を有するグローバル企業に成長し

てまいりました。

　多様性が求められるグローバル社会において事業

の持続的成長は極めて重要な経営目標であり、また、

CSRへの取り組みは経営の重要課題との位置付けより、

2014年度よりCSR報告書を発行することとなりました。

企業価値向上を通じ
持続的成長を続けてまいります。

トップメッセージ

CSR（企業の社会的責任）の
取り組みへの考え方

　当社グループではCSRを、「企業市民として責任ある行

動が求められるなかでメーカーの本質である製品を通し

て社会に貢献する役割を持続するのはもちろんのこと、

法令遵守や社会貢献をはじめとする企業の社会的責任

（CSR）を積極的に果たし、お客様・株主・従業員・取引先

さらには地域社会から信頼される企業となること」と定義

しています。

　2013年度の主な活動として、製品・事業の分野におい

ては低燃費車などに対応した新製品の開発、また水質汚

濁防止法に関するめっき設備増強によるハード面強化、

また緊急時における対応訓練によるソフト面強化を行

い、実行性のある事業継続活動を行ってまいりました。社

会貢献の分野では、地域の皆様とのコミュニケーションを

図るため、犬山事業所地区にて納涼大会の開催、近隣小

学校の社会見学の受け入れなど積極的に取り組んでま

いりました。また、環境の分野ではCO2の削減（省エネ）、

廃棄物の低減対策、環境リスクマネジメントの強化に取り

組んでまいりました。
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代表取締役社長兼
最高執行責任者

代表取締役会長兼
最高経営責任者

社会とともに成長する
企業となるために

　当社グループは世界各地域の市場動向やニーズに対

して機敏かつ適切に対応しながら、新製品の開発、新市

場の開拓に注力すると同時に、さらなる生産合理化を進

めてまいります。また、お客様への迅速な技術・販売サポー

ト体制を確立し、企業価値の向上を図ってまいります。引

き続き、コーポレート・ガバナンスの体制強化やコンプライ

アンスの徹底に取り組み、また社会貢献・環境活動を通じ

て、お客様や社会から信頼・共感を得られるよう、今後と

も、グループ全社全員が「自律」「自浄」「自創」（自己を律し

て、自浄作用し、そして自らが創造する）の精神のもと、そ

の活動の定着とさらなる推進を図ってまいります。

　益々の企業価値向上に向けた活動に注力し、当社グ

ループが持続的成長を社会の皆様と続けられるよう努め

てまいります。これからも、皆様のご指導、ご支援をどう

ぞよろしくお願いします。

メーカーの本質である製品での貢献、
すべり軸受世界トップシェアを目指して

　当社グループでは、2012年度から2017年度までの６

カ年の中期経営計画「Together To The Top」を策定

いたしました。

　中期経営計画では「大同メタルグループ全社全員が一

丸となり、すべり軸受の全分野でともにトップを目指そう」

とのスローガンのもと、第1ステージ（2012年度～2014

年度）をトップシェア実現のための事業基盤構築期間と

し、第2ステージ（2015年度～2017年度）で全分野での

トップシェアを実現するため、以下の主なテーマを掲げて

います。

　今後もスローガンのもと、すべり軸受の全分野におい

て世界トップシェアを獲得すべく、企業価値を高めるよう

に努めてまいります。

①自動車用すべり軸受のシェア拡大とトップの堅持、船
舶・産業用など非自動車分野における世界トップシェア
の獲得

②国内外の売上拡大に対応した世界５極体制の構築

③技術優位性維持と世界各地域の市場要求に応じた研
究開発強化

④強固な財務基盤の構築

世界唯一の総合すべり軸受メーカーとして主なテーマ
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大同メタルグループは、「企業理念」のもと、健全かつ持続的な発展を目指して「行動憲章」「行動基準」「行動指針」を、事業活動

の具体的な実行計画として「経営方針」を制定し事業活動を展開しています。この「企業理念」「行動憲章」「行動基準」「行動指針」

「経営方針」の全てを支える根本的な意識（精神）として「DAIDO SPIRIT」があります。

DAIDO SPIRIT

世界で存在感のある
大同メタルグループへ

大同メタルグループの活動方針

企業理念 ［体系図］

「企業理念」
大同メタルグループとして追求し続ける目的（目指す姿）です。

「行動憲章」
企業理念を追求・実現するために私たちが大切にする考え方です。

「行動基準」・「行動指針」
私たちの行動の基本原則及び積極的に実践または厳守すべき行
動・判断の基準として、「行動基準」「行動指針」を定めています。

「経営方針」
事業活動の具体的な実行計画として、「中期経営計画」や「年度方
針」を定めています。

「DAIDO SPIRIT」
「企業理念」「行動基準」「行動指針」「経営方針」を根底で支える、私
たちが業務を行う上での根本的な意識（精神）です。

DAIDO SPIRIT
“熱き思い、熱き心で”

Ambitious
高い志 Innovative

改善、改革する意欲

Challenging
挑戦する心

企業理念

行動憲章

経営方針 行動指針行動基準

1.会社の務
社員の幸せをはかり、
地球社会に貢献する

5.会社の志
世界のトライボロジー
リーダーを目指し、
技術を磨く

2.会社の心
企業倫理を重んじ、
活力あるオープンな
企業風土をつくる

3.会社の源
常に市場から学び、
お客様の信頼に応える

4.会社の途
創造と革新につとめ、
夢に挑戦する

活活

企業理念

こころこころざし

みなもとみち

つとめ

行動指針

1.  私たちはいつも世界に目を向けます。

2.  私たちはいつもお客様の声に耳を傾けます。

3.  私たちはいつも環境を大切にします。

4.  私たちはいつも「個と和」を尊重します。

5.  私たちはいつも柔軟に発想し提案します。

6.  私たちはいつもスピーディに対応します。

※「行動憲章」「行動基準」は10ページに記載
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トップシェア実現のための
事業基盤強化・再構築

　企業市民として責任ある行動が求められるなかで大同メタ
ルグループが成長し続けるためには、メーカーの本質である
製品を通して社会に貢献する役割を持続することはもちろん
のこと、法令遵守や社会貢献をはじめとする企業の社会的責
任（CSR）を果たし、お客様・株主・従業員・取引先さらには地域
社会から信用される企業となることと定義しています。それら
を実践するために当社グループ全社員は「自律」「自浄」「自創」
（自己を律して、自浄作用し、そして自己が創造する）の精神
にて活動の定着・推進を図っております。
　CSRの観点から「企業行動倫理委員会」「リスク管理委員
会」に引き続き、2014年度に「CSR委員会」という独立した組
織を設置しました。

大同メタルグループのCSRの考え方

　中期経営計画では「Together To The Top（ともにトップを目指そう）」とのスローガンのもと、すべり軸受の全分野において世界トッ
プシェアを獲得し、世界で存在感のある大同メタルグループを目指します。
　Togetherは文字通り、大同メタルグループ全社が、全員がともに一緒に手を携えて力を合わせ、会社のあるべき姿に向かって挑戦し
てゆくことを表すものです。グループ各社が、各部門がそして各自がそれぞれのミッション（使命・任務）を“考えは大胆に、行動は着実に”
を果敢に実施、全社全員が一体となって“夢・希望・挑戦”を忘れずに計画、目標の達成を目指します。

中期経営計画（2012年度～2017年度） 「Together To The Top」

グループ目標

品質の改革
生産・販売・開発の
グローバル体制の

構築

グローバル
生産能力の
大幅アップ

■全分野での世界トップシェアの獲得を実現する

※自動車エンジン用
半割軸受 ※ターボチャージャー用

   軸受（スモールターボ）

アフター
マーケット

ブシュ
（自動車用部品）

ポリマー軸受
（一般産業用）

※低速ディーゼル
  エンジン用
  軸受（大型船舶用）

回転機械用軸受
（発電用タービンなど）

現状 目標

中高速ディーゼルエンジン用
軸受（建設機械・中小型船舶用）

※世界トップシェア 2013年 暦年当社推定

〈スローガン〉

Together To The Top
～ともにトップを目指そう～

Stage1 ［2012年度～2014年度］ Stage2 ［2015年度～2017年度］

「自律」「自浄」「自創」
の精神にて活動

メーカーの本質
製品を通して
社会に貢献

法令遵守や社会貢献
をはじめとする企業の
社会的責任（CSR）を
積極的に果たす

大同メタルグループとしての
存在意義や企業価値を高める

生産性の飛躍的向上
（新工法、バイメタル、

品質）
生産管理の強化

技術優位性
持続のための
研究開発強化

非自動車分野の
開拓強化

強固な財務基盤の
構築

世界全拠点の
経営安定化
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各産業分野の展示会に出展し鉛フリー軸受製品を紹介

特

1
集

世界に羽ばたく大同メタル及び大同メタルグループ特 集

さまざまな分野で使用される軸受が
社会の発展と環境に貢献

    第43回 東京モーターショー
自動車用・自動車部品用新材料、
環境技術を主にPR!!
　2013年11月22日から12月1日まで
の10日間、東京ビッグサイトにおいて「東
京モーターショー」が開催されました。世界
12カ国から合計178社・181のブランドが
出展、当社も自動車用・自動車部品用新材
料、環境技術をPRしました。
　新材料・新技術（環境技術）をアピールし
販売に結び付けることで、企業としての環
境活動及び社会活動へも貢献します。

 

    第16回 関西機械要素技術展
自動車部品軸受・一般産業向け軸受・
環境製品をPR!!
　2013年10月2日から10月4日まで大
阪で「関西機械要素技術展」が開催されま
した。
　当社の自動車産業・一般産業で使用さ
れる軸受製品を使用用途ごとにショーケー
スに並べ、当社ブースにお越しいただいた
お客様に当社製品を積極的にアピールし
ました。

 

環境製品紹介（自動車用エンジン軸受）

表面処理DMS1
（右がDMS１の表面処理
をしたもの）

東京モーターショーでも
展示パネルで紹介

エンジン軸受の低フリクション
技術として、「DMS1」の表面
処理を開発、各自動車メーカー
へ積極的に提案しています。

    米国
   「ターボマシナリーシンポジウム」
    （回転機械を対象とした企業展示会）
タービンなどに使用される樹脂軸受をPR!!
　2013年9月30日から10月3日まで、米
国テキサス州ヒューストンにおいて世界の
回転機械有力企業321社が参加し、タービ
ン、モーターなど回転機械及び関連する部
品の展示や最新技術を発表する「ターボマ
シナリーシンポジウム」が開催されました。
　このシンポジウムで当社はタービンなど
に使用される樹脂軸受をアピールし、お客
様から多くの注目を集めました。

 

世界へ「鉛フリー軸受」を発信当社の特色

自動車、船舶、建築機械、
一般産業向けなど、多種多様な産業で
使用される「軸受」を製造・販売。

「鉛フリー軸受」製品は
環境負荷低減に貢献、
お客様からの高い評価。

日本、北米、欧州、アジア、中国の
5極において生産・販売体制を構築。

 特長
● 従来の軸受表面に固体潤滑剤を分散させること
で低フリクション化（低摩擦化）を実現しました。

● 耐焼付性、耐疲労性など、軸受の必要特性は
従来材と同等です。

● 鉛フリー材です。

環境製品紹介（PEEK樹脂軸受）
技術展でも
展示ショーケースで紹介

PEEK樹脂軸受を開発し、各自
動車部品メーカーへ積極的に
提案しています。

 特長
● PEEK樹脂に特殊充鎮剤を添加することにより
優れた耐熱性能と境界及び流体潤滑下で耐摩
耗性を有します。

● 鉛フリー材です。

環境製品紹介（PEEK樹脂軸受）

PEEK樹脂軸受
（DTK01・DTK07）

シンポジウムでも展示し、紹介

PEEK樹脂軸受を、電力会社な
どへ積極的に提案しています。

 特長
● 優れた耐荷重性をもち、高面圧下での摩耗量と
クリープ変化量が小さく、耐焼付性にも優れて
います。

● 鉛フリー材です。

PEEK樹脂軸受（DTK57）
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世界で活躍する女性管理職

ワークライフバランスへの取り組み

特

2
集 グローバル化の推進とダイバーシティへの対応／
ワークライフバランスへの取り組み

　大同メタルグループでは、グローバル化の推進とダイバーシティ（多様性）への対応を進めています。 
　欧州地域ではニコラさんが大同メタルヨーロッパLTD. の人事担当取締役に就任しています。同様に欧州の大同メタルコトー
ルAD（モンテネグロの製造拠点）では人事部門、品質部門、経理部門の各課長を女性が務め、会社経営に重要な役割を果たし
ています。大同メタルロシアLLC（ロシアの製造拠点）でも管理部門から技術部門まで、広い範囲で女性管理職の登用が進んで
おります。
　アジア地域において大同精密金属（蘇州）有限公司（中国の製造拠点）では財務部門・品質部門の課長として、また同様にダイナ
メタルCO.LTD.（タイの製造拠点）では、経理部門・購買部門の課長として活躍しており、会社経営に大きく貢献しています。米州
地域の大同メタルメキシコS.A. de C.V.（メキシコの製造拠点）のめっき製造ラインに係る部署のグループリーダーも女性です。
　当社においても、総務・海外販売部門で管理職として活躍しており、多くの女性が大同メタルグループ全体で、大きな役割を
担っております。

    ワークライフバランス講演会開催
    （2014年２月12日）
　2014年2月12日　外部講師を招き「経営戦略としてのワー
クライフバランス」と題して日本社会と企業が抱える課題、
ワークライフバランスの本質、その導入メリットから具体的なア
クションなどについて講演いただきました。
　当社のグループリーダー職以上が参加し、「ワークライフバ
ランス」について理解を深めました。当社ではこの講演後、「朝
メール」「夜メール」という労働時間管理の手法を活用して役立
てています。

    仕事と家庭や私生活を両立させる
    取り組み・制度
①育児休業期間
　少子高齢化が急速に進むなか、企業として安心して子育てができ
る環境を整えるため、法定を上回る育児休業期間を設定しています
（最大2年6カ月）。
＊過去5カ年、育児休業を取得した従業員が育児休業終了後、復職
した割合（復職率）は100％、復職後の職場でも活躍しています。

②共済会（メタルピア）での子育て費用補助
　育児支援等の補助を受けられる「福利厚生サービス」の制度を設
け、その制度により補助金が受けられます。

　そのほか30歳、40歳、50歳の誕生日を迎える従業員を対象とした
リフレッシュ休暇制度、誕生日や結婚記念日、子供の誕生日などをアニ
バーサリーとして休暇を取得するアニバーサリー休暇制度があります。

  

講演会の風景

大同メタルヨーロッパLTD.（イギリス）
左から2番目が取締役のニコラさん
人事部門の社員全員が女性。
イギリスの3拠点の人事部門を統括
●大同メタルヨーロッパLTD.
●大同インダストリアルべアリングヨーロッパLTD.
●欧州地域本部
左からジャッキーさん、ニコラさん、ジャッキーさん、
ダニエルさん

大同メタルコトールAD（モンテネグロ）
左からイェレナさん（人事）、イェレナさん（品質）、スベトラーナさん（経理）

ダイナメタルCO.,LTD．（タイ）
左からオヌマさん（経理）、ラチャタさん（購買）

大同精密金属（蘇州）有限公司（中国）
左から朱さん（財務）、張さん（品質）

大同メタルメキシコS.A.de C.V.
（メキシコ）
ベレンさん（めっき製造ライン）

大同メタルロシアLLC（ロシア）
後列３名左からリュドミラさん（品
質保証）、エレーナさん（研修）、ラ
リッサさん（経理）、前列３名左か
らエレーナさん（測定管理）、アレ
クサンドラさん（人事）、オリガさん
（設計）
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指示

・取締役常務兼上席執行役員（1名）
・取締役兼上席執行役員（2名）
・上席執行役員（4名）
・執行役員（7名）

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制

IR活動

　当社はコーポレート・ガバナンス体制を以下のように編成しております。

　当社企業価値の市場評価向上を目的とし、積極的にIR活動を行っています。

　当社が上記のようなコーポレート・ガ
バナンスの体制を採用する理由は、部門
長を兼ねる執行役員制度の導入による
経営責任の明確化、社外監査役の選任
による監査機能の強化、経営戦略会議
等の設置による意思決定機能の強化を
目的としているためです。
　2014年7月1日現在、当社のコーポ
レート・ガバナンス体制は右図の通りです。

＞＞＞ 名証IR EXPO（2013年7月19日～20日）
　吹上ホール（愛知県名
古屋市）において「名証IR 
EXPO2013」が開催され、当
社も出展しました。開催期間
中には多くの投資家の皆様
に当社ブースにお越しいただ
き、事業内容や今後の事業展開などをご説明申し上げ、当社を
より一層知っていただく良い機会となりました。

＞＞＞ 名証 株式投資サマーセミナー（2013年9月27日）
　中電ホール（愛知県名古屋
市）において開催された「名証 
株式投資サマーセミナー」に
参加しました。当セミナーにお
いて一般投資家の皆様に、会
社概要、決算状況等の説明を
行いました。今後も引き続き、多くの投資家の皆様にご支援いた
だけるよう、IR活動に努めてまいります。

■ コーポレート・ガバナンスの体制図

コーポレート・ガバナンス体制（企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由）
　当社は、社会から信頼される企業であり続け、株主・顧客・従業員などに対する企業価値を高めていくことが経営の重要課題であるとの認識の
もと、企業統治の体制強化・充実に取り組んでおります。当社の企業統治の体制は次の通りです。
　まず、取締役会は当社の業務執行を決定し、個々の取締役の職務の執行を監督しますが、実際の職務執行については執行役員や従業員に権限
を委譲しております。取締役会は意思決定の迅速化を図るため、取締役5名と少人数で構成され（2014年3月末）、原則毎月1回、その他必要に応
じて臨時に開催されております。また、取締役会とは別に、経営上の重要事項を討議する場として、常勤監査役も出席する経営戦略会議が、原則
毎月２回開催されております。
　次に、監査役会は取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、社内監査役1名のほか、経営の透明性を高めるために社外からの監査役
2名で構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催されております。

名証IR EXPO2013 名証 株式投資サマーセミナー

取締役会
監査役会

・監査役（3名）
（うち、社外監査役　2名）

監査法人
（会計監査人）

監査センター
（内部監査）

内部統制推進センター

企業行動倫理委員会

リスク管理委員会

コンプライアンスユニット

各部門、支店

経営戦略会議

・取締役（3名）

報告

監査

監査

監査

連携

連携
連携

解任

選任・解任 選任・解任 選任・解任
不再任

業務執行
の提示

（主に取締役及び執行役員により組織する）

業務執行

・代表取締役会長兼最高経営責任者
・代表取締役社長兼最高執行責任者

代表取締役報告

報告

株 主総会

経営マネジメント
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コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンスの定着と活動展開
　「行動憲章」とは、大同メタルグループの企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility:CSR）の基本姿勢を示し、「企業理
念」を追求・実現するために大同メタルで働く全てのひとが大切にする考え方です。日々の業務においてコンプライアンスやCSRを意識
し、法令や会社ルールに従い、常に「行動憲章」の精神のもと、一丸となって日々の業務を実践し推進してまいります。

Corporate Social Responsibil ity Report

大同メタルグループ 行動基準
　当社は行動憲章を踏まえ、個人として社内規程や法令等を遵守していくうえでの具体的なガイドライン「行動基準」を作成しています。
従業員一人ひとりが日々の業務において、法令遵守はもちろん、高い倫理観を持って行動できるよう、対象者全員に配布し、行動基準の
理解度を自主的にチェックできる企画（行動基準理解度チェックシート）を社内報で展開するなど、定期的な浸透活動も行っています。

行動基準（ページ構成）
行動憲章
はじめに（行動基準とは、適用範囲、体系）
1. 健全な企業活動の展開
2. お客様の信頼に応える製品の提供
3. 情報開示
4. 人格の尊重
5. 環境の保護
6. 社会への貢献
7. 反社会的勢力に対する姿勢
8. グローバル事業活動
9. 経営トップの責務と問題解決
　 運用体系図
　 誓約 行動基準理解度チェックシート（社内報に掲載）

行動憲章
1. 健全な企業活動の展開
大同メタルグループ（大同メタル工業株式会社および関係会社）は、国
際・地域ルール、関係法令および社内規程を遵守し、健全で公正な企業
活動を実践し、お客様、株主、社員、取引先、社会等のステークホルダー
から信頼される企業となるよう努めるとともに、政治や行政と健全な関
係を保ちます。

2. お客様の信頼に応える製品の提供
大同メタルグループは、社会的に有用で安全な製品を開発・提供し、お客
様の満足と信頼を獲得します。

3. 情報開示
大同メタルグループは、株主はもとより、広く社会とコミュニケーションを
図り、企業情報を積極的かつ公正に開示します。また、個人情報、顧客情
報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底するとともに、適正な財務
処理に基づく信頼性のある財務報告を実施します。

4. 人格の尊重
大同メタルグループは、従業員の多様性、人格、個性を尊重するととも
に、安心して働ける健康と安全に配慮した職場環境を確保します。

5. 環境の保護
大同メタルグループは、人類共通の財産である地球環境の保護を最重
要課題として、信念と技術をもって積極的に取り組みます。

6. 社会への貢献
大同メタルグループは「社会の一員」であることを自覚し、社会貢献活動
を推進します。

7. 反社会的勢力に対する姿勢
大同メタルグループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える
反社会的勢力・団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。

8. グローバル事業活動
大同メタルグループは、事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の
法律の遵守、国際規範、文化、慣習の尊重、ステークホルダーの関心に配
慮した企業活動を行い、当該国・地域の発展に貢献します。

9. 経営トップの責務と問題解決
経営トップは、本憲章の実現のため、具体的な「行動基準」を策定し、社内
並びにグループ企業に整備を図るとともに、役員はもとより全従業員へ
の周知徹底を図ります。経営トップは、本憲章の精神に反するような事態
が発生した時は自らの責任において問題解決にあたり、原因究明・再発
防止に努め、自らを含めて厳正な処分を行います。
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ISO9001　グループ会社認証取得状況

ISO／TS16949　グループ会社認証取得状況

品質改革への取り組み

品質改革活動
　2012年度に「品質」に対する取り組み方について改めて見直しを行い品質の改善活動を進めています。目標達成に向けて従業員が
自ら考え、行動する風土を醸成するため、2013年度QC方針スローガン「～目線を高く上げて～品質改革を加速する！」のもと、品質企画
部門ではさまざまな取り組みを実施しています。

DQCサークル大会入選者

品質・安全衛生活動

＞＞＞ 国際品質規格の取得
　ISO9001（品質マネジメントシステム）
の認証は1995年に船舶エンジン用軸受
を担当している部門が取得したのを皮切
りに、当社の対象となる事業所及び一部
を除いた国内外の関係会社での取得が
完了しています。
　また、当社の自動車エンジン用軸受、自
動車部品を担当している部門については、
2004年にISO/TS16949の認証を取得し
ています。以降、国内外の関係会社でも取
得が続き、品質管理、品質保証でグローバ
ルメーカーとして信頼を得ています。

＞＞＞ 金賞・銀賞受賞者、海外事例発表研修へ参加
　DQCサークル大会での入賞者は、当社の海外関係会社において事例発表を行います。2013年度は、金賞受賞者はタイへ、銀賞受賞
者は中国へ行きました。
　研修内容はQC事例発表・工場見学・技術交流会で、現地の皆さんと技術を通してのコミュニケーション機会として継続的に実施して
います。グループ会社間の垣根を越えて活発な意見交換を行い、相互の品質レベル向上につなげています。

＞＞＞ DQCサークル大会の開催
　当社では、DQC（Daido Quality 
Control）サークル大会を年1回開催して
います。当社の各部門、国内関係会社２社
の予選大会から選抜されたサークルと海
外関係会社より招待したサークルで、品
質改善において取り組んだ事例を発表し
て、大同メタルグループ全体で情報を共
有し、品質改善活動の活性化に寄与して
います。
　なお入賞者は、海外事例発表研修（当
社関係会社）に参加いたします。

ダイナメタルCO.,LTD.〈タイ〉

＞＞＞ 品質月間の活動の実施
　大同メタルグループ全員が「品質」に携
わっているとの認識のもと、品質月間（11
月）に標語とポスターの募集を行っていま
す。2013年度の応募総数は標語2,648
件、ポスター10件が集まり、年々参加数
が増加しています。

  

「
顧
客
の
目
線
で
極
め
る
品
質

    

世
界
に
届
け
る
確
か
な
信
頼
」

   （
第一席
作
品
）

標語

■ 品質月間（2013年11月1日～ 30日）、
　標語・ポスター社内入選作品

大同精密金属（蘇州）有限公司〈中国〉

ポスター

当社をはじめ、国内関係会社3社（※1）、海外関係会
社6社で取得しています。（2014.10現在）

当社をはじめ、国内関係会社2社、海外関係会社
8社で取得しています。（2014.10現在）

※1 一部の会社においては関連事業所として認証されています。

11

p11_12.indd   1 2014/11/08   0:28



＞＞＞ 安全体感教育 ～働くひとの危険感性を高める～
　労働災害を起こさないために必要なこととして、「危険を危険と思う感
性を養うこと」が必要です。その取り組みとして当社では「安全体感教育」
を実施しています。毎年、新入社員を対象に実施しています。

安全衛生水準の向上を推進

安全衛生活動

Corporate Social Responsibil ity Report

＞＞＞ 安全衛生ニュースの発行
　月1回、毎月稼働日の
初日に安全衛生ニュース
を発行しています。第1回
（1995年4月25日）発行
から、2014年3月で210号
となり、従業員に対しての
安全に対する注意喚起・情
報提供に役立てています。

＞＞＞ OHSAS18001の取得
　当社では、人間尊重の経営理念のもと、「労働災害ゼロ」を目指した労働安全衛生活動に
取り組んでおり、国内の生産拠点を中心に国際的な主要規格であるOHSASマネジメントシ
ステムの適合証明を取得しています。
　なお、当社は本認証規格につき2003年からOHSAS18001（労働安全衛生マネジメント
システム）を取得しています。

＞＞＞ 労働災害発生件数
　2009年度の労働災害発生件数は休業件数１件、不休業件数は13件でしたが、
年々、労働災害発生件数が減少傾向にあります。OHSAS18001のマネジメントシ
ステムを活用し、各部門単位の安全衛生計画書の作成、網羅的なリスクアセスメント
の実施、全国安全週間・衛生週間・年末年始無災害運動における全社的な安全活動
等、日常的な活動の積み重ねが効果を上げているものと思います。

＞＞＞ トップパトロール・部門間交換パトロール活動
　全国安全週間、衛生週間、年末年始無災害
運動では安全の取り組みを全社活動として積
極的に実施しています。トップ（中央安全衛生
委員会委員長）が自ら安全の目線でチェックす
る「トップパトロール」や工場の管理職が他の工
場の安全をパトロールする「交換パトロール」を
実施し、労働災害を発生させないよう危険の芽を摘み取っています。

＞＞＞ あいさつ運動
　本年度の安全週間において、
「あいさつ運動」を展開しまし
た。出社時に気持ち良く、笑顔で
あいさつをかわし、コミュニケー
ションを図ることができました。

ハンマー落下体感の様子

安全衛生基本方針
　大同メタル工業株式会社は、人間尊重の経営理念に基づき、かけがえのない従業員の安全と健康を確保するため、

労働安全衛生水準の向上を重点課題と位置づけ、必要な経営資源を投入し活動を推進する。

■ 労働災害発生件数の推移
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不休業件数 休業件数

あいさつ運動の様子トップパトロールの様子

手・腕の巻き込まれ体感の様子

OHSAS18001
グループ会社認証取得状況

当社及び、海外関係会社3社で取得しています。
（2014.10現在）

安全衛生ニュース
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環境マネジメントシステムの推進

環境保全活動

大同メタルグループ環境方針
　当社は持続可能な社会の実現に向
けて、グループ全体で環境保全活動に
取り組む必要性から、2004年4月「大
同メタルグループ環境方針」を制定しま
した。「限られた資源と限りある浄化」と
いう有限の地球環境に最大限配慮し
た事業活動を進め、「循環型社会の形
成」に向けてグループ全体で積極的に
取り組んでいきます。

基本理念
　大同メタルグループは、人類共通の財産である地球環境を保全することが、人類に課せられた最重要課題のひとつ
であることを強く認識し、信念と技術により環境の保全に最善をつくす。

基本方針
1. 大同メタルグループは、法規制を遵守し、自らの責任において、地球環境の保全に努める。
2. 大同メタルグループ全体で環境問題に取り組み、環境マネジメントの強化に努める。
3. 全ての事業活動において、省エネルギー、省資源、リサイクル、産業廃棄物の低減を徹底推進する。
4. 技術の総力を挙げて、環境保全・環境改善に貢献できる技術及び製品の開発を推進する。
5. お客様、地域社会、その他関係者に対して、環境に関する取り組みを積極的に開示し、コミュニケーションに努める。
6. 社員一人ひとりの環境意識を高め、自ら責任を持って環境保全活動を遂行できるよう、環境教育・啓発活動を行う。

国際規格（ISO14001）への対応
＞＞＞ ISO14001認証取得の経緯
　1999年2月、全ての事業活動に伴う環境負荷を継続的に改善するツールとして、全社で
ISO14001の認証取得をする方針を決定し、環境委員会にて積極的に推進してきました。
　関係会社の設立に伴って2008年2月には大同プレーンベアリング株式会社を、2013年3月
には大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社を当社の1サイトとして組織化、認証得
範囲を拡大しています。またグループ関係会社でも認証取得を進めています。

環境教育・啓発
＞＞＞ 環境教育
　2005年4月、「モノづくりは、ひとづくり」の考えのもと、人
材力の向上を担う「大同メタルカレッジ」を組織化、技能の
伝承、技術レベルアップのほか環境・安全衛生教育も積極
的に展開し、啓蒙活動に努めています。2013年度大同メタ
ルカレッジ修了者は165名（累計修了者2,939名）です。
　その他、環境活動における2013年度の環境教育は以下
の通りです。

廃棄物分別教育（大同メタルカレッジ）

■ カレッジ研修修了者推移
（人）

20092008 2010 2011 2012 2013（年度）

累計修了者 修了者
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2,000

2,500

3,000

515
913 848

1,761

334

2,095

367

2,462

312

2,774

165

2,939

■ 環境教育（2013年度）
実施月 主な対象者

新入社員教育 ４月 新入社員

環境法教育 消防法 ４月 防火管理者・危険物保安監督者・工場長・管理部門長 

省エネ法 ７月 省エネ法対応委員会メンバー(法的責任者/工場長・保全課長にて編成) 

廃棄物処理法 ９月 特別管理産業廃棄物管理責任者及び環境定例会議メンバー(環境施設担当者が出席) 

水質汚濁防止法 2014年3月 環境定例会議メンバー(環境施設担当者が出席)    

内部監査員リーダー事前教育 11月 監査リーダー

※大同メタルカレッジには多数の講座があり、修了者数
にはオープン講座などの修了者も含まれます

ISO14001　グループ会社認証取得状況

当社をはじめ、国内関係会社3社、海外関係
会社9社で取得しています。（2014.10現在）

13

p13_14.indd   1 2014/11/08   0:29



環境活動目標と結果／環境会計／
マテリアルバランス

環境活動目標と結果

環境会計

Corporate Social Responsibil ity Report

マテリアルバランス
＞＞＞ 事業活動と環境負荷の全体像
　当社において2013年度に使用した材料、エネルギー量、水資
源の量、排出した廃棄物量は次の通りです。

　地球温暖化防止活動は、CO2排出量が目標値39,569t未満に対し、実績値は40,357tで、目標達成率は98.0%となりました。CO2原
単位※1は目標値600.8g- CO2／千円に対し、実績値633.3g- CO2／千円の結果となり、目標達成率は94.9％、CO2排出量について
は生産量増加に伴い、CO2原単位については2009年度との比較により排出係数が増加しているため、目標に対して未達となりました。
　各エネルギー原単位目標値　電力原単位：0.9178kwh／千円、燃料※2原単位　183.3g- CO2／千円に対し、それぞれの実績値
0.8987kwh／千円、169.49g- CO2／千円の結果となり、目標達成率は102.1％、108.2％となりました。省エネ施策を各種（15ペー
ジ）実施しました結果、各エネルギー電気・燃料原単位とも達成となりました。廃棄物低減活動は、廃棄物発生量の目標値2,510.6t未満
に対し、実績値2,381tとなり、目標達成率は105.4％となりました。廃棄物（総量）原単位は41.87g／千円に対し、実績値37.4g／千円
となり、目標達成値は112.0％で、廃棄物削減に対する意識付けや廃棄物削減の取り組み（16ページ）を実施したことにより達成するこ
とができました。

　環境会計においては、環境保全活動の費用対効果を明確に環
境経営に反映させるとともに、その情報を公表するため、2001
年度より環境コストと効果を把握する取り組みを行っています。
集計方法や分類などは環境省ガイドラインを参考にしています
が、100％環境コストと特定できる項目に限定しました。
●集計範囲／本社、犬山事業所、岐阜工場、研究開発センター
●集計期間／2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）

■ 環境活動目標と結果
項目 環境目標（2013年度目標） 主な活動(2013年度) 活動結果(2013年度) 目標達成率 2014年度計画

地
球
温
暖
化
防
止・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

CO2排出量を2013年度末までに
2012年度排出量未満とする。
●CO2排出量：39,569t未満

●部門毎に目標設定と省エネ活動の推進
●環境改善活動事例の横展開
●省エネ・節電施策の確実な実行

●CO2排出量　40,357t　 98.0%

●省エネ中長期計画の進捗管理
●省エネ機器の導入検討
●環境改善事例の横展開

●エネルギー原単位目標
　CO2原単位を2013年度末までに
　2009年度比４％低減する。
　・CO2原単位　600.8ｇ-CO2／千円
　エネルギー原単位を2013年度末までに
　2009年度比４％低減する。
　・電力原単位　0.9178kwh／千円
　・燃料原単位　183.3ｇ-CO2／千円

●エネルギー原単位
　・CO2原単位　633.3ｇ-CO2／千円
　・電力原単位　0.8987kwh／千円
　・燃料原単位　169.49ｇ-CO2／千円

94.9%
102.1%
108.2%

廃
棄
物

低
減
対
策

廃棄物を2013年度末までに
目標設定値より１％の削減。
●廃棄物発生量（総量）：2,510.6t未満   
　(基準原単位):41.87ｇ/千円

●部門毎に目標設定と廃棄物低減活動の推進
●社内減容施設の設置完了
　（外部委託処理からの変更)
●環境改善活動事例の横展開
●めっき汚泥の管理・層別化の実施

●廃棄物発生量(総量)　2,381t 105.4% ●事業所共通の廃棄物の減量化検討
●工場単位における廃棄物の
　層別化及び減量化検討
●廃棄物対策の横展開●廃棄物総量原単位　37.4ｇ/千円 112.0%

※1 原単位……生産金額（千円）に対する、CO2排出量、電気・燃料使用量、廃棄物発生量（総量）の指標　　※2 燃料……重油・灯油・軽油・LPガス・都市ガスを主に使用

■ 環境保全コスト　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
分類 内容 投資額 費用額

事業
エリア内
コスト

公害防止コスト 大気・水質・騒音対策など 72.8 63.0
地球環境保全コスト 温暖化防止・省エネなど 38.2 0.0
資源循環コスト 廃棄物削減・処分・リサイクルなど 3.4 109.9

管理活動コスト 環境教育・EMS認証取得維持・
環境保全活動の人件費など 0.0 26.1

研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費 0.0 19.3
社会活動コスト 緑化・景観・啓蒙活動など 0.0 0.8
環境損傷コスト 土壌汚染等の修復費など 8.3 4.1
計 122.8 223.3
注）投資は当期検収分で、減価償却費は含んでいません。複合的コスト（環境目的とそれ以外の目的
を併せもつコスト）は集計していません。人件費は業務時間比率で按分しています。

　 ※各数値は四捨五入のため、個々に足した値と合計額が異なる場合があります。

■ 事業活動と環境負荷
インプット

原材料
鋼材 33,087t
非鉄 5,898t
エネルギー
電力 57,268千kWh
A重油 442kℓ
灯油 54kℓ
都市ガス 3,936千㎥
プロパン 76t
ガソリン 23kℓ
水
683千㎥

事務系資材
コピー紙 28.0t

化学物質
PRTR届出
対象物質 402t

アウトプット
CO2排出量
40,357t

排水量
647千㎥

産業廃棄物
2,381t

事業活動

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

14

環
境
保
全
活
動

品
質
・
安
全
衛
生
活
動

社
会
貢
献
活
動

特
集

経
営
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

p13_14.indd   2 2014/11/08   0:29



地球温暖化防止への取り組み

省エネ活動

事業所における削減活動

環境保全活動

＞＞＞ 省エネルギー機器への更新
●コンプレッサーの更新（犬山事業所）
　コンプレッサーを、材料製造工場（バイメタル製造所）と加工工場
（犬山工場）で各1台、計2台更新しました。更新時改めて工場内
の負荷状況を確認、適正な容量の省エネコンプレッサー（インバー
ター式）を導入するとともに、台数制御等効率的な運転を実施する
ことにより、CO2削減に貢献しました。

＞＞＞ 空調エネルギーの効率UP
●事務所出入り口の二重扉化
　従来は扉1枚のため、人が出入りする度に空調エネルギーが外
部に放出されていました。扉を二重にしたことでエネルギーの放出
が少なくなり、職場環境改善にも寄与しています。

●事務所エアコンの更新
　使用年数が長く、更新時期に伴って事務所のエアコンをツイン
インバーター式空調に更新しました。

●工場内レイアウトの見直しに伴う空調使用量の削減
　従来は加工工場全体で空調を使用していましたが工場内レイ
アウトを見直し、区画ごとに必要な局所空調とすることで、使用電
力を低減することができました。

＞＞＞ LED照明の導入
　省電力への取り組みとして、構内街灯や事務所照明、新規設備
においての間接照明においても、LED化を進めています。

更新したコンプレッサー

二重扉化した事務所の出入り口

更新したエアコン

■ CO2排出量の推移
（t）
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CO2排出量(t)
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生産金額原単位(g-CO2/千円) (g-CO2/千円)

26,758 

625.8 614.1 

565.1 

648.3 
633.3 

36,824 
38,878 40,357 39,569 

　地球温暖化防止への対応及びエネルギー資源の有効活用を
目指して、省エネ活動を推進しています。
　2013年度は活動目標として「CO2排出量2012年度排出量
未満」を掲げていましたが、主に生産量の増加に伴い、CO2排出量
は40,357tとなり2012年度より約2％増加しました。なお、エネル
ギー効率を表すCO2原単位については633.3g-CO2／千円とな
り、2012年度より削減しました。

LED照明
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廃棄物削減活動／
環境リスクマネジメント

廃棄物削減活動

緊急事態対応への強化

Corporate Social Responsibil ity Report

＞＞＞ 資源回収活動
　廃棄物の分別については、全社的に資源回収の仕組みを整備
し、部門単位で分別ボックス・区画を分けた資源分別ステーション
や集合回収場所としての資源回収センターを設置するなどの取り
組みを行っています。
　分別がよりしやすくなるようにレイアウトや管理表（資源物・焼却
物・不燃物の出し方）については定期的に見直し更新をしています。

＞＞＞ 緊急事態想定対応
　当社及び関係会社では、突発的な事故・災害
などのさまざまなリスクを想定して、緊急訓練
を実施しています。「環境」においては、排水を
テーマにした項目も取り上げ、排水経路のレイ
アウト化・各種点検項目・警報設備・緩和措置の
器具を充実させるなどの整備と緊急訓練も実
施します。
　現場にて経営者・環境統括部門・工場の3者で
活発に意見を交換し、他工場への対策事項の横
展開、事故に対しての未然防止・リスク管理を行
い、年々管理精度を高めています。（2013年度
は本緊急対応に大同インダストリアルベアリング
ジャパン株式会社が加わりました。）

＞＞＞ 廃液の減量処理
　2013年9月に廃酸中の重金属を中和、凝集沈殿させた後、水分を分離し固形分を脱水処理する処
理装置を導入しました。
　社内処理設備を導入するまでは、廃液について廃棄物業者に引き取り依頼していましたが、社内で処
理が可能になり、廃棄物としては固形分のみが排出量となり、廃棄物の削減をすることができました。

＞＞＞ 排水汚泥（鉛を含まない汚泥）の再資源化
　排水処理工程において鉛を含む排水と含まない排水の排水経
路を分離、新たな排水処理場を新設しました。再資源化できない
鉛を含むめっき汚泥については、全体量の削減につながり、鉛を含
まないめっき汚泥については2013年8月より有価物にて引き取
りが可能となったため、月平均8tの廃棄物を削減することができ
ました。

資源物・焼却物・不燃物の分別と出し方 排水処理場

■ 汚泥発生量の推移
産廃汚泥 有価引き取り汚泥

0

5

10

15

20

2013年 2014年
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（t）

（月）

犬山事業所-1（2013年6月3日）

大同プレーンベアリング株式会社
（2013年7月10日）

犬山事業所-2（2013年6月3日）

大同インダストリアルベアリングジャ
パン株式会社（2013年7月10日）

岐阜工場（2013年7月10日）

エヌデーシー株式会社
（2013年9月20日）

減量処理装置
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● 所在地／〒484-0061　愛知県犬山市大字前原字天道新田　● 従業員数（正社員）／810名　● 操業開始／1962年3月
● 主な生産品目／自動車・船舶・一般産業用軸受　● 土地面積／143,000㎡　● ISO14001認証取得年月／2001年3月

● 所在地／〒501-4107　岐阜県郡上市美並町大原135　● 従業員数（正社員）／224名　● 操業開始／1945年7月
● 主な生産品目／自動車・一般産業用軸受　● 土地面積／30,250㎡　● ISO14001認証取得年月／2001年8月

犬山事業所

岐阜工場

環境データ

■ 大気データ（2013年度）
  物質 単位 設備 規制値 測定値（最大）

ばいじん g/N㎥ ボイラー 0.3 0.002未満
暖房機 0.3 0.047

NOx ppm ボイラー 150 56
暖房機 250 77

SOx N㎥/h ボイラー 1.521 0.002未満
暖房機 2.134 0.015

■ 大気データ（2013年度）
  物質 単位 設備 規制値 測定値（最大）

ばいじん g/N㎥ ボイラー 0.3 0.01未満
暖房機 0.3 0.01未満

NOx ppm ボイラー 180 51
暖房機 180 59

SOx N㎥/h ボイラー 1.26 0.02
暖房機 2.2 0.02

■ 水質データ（2013年度） 単位は㎎/L（pHを除く）

項目 規制値 測定値
最大 最小 平均

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.3 6.5 7.0 
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 11 1.6 5.7
化学的酸素要求量（COD） 160 16 4.2 9.1
浮遊物質量（SS） 30 11 2 4.8
n-ヘキサン抽出物質 2 0.5未満 0.5未満 0.5未満
シアン化合物 1 0.1未満 0.1未満 0.1未満
亜鉛含有量 2 0.41 0.12 0.3
クロム含有量 2 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フッ素及びその化合物 15 2.4 0.1 0.9
ホウ素及びその化合物 50 10 3.3 6.4 
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物 500 7.8 1.5 4.0

リン含有量 16 0.71 0.04 0.2
鉛及びその化合物 0.1 0.03 0.01 0.01
ジクロロメタン 0.2 0.001未満 0.001未満 0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン 3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

■ 水質データ（2013年度） 単位は㎎/L（pHを除く）

項目 規制値 測定値
最大 最小 平均

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.3 6.4 6.8 

生物化学的酸素要求量（BOD） 30 14 1.1 4.58

化学的酸素要求量（COD） 60 9.6 2.7 5.72

浮遊物質量（SS） 60 5 1 2.33

n-ヘキサン抽出物質 10 0.5未満 0.5未満 0.5未満

銅含有量 3 0.06 0.01 0.02

窒素含有量 120 6.3 0.62 2.74

リン含有量 16 1.1 0.055 0.47

環境保全活動

※ NOx：窒素化合物、SOx：硫黄化合物　設備は多数あり、最も厳しい規制値の該当する設備を記載。

※ NOx：窒素化合物、SOx：硫黄化合物　設備は多数あり、最も厳しい規制値の該当する設備を記載。

● 所在地／〒484-0094　愛知県犬山市塔野地岩田8番地　● 従業員数（正社員）／45名　● 設立／2012年7月
● 主な生産品目／船舶・建設機械用軸受　● 土地面積／13,261㎡　● ISO14001認証取得年月／2013年3月

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社

▶▶ 環境活動
　2013年3月にはISO14001の認証を取得しました。2012年7月1日の設立
当初から工場内建屋照明のLED化など環境活動に積極的に取り組んでいます。
2013年度の取り組みにおいて、「省エネキャンペーン」を実施しました。工場内にの
ぼり旗を立て、省エネ意識を高めるとともに、細やかな節電対策に取り組みました。

ISO14001認証取得「環境の木」
（2002年5月8日植樹）

ISO14001認証取得「環境の木」
（2001年8月3日植樹）

省エネキャンペーン
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● 所在地／〒501-3219　岐阜県関市のぞみヶ丘8-1　● 従業員数（正社員）／396名　● 設立／2001年11月
● 主な生産品目／自動車用軸受　● 土地面積／82,000㎡　● ISO14001認証取得年月／2008年2月

● 所在地／［習志野工場］〒275-0002　千葉県習志野市実籾2-39-1、［神崎工場］〒289-0212　千葉県香取郡神崎町武田20-5　● 従業員数（正社員）／329名
● 設立／1962年1月　● 主な生産品目／自動車・一般産業用軸受、吸音板「カルム」
● 土地面積／89,600㎡（習志野工場：35,300㎡／神崎工場：54,300㎡）　● ISO14001認証取得年月／2003年3月

大同プレーンベアリング株式会社

エヌデーシー株式会社　

▶▶ 省エネルギー活動
　2009年度より継続して取り組んでいる生産性向上
活動により、時間あたりの生産数の向上、不良率低減な
どの効果が得られており、2011年度は前年度より約
9％原単位※を削減、中長期目標で掲げた「2009年度基
準で13％原単位削減」の目標も2年で達成しました。新
たに「2009年度基準で20％削減」を目標とし活動を行
いました。しかし、2013年度は目標を達成できなかった
ため、新たな省エネ回路を追加し2014年度に目標を達
成できるよう活動を推進しています。引き続き省エネ活
動を推進し、原単位の削減につなげていきます。
　また、2013年5月に太陽光パネルの設置が完了し、メ
ガソーラー発電事業に協力しております。
※原単位＝1pcs生産するのにかかった電力量

▶▶ 省エネルギー活動
　重点施策として、省エネ活動によ
るCO2排出量の削減を掲げ活動し
ています。2013年度のCO2排出量
達成率は、絶対値で大幅削減されま
したが、数量原単位27.8g/pcsで、
目標（2010年度比3％減）達成率は
98％でした。

▶▶ 環境負荷物質の
　 低減活動
　PRTR法に基づく化学物質の届
出実績は右図の通りです。

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法
　（15ページ）により計算しています。

※電力（0.327kg-CO2/kWh）、都市ガス（2.145kg-CO2/㎥）は固定値を使用し、その他使用燃料に
　ついては、「事業者からの温室効果ガス排出量ガイドライン」に基づくCO2換算係数を使用しています。

▶▶ 廃棄物対策
　今まで産廃処理をしていた廃プラスチックから再利用で
きるものを選別することを開始、リサイクル化を進めること
により産業廃棄物としての廃プラスチックを削減しました。

Corporate Social Responsibil ity Report

■ CO2排出量推移

■ CO2排出量推移

■ 廃棄物排出量推移

■ PRTR対象物質の移動量

▶▶ 環境改善活動の展開
　環境への取り組みをさらに推進していくために、法令遵守状況の確認、啓発に向けた情報発信、環境月間の行事開催など、
定期的な活動を継続しています。
●環境パトロール：環境関連法規制の遵守状況確認及び5S活動推進のため、環境パトロール（5回／年）を実施しています。
●環境四季報：従業員への環境意識、自覚の高揚、情報の共有化のため、環境四季報（4回／年）を発行しています。
●環境月間（6月）活動：環境月間に合わせ活動を展開。
　・環境ポスターなどの環境展示　・環境目標などの講習会の開催　・環境ビデオ講習会

■ PRTR対象物質の水域排出量
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地域社会とともに

地域社会コミュニケーション

社会貢献活動

＞＞＞ 清掃活動
　犬山事業所では、定期的に沿線道路脇の空き缶・ビンなどの
ごみ拾いを行っています。また岐阜工場では、朝礼後工場周辺
のごみ拾いを定期的に実施しています。
　清掃活動を通じて、従業員の環境意識を高めるとともに、周
辺地域のきれいなまちづくりに少しでも貢献していきたいと思
います。今後もこの活動を継続し、地域の美化活動に取り組ん
でいきます。

＞＞＞ 近隣小学校の社会見学の受け入れ
　地域貢献活動の一環として、近隣小学校の社会見学を受け
入れました。当社の事業内容を紹介した後、工場と当社製品の
展示物を見学していただきました。見学後の質問タイムでは、た
くさんの質問があり、そのなかには鋭い質問も飛び出し、非常
に感心させられる場面も多々ありました。
　後日、児童の皆様から心温まる手紙をいただき、従業員一同
深く感動しました。今後も近隣の方々に広く当社を知っていただ
くよう努めていきます。

＞＞＞ 交通安全活動
　犬山事業所においては、常に従業員の安全運転への意識向
上に努め、安全運転管理者はもとより管理職も率先して交通立
番を継続して実施しています（交通立番の手持ちプラカードを
2013年度に種類を充実させました）。
　また、年に一度犬山警察署の方に来社いただき、交通安全講
習会を開催しています。多数の従業員が参加することで、安全
運転への周知・注意喚起に努めています。

＞＞＞ 工場見学会の開催
　犬山事業所近隣の地域役員の皆様に向けて「工場見学会」を
定期的に開催しています。見学会では当社の事業活動報告、環
境対策活動の紹介、製品展示場所を案内しています。
　当社に対するご意見・ご要望をお聞きし、今後とも地域の皆
様と共に発展していけるよう努めていきます。

犬山事業所

工場見学の様子

質問をする児童たち

講習会の様子

犬山事業所長の挨拶

交通立番の手持ちプラカード岐阜工場

会議室での意見交換会の様子

会社概要を聞く児童たち
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Corporate Social Responsibil ity report

＞＞＞ 犬山事業所が50周年を記念してテントを寄贈
　犬山事業所創業50周年を記念し、周辺地域の地区へイベント
用テントを寄贈しました。今後とも引き続き、地域の皆様とともに
共存・共栄を目指していきます。

＞＞＞ 第13回 犬山事業所 納涼大会の開催
　犬山事業所で納涼大会を開催しました。
　イベントや模擬店、天体望遠鏡での月の観測など、会場は大賑わいとなり、メイン
ステージでは歌や大道芸が披露されました。17時の開場からフィナーレまで非常に
楽しい時間を過ごすことができました。
　地域の皆様とのコミュニケーションを図ることができ成功裏に終わりました。

犬山周辺地区の皆様 寄贈テント

模擬店の様子

入り口での賑わいの様子（犬山事業所正面入口）

テープカットの様子

＞＞＞ ツツジ植栽事業・清掃活動への参加
　  （大同プレーンベアリング株式会社）

　関テクノハイランド内のツツジ植栽事業及び清掃活動へ参加して
います。この事業は、関テクノハイランド内の環境美化と環境保全のた
め、同敷地内で取り組まれている活動です。植栽活動及び清掃活動に
よる環境への意識向上を図るため、この取り組みに賛同し、2013年
10月17日に清掃活動、10月20日に植栽活動を実施しました。植栽活
動においては、従業員の1割が家族とともに参加しました。 ツツジの植栽活動 清掃活動
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社会貢献活動

社会貢献活動

＞＞＞ 地震防災訓練
　毎年、地震防災訓練を実施しています。各事業所にお
いて、地域住民の方にもご参加いただき、消防署の指導
を仰ぎながら、救護訓練（骨折の応急手当、止血、AED
使用方法）と消火訓練（消火器訓練、バケツリレー、放水
訓練）を実施しています。
　火災・地震等の緊急事態に備え、今後とも継続的に
実施していきます。

＞＞＞ 屋内・屋外消火取扱競練会 準優勝!!
　10月23日、犬山市羽黒のするすみふれあい広場において開
催された犬山市危険物安全協会主催の「屋内・屋外消火取扱競
練会」に参加し、当社は屋外消火栓取扱で見事準優勝となりま
した。12月９日に開催した社内防災訓練においても、放水訓練
を訓練出席者の参考となるように準優勝チームが実演し、当社
内での防火意識の向上へ貢献してもらいました。

防災訓練の様子（岐阜工場） 救護訓練の様子

防災訓練の様子（犬山事業所）

＞＞＞ 夜間訓練の実施　
　　～BCP活動（事業継続計画）～

　当社策定の事業継続計画（BCP）に基づき、地震・火災発災時
を想定しBCPの見直し・更新、実態訓練を実施しています。
　防災訓練においては、昼間の訓練のみならず、夜間に地震
が発生し停電が起きた状態を想定して夜間訓練を行っていま
す。夜間でしか起こり得ない状態で訓練することにより、より実
態に即した訓練となり、また、その経験を生かした事業継続計画
（BCP）を作り込むことができます。
　今後もより実態に即した訓練を行い、有効性のあるBCPを継
続的に構築していきます。

夜間訓練終了後の講評 緊急点検の様子

放水訓練チーム 消火取扱競練会表彰状

屋内・屋外消火取扱競練会出席者
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＞＞＞ 寄付活動
　  （PT.大同メタルインドネシア）

　工場近隣地域における社会貢献活動（寄付活動）を行い、地
域貢献に寄与しています。

＞＞＞ 消防団員への登録
　  （大同インダストリアルベアリングヨーロッパLTD.）

　伝統的に地元の街イルミンスターの地方公共団体とのつながりが深く、その一環と
して地元消防署に登録する特別の消防団員として、万一の際正規の消防署員とともに
消火・救助活動にかけつける従業員が常時複数在籍しています。
　大同インダストリアルベアリングヨーロッパLTD.では現在、2名の従業員が地元消防
署員として登録されています。

＞＞＞ リサイクル活動
　  （大同メタルU.S.A.INC.）

　大同メタル U.S.A. INC.は、ミシガン州に本社及び営業・技術部
門、オハイオ州に出荷倉庫部門を有するアメリカの販売会社です。オ
ハイオ州の出荷倉庫では毎日多くの使用済み段ボールや梱包材が
発生しており、積極的にリサイクル活動への取り組みをしています。
　例えば、使用済み段ボールやプラスチックは圧縮してリサイクル業
者に引き取ってもらい、少しでも焼却ゴミの削減、資源保護に貢献で
きるように活動しています。積極的に環境対策に取り組み、会社とし
てのみならず、従業員一人ひとりがリサイクルの意識をもち、地域環
境との共生を心がけています。

＞＞＞ スポーツ交流イベント
　  （大同メタルロシアLLC）

　地元の文化スタジアムでスポーツ交流イベントを実施しまし
た。当日は、選手入場、開会宣言から始まり、約2時間にわたっ
て、250人の参加者が技を競いました。従業員やその家族のほ
か、既に退職している方々も多く参加し、なつかしい仲間や従業
員同士、にぎやかな雰囲気のなか、地域社会との親睦を図りま
した。

地域の児童養護施設にて

梱包材を圧縮

開会宣言

圧縮した梱包材の荷台への詰め込み

選手入場

海外グループ会社の活動

環境活動

社会貢献活動社会貢献活動／地域貢献活動

消防署員としても活躍するスタッフ
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［お問合せ先］
● 環境活動／安全衛生活動について
   環境安全センター　TEL（0568）61-2976　FAX（0568）62-1361
● その他CSR活動について
　総務センター　TEL（052）205-1401　FAX（052）205-1411
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