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● 印刷用紙は適切に管理された森林で生産されたことを示すFSC認証紙を使用しています。

● インキはVOC（揮発性有機化合物）を含まない植物油インキを使用しています。

● 印刷は有害な廃液を出さない水なし印刷を採用しています。

● グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、

　 グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

● 視認性、判読性に優れたユニバーサルデザインフォント（書体）を使用しています。

［ 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）205-1400  FAX（052）205-1408

http://www.daidometal.com
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大同メタルグループの製品
～あらゆる動きを支えるところに当社グループの
　すべり軸受が使われています～
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消費者課題
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中高速ディーゼル
エンジン用軸受

低速ディーゼル
エンジン用軸受

回転機械用軸受
（タービン用軸受など）

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

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

事業別製品 会社概要
（2016年3月31日現在）

グローバルネットワーク
（2016年7月1日現在）
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商号

設立

本社

代表者

資本金

売上高

従業員数（正社員数）

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 兼 最高経営責任者　　治 誠吾
代表取締役社長 兼 最高執行責任者　樫山 恒太郎

7,273百万円

81,400百万円（連結）
64,665百万円（単独）

4,637名（連結）／1,285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
（回転機械用軸受）

東京支店、名古屋支店、大阪支店、
北関東営業所、浜松営業所、広島営業所、
九州営業所

● 国内8社 
● 海外17社
　 アジア6社、中国2社、ヨーロッパ6社、北米３社

  自動車用エンジン軸受
　通常、自動車のエンジン部分には、1台あたり平均で約20個

の軸受が使用されています。当社はこの自動車用エンジン軸受

において、世界シェア約32%（2015年暦年当社推定）を有して

います。

  大型船舶用エンジン軸受
　大型の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

界で約50％（2015年暦年当社推

定）のトップシェアを有しています。

  建設機械・中高速
  ディーゼルエンジン軸受
　ショベルカーなどの建設機械のエン

ジンやその他中高速ディーゼルエンジ

ンに用いられています。さらに建設機

械・農業機械のエンジン以外

の軸受においても国内外で

高いシェアを有しています。

  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。

  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

軸受やショックアブソーバー用軸受において国内で極めて高い

シェアを有しています。

主な製品

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

主な製品

地域本部
販売拠点
生産拠点

研究開発拠点

北米

日本日本

アジア

中国

■ 編集方針
大同メタルグループにおけるCSRの考え方（P11）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
2015年度（2015年4月から2016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
ISO26000
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

■ 公開
2016年11月（次回公開：2017年秋予定）

ヨーロッパ

ロータリーポンプ

集中潤滑装置
（MR-LUB）

大同プレーンベアリング（株）
エヌデーシー（株）
大同インダストリアルベアリングジャパン（株）
大同メタル佐賀（株）
※2015年4月10日設立
大同メタル販売（株）
エヌデーシー販売（株）
大同ロジテック（株）
（株）アジアケルメット製作所

大同メタル工業（株）

大同メタルU.S.A. INC.
デトロイト本社 大同メタルU.S.A. INC.

ベルフォンテンオフィス

北米テクニカルセンター

中原大同股份有限公司

欧州テクニカルセンターUK

大同メタルドイツGmbH

大同メタルロシアLLC
大同メタルチェコ s.r.o.

大同メタルコトールAD
欧州テクニカルセンター

PT.大同メタルインドネシア

大同精密金属（蘇州）有限公司

BBL大同プライベートLTD.

同晟金属（株）
韓国ドライベアリング（株）

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.

広州原同貿易有限公司

大同メタルメキシコ
S.A. DE C.V.

大同メタルメキシコ販売
S.A. DE C.V.

ダイナメタルCO., LTD.
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トップメッセージ

はじめに

　私たち大同メタルグループは、1939年（昭和14年）に名古

屋において操業を開始して以来、おかげさまで77年目を迎え、

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。 

　自動車分野を中心に船舶、建設機械、一般産業などあらゆ

る産業分野における装置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ております。

メーカの本質である企業活動を通して貢献、
すべり軸受の世界トップシェアを目指して
中期経営計画 「Together To The Top」 
～ともにトップをめざそう～

　現在、当社グループでは、すべり軸受の全ての産業分野に

おいて世界市場で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すべく、中期経営計画（2012年度

から2017年度までの6カ年）に基づき、グローバルベースで

の事業拡大に取り組んでおります。

　本計画では、

を主なテーマとしております。

　2012年度から2014年度までの第１ステージでは、事業基

盤の拡充と再構築を図るべく、特に売上拡大に対応したグ

ローバルベースでの生産能力の増強に取り組み、日本・北米・

欧州・アジア・中国の５極体制を従来にも増して一層強固なも

のとすることができました。

　2015年度から2017年度の第２ステージにおきましては、

最終年度において、当社グループのチャレンジ目標である「連

結売上高1,110億円、営業利益167億円、営業利益率15％

以上」の達成並びに『すべり軸受の全ての産業分野での世界

トップシェア獲得』の実現に受けて、実行に移してまいります。

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企業活動を通し

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」の考え方に基づき、

CSR活動に取り組んでおります。

　2015年度の活動として、製品においては低燃費・環境に

配慮した新製品、新材料開発またＩＲ活動や事業分野単位で

展示会に出展し、ＰＲ活動に努めております。

　品質分野においても、QCサークルの世界大会を開催する

等、品質改革を推進し、グローバルで活動をすすめています。

　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、岐阜工場において納涼大会の開催、犬山地区で

の「ふれあいトリオコンサート」への協賛、そのほか継続的に

近隣の小学生の工場見学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への対応等継続的に活動を

すすめております。

　さらに、安全・人材育成の分野においては、職場環境の改

善を実施するとともに、ジョブリターン制度の策定等、従業

員が働きやすく能力を発揮しやすい制度づくりの構築に取り

組んでおります。

当社グループ一丸となって
中長期的な企業価値向上を図る

　当社グループを取り巻く経営環境は目まぐるしく変化して

おりますが、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・新用途の

開拓に注力し、同時に更なるコスト競争力の強化とお客様へ

のサービス向上を図ってまいります。また、コンプライアンス

の徹底やコーポレートガバナンス体制の強化に向けた取り

組み、CSR活動の定着により、今後とも株主の皆様やお取引

先をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼・共感

を得られるよう、当社グループ一丸となって企業価値の向上

と会社の持続的発展に努めてまいります。

大同メタルグループ一丸となって
企業価値の向上を図り、
ステークホルダーの皆様へ貢献してまいります。

※

※ターボチャージャー用
軸受（スモールターボ）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（2015年暦年当社推定）

中 期 経 営 計画
（2012年度～2017年度）

～ともにトップを目指そう～

全分野での世界トップシェアの獲得を実現する

「 Together To The Top 」

トップシェア実現のための事業基盤強化・再構築

Stage 2Stage 1 ［ 2015年度～2017年度］［ 2012年度～2014年度］

スローガン

自動車エンジン用
半割軸受

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

Top Message

生産・販売・開発の
グローバル体制
の構築

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

グローバル
生産能力の
大幅アップ

品質の改革非自動車分野の
開拓強化

強固な
財務基盤の
構築

技術優位性
持続のための
研究開発強化

世界全拠点の
経営安定化

グループ目標

①世界で唯一のすべり軸受総合メーカーとしての、
　すべり軸受世界トップシェア（当社推定）の持続  
②すべり軸受のコア製品である自動車用エンジン軸受の更なる
　シェア拡大と世界トップシェア（当社推定）の堅持
③既に世界トップシェア（当社推定）にある大型船舶を除く
　舶用・建設機械用・回転機械用等の非自動車各分野における
　軸受世界トップシェアの獲得  
④国内外の売上拡大に対応した世界５極体制の整備・増強
⑤技術立社としての技術的優位性の持続と世界各地域の
　ニーズに応えるための研究開発強化  
⑥強固な財務基盤の構築
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トップメッセージ

はじめに

　私たち大同メタルグループは、1939年（昭和14年）に名古
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善を実施するとともに、ジョブリターン制度の策定等、従業

員が働きやすく能力を発揮しやすい制度づくりの構築に取り
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当社グループ一丸となって
中長期的な企業価値向上を図る

　当社グループを取り巻く経営環境は目まぐるしく変化して
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開拓に注力し、同時に更なるコスト競争力の強化とお客様へ

のサービス向上を図ってまいります。また、コンプライアンス

の徹底やコーポレートガバナンス体制の強化に向けた取り

組み、CSR活動の定着により、今後とも株主の皆様やお取引

先をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼・共感

を得られるよう、当社グループ一丸となって企業価値の向上

と会社の持続的発展に努めてまいります。

大同メタルグループ一丸となって
企業価値の向上を図り、
ステークホルダーの皆様へ貢献してまいります。

※

※ターボチャージャー用
軸受（スモールターボ）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（2015年暦年当社推定）

中 期 経 営 計画
（2012年度～2017年度）

～ともにトップを目指そう～

全分野での世界トップシェアの獲得を実現する

「 Together To The Top 」

トップシェア実現のための事業基盤強化・再構築

Stage 2Stage 1 ［ 2015年度～2017年度］［ 2012年度～2014年度］

スローガン

自動車エンジン用
半割軸受

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

Top Message

生産・販売・開発の
グローバル体制
の構築

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

グローバル
生産能力の
大幅アップ

品質の改革非自動車分野の
開拓強化

強固な
財務基盤の
構築

技術優位性
持続のための
研究開発強化

世界全拠点の
経営安定化

グループ目標

①世界で唯一のすべり軸受総合メーカーとしての、
　すべり軸受世界トップシェア（当社推定）の持続  
②すべり軸受のコア製品である自動車用エンジン軸受の更なる
　シェア拡大と世界トップシェア（当社推定）の堅持
③既に世界トップシェア（当社推定）にある大型船舶を除く
　舶用・建設機械用・回転機械用等の非自動車各分野における
　軸受世界トップシェアの獲得  
④国内外の売上拡大に対応した世界５極体制の整備・増強
⑤技術立社としての技術的優位性の持続と世界各地域の
　ニーズに応えるための研究開発強化  
⑥強固な財務基盤の構築

DAIDO METAL  CSR Report 2016 5DAIDO METAL  CSR Report 20164



～ あらゆる動きを支えるところに当社　  グループのすべり軸受が使われています～1
特 集

社会を支える大同 メタルグループの製品

火 力 発 電 設 備の
タービンを支えるの
に回転機械用軸受
が使用されています。

環境・エネルギー

主力のエンジン用軸
受以外にも、ターボ
チャージャー、ステア
リング、ショックアブ
ソーバー、トランス
ミッションなど、様々
な場所に軸受が使
用されています。

自動車・トラック

船舶のエンジンに使
用される軸受は大き
いもので内径1メー
トルにも及びます。

船舶

インフラ・産業機械分野で使用
され、水門・水車用の無給油軸
受としても利用されています。

インフラ・産業機械

ショベルカーなどの建設機械の
エンジン部分やシリンダー部分
に軸受が使用されています。

土木・建設機械

水力発電用に信頼性を向上さ
せる特殊樹脂材料軸受を使用
しています。

環境・エネルギー

　　　のアプリケーションに当社グループの製品が使用されています。

生活環境を豊かに
彩る家電製品やイ
ンテリア器具には
環境安全製品を提
供し、身近な暮らし

を支えています。

生活環境機器

DAIDO METAL  CSR Report 2016 7DAIDO METAL  CSR Report 20166



～ あらゆる動きを支えるところに当社　  グループのすべり軸受が使われています～1
特 集

社会を支える大同 メタルグループの製品

火 力 発 電 設 備の
タービンを支えるの
に回転機械用軸受
が使用されています。

環境・エネルギー

主力のエンジン用軸
受以外にも、ターボ
チャージャー、ステア
リング、ショックアブ
ソーバー、トランス
ミッションなど、様々
な場所に軸受が使
用されています。

自動車・トラック

船舶のエンジンに使
用される軸受は大き
いもので内径1メー
トルにも及びます。

船舶

インフラ・産業機械分野で使用
され、水門・水車用の無給油軸
受としても利用されています。

インフラ・産業機械

ショベルカーなどの建設機械の
エンジン部分やシリンダー部分
に軸受が使用されています。

土木・建設機械

水力発電用に信頼性を向上さ
せる特殊樹脂材料軸受を使用
しています。

環境・エネルギー

　　　のアプリケーションに当社グループの製品が使用されています。

生活環境を豊かに
彩る家電製品やイ
ンテリア器具には
環境安全製品を提
供し、身近な暮らし

を支えています。

生活環境機器

DAIDO METAL  CSR Report 2016 7DAIDO METAL  CSR Report 20166



　私は現在、自動車部品の海外販売グループに所属し、部長職としてマネジメ

ントに携わっています。もともと当社は男女差のないフラットな雰囲気で接して

もらえ、特に気負いなく仕事に取り組むことができ、男女関係なく成果に対し

評価してくれる会社の風土があると思っています。お客様に対し、自分自身が、

常に何ができるかを考え、仕事に取り組んだ日々の積み重ねで今の私があり

ます。また、“共感力”“受容力”“サポート力”といった“折れないしなやかさ”を大

切にしながら、日々仕事に向き合っています。海外のビジネス獲得には、多くの

関係部署の協力も受け、多岐に亘るお客様との交渉、監査等のタスクをクリア

する必要があり、獲得まで数年かかる事もありますが、複数の仲間との苦労と

喜び・達成感を共に実感できる事、それが一番の仕事の醍醐味だと思っていま

す。職場のマネジメントでは個性を大切にし、部下達には現場を見、また声を聞

き深堀する事、また修羅場を乗り越えてこそ味わえる私の感じた仕事の醍醐

味をいつか実感できる、そういった管理職が続いてくれたらと思っています。

男女関係なく評価される風土の中で、
私の感じてきた仕事の醍醐味を
いつか部下達にも感じて欲しいです。

　大同メタルロシアでこの仕事をして6年。ロシアでは男女の雇用の平

等が優先され育児休業制度なども充実しており、職場で活躍する女性も

多く、大同メタルロシアでもマネージャー36名中10名が女性です。私は

その一人として、購買部で、購入部署や倉庫の管理、サプライヤーの選定

から契約締結、材料やサービスの価格解析などの業務を担当しています。

ベストな価格で適切な品質の商品とサービスを確保することは多くの時

間と労力がかかりますが、重要な仕事であり、たいへんやりがいがありま

す。また、プロフェッショナルな雰囲気の中、サポートしあう風土があります。

皆でサポートという面で過去、急なサプライヤーの変更があり、技術部門

が代替製品の開発と調達を調整し、品質部門がサンプル製品を素早く分

析してくれたことで生産の中断を回避できたことが今でも心に残ってい

ます。私自身、今後は外国のサプライヤーとのやり取りが増える中、英語

力をはじめ専門性をさらに高め、より効率的に仕事をしていきたいです。

海外赴任先でも「品質の基礎」を大事に、
現地スタッフと共に品質システムの確立を目指しています。

　2011年に入社し、設計部門に配属された時、私が初めての女性設計

者ということで、周囲もどう接していいか分からず、最初はいろいろと気

を使ってくれたと思います。しかし、私がお客様の担当を持ってからは、男

女関係なく仕事を任せてもらえるとともに叱咤激励もされるようになり、

私も仕事に対しての責任ややりがい、また、楽しさを感じるようになりま

した。ただ、お客様は女性が担当ということで不安を持たれる方もあるか

と思い、メールや電話だけで済ませないで直接お会いするよう心がけま

した。また、いつもお客様のニーズを察知し、対応することを意識したり、

社内外問わず笑顔を絶やさないようにしたりするなど、私なりの工夫を

大切にしました。そんな努力が通じたのか、お客様にも「打ち合わせの雰

囲気が柔らかくなった」と言われるようになり、嬉しく思っています。今後

は大同メタルの成長に貢献し、さらに社会に貢献していきたいと思って

います。そして、結婚や出産後も、仕事と家事、育児を両立させられたら

嬉しいです。

自分らしさを生かし、
性別に関係なく力を発揮できる場所です。

プロフェッショナルな雰囲気の中
自分の成長も目指せる職場です。

2
特 集

で活躍する女性社員大同メタルグループ
～ 一人ひとりが主役に　  輝ける職場を目指して～

松岡 里美 

大同メタル工業
第3カンパニー 海外販売グループ 部長

　2015年に大同メタルメキシコへ赴任し、日本から8年間、品質保証の

仕事に携わっています。海外での貴重な経験の中、現在は、現地スタッフ

に品質管理のシステムを定着させるという課題に取り組んでいます。言

葉に関しては、会社の語学研修の機会を利用し、簡単な依頼や確認はス

ペイン語で行えていますが、明確に論点を伝える点において、その難しさ

を日々感じています。また、仕事と生活を両立するという上で日本とは時

間の使い方が異なり、余裕を持ったスケジュールを立てることを特に心が

けていますし、いかに限られた時間内で効率よく業務を進めるかについ

ては日本以上に求められていると感じています。職場ではお互いが自分

のペースを守りながらも協力しあえる雰囲気があり、信頼して仕事を任

せてくれると同時に、助けが必要な場合は親身になって相談にのってくれ

てたいへん満足しています。今後も、国内のみならず海外でも夫婦共々

仕事を続けられるような制度や勤務体制の拡充・サポート、またチャンス

を与え続けてくれる会社であってほしいと願っています。

Satomi Matsuoka

女性管理職として

田中 志歩 

大同メタル工業 
設計センター AE室 第1AEグループ

Shiho Tanaka

女性技術職として

ドムニチェヴァ・ナタリア

大同メタルロシアLLC 
購買部 部長

Natalya Domnicheva

海外での女性管理職として

岩崎 幸恵

大同メタルメキシコS.A. DE C.V.　
品質保証グループ

Sachie Iwasaki

海外で働く女性社員として
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ます。また、“共感力”“受容力”“サポート力”といった“折れないしなやかさ”を大

切にしながら、日々仕事に向き合っています。海外のビジネス獲得には、多くの

関係部署の協力も受け、多岐に亘るお客様との交渉、監査等のタスクをクリア

する必要があり、獲得まで数年かかる事もありますが、複数の仲間との苦労と

喜び・達成感を共に実感できる事、それが一番の仕事の醍醐味だと思っていま

す。職場のマネジメントでは個性を大切にし、部下達には現場を見、また声を聞

き深堀する事、また修羅場を乗り越えてこそ味わえる私の感じた仕事の醍醐

味をいつか実感できる、そういった管理職が続いてくれたらと思っています。

男女関係なく評価される風土の中で、
私の感じてきた仕事の醍醐味を
いつか部下達にも感じて欲しいです。

　大同メタルロシアでこの仕事をして6年。ロシアでは男女の雇用の平

等が優先され育児休業制度なども充実しており、職場で活躍する女性も

多く、大同メタルロシアでもマネージャー36名中10名が女性です。私は

その一人として、購買部で、購入部署や倉庫の管理、サプライヤーの選定

から契約締結、材料やサービスの価格解析などの業務を担当しています。

ベストな価格で適切な品質の商品とサービスを確保することは多くの時

間と労力がかかりますが、重要な仕事であり、たいへんやりがいがありま

す。また、プロフェッショナルな雰囲気の中、サポートしあう風土があります。

皆でサポートという面で過去、急なサプライヤーの変更があり、技術部門

が代替製品の開発と調達を調整し、品質部門がサンプル製品を素早く分

析してくれたことで生産の中断を回避できたことが今でも心に残ってい

ます。私自身、今後は外国のサプライヤーとのやり取りが増える中、英語

力をはじめ専門性をさらに高め、より効率的に仕事をしていきたいです。

海外赴任先でも「品質の基礎」を大事に、
現地スタッフと共に品質システムの確立を目指しています。

　2011年に入社し、設計部門に配属された時、私が初めての女性設計

者ということで、周囲もどう接していいか分からず、最初はいろいろと気

を使ってくれたと思います。しかし、私がお客様の担当を持ってからは、男

女関係なく仕事を任せてもらえるとともに叱咤激励もされるようになり、

私も仕事に対しての責任ややりがい、また、楽しさを感じるようになりま

した。ただ、お客様は女性が担当ということで不安を持たれる方もあるか

と思い、メールや電話だけで済ませないで直接お会いするよう心がけま

した。また、いつもお客様のニーズを察知し、対応することを意識したり、

社内外問わず笑顔を絶やさないようにしたりするなど、私なりの工夫を

大切にしました。そんな努力が通じたのか、お客様にも「打ち合わせの雰

囲気が柔らかくなった」と言われるようになり、嬉しく思っています。今後

は大同メタルの成長に貢献し、さらに社会に貢献していきたいと思って

います。そして、結婚や出産後も、仕事と家事、育児を両立させられたら

嬉しいです。

自分らしさを生かし、
性別に関係なく力を発揮できる場所です。

プロフェッショナルな雰囲気の中
自分の成長も目指せる職場です。

2
特 集

で活躍する女性社員大同メタルグループ
～ 一人ひとりが主役に　  輝ける職場を目指して～

松岡 里美 

大同メタル工業
第3カンパニー 海外販売グループ 部長

　2015年に大同メタルメキシコへ赴任し、日本から8年間、品質保証の

仕事に携わっています。海外での貴重な経験の中、現在は、現地スタッフ

に品質管理のシステムを定着させるという課題に取り組んでいます。言

葉に関しては、会社の語学研修の機会を利用し、簡単な依頼や確認はス

ペイン語で行えていますが、明確に論点を伝える点において、その難しさ

を日々感じています。また、仕事と生活を両立するという上で日本とは時

間の使い方が異なり、余裕を持ったスケジュールを立てることを特に心が

けていますし、いかに限られた時間内で効率よく業務を進めるかについ

ては日本以上に求められていると感じています。職場ではお互いが自分

のペースを守りながらも協力しあえる雰囲気があり、信頼して仕事を任

せてくれると同時に、助けが必要な場合は親身になって相談にのってくれ

てたいへん満足しています。今後も、国内のみならず海外でも夫婦共々

仕事を続けられるような制度や勤務体制の拡充・サポート、またチャンス

を与え続けてくれる会社であってほしいと願っています。

Satomi Matsuoka

女性管理職として

田中 志歩 

大同メタル工業 
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海外で働く女性社員として
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2015年4月10日に大同メタル佐賀株式会社を佐賀県武雄市内に設立。

国内外の需要に対応するため、軸受材料などを製造する生産子会社として、

2016年度より稼働しています。

2015年4月1
3
特 集 大同メタル佐賀株式会社 稼働

～中期経営計画に沿った大同メタルグループの生産体制の強化～

新工場と新工場を運営する大同メタル佐賀の開所式

が執り行われました。

当日は、ご来賓として山口佐賀県知事、小松武雄市

長もお招きし、盛大な式典となりました。

新工場開所式（2016年6月１日）

地域の方と手を携え、
愛される企業に成長してまいります

設立 : 2015年4月10日 稼働 : 2016年6月
所在地 : 佐賀県武雄市 武雄北方インター工業団地内
事業内容 : 軸受材料などの製造

　大同メタル佐賀株式会社は大同メタル工業株式会社のグ

ループ会社です。

　国内の大同メタルグループは本州に生産拠点が集中してお

りましたが、当社がこの度進出した佐賀県（大同メタル佐賀）は、

自然災害での影響を考慮し分散させることができ、伊万里港や

高速インターに近い好立地な場所にあること、また佐賀県の皆

様の礼儀正しく勤勉な人柄など魅力のあふれる地です。

　進出決定後は新会社の稼働に向けて、2016年３月24日に

竣工式が執り行われ、４月１日には当社犬山事業所で大同メタ

ル佐賀の新入社員の入社式、６月１日に武雄市にて新工場の開

所式が執り行われました。

　現在、工場では軸受材料のバイメタルを製造、地元採用の従

業員もあわせて50人体制で稼働しています。これからも当社

及び大同メタル佐賀の従業員一同、地域の皆様と手を携え、愛

される企業に成長していきます。    

■  CSR推進体制

　大同メタルグループは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

カーの本質である企業活動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

神にて活動への定着・推進を図っています。

大同メタルグループのCSRの考え方

　企業の社会的責任（CSR）に係る企業の取り組みとして活動

について各部署間の垣根を越えて、実施・連携が必要との認識

から、2014年度から「CSR委員会」を設置しています。

　2016年度から「サプライチェーン分野」でのCSR活動の検討

を図るため、購買部門も参画。またCSR体制を強化すべく、CSR

事務局を複数人体制として委員会を編成しています。

大同メタルグループのCSR推進体制

大同メタルグループのCSR

ＣＳＲ委員会（委員長：常務執行役員）
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ＣＳＲ委員会事務局

各部署よりメンバーを選出

大同メタルグループとしての
社会での存在意義や
企業価値を高める

「自律」「自浄」「自創」
の精神にて活動

メーカーの本質
企業活動を通して
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
積極的に果たすこと

企 業理念 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ーに対応します

1 .会社の務
つとめ

こころ

みなもと

みち

こころざし

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2 .会社の心

3 .会社の源

4 .会社の途

5 .会社の志

常に市場から学び、お客様の信頼に応える

創造と革新につとめ、夢に挑戦する

世界のトライボロジーリーダーを目指し、技術を磨く

社員の幸せをはかり、地球社会に貢献する

大同メタル佐賀株式会社

犬山事業所において、大同メタル佐賀の新入社員入

社式が執り行われました。

新入社員の入社式（2016年4月１日）

（左から）
小松武雄市長
　治会長
山口佐賀県知事
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■  コーポレート・ガバナンス体制図（2016年7月1日現在）

監査役（3名）（内、社外監査役2名）

監査

選任・解任
不再任

選任・解任

業務執行
の指示

業務執行
の報告

指 示

諮 問

答 申

報 告

・専務執行役員（1名） ・常務執行役員（5名）
・上席執行役員（4名） ・執行役員（8名）

取 締 役 会

監 査 役 会

監 査センター
（内部監査）

監 査 法 人
（会計監査人）

各 部 門

取締役（5名）（内、社外取締役2名）

（社内2名、社外2名により構成する）

（代表取締役社長兼最高執行責任者直轄）

取締役、執行役員及び
管理職より選任し構成する 報 告

・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（2名）

コーポレートガバナンス委員会
（7名）

企業行動倫理委員会
（10名）

リスク管理委員会
（12名）

アドバイザリーボード
（4名）

監査

監査

連携
連携

（監査評価、報告）

連携

解任

選任
監査法人の
選任・解任
不再任に
関する議案の決定

株 主 総 会

経 営 戦 略 会 議

業 務 執 行

名証IRエキスポ2015
（2015年7月24、25日 吹上ホール）

名証サマーセミナー2015
（2015年9月17日 中電ホール）

当社ホームページ

■ 教育体系

階層別 大同メタルカレッジ

部長層

経営層

課長層

中堅層

一般社員

新入社員

課長研修

マネジメント
プログラム

自己開発研修

３年目社員研修

２年目社員研修

新入社員研修

選抜研修

海外赴任前
経営管理研修

技
能
道
場

初
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ス
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者
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者
研
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Ⅰ

監
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新入社員フォロー
アップ研修
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　当社は、株主をはじめお客様、従業員など様々なステークホ

ルダーの皆様から信頼される企業であり続けるために、会社

の持続的な成長と中長期的な企業価値を高めることを目指し

た取締役会体制を構築しています。加えて、経営効率を高める

ために執行役員制度を導入し、また、透明性・公正性・公明性を

高めるために社外取締役による他の取締役に対する監督監

視機能及び社外監査役による監査機能の強化を図っています。

　２０１５年６月１日のコーポレートガバナンス・コード適用に先

駆け、当社におきましては同年４月１日より「コーポレートガバ

ナンス委員会」を組織し、当社のあるべきガバナンス体制を見

据えたガバナンスに関する基本的な考え方を明確にしました。

また、基本的な考え方を基にした当社の取り組み内容につい

ては、2016年7月にコーポレートガバナンス報告書として開

示しています。

コーポレート・ガバナンス体制

■ 人事理念
　世界市場を舞台に激化する競争の中で、企業が成長しつづ

けるためには、全体の生産性を向上させ、環境変化に迅速に

対応しながら、国際競争力を高めていくことが必要です。

　当社では人事理念における「自律」（自ら考え、スピードと責

任感を持ってやり遂げる）「誠実」（チームワークを大切にし、顧

客・社会に誠意を持って対応する）「挑戦」(高い志を掲げ創造性

を発揮し、改革し続ける)をもとに、従業員一人ひとりがその能

力を最大限発揮できる職場環境を作り上げ、仕事のやりがい、

働きがいを実感できる仕組み（制度）を実現しています。

■ 人材育成プログラム
　当社では、人事部門においてその職位に必要となる階層別

研修を継続的に実施しています。また大同メタルの社員に必

要な知識、技能、技術の伝承を大同メタルカレッジ（※1）にて担

当し、年間の研修プログラムを作成しています。各職位に必要

となる研修を継続的に実施し、人材育成を全社的に取り組ん

でいます。

人材の育成

　 　管理職層向け「選抜研修」の実施

　当研修は管理職層を対象に、次世代経営者育成のための

研修です。この研修では、さらにリーダーシップを発揮し、グ

ローバルな視点で経営・事業をリードする幹部の育成を目指し

ています。

　 　新規海外赴任の責任者向けの研修
　　 「海外赴任前経営管理研修」の実施

　海外関係会社及び海外拠点の責任者として必要な経営管

理に関する知識や赴任先の文化・歴史などを幅広く学習でき

るプログラムを実施しました。また、昨今の世界情勢にあわせ、

危機管理の内容も充実させ、責任者としての判断基準を明確

にしました。

IR活動

人権 /労働慣行
（人材育成・労働環境）

組織統治
（企業統治）

当社における人権にかかわる方針

大同メタルでは人権の考え方の指針として

大同メタルグループ「行動基準」にて定めています。
当社従業員は当方針をもとに

企業活動に取り組んでいます。

■  人権の尊重

・私たちは、社会的良識と高い倫理観を持ち、労働関係法令をはじめ、ルー
ルに則り、個人の人格を尊重し、不当な差別を行わず、他人を思いやる気持
ちを持ち、職場の環境や人間関係をより良いものとするよう努めます。
・私たちは、お互いに個人のプライバシーを尊重し、人種・信条・国籍・性
別・出身地・宗教・身体的特徴・言語などの理由による一切の差別的待遇、
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど嫌がらせ、中傷などによ
る人権の侵害を行いません。

　IR活動を通じて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。

■ IR関連イベントの参加
　「名証IR EXPO 2015」に出展、「名証 株式投資サマーセ

ミナー2015」に参加し、今年度も多くの投資家の皆様と直接

の対話を通じて、当社の事業内容や中期経営計画について説

明いたしました。

■ グローバルホームページの開設
　当社ホームページを2016年2月にリニューアルしました。国

内のみならず海外のステークホルダーの皆様に当社製品、決

算情報などを知っていただけるよう、製品の検索システムや

一部製品のCADデータのダウンロードコンテンツなどを配置

しています。

　今後も、世界中のス

テークホルダーの皆様

に対して、当社の情報

をスピーディーに発信

していきます。

■ 決算説明会の開催（名古屋証券取引所）
　機関投資家の皆様に対して、第2四半期決算説明会、期末

決算説明会を実施しました。当社会長より、当社の事業内容、

決算情報、中期経営計画の進捗を説明しました。今後とも機

関投資家の皆様に当社の魅力を感じていただけるよう、IR活

動を積極的に進めていきます。
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※1 大同メタルカレッジ：技能の伝承、技術のレベルアップ、マインドを含めた教
育の場として2005年5月に開校。
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■  コーポレート・ガバナンス体制図（2016年7月1日現在）
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　当社は、株主をはじめお客様、従業員など様々なステークホ

ルダーの皆様から信頼される企業であり続けるために、会社

の持続的な成長と中長期的な企業価値を高めることを目指し

た取締役会体制を構築しています。加えて、経営効率を高める

ために執行役員制度を導入し、また、透明性・公正性・公明性を

高めるために社外取締役による他の取締役に対する監督監

視機能及び社外監査役による監査機能の強化を図っています。

　２０１５年６月１日のコーポレートガバナンス・コード適用に先

駆け、当社におきましては同年４月１日より「コーポレートガバ

ナンス委員会」を組織し、当社のあるべきガバナンス体制を見

据えたガバナンスに関する基本的な考え方を明確にしました。

また、基本的な考え方を基にした当社の取り組み内容につい

ては、2016年7月にコーポレートガバナンス報告書として開

示しています。

コーポレート・ガバナンス体制

■ 人事理念
　世界市場を舞台に激化する競争の中で、企業が成長しつづ

けるためには、全体の生産性を向上させ、環境変化に迅速に

対応しながら、国際競争力を高めていくことが必要です。

　当社では人事理念における「自律」（自ら考え、スピードと責

任感を持ってやり遂げる）「誠実」（チームワークを大切にし、顧

客・社会に誠意を持って対応する）「挑戦」(高い志を掲げ創造性

を発揮し、改革し続ける)をもとに、従業員一人ひとりがその能

力を最大限発揮できる職場環境を作り上げ、仕事のやりがい、

働きがいを実感できる仕組み（制度）を実現しています。

■ 人材育成プログラム
　当社では、人事部門においてその職位に必要となる階層別

研修を継続的に実施しています。また大同メタルの社員に必

要な知識、技能、技術の伝承を大同メタルカレッジ（※1）にて担

当し、年間の研修プログラムを作成しています。各職位に必要

となる研修を継続的に実施し、人材育成を全社的に取り組ん

でいます。

人材の育成

　 　管理職層向け「選抜研修」の実施

　当研修は管理職層を対象に、次世代経営者育成のための

研修です。この研修では、さらにリーダーシップを発揮し、グ

ローバルな視点で経営・事業をリードする幹部の育成を目指し

ています。

　 　新規海外赴任の責任者向けの研修
　　 「海外赴任前経営管理研修」の実施

　海外関係会社及び海外拠点の責任者として必要な経営管

理に関する知識や赴任先の文化・歴史などを幅広く学習でき

るプログラムを実施しました。また、昨今の世界情勢にあわせ、

危機管理の内容も充実させ、責任者としての判断基準を明確

にしました。

IR活動

人権 /労働慣行
（人材育成・労働環境）

組織統治
（企業統治）

当社における人権にかかわる方針

大同メタルでは人権の考え方の指針として

大同メタルグループ「行動基準」にて定めています。
当社従業員は当方針をもとに

企業活動に取り組んでいます。

■  人権の尊重

・私たちは、社会的良識と高い倫理観を持ち、労働関係法令をはじめ、ルー
ルに則り、個人の人格を尊重し、不当な差別を行わず、他人を思いやる気持
ちを持ち、職場の環境や人間関係をより良いものとするよう努めます。
・私たちは、お互いに個人のプライバシーを尊重し、人種・信条・国籍・性
別・出身地・宗教・身体的特徴・言語などの理由による一切の差別的待遇、
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど嫌がらせ、中傷などによ
る人権の侵害を行いません。

　IR活動を通じて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。

■ IR関連イベントの参加
　「名証IR EXPO 2015」に出展、「名証 株式投資サマーセ

ミナー2015」に参加し、今年度も多くの投資家の皆様と直接

の対話を通じて、当社の事業内容や中期経営計画について説

明いたしました。

■ グローバルホームページの開設
　当社ホームページを2016年2月にリニューアルしました。国

内のみならず海外のステークホルダーの皆様に当社製品、決

算情報などを知っていただけるよう、製品の検索システムや

一部製品のCADデータのダウンロードコンテンツなどを配置

しています。

　今後も、世界中のス

テークホルダーの皆様

に対して、当社の情報

をスピーディーに発信

していきます。

■ 決算説明会の開催（名古屋証券取引所）
　機関投資家の皆様に対して、第2四半期決算説明会、期末

決算説明会を実施しました。当社会長より、当社の事業内容、

決算情報、中期経営計画の進捗を説明しました。今後とも機

関投資家の皆様に当社の魅力を感じていただけるよう、IR活

動を積極的に進めていきます。
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※1 大同メタルカレッジ：技能の伝承、技術のレベルアップ、マインドを含めた教
育の場として2005年5月に開校。
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OHSAS取得部門取得範囲

・ 犬山工場　・ 前原工場　・ TMBS工場　
・ 第4カンパニー　・ バイメタル製造所　
・ 環境安全センター　・ 岐阜工場

腰痛予防のための重量物体感

リスクアセスメント実務研修でのディスカッション

労使トップパトロールの様子

法定雇用ライン

多様性への取り組み
■ ワークライフバランス
ジョブリターン制度の制定

　2016年度から配偶者の転勤や介護、育児等により退職す
る正社員に対し、再雇用の機会を提供し職場へ復帰できる
「ジョブリターン制度」を制定しました。仕事と家庭のバランス
を考慮した働き方の選択肢がまたひとつ増えることで、今後は
より一層の安心感を持ち、長期にわたり当社で力を発揮する
ことができ、制度利用者、当社双方にメリットある制度となっ
ています。

育児休暇制度の利用状況

　仕事と育児を両立して活躍できる環境づくりを推進してい
ます。育児休業中も会社情報を定期的に配信し、復帰前には
職場の上司と人事担当者との面談を実施し、スムーズな職場
復帰を支援しています。2015年度は産前産後休暇取得者数
と育児休業の取得者をあわせ１８名で、男性の育児休暇取得
者も２名となっています。

短時間勤務制度の利用状況

　従業員が仕事と育児を両立して活躍できる環境づくりを推
進しています。2015年度には育児のための短時間勤務制度の
利用対象を小学校就学前から小学校３年生年度末まで拡充し
ています。これにより勤務時間をより柔軟に選択でき、制度利
用者も増え、当年度の短時間勤務者数は11名となっています。

安全衛生活動

人権 /労働慣行

（人材育成・労働環境）

障がい者雇用

　当社では障がい者の方々向けにも積極的に採用活動を実
施しており、2015年度も法定雇用率を上回っています。

定年退職者の再雇用

　定年退職を迎える従業員が培ってきた技術・技能・ノウハウ
を活かせる場を提供しています。特に優れた経験やノウハウ
のある定年退職者に対し、役割に応じて処遇を決定する制度
を新たに設けるなど働きがいのある環境づくりも推進してい
ます。結果として2015年度定年退職者全員が継続希望しま
した。

大同メタル工業株式会社 行動計画

なお、行動計画は
当社ホームページ(下記のアドレス)にて掲載されています。

https://www.daidometal.com/jp/company/action-plan-01-04-2016/

多様な人材活躍推進の取組みの一環として、「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律」（通称、女性活躍推進法）に基づ
き、行動計画を策定しました。
当社では様々な働き方を認め、多様な人材がその個性と能力を十
分に発揮し活躍できる職場づくりを目指して取り組んでいます。
さらに、女性がより活躍できる雇用環境の整備を今後も行
い、各種活動を推進していきます。

■ 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、当社本認証規格につき
2003年からOHSAS(労働安全衛
生マネジメントシステム)を取得し
ています。

■ 全国安全週間活動の実施　
　 ～労使トップによる対策状況確認～
　 （過去労災/リスクアセスメントの対策状況の確認）
　全国安全週間(7月)に合わせ、当社の活動項目の1つとして
労使トップによる点検を行いました。
　各工場の過去労災の対策確認、リスクアセスメントの実施
と対策状況、安全に対する意識向上活動の取り組みについて
現場にて確認しました。
　衛生週間(11月)にお
いては、化学物質リスク
アセスメントの実施に備
え、SDS（※）の整備および
2015年12月よりストレ
スチェック制度が施行さ
れるため、概要について
周知活動を行いました。

■ 安全体感教育
　安全教育の一環とし
て、危険予知訓練（ＫＹ
Ｔ）の手法などの座学教
育だけでなく、体感具を
使用した教育を行って
います。この体感は、危
険への理解の入口とし
て位置付けています。

■ 労働安全衛生法の改正対応
　 ～化学物質リスクアセスメント義務化への対応～
　労働安全衛生法改正に伴い、2016年6月からの化学物質
リスクアセスメント義務化に備え、社外講師を招いて「リスクア
セスメント実務研修会」を開催しました。
　主に薬品を扱う工場担当者が参加し、リスクアセスメント手
法の理解を深めました。また、リスクアセスメントの進め方を取
り決めた社内規格も整備し、各工場で実施できる準備を行い
ました。

■ グローバル安全活動
　当社では、海外生産拠点との労働災害の予防及び防火の
活動を推進しています。これまでは、労災・火災発生の情報を
展開し、再発防止を行っています。
　２０１５年からは、情報展開に加え、現地での安全活動の実
施状況の確認を行い、安全意識の共有化をすすめています。

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。

※SDS：Safety Data Sheet（安全データシート）
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OHSAS取得部門取得範囲

・ 犬山工場　・ 前原工場　・ TMBS工場　
・ 第4カンパニー　・ バイメタル製造所　
・ 環境安全センター　・ 岐阜工場

腰痛予防のための重量物体感

リスクアセスメント実務研修でのディスカッション

労使トップパトロールの様子

法定雇用ライン

多様性への取り組み
■ ワークライフバランス
ジョブリターン制度の制定

　2016年度から配偶者の転勤や介護、育児等により退職す
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人権 /労働慣行

（人材育成・労働環境）

障がい者雇用

　当社では障がい者の方々向けにも積極的に採用活動を実
施しており、2015年度も法定雇用率を上回っています。

定年退職者の再雇用
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え、SDS（※）の整備および
2015年12月よりストレ
スチェック制度が施行さ
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て、危険予知訓練（ＫＹ
Ｔ）の手法などの座学教
育だけでなく、体感具を
使用した教育を行って
います。この体感は、危
険への理解の入口とし
て位置付けています。

■ 労働安全衛生法の改正対応
　 ～化学物質リスクアセスメント義務化への対応～
　労働安全衛生法改正に伴い、2016年6月からの化学物質
リスクアセスメント義務化に備え、社外講師を招いて「リスクア
セスメント実務研修会」を開催しました。
　主に薬品を扱う工場担当者が参加し、リスクアセスメント手
法の理解を深めました。また、リスクアセスメントの進め方を取
り決めた社内規格も整備し、各工場で実施できる準備を行い
ました。

■ グローバル安全活動
　当社では、海外生産拠点との労働災害の予防及び防火の
活動を推進しています。これまでは、労災・火災発生の情報を
展開し、再発防止を行っています。
　２０１５年からは、情報展開に加え、現地での安全活動の実
施状況の確認を行い、安全意識の共有化をすすめています。

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。

※SDS：Safety Data Sheet（安全データシート）
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登録証番号：JQA-EM1402

「環境改善事例」現場報告（全社環境委員会にて）

2016年7月1日現在

役員
カンパニープレジデント
指定部門長

大同メタル
全社環境委員会

環境保全の最高意思決定機関

全社環境委員会の決定事項を実行

実 施 部 門

第1カンパニー

大同インダストリアル
ベアリングジャパン株式会社

犬山工場

第2カンパニー 前原工場

TMBS工場

第3カンパニー 岐阜工場

支店・営業所

第4カンパニー

バイメタル製造所

研究開発センター

犬山地区事務部門

本 社

大同プレーンベアリング株式会社

メンバー

委員長 常務執行役員

環境管理委員会

基本方針

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。

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。  

■  事業活動と環境負荷

■  環境保全コスト

分 類 内 容 投資額 費用額

　(単位：百万円)

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

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
研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費
社会活動コスト 緑化・景観・啓発活動など
環境損傷コスト 土壌汚染等の修理費など
計

鋼材
非鉄

電力
A重油
灯油
都市ガス
プロパン
ガソリン

・・・ 35,326
・・・・  7,176

t
t

・・・ 60,603
・・・・・・ 218

・・・・・・・・・・ 30
・・4,304
・・・・・・ 75
・・・・・・・・ 4

千kWh
kℓ
kℓ
千㎥
t
kℓ

96.1
0.2

117.4

27.4

69.0
3.9
18.4
332.5

29.1
34.8
7.0

0.0

0.0
0.0
0.0
70.9

事業
エリア内
コスト

ＣＯ2排出量を2015年度末までに
2014年度排出量未満とする。
● CO2排出量 ： 43,018ｔ未満

● エネルギー原単位目標
　ＣＯ2原単位を2015年度末までに
　2009年度比6％低減する。
　●  ＣＯ2原単位  586.71ｇ-ＣＯ2 /千円
 各エネルギー原単位を2015年度末までに
　2009年度比6％低減する。
　●  電力原単位  0.8961ｋｗｈ/千円
　●  燃料原単位  178.97ｇ-ＣＯ2 /千円

廃棄物を2015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） ： 2,403.4t未満

● (基準原単位) : 34.3g /千円

● 廃棄物発生量（総量）　2,485.6t

● 廃棄物総量原単位　37.6g/千円

105.1%

96.7%

91.2%

94.8%
97.8%
109.7%

地
球
温
暖
化
防
止
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物

低
減
対
策

インプット 事業活動 アウトプット

原材料
40,913 t

エネルギーCO2割合

CO2排出量

798千㎥
排水量

2,486 t
産業廃棄物

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

817 千㎥
水

エネルギー

コピー紙 ・・・ 26.0 t
事務系資材

PRTR届出
対象物質 ・・・ 318 t

化学物質

■ A重油 2.6%
■ プロパン 0.5%
■ 灯油 0.3%
■ ガソリン 0.3%

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

● CO2排出量低減　40,913t　

● エネルギー原単位
●  ＣＯ2原単位　618.80ｇ-ＣＯ2 /千円
●  電力原単位　0.9166ｋｗｈ/千円
●  燃料原単位　163.14ｇ-ＣＯ2 /千円

電力
73.1%
電力
73.1%

都市ガス
23.2%

環境マネジメントシステムの推進

環 境

■ 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。

■ 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。

　現在、大同メタル工業株式会社と関

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

し、認定取得の範囲を拡大しています。

■ 環境取り組み組織
　環境関係における全社の最高会議体として環境委員会

（1994年4月発足）を設置し、環境改善・環境の諸問題に取り

組んでいます。

　全社環境委員会委員長は、常務執行役員が就任し、メン

バーは役員、執行役員、及びカンパニープレジデントを主体に

構成しています。

　環境政策及び実施計画などは、全社環境委員会において

審議・決定され、各部門で活動・実行します。

項 目 環境目標（2015年度目標） 主な活動（2015年度） 活動結果（2015年度） 目標達成率

● 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減量化
　検討
● 廃棄物対策の横展開

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

環境活動目標と結果

マテリアルバランス 環境会計

● 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／2015年度（2015年4月1日～2016年3月31日）

■ 事業活動と環境負荷の全体像
　当社において2015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。

　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。

　地球温暖化防止活動は、CO2排出量が目標値43,018t未満に

対し、実績値は40,913tで、目標達成率は105.1%となりました。

　ＣＯ2原単位（※1）は目標値586.71ｇ-CO2/千円に対し、実

績値618.80ｇ-CＯ2／千円の結果となり、目標達成率は

94.8％、各エネルギー原単位目標値 電力原単位：0.8961ｋｗ

ｈ/千円、燃料（※2）原単位178.97ｇ-CO2/千円に対し、それぞ

れの実績値0.9166ｋｗｈ／千円、163.14ｇ-CＯ2／千円の結

果となり、目標達成率は97.8％、109.7％となりました。CO2

排出量、原単位は生産量の影響が大きいものとなっていますが、

１8ページの省エネ活動について引き続き実施しています。

　廃棄物低減活動は、廃棄物の管理強化に伴い増加し、総量

及び原単位目標とも未達となりました。

　今後とも引き続き管理廃棄物の有価物への引き取りによる

廃棄物の削減・減量対策へ取り組んでいきます。

※1 原単位：生産金額（千円）に対する、ＣＯ２排出量・電気・燃料使用量の指標。
※2 燃料：重油・灯油・都市ガス・プロパン・ガソリンを主に使用。

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。

※ 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。

環  

境

環  

境
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登録証番号：JQA-EM1402

「環境改善事例」現場報告（全社環境委員会にて）

2016年7月1日現在

役員
カンパニープレジデント
指定部門長

大同メタル
全社環境委員会

環境保全の最高意思決定機関

全社環境委員会の決定事項を実行

実 施 部 門

第1カンパニー

大同インダストリアル
ベアリングジャパン株式会社

犬山工場

第2カンパニー 前原工場

TMBS工場

第3カンパニー 岐阜工場

支店・営業所

第4カンパニー

バイメタル製造所

研究開発センター

犬山地区事務部門

本 社

大同プレーンベアリング株式会社

メンバー

委員長 常務執行役員

環境管理委員会

基本方針

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。

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。  

■  事業活動と環境負荷

■  環境保全コスト

分 類 内 容 投資額 費用額

　(単位：百万円)

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

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
研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費
社会活動コスト 緑化・景観・啓発活動など
環境損傷コスト 土壌汚染等の修理費など
計

鋼材
非鉄

電力
A重油
灯油
都市ガス
プロパン
ガソリン

・・・ 35,326
・・・・  7,176

t
t

・・・ 60,603
・・・・・・ 218

・・・・・・・・・・ 30
・・4,304
・・・・・・ 75
・・・・・・・・ 4

千kWh
kℓ
kℓ
千㎥
t
kℓ

96.1
0.2

117.4

27.4

69.0
3.9
18.4
332.5

29.1
34.8
7.0

0.0

0.0
0.0
0.0
70.9

事業
エリア内
コスト

ＣＯ2排出量を2015年度末までに
2014年度排出量未満とする。
● CO2排出量 ： 43,018ｔ未満

● エネルギー原単位目標
　ＣＯ2原単位を2015年度末までに
　2009年度比6％低減する。
　●  ＣＯ2原単位  586.71ｇ-ＣＯ2 /千円
 各エネルギー原単位を2015年度末までに
　2009年度比6％低減する。
　●  電力原単位  0.8961ｋｗｈ/千円
　●  燃料原単位  178.97ｇ-ＣＯ2 /千円

廃棄物を2015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） ： 2,403.4t未満

● (基準原単位) : 34.3g /千円

● 廃棄物発生量（総量）　2,485.6t

● 廃棄物総量原単位　37.6g/千円

105.1%

96.7%

91.2%

94.8%
97.8%
109.7%

地
球
温
暖
化
防
止
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物

低
減
対
策

インプット 事業活動 アウトプット

原材料
40,913 t

エネルギーCO2割合

CO2排出量

798千㎥
排水量

2,486 t
産業廃棄物

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

817 千㎥
水

エネルギー

コピー紙 ・・・ 26.0 t
事務系資材

PRTR届出
対象物質 ・・・ 318 t

化学物質

■ A重油 2.6%
■ プロパン 0.5%
■ 灯油 0.3%
■ ガソリン 0.3%

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

● CO2排出量低減　40,913t　

● エネルギー原単位
●  ＣＯ2原単位　618.80ｇ-ＣＯ2 /千円
●  電力原単位　0.9166ｋｗｈ/千円
●  燃料原単位　163.14ｇ-ＣＯ2 /千円

電力
73.1%
電力
73.1%

都市ガス
23.2%

環境マネジメントシステムの推進

環 境

■ 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。

■ 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。

　現在、大同メタル工業株式会社と関

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

し、認定取得の範囲を拡大しています。

■ 環境取り組み組織
　環境関係における全社の最高会議体として環境委員会

（1994年4月発足）を設置し、環境改善・環境の諸問題に取り

組んでいます。

　全社環境委員会委員長は、常務執行役員が就任し、メン

バーは役員、執行役員、及びカンパニープレジデントを主体に

構成しています。

　環境政策及び実施計画などは、全社環境委員会において

審議・決定され、各部門で活動・実行します。

項 目 環境目標（2015年度目標） 主な活動（2015年度） 活動結果（2015年度） 目標達成率

● 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減量化
　検討
● 廃棄物対策の横展開

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

環境活動目標と結果

マテリアルバランス 環境会計

● 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／2015年度（2015年4月1日～2016年3月31日）

■ 事業活動と環境負荷の全体像
　当社において2015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。

　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。

　地球温暖化防止活動は、CO2排出量が目標値43,018t未満に

対し、実績値は40,913tで、目標達成率は105.1%となりました。

　ＣＯ2原単位（※1）は目標値586.71ｇ-CO2/千円に対し、実

績値618.80ｇ-CＯ2／千円の結果となり、目標達成率は

94.8％、各エネルギー原単位目標値 電力原単位：0.8961ｋｗ

ｈ/千円、燃料（※2）原単位178.97ｇ-CO2/千円に対し、それぞ

れの実績値0.9166ｋｗｈ／千円、163.14ｇ-CＯ2／千円の結

果となり、目標達成率は97.8％、109.7％となりました。CO2

排出量、原単位は生産量の影響が大きいものとなっていますが、

１8ページの省エネ活動について引き続き実施しています。

　廃棄物低減活動は、廃棄物の管理強化に伴い増加し、総量

及び原単位目標とも未達となりました。

　今後とも引き続き管理廃棄物の有価物への引き取りによる

廃棄物の削減・減量対策へ取り組んでいきます。

※1 原単位：生産金額（千円）に対する、ＣＯ２排出量・電気・燃料使用量の指標。
※2 燃料：重油・灯油・都市ガス・プロパン・ガソリンを主に使用。

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。

※ 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。
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■  CO2排出量推移

45,000

40,000
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43,01843,018

生産金額原単位
CO2排出量

565.1565.1
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38,87838,878

■  排出量

（ t ）

（年度）20152011 2012 2013 2014油濾過装置 溶剤回収装置

岐阜工場犬山事業所

事務所内照明工場内照明

ボイラー用水タンク

高温ドレン

排水へ

■  改善内容

月 火 水 木 金 土 日 月

2台目・エアー供給量

1台目・エアー供給量

コンプレッサー
エアー使用量の
負荷イメージ線

コンプレッサー
エアー使用量の
負荷イメージ線

2,740

3,673

2,381 2,425 2,486

4,000

3,000

2,000

1,000

0

環 境

ボイラーの排熱利用

　ボイラーから排出される蒸気の高温ドレン水の配管をボイ

ラー用水タンクへ通し、ドレン蒸気の排熱をボイラー用水の

予熱として利用することにより、燃焼で使用する都市ガス使

用量を抑制しました。

LED照明への更新

　省電力への取り組みとして、事務所・工場内照明をはじめ、

新規設備照明のLED化を引き続き実施しています。

環境パトロールの実施

　当社では、省エネ活動を継続的に実施しています。

　2015年度は「環境チェックリスト」を作成し、各事業所で環

境パトロールも実施しました。この活動を通して情報交換を図

り、きめ細かな省エネ活動となりました。

廃棄物削減活動

犬山事業所
（2015年6月10日）

環境リスクマネジメント

　当社及び関係会社では、突発的な事故・災害などの様々な

リスクを想定して、緊急訓練を毎年実施しています。「環境」に

おいては排水をテーマにした項目を取り上げ、排水経路・運搬

経路のレイアウト化、各種点検項目の実施状況、警報設備の

配備状況、緩和措置器具の配置状況などの内容を現場報告

をし、また工場のリスクに応じた緊急訓練も実施します。

　2015年度は「油・薬品」の運搬における流出リスクも対象に

加え、本取り組みを実施しました。活動をはじめて５年となりま

すが、引き続き工場への対策事項の横展開、事故に対しての

未然防止・リスク管理を行っていきます。

■ 省エネ活動
　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。

　2015年度は活動目標として「CO2排出量2014年度排出

量未満」を掲げ、生産金額の減少と省エネ施策で40,913ｔと

なり、2014年度より５.1％減少しました。なお、エネルギー効

率を表すCO2原単位については618.8ｇ-CO2／千円となり、

2014年度より1.5％増加しました。主な理由としまして、生産

金額の減少によるものです。

■ 事業所における省エネ事例
コンプレッサーの更新

　材料工場の素材工程において、常時2台のコンプレッサー

を稼働させています。１台目は既にインバーター機を採用して

省エネを行っていました。さらに、２台目のコンプレッサーの更

新の際、導入機器をインバーター機とすることで特に週末時

のエアー使用量の低下時に電力使用量を削減しました。

地球温暖化防止への取り組み

岐阜工場
（2015年7月7日）

大同プレーンベアリング株式会社
（2015年7月16日） ※現場報告

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社
（2015年7月16日）

エヌデーシー株式会社
（2015年10月23日）

　当社の産業廃棄物の中でもめっき工程や加工工程から発

生する廃棄物が多くの割合を占めています。

　2015年度はめっき廃液の削減や、潤滑油・溶剤の再利用な

どによる減量などの取り組みを実施しました。廃棄物管理の

強化のため総量は増加していますが、引き続き、管理廃棄物

に関し有価物への引取り検討、削減・減量対策を「環境会議」

で検討をし、今後ともきめ細やかな削減対策を継続して実施

していきます。

※CO2換算係数は、省エネ法に基づく各年度毎の換算係数を使用して計算しています。
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■  CO2排出量推移
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■  改善内容

月 火 水 木 金 土 日 月

2台目・エアー供給量

1台目・エアー供給量

コンプレッサー
エアー使用量の
負荷イメージ線
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エアー使用量の
負荷イメージ線

2,740
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4,000

3,000
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環 境

ボイラーの排熱利用

　ボイラーから排出される蒸気の高温ドレン水の配管をボイ

ラー用水タンクへ通し、ドレン蒸気の排熱をボイラー用水の

予熱として利用することにより、燃焼で使用する都市ガス使

用量を抑制しました。

LED照明への更新

　省電力への取り組みとして、事務所・工場内照明をはじめ、

新規設備照明のLED化を引き続き実施しています。

環境パトロールの実施

　当社では、省エネ活動を継続的に実施しています。

　2015年度は「環境チェックリスト」を作成し、各事業所で環

境パトロールも実施しました。この活動を通して情報交換を図

り、きめ細かな省エネ活動となりました。

廃棄物削減活動

犬山事業所
（2015年6月10日）

環境リスクマネジメント

　当社及び関係会社では、突発的な事故・災害などの様々な

リスクを想定して、緊急訓練を毎年実施しています。「環境」に

おいては排水をテーマにした項目を取り上げ、排水経路・運搬

経路のレイアウト化、各種点検項目の実施状況、警報設備の

配備状況、緩和措置器具の配置状況などの内容を現場報告

をし、また工場のリスクに応じた緊急訓練も実施します。

　2015年度は「油・薬品」の運搬における流出リスクも対象に

加え、本取り組みを実施しました。活動をはじめて５年となりま

すが、引き続き工場への対策事項の横展開、事故に対しての

未然防止・リスク管理を行っていきます。

■ 省エネ活動
　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。

　2015年度は活動目標として「CO2排出量2014年度排出

量未満」を掲げ、生産金額の減少と省エネ施策で40,913ｔと

なり、2014年度より５.1％減少しました。なお、エネルギー効

率を表すCO2原単位については618.8ｇ-CO2／千円となり、

2014年度より1.5％増加しました。主な理由としまして、生産

金額の減少によるものです。

■ 事業所における省エネ事例
コンプレッサーの更新

　材料工場の素材工程において、常時2台のコンプレッサー

を稼働させています。１台目は既にインバーター機を採用して

省エネを行っていました。さらに、２台目のコンプレッサーの更

新の際、導入機器をインバーター機とすることで特に週末時

のエアー使用量の低下時に電力使用量を削減しました。

地球温暖化防止への取り組み

岐阜工場
（2015年7月7日）

大同プレーンベアリング株式会社
（2015年7月16日） ※現場報告

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社
（2015年7月16日）

エヌデーシー株式会社
（2015年10月23日）

　当社の産業廃棄物の中でもめっき工程や加工工程から発

生する廃棄物が多くの割合を占めています。

　2015年度はめっき廃液の削減や、潤滑油・溶剤の再利用な

どによる減量などの取り組みを実施しました。廃棄物管理の

強化のため総量は増加していますが、引き続き、管理廃棄物

に関し有価物への引取り検討、削減・減量対策を「環境会議」

で検討をし、今後ともきめ細やかな削減対策を継続して実施

していきます。

※CO2換算係数は、省エネ法に基づく各年度毎の換算係数を使用して計算しています。

環  

境

環  

境

DAIDO METAL  CSR Report 2016 19DAIDO METAL  CSR Report 201618



ゴミの分別の教育

緑のカーテン

緑のカーテン

原単位CO2排出量
■  CO2排出量推移
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■  年度別CO2排出量/数量原単位

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（18ページ）により
　計算しています。

※右のCO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（18ページ）
　により計算しています。
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を使用し、その他使用燃料については「事業所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。
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7,4807,480
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環境データ

犬山事業所

岐阜工場

■ 環境活動
省エネの取り組みにおいて、「省エネキャン
ペーン」ののぼり旗による啓蒙活動、また設
備対策として「コンプレッサーの排熱利用」
をし、暖房燃料の使用量を削減しています。
　2015年度の活動の取り組みとしては、
各班にゴミの分別場所及びゴミの分別方
法についての再教育を行いました。

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社

● 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） 81名
● 操業開始 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

● 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） 930名
● 操業開始 1967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

■  大気データ（2015年度）

 ばいじん ｇ/㎥N ボイラー 0.3 0.007
   暖房機 0.3 0.014
 NOx ppm ボイラー 150 50
   暖房機 250 46
 SOx ㎥Ｎ/ｈ ボイラー 1.5 0.002未満
   暖房機 0.65 0.0067

■  大気データ（2015年度）

● 所在地 〒501-4107 岐阜県郡上市美並町大原135
● 従業員数（正社員） 229名
● 操業開始 1945年7月
● 主な生産品目 自動車及び一般産業用軸受
● 土地面積 30,250㎡
● ISO14001認証取得年月 2001年8月

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

単位はmg/L（pHを除く）

物 質 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.2 6.5 6.9
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 11 1.6 5.9
化学的酸素要求量（COD） 160 12 4 7.6
浮遊物質量（SS） 30 10 2 5.9
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 0.87 0.09 0.4
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 0.8 0.1 0.5
ホウ素及びその化合物 40 6.8 0.2 4.1
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 300 4.5 1.8 2.8

リン含有量 16 0.26 0.03 0.1
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（2015年度）

項 目 規制値 最大 最小 平均
測定値

※ 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。

単位はmg/L（pHを除く）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.5 6.5 6.8 
生物化学的酸素要求量（BOD） 30 15 1.1 1.11
化学的酸素要求量（COD） 60 12 2.2 2.3
浮遊物質量（SS） 60 6 1 1.58
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 0.05 0.01 0.01
窒素含有量 120 1.4 0.8 0.85
リン含有量 16 0.37 0.01 0.033

■  水質データ（2015年度）

項 目 規制値 最大 最小 平均
測定値

 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 94
   暖房機 180 72
 SOx ㎥Ｎ/ｈ ボイラー 1.26 0.02
   暖房機 2.2 0.03

物 質 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

■ 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、2015年度の原単位は2009年度
対比で5.2％の削減ができました。省エネ
回路については、7ラインに設置を行い、設

■ 環境活動
　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。2015
年度のCO2排出量達成率は、数量原単位
27.7g-CO2/pcsで目標（13年度比▲2%
減）達成率は98%でした。

■ 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、法令順守状況の確認、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。

大同プレーンベアリング株式会社

● 所在地 〒501-3219 
 岐阜県関市のぞみヶ丘8-1
● 従業員数（正社員） 456名
● 操業開始 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

エヌデーシー株式会社

● 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） 340名
● 操業開始 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

● 環境パトロール：
環境関連法規制の順守状況確認及び５Ｓ活動推進
のため、環境パトロールを定期的に実施しています。
● 環境四季報：
社員への環境意識、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

置ライン全体で2.4％の原単位削減ができ
ました。今後も省エネ回路の展開、工場の
天井照明のLED化などを行い、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。
※原単位＝1pcs生産するのにかかった電力量
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ゴミの分別の教育

緑のカーテン

緑のカーテン

原単位CO2排出量
■  CO2排出量推移
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緑のカーテン

木屑 水溶性廃油 汚泥
一般廃棄物 廃プラスチック 原単位

数量原単位
CO2排出量

■  年度別CO2排出量/数量原単位

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（18ページ）により
　計算しています。

※右のCO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（18ページ）
　により計算しています。
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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。
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岐阜工場

■ 環境活動
省エネの取り組みにおいて、「省エネキャン
ペーン」ののぼり旗による啓蒙活動、また設
備対策として「コンプレッサーの排熱利用」
をし、暖房燃料の使用量を削減しています。
　2015年度の活動の取り組みとしては、
各班にゴミの分別場所及びゴミの分別方
法についての再教育を行いました。

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社

● 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） 81名
● 操業開始 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

● 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） 930名
● 操業開始 1967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

■  大気データ（2015年度）

 ばいじん ｇ/㎥N ボイラー 0.3 0.007
   暖房機 0.3 0.014
 NOx ppm ボイラー 150 50
   暖房機 250 46
 SOx ㎥Ｎ/ｈ ボイラー 1.5 0.002未満
   暖房機 0.65 0.0067

■  大気データ（2015年度）

● 所在地 〒501-4107 岐阜県郡上市美並町大原135
● 従業員数（正社員） 229名
● 操業開始 1945年7月
● 主な生産品目 自動車及び一般産業用軸受
● 土地面積 30,250㎡
● ISO14001認証取得年月 2001年8月

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

単位はmg/L（pHを除く）

物 質 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.2 6.5 6.9
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 11 1.6 5.9
化学的酸素要求量（COD） 160 12 4 7.6
浮遊物質量（SS） 30 10 2 5.9
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 0.87 0.09 0.4
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 0.8 0.1 0.5
ホウ素及びその化合物 40 6.8 0.2 4.1
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 300 4.5 1.8 2.8

リン含有量 16 0.26 0.03 0.1
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（2015年度）

項 目 規制値 最大 最小 平均
測定値

※ 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。

単位はmg/L（pHを除く）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.5 6.5 6.8 
生物化学的酸素要求量（BOD） 30 15 1.1 1.11
化学的酸素要求量（COD） 60 12 2.2 2.3
浮遊物質量（SS） 60 6 1 1.58
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 0.05 0.01 0.01
窒素含有量 120 1.4 0.8 0.85
リン含有量 16 0.37 0.01 0.033

■  水質データ（2015年度）

項 目 規制値 最大 最小 平均
測定値

 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 94
   暖房機 180 72
 SOx ㎥Ｎ/ｈ ボイラー 1.26 0.02
   暖房機 2.2 0.03

物 質 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

■ 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、2015年度の原単位は2009年度
対比で5.2％の削減ができました。省エネ
回路については、7ラインに設置を行い、設

■ 環境活動
　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。2015
年度のCO2排出量達成率は、数量原単位
27.7g-CO2/pcsで目標（13年度比▲2%
減）達成率は98%でした。

■ 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、法令順守状況の確認、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。

大同プレーンベアリング株式会社

● 所在地 〒501-3219 
 岐阜県関市のぞみヶ丘8-1
● 従業員数（正社員） 456名
● 操業開始 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

エヌデーシー株式会社

● 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） 340名
● 操業開始 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

● 環境パトロール：
環境関連法規制の順守状況確認及び５Ｓ活動推進
のため、環境パトロールを定期的に実施しています。
● 環境四季報：
社員への環境意識、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

置ライン全体で2.4％の原単位削減ができ
ました。今後も省エネ回路の展開、工場の
天井照明のLED化などを行い、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。
※原単位＝1pcs生産するのにかかった電力量

環  

境

環  

境
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DQCサークル大会”世界大会”での発表の様子

北米テクニカルセンター（ATC）メンバー

研修時の様子

フランス ポアティエ大学での開催

発表後の質疑応答

自動車用半割軸受 ターボ―
チャージャー用軸受

電極シート
「デルエコー」

インサイダー取引規制教育の様子

法務センターニュース

下請法教育の様子

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント）

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
　当社では日々の業務においてコンプライアンスを常に意識

しており、「行動憲章」の精神のもと法令や会社ルールに従い、

一丸となってコンプライアンスを基盤とした事業活動を実現

しています。

　この考え方を着実に継続するため、法務部門による情報発

信やコンプライアンス教育を積極的に実施しています。

■ 従業員に向けたコンプライアンス情報の配信
　 ～法務センターニュースの発行～
　身近な法律を紹介する「法務

センターニュース」を不定期で発

行しております。

　著作権の侵害や営業秘密の

漏洩など、知らず知らずのうち

に違反をしないよう、情報提供

を行いコンプライアンス意識向

上に努めています。

■ 各種コンプライアンス教育の実施
独占禁止法／インサイダー取引規制（社内教育）

　２０１５年度のコンプライアンス教育の一環として、独占禁止

法講習会（年４回）、を実施しました。営業活動などにおいてコ

ンプライアンスを意識した適切な判断をすることができるよう、

直面する可能性のある場面を想定した内容の資料で実施して

います。

　また、「インサイダー取引規制」に関しても、2015年度は社

内教育（年2回）を実施しています。

下請法教育（社内教育）

　法令を遵守した適切な購買を継続して実現するため、２０１５

年度に下請法講習会を７回実施しています。教育の対象は当

社だけに留まらず、関係会社にも講師を派遣し講習会を実施

するなど、当社グループ全体で行っています。

　各社において購買業務に従事する者だけでなく、その管理

者にも参加を呼びかけ、関係者のコンプライアンス意識向上

を図っています。

■ コンプライアンス事案発生報告規程の制定
　２０１６年２月１日、当社グループにおいて、コンプライアンス

上の不適切行為があった場合における報告体制を定めた「コ

ンプライアンス事案発生報告規程」を制定しました。

　これにより当社グループ内でのコンプライアンス事案発生

状況を把握できると共に、再発防止に向けた取り組みを客観

的に確認できる仕組みを構築しています。

お客様のために

■ 201５年度ＱＣ方針
　従業員が自ら考え、行動する風土を醸成するため、２０１5年

度QC方針を定め、スローガン「後工程へは不良を流さず、そ

の場で早期対策改善 現場・現実でPDCAを廻し、再発問題

ゼロの達成!」のもと、品質向上活動に取り組んでいます。

■ DQCサークル大会“世界大会”の実施
　 （QCサークル活動推進）
　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。2015年度は5年

に1回の世界大会が開催

されました。国内生産拠点

の予選大会から選抜された9サークルと海外関係会社（インド

ネシア、タイ、中国）から選抜された3サークルが来日し、全12

サークルから事例報告の発表をいただきました。

　今年度のスローガンである“NEW-QCサークル活動”を通

して、QCサークル活動をエネルギーとして「個人の成長と職

場の活性化」が推進された大会となりました。

■ CF研修（Cross Field研修）
　当社では、企業内の職場活動を野外に置き換えてグループ

による目標挑戦活動をベースにしたシミュレーション方式の野

外考(行)動学習、CF研修

（Cross Field研修）を実

施しています。特にこの研

修は、中堅社員・管理職を

対象にしており、問題解

決能力を養っています。

■ 研究開発体制の強化
　 （欧州/米国にテクニカルセンターの設置）
　グローバル研究・開発体

制強化の一環として、2014

年に欧州テクニカルセン

ター（ETC）を設立し、技術サ

ポート体制の強化、お客様の

ニーズを先取りした技術開発ができる体制を構築しています。

　また、2015年には米国でテクニカルセンター（ATC）を設立、

今まで以上の迅速な技術サポート体制を整え、軸受への要求

特性であるエネルギーロス低減や機械装置の長寿命化に貢献

しています。

■ 学会、展示会を通して新材料新技術紹介
　アメリカで自動車技術に関

する最大の展示会であるSAE

（Society of Automotive 

Engineers）へ継続的に参加

しています。また、回転機械の

軸受技術に関して専門家が

集まる研究会（EDF/Pprime 

Workshop)にも積極的に参

加し、数多くの関係者より注

目され、関心を集めています。

2015年度においては、国内

外の水力発電所で採用されている特殊樹脂軸受のトライボロ

ジー特性に関する研究内容を発表しました。

　また、リチウムイオン二次電池などに用いる

電極シート「デルエコー」は、エンジン用軸受で

蓄積した技術を応用して蓄電性能を高めてい

るのを展示会などで紹介しました。    

 

■ 自動車用軸受に関する新材料・新技術の
　 紹介（東京モーターショー）
　10月28日開催された東京モーターショーにおいて、自動車

用軸受に関する新材料、新技術を紹介しました。自動車用半

割軸受においては、昨今のStart-Stop機構を持つエンジンで

要求される耐摩耗性と耐焼付性に対して、環境負荷物質フ

リーの固体潤滑被膜を処理した軸受を開発し、適用が広がっ

ています。

　また、ターボチャージャー用軸受においては、耐焼付性、耐

摩耗性を向上させた軸受を紹介しました。

消 費者課題
（品質改善・PR活動）

消
費
者
課
題

公
正
な
事
業
慣
行
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北米テクニカルセンター（ATC）メンバー

研修時の様子

フランス ポアティエ大学での開催

発表後の質疑応答

自動車用半割軸受 ターボ―
チャージャー用軸受

電極シート
「デルエコー」

インサイダー取引規制教育の様子

法務センターニュース

下請法教育の様子

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント）

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
　当社では日々の業務においてコンプライアンスを常に意識

しており、「行動憲章」の精神のもと法令や会社ルールに従い、

一丸となってコンプライアンスを基盤とした事業活動を実現

しています。

　この考え方を着実に継続するため、法務部門による情報発

信やコンプライアンス教育を積極的に実施しています。

■ 従業員に向けたコンプライアンス情報の配信
　 ～法務センターニュースの発行～
　身近な法律を紹介する「法務

センターニュース」を不定期で発

行しております。

　著作権の侵害や営業秘密の

漏洩など、知らず知らずのうち

に違反をしないよう、情報提供

を行いコンプライアンス意識向

上に努めています。

■ 各種コンプライアンス教育の実施
独占禁止法／インサイダー取引規制（社内教育）

　２０１５年度のコンプライアンス教育の一環として、独占禁止

法講習会（年４回）、を実施しました。営業活動などにおいてコ

ンプライアンスを意識した適切な判断をすることができるよう、

直面する可能性のある場面を想定した内容の資料で実施して

います。

　また、「インサイダー取引規制」に関しても、2015年度は社

内教育（年2回）を実施しています。

下請法教育（社内教育）

　法令を遵守した適切な購買を継続して実現するため、２０１５

年度に下請法講習会を７回実施しています。教育の対象は当

社だけに留まらず、関係会社にも講師を派遣し講習会を実施

するなど、当社グループ全体で行っています。

　各社において購買業務に従事する者だけでなく、その管理

者にも参加を呼びかけ、関係者のコンプライアンス意識向上

を図っています。

■ コンプライアンス事案発生報告規程の制定
　２０１６年２月１日、当社グループにおいて、コンプライアンス

上の不適切行為があった場合における報告体制を定めた「コ

ンプライアンス事案発生報告規程」を制定しました。

　これにより当社グループ内でのコンプライアンス事案発生

状況を把握できると共に、再発防止に向けた取り組みを客観

的に確認できる仕組みを構築しています。

お客様のために

■ 201５年度ＱＣ方針
　従業員が自ら考え、行動する風土を醸成するため、２０１5年

度QC方針を定め、スローガン「後工程へは不良を流さず、そ

の場で早期対策改善 現場・現実でPDCAを廻し、再発問題

ゼロの達成!」のもと、品質向上活動に取り組んでいます。

■ DQCサークル大会“世界大会”の実施
　 （QCサークル活動推進）
　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。2015年度は5年

に1回の世界大会が開催

されました。国内生産拠点

の予選大会から選抜された9サークルと海外関係会社（インド

ネシア、タイ、中国）から選抜された3サークルが来日し、全12

サークルから事例報告の発表をいただきました。

　今年度のスローガンである“NEW-QCサークル活動”を通

して、QCサークル活動をエネルギーとして「個人の成長と職

場の活性化」が推進された大会となりました。

■ CF研修（Cross Field研修）
　当社では、企業内の職場活動を野外に置き換えてグループ

による目標挑戦活動をベースにしたシミュレーション方式の野

外考(行)動学習、CF研修

（Cross Field研修）を実

施しています。特にこの研

修は、中堅社員・管理職を

対象にしており、問題解

決能力を養っています。

■ 研究開発体制の強化
　 （欧州/米国にテクニカルセンターの設置）
　グローバル研究・開発体

制強化の一環として、2014

年に欧州テクニカルセン

ター（ETC）を設立し、技術サ

ポート体制の強化、お客様の

ニーズを先取りした技術開発ができる体制を構築しています。

　また、2015年には米国でテクニカルセンター（ATC）を設立、

今まで以上の迅速な技術サポート体制を整え、軸受への要求

特性であるエネルギーロス低減や機械装置の長寿命化に貢献

しています。

■ 学会、展示会を通して新材料新技術紹介
　アメリカで自動車技術に関

する最大の展示会であるSAE

（Society of Automotive 

Engineers）へ継続的に参加

しています。また、回転機械の

軸受技術に関して専門家が

集まる研究会（EDF/Pprime 

Workshop)にも積極的に参

加し、数多くの関係者より注

目され、関心を集めています。

2015年度においては、国内

外の水力発電所で採用されている特殊樹脂軸受のトライボロ

ジー特性に関する研究内容を発表しました。

　また、リチウムイオン二次電池などに用いる

電極シート「デルエコー」は、エンジン用軸受で

蓄積した技術を応用して蓄電性能を高めてい

るのを展示会などで紹介しました。    

 

■ 自動車用軸受に関する新材料・新技術の
　 紹介（東京モーターショー）
　10月28日開催された東京モーターショーにおいて、自動車

用軸受に関する新材料、新技術を紹介しました。自動車用半

割軸受においては、昨今のStart-Stop機構を持つエンジンで

要求される耐摩耗性と耐焼付性に対して、環境負荷物質フ

リーの固体潤滑被膜を処理した軸受を開発し、適用が広がっ

ています。

　また、ターボチャージャー用軸受においては、耐焼付性、耐

摩耗性を向上させた軸受を紹介しました。
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説明資料

説明会の様子

夜間訓練の様子

委員長（代表取締役社長）

副委員長（人事企画ユニット長）

リスク管理委員会事務局
（法務センター）

主に取締役及び執行役員により組織する（９名）

リスク区分 リスク管理部署

生産リスク

技術リスク

品質リスク

環境安全リスク

災害リスク

販売リスク

購買リスク

経営リスク

財務リスク

人事リスク

ＩＴリスク

バイメタル製造所

各カンパニー業務推進室

技術ユニット

品質企画室

環境安全センター

ＢＣＰ事務局

法務センター

各カンパニー業務推進室

購買センター・法務センター

総務センター・経営企画センター

財務センター

人事企画センター

情報センター

生産能力リスク

技術開発リスク・情報漏洩リスク

品質不良リスク・損害賠償リスク

環境汚染リスク・安全衛生リスク

自然災害（地震・浸水・落雷など）リスク

取引先リスク・独占禁止法違反リスク

下請法違反リスク

事業中断リスク、海外展開リスク

財務報告違反リスク/資金・為替リスク

人事・労務リスク

情報システム障害リスク・情報漏洩リスク

リスクマネジメント

　当社を取り巻くリスクを管理するためリスク管理委員会を

組織しており、事業活動における様々なリスクに対応するため

「リスクの洗い出し」、「リスクの評価」、「リスクの対策」、「リスク

管理委員会・経営会議への報告」のサイクルを回し、リスクの

低減を含めた管理ができる社内体制を構築しています。

リスク管理委員会（編成メンバー）

　2015年9月に海外関係会社において把握している事業

の運営上のリスクを集約しリスク管理委員会に報告を行いま

した。

　また、2016年2月には各拠点にリスク管理を推進する「リス

ク管理担当者」を選任しました。今後も日本国内に留まらず、

海外拠点のおかれている環境を把握し、グループ会社を含め

適切なリスク管理体制を構築していきます。

■ 情報漏洩リスクへの取り組み
　2015年7月「リスク管理委員会」の下部組織「情報漏洩リ

スク管理チーム」を組成しました。

　情報管理に関する社内規程草案

の作成のほか、新入社員を含めた従

業員教育カリキュラムの作成など積

極的に取り組みを行っています。

■ サプライチェーンへの取り組み
　 ～事業所内の安全・環境への
　　 配慮について（説明会の実施）～

　2015年6月２5日に購買部門から工事請負業者の方へ当

社の事業所内での安全・環境について説明会を開催しました。

　当社が環境・安全に配慮した活動をしていくのはもちろんの

こと、サプライチェーンの方においても納入において環境・安

全に配慮した活動

をいただくことで、

サプライチェーンを

含め、共々社会的

責任を果たして、事

業活動に取り組ん

でいきます。

■ BCP夜間訓練の充実
　 （「緊急地震速報機」を利用した訓練、
　　「安否確認システム」に配信・対応訓練など充実）

　２０１５年５月２０日、犬山事業所において、１９時から夜間地

震避難訓練を実施しました。２０１５年度より導入している「緊

急地震速報機」を利用した避難訓練を始め、「安否確認システ

ム」による配信・対応訓練など、新規の地震対応訓練の導入を

進めています。

　また、一次避難者数及び帰宅者・帰宅困難者の確認、確認

結果の災害本部報告な

ど、夜間に発生し得る対

応訓練も行っています。

　その他事業所や関係

会社でも、夜間で災害を

発生したことを想定し夜

間での訓練を継続的に実

施しています。

女性消防団員

開会宣言の様子

設置看板

当日賑わいの様子

犬山事業所（2015年10月29日）ふれあいトリオコンサート 小学校での生演奏 岐阜工場（2016年１月27日）

社会貢献活動

■ 岐阜工場 納涼大会の開催（2015年8月9日）
　当社岐阜工場で、従業員とその家族の慰労、地域の皆様と

の交流の一環として「納涼大会」を開催しました。当日は模擬

店やバザー、風船釣りや

輪投げなどのゲーム、メ

インステージでは、大道

芸や歌などが披露されま

した。8年ぶりの開催とな

りましたが、約1,300名

のご来場があり大変有

意義な催しとなりました。

■ ふれあいコンサートへの協賛
　 ～小学校2校の訪問とコンサート開催で地元企業協賛～
　犬山市にて、“ふれあいトリオコンサート”が開かれました。

ふれあいコンサートのほか“ふれあいプログラム”（学校に出

向き生演奏等）と“ふれあいマーケット”（地域の作業所の皆様

の工芸品やお菓子をコンサート会場ロビーで販売）の3つの

プログラムで構成されています。ヴァイオリニスト吉田恭子さ

んを中心にスタートしたこの公演に関し、当社はこの主旨に賛

同し、2015年度、2016年度と地元協賛しています。

■ 犬山市消防団 女性分団へ２名派遣
　２０１５年度より女性消防分団が結成され、当社犬山事業所

より２名の女性が登録しています。

　女性消防団員は女性の視点を活かして、応急手当の指導や

防災教育、火災予防などの啓発

活動を中心に幅広く活動し、地域

のイベントなどにも積極的に参

加しています。

　また当社の防災訓練にも応急

手当指導員として参加し、救急処

置の実演を通して、社内での防災

意識の向上にも貢献しています。 

■ 犬山事業所近隣の一般道に
　 交通安全啓蒙看板設置（７ヶ所）
　犬山事業所は９６０台ほどの車が通勤車両として利用され

ており、近隣住民の生活道路を利

用させていただいています。

　無事故無違反を目指して、事

業所近隣道路に交通安全用の立

て看板を７ヶ所設置し、注意喚起

をしています。

■ 近隣小学校の社会見学の受け入れ
　 （犬山事業所・岐阜工場）

　当社は社会貢献活動の一環として、近隣小学校の工場見

学を受け入れています。児童たちは当社の事業内容をDVDで

視聴し、工場内の製品や展示物などを見学します。後日、児童

から作業を行う従業員や製品の製造工程を見学した感想をい

ただきました。今後も工場見学を受け入れ、当社の事業内容

を地域の皆様に紹介していきます。

　2015年度は当社犬山事業所・岐阜工場で受け入れを実施

しています。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展
（地域社会への参画と発展）

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント）

2016年4月現在

ＩＴリスク

環境安全リスク

災害リスク
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説明資料

説明会の様子

夜間訓練の様子

委員長（代表取締役社長）

副委員長（人事企画ユニット長）

リスク管理委員会事務局
（法務センター）

主に取締役及び執行役員により組織する（９名）

リスク区分 リスク管理部署

生産リスク

技術リスク

品質リスク

環境安全リスク

災害リスク

販売リスク

購買リスク

経営リスク

財務リスク

人事リスク

ＩＴリスク

バイメタル製造所

各カンパニー業務推進室

技術ユニット

品質企画室

環境安全センター

ＢＣＰ事務局

法務センター

各カンパニー業務推進室

購買センター・法務センター

総務センター・経営企画センター

財務センター

人事企画センター

情報センター

生産能力リスク

技術開発リスク・情報漏洩リスク

品質不良リスク・損害賠償リスク

環境汚染リスク・安全衛生リスク

自然災害（地震・浸水・落雷など）リスク

取引先リスク・独占禁止法違反リスク

下請法違反リスク

事業中断リスク、海外展開リスク

財務報告違反リスク/資金・為替リスク

人事・労務リスク

情報システム障害リスク・情報漏洩リスク

リスクマネジメント

　当社を取り巻くリスクを管理するためリスク管理委員会を

組織しており、事業活動における様々なリスクに対応するため

「リスクの洗い出し」、「リスクの評価」、「リスクの対策」、「リスク

管理委員会・経営会議への報告」のサイクルを回し、リスクの

低減を含めた管理ができる社内体制を構築しています。

リスク管理委員会（編成メンバー）

　2015年9月に海外関係会社において把握している事業

の運営上のリスクを集約しリスク管理委員会に報告を行いま

した。

　また、2016年2月には各拠点にリスク管理を推進する「リス

ク管理担当者」を選任しました。今後も日本国内に留まらず、

海外拠点のおかれている環境を把握し、グループ会社を含め

適切なリスク管理体制を構築していきます。

■ 情報漏洩リスクへの取り組み
　2015年7月「リスク管理委員会」の下部組織「情報漏洩リ

スク管理チーム」を組成しました。

　情報管理に関する社内規程草案

の作成のほか、新入社員を含めた従

業員教育カリキュラムの作成など積

極的に取り組みを行っています。

■ サプライチェーンへの取り組み
　 ～事業所内の安全・環境への
　　 配慮について（説明会の実施）～

　2015年6月２5日に購買部門から工事請負業者の方へ当

社の事業所内での安全・環境について説明会を開催しました。

　当社が環境・安全に配慮した活動をしていくのはもちろんの

こと、サプライチェーンの方においても納入において環境・安

全に配慮した活動

をいただくことで、

サプライチェーンを

含め、共々社会的

責任を果たして、事

業活動に取り組ん

でいきます。

■ BCP夜間訓練の充実
　 （「緊急地震速報機」を利用した訓練、
　　「安否確認システム」に配信・対応訓練など充実）

　２０１５年５月２０日、犬山事業所において、１９時から夜間地

震避難訓練を実施しました。２０１５年度より導入している「緊

急地震速報機」を利用した避難訓練を始め、「安否確認システ

ム」による配信・対応訓練など、新規の地震対応訓練の導入を

進めています。

　また、一次避難者数及び帰宅者・帰宅困難者の確認、確認

結果の災害本部報告な

ど、夜間に発生し得る対

応訓練も行っています。

　その他事業所や関係

会社でも、夜間で災害を

発生したことを想定し夜

間での訓練を継続的に実

施しています。

女性消防団員

開会宣言の様子

設置看板

当日賑わいの様子

犬山事業所（2015年10月29日）ふれあいトリオコンサート 小学校での生演奏 岐阜工場（2016年１月27日）

社会貢献活動

■ 岐阜工場 納涼大会の開催（2015年8月9日）
　当社岐阜工場で、従業員とその家族の慰労、地域の皆様と

の交流の一環として「納涼大会」を開催しました。当日は模擬

店やバザー、風船釣りや

輪投げなどのゲーム、メ

インステージでは、大道

芸や歌などが披露されま

した。8年ぶりの開催とな

りましたが、約1,300名

のご来場があり大変有

意義な催しとなりました。

■ ふれあいコンサートへの協賛
　 ～小学校2校の訪問とコンサート開催で地元企業協賛～
　犬山市にて、“ふれあいトリオコンサート”が開かれました。

ふれあいコンサートのほか“ふれあいプログラム”（学校に出

向き生演奏等）と“ふれあいマーケット”（地域の作業所の皆様

の工芸品やお菓子をコンサート会場ロビーで販売）の3つの

プログラムで構成されています。ヴァイオリニスト吉田恭子さ

んを中心にスタートしたこの公演に関し、当社はこの主旨に賛

同し、2015年度、2016年度と地元協賛しています。

■ 犬山市消防団 女性分団へ２名派遣
　２０１５年度より女性消防分団が結成され、当社犬山事業所

より２名の女性が登録しています。

　女性消防団員は女性の視点を活かして、応急手当の指導や

防災教育、火災予防などの啓発

活動を中心に幅広く活動し、地域

のイベントなどにも積極的に参

加しています。

　また当社の防災訓練にも応急

手当指導員として参加し、救急処

置の実演を通して、社内での防災

意識の向上にも貢献しています。 

■ 犬山事業所近隣の一般道に
　 交通安全啓蒙看板設置（７ヶ所）
　犬山事業所は９６０台ほどの車が通勤車両として利用され

ており、近隣住民の生活道路を利

用させていただいています。

　無事故無違反を目指して、事

業所近隣道路に交通安全用の立

て看板を７ヶ所設置し、注意喚起

をしています。

■ 近隣小学校の社会見学の受け入れ
　 （犬山事業所・岐阜工場）

　当社は社会貢献活動の一環として、近隣小学校の工場見

学を受け入れています。児童たちは当社の事業内容をDVDで

視聴し、工場内の製品や展示物などを見学します。後日、児童

から作業を行う従業員や製品の製造工程を見学した感想をい

ただきました。今後も工場見学を受け入れ、当社の事業内容

を地域の皆様に紹介していきます。

　2015年度は当社犬山事業所・岐阜工場で受け入れを実施

しています。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展
（地域社会への参画と発展）

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント）

2016年4月現在

ＩＴリスク

環境安全リスク

災害リスク
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感謝状を持って消防職員と一緒に撮影

会社概要の説明の様子

アプリケーション説明の様子

講義の様子 聴講する学生の様子 卓球競技に出場する従業員（奥側） 出場した従業員

会議室での説明の様子

当社犬山事業所長より挨拶

食堂でくつろぐ参加者

子供たちと一緒に撮影

交通立番

見学後の情報交換会の様子

説明を聞く学生の様子

■ 地元大学（名古屋経済大学）への協賛
体験型プロジェクトへの協力 ～当社犬山事業所見学～
　「名古屋経済大学」では体験型プロジェクト「工業都市とし

て犬山を知る」というコンセプトのもと、犬山市内の事業所を

見学をして実際のものづくりの現場を見ることにより“犬山を

改めて考える”という活動をされています。

　2015年度は「犬山の自動車部品産業の現状」とのテーマに

対し当社に事業所見学

のご依頼があり、積極的

に受け入れをしました。

当日は担当教員と学生

の方が「ものづくり」の現

場を興味深く見学いた

だきました。

大学の講義（「地域産業論」にかかる講演）への協力
　犬山市にあります「名古屋経済大学」より講演への協力依

頼をいただき、“すべり軸受 Together To The Topを目指し

て”という題目で当社従業員が講演をしました。

　学生の皆様に対して当社の歴史、犬山にある当社事業所

（犬山事業所）の沿革、製品の特長、当社の教育制度や環境・

安全、地域貢献活動、今後の展望について説明しました。

■ 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」を

定期的に開催しています。

　見学会において当社の事業活動報告、環境対策内容、地域

貢献内容のご紹介、製

品展示場所をご案内、

工場見学も行っていま

す。工場見学会を通じて

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。

■ 交通立番の実施
　犬山事業所では交通立ち番を継続的に実施しています。

　2015年度は犬山警察署の街頭立番の機会があり、当社立

番と一緒に、通勤者に対する交通安全への啓発活動を行いま

した。

海外グループ会社の活動 ■ 安全教育活動に協賛 ［大同メタル U.S.A. INC.］
　大同メタル U.S.A. INC.はコミュニティにおいて、社会貢

献活動を積極的に推進しています。

　活動のひとつにオハイオ州ベルフォンテン市の消防・救急部

署が行う「安全教育活動」に引き続き協賛しており、感謝状を

いただきました。

　ベルフォンテン市の「安全教育活動」は市の消防・救急職員

が市の学校や施設に訪問し、消防や救急などの教育を通じて、

意識を高めるための活動です。

　また、工場及びその近隣住宅地の枯れ木整備などに協力し

ており、会社全体で地域活動にも取り組んでいます。

■ 地域の児童への支援活動 
　 ［大同メタルロシアLLC］

　大同メタルロシアLLCでは、地元ニジニ・ノヴゴロド州ゴロ

ジェーツ県の児童養護施設への支援活動として、毎年、建物

の補修や必要物資の支援、子供たちへのプレゼントなどを

行っています。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展
（地域社会への参画と発展）

社会貢献活動・地域貢献活動・スポーツ活動

■ 工場見学会
　 “DMC※ open doors day 2015”の開催
　 ［大同メタルチェコs.r.o.］

　大同メタルチェコs.r.o.で、設立10周年を記念して2015年

11月21日に工場見学会“DMC※ open doors day 2015”

を実施しました。      

　大同メタルチェコの

従業員とその家族（一

部隣人の方）を対象に、

当日は約100名の方に

参加いただき、工場見

学と共に大同メタルグ

ループの紹介や産業分

野ごとで関係製品・材料を並べて、各軸受のアプリケーション

についても説明しました。この見学会を通じて、従業員と家族

との親睦を図ることができました。

■ 蘇州工業園区体育運動会に参加
　 ［大同精密金属（蘇州）有限公司］

　蘇州工業園区で開催される体育運動会に大同精密金属（蘇

州）有限公司も参加しました。

　４人の従業員が大同精密金属（蘇州）有限公司の代表として

卓球競技に参加し、準優勝しました。

※DMCはDaido Metal Czech（大同メタルチェコ）の当社グループの頭文字での呼称
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感謝状を持って消防職員と一緒に撮影

会社概要の説明の様子

アプリケーション説明の様子

講義の様子 聴講する学生の様子 卓球競技に出場する従業員（奥側） 出場した従業員

会議室での説明の様子

当社犬山事業所長より挨拶

食堂でくつろぐ参加者

子供たちと一緒に撮影

交通立番

見学後の情報交換会の様子

説明を聞く学生の様子

■ 地元大学（名古屋経済大学）への協賛
体験型プロジェクトへの協力 ～当社犬山事業所見学～
　「名古屋経済大学」では体験型プロジェクト「工業都市とし

て犬山を知る」というコンセプトのもと、犬山市内の事業所を

見学をして実際のものづくりの現場を見ることにより“犬山を

改めて考える”という活動をされています。

　2015年度は「犬山の自動車部品産業の現状」とのテーマに

対し当社に事業所見学

のご依頼があり、積極的

に受け入れをしました。

当日は担当教員と学生

の方が「ものづくり」の現

場を興味深く見学いた

だきました。

大学の講義（「地域産業論」にかかる講演）への協力
　犬山市にあります「名古屋経済大学」より講演への協力依

頼をいただき、“すべり軸受 Together To The Topを目指し

て”という題目で当社従業員が講演をしました。

　学生の皆様に対して当社の歴史、犬山にある当社事業所

（犬山事業所）の沿革、製品の特長、当社の教育制度や環境・

安全、地域貢献活動、今後の展望について説明しました。

■ 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」を

定期的に開催しています。

　見学会において当社の事業活動報告、環境対策内容、地域

貢献内容のご紹介、製

品展示場所をご案内、

工場見学も行っていま

す。工場見学会を通じて

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。

■ 交通立番の実施
　犬山事業所では交通立ち番を継続的に実施しています。

　2015年度は犬山警察署の街頭立番の機会があり、当社立

番と一緒に、通勤者に対する交通安全への啓発活動を行いま

した。

海外グループ会社の活動 ■ 安全教育活動に協賛 ［大同メタル U.S.A. INC.］
　大同メタル U.S.A. INC.はコミュニティにおいて、社会貢

献活動を積極的に推進しています。

　活動のひとつにオハイオ州ベルフォンテン市の消防・救急部

署が行う「安全教育活動」に引き続き協賛しており、感謝状を

いただきました。

　ベルフォンテン市の「安全教育活動」は市の消防・救急職員

が市の学校や施設に訪問し、消防や救急などの教育を通じて、

意識を高めるための活動です。

　また、工場及びその近隣住宅地の枯れ木整備などに協力し

ており、会社全体で地域活動にも取り組んでいます。

■ 地域の児童への支援活動 
　 ［大同メタルロシアLLC］

　大同メタルロシアLLCでは、地元ニジニ・ノヴゴロド州ゴロ

ジェーツ県の児童養護施設への支援活動として、毎年、建物

の補修や必要物資の支援、子供たちへのプレゼントなどを

行っています。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展
（地域社会への参画と発展）

社会貢献活動・地域貢献活動・スポーツ活動

■ 工場見学会
　 “DMC※ open doors day 2015”の開催
　 ［大同メタルチェコs.r.o.］

　大同メタルチェコs.r.o.で、設立10周年を記念して2015年

11月21日に工場見学会“DMC※ open doors day 2015”

を実施しました。      

　大同メタルチェコの

従業員とその家族（一

部隣人の方）を対象に、

当日は約100名の方に

参加いただき、工場見

学と共に大同メタルグ

ループの紹介や産業分

野ごとで関係製品・材料を並べて、各軸受のアプリケーション

についても説明しました。この見学会を通じて、従業員と家族

との親睦を図ることができました。

■ 蘇州工業園区体育運動会に参加
　 ［大同精密金属（蘇州）有限公司］

　蘇州工業園区で開催される体育運動会に大同精密金属（蘇

州）有限公司も参加しました。

　４人の従業員が大同精密金属（蘇州）有限公司の代表として

卓球競技に参加し、準優勝しました。

※DMCはDaido Metal Czech（大同メタルチェコ）の当社グループの頭文字での呼称
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● 印刷用紙は適切に管理された森林で生産されたことを示すFSC認証紙を使用しています。

● インキはVOC（揮発性有機化合物）を含まない植物油インキを使用しています。

● 印刷は有害な廃液を出さない水なし印刷を採用しています。

● グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、

　 グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

● 視認性、判読性に優れたユニバーサルデザインフォント（書体）を使用しています。

［ 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）205-1400  FAX（052）205-1408

http://www.daidometal.com


