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■ 編集方針
大同メタルグループ活動方針におけるCSRの考え方
（P6）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
2016年度（2016年4月から2017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
2017年11月(次回公開：2018年秋予定)

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

85,073百万円（連結）
63,345百万円（単独）

6,321名（連結）／1,255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
● 自動車用軸受以外部品
● 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11社 
● 海外26社 

（2017年3月31日現在）会社概要
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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
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

（2017年3月31日現在）

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32.5%（2016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

　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
トルにもおよびます。当社は大型
船舶用の軸受においても世界約
45％（2016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、電気二重層キャパ
シタ用電極シートなど、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（スモールターボ）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

販売拠点
生産拠点

研究開発拠点

北米

日本

アジア

中国

ヨーロッパ

ロータリーポンプ

電気二重層キャパシタ用
電極シート

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）
大同メタル販売（株）
（株）飯野製作所
ATAキャスティングテクノロジージャパン（株）

大同メタル工業（株）
大同メタルU.S.A. INC.

デトロイト本社

ISSアメリカINC. 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

大同メタルヨーロッパ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
飯野(佛山)科技有限公司

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.

ISSメキシコマニュファクチュアリング
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.
フィリピン飯野Corp

PT.飯野インドネシア

ATAキャスティングテクノロジーCO., LTD.

事業別製品

（2017年7月1日現在）グローバルネットワーク（主な拠点）
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　中期経営計画「Together To The Top」につきましては
今年度2017年度が最終年度になります。「Together To 
The Top」ということで、すべり軸受の全ての産業分野でトッ
プシェアを目指そうという目標でやってきたのですが、自動
車用エンジン軸受やスモールターボの軸受、大型船舶用の
エンジンの軸受（低速ディーゼルエンジン）では世界トップ
シェアのものもありますが、そのほかは世界２位など、まだま
だトップでない分野もあり、完全に達成できたとは思ってお
りません。
　当たり前のことでありますが、現行の中期経営計画がいっ
たん終わって、次の全く新しい中期経営計画が始まるわけで
なく、今までの土台の上で、右肩あがりの売上・利益拡大を
目指していたその延長線上で、次の中期経営計画を進めて
いくこととなります。

　本日は、CSR報告書の中のトップインタビューということ
で、当社の事業戦略、CSRへの取組状況について、会長にお
話をお伺いしたいと思います。よろしくお願い致します。

Q1
現行の中期経営計画の達成状況など、
お聞かせください。

コンプライアンスユニット長・常務執行役員 
吉田 秀雄［CSR委員会委員長］（左）

代表取締役会長 兼 最高経営責任者 
　治 誠吾（中央）

総務センター 総務グループ 部長 
市橋 利一［CSR事務局］（右奥）

環境安全センター 
細川 芳隆［CSR事務局］（右手前）

※世界トップシェア
　（2016年暦年当社推定）

中期経営計画 （2012年度～2017年度）

プロジェクトチームを中心に全員参加で立案しようと
のコンセプトのもと、現在策定を進めています。

次期中期経営計画 （2018年度以降）

～ともにトップを目指そう～
「 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 1 ［ 2012年度～2014年度］

スローガン

※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）

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）

※自動車エンジン用半割軸受 現状 目標

全分野での世界トップシェアの獲得を実現する

Stage 2 ［ 2015年度～2017年度］

トップインタビュー
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　今の中期経営計画もまだ終わったわけではありませんか
ら、一歩でも目標の達成に向かって前進したいと思います。
坂本竜馬の言葉になぞらえれば、“どぶ川に死すとも前に倒
れて死にたい”ということで、残りの数か月もその思いで
やっていこうと思います。

　当然、私は企業として経営者としてやっていくときにCSR
を経営の中心においています。今後は社会的責任だとか、今
考えているように環境、社会性、ガバナンスの３つの大きな
柱とかを中心にして、各課題の一つひとつの項目について、
もっと掘りさげていこうと思っています。

　

　4つあると思います。
　1つめは『環境に悪いものを含まない製品、環境に優し
い製品を作りましょう』ということです。軸受でいうと、鉛フ
リーもひとつです。2つめは、『環境を汚さない、悪いものを
出さない作り方をする』。たとえば土壌汚染をしないような
作り方をするということです。3つめは、『作業現場で、作業
をすることによって、作業者（人間）に害を及ぼさない作り
方をしなければならない』。最後に『逆にこれを使っていた
だくと、環境にいいという様な製品を開発していくこと』。こ
の4つだと思います。
　環境というと、とかく対策にコストをかけるという意識
になりますが、実は電気自動車を始め、“環境”は大きなビ
ジネスチャンスでもあります。当社も環境貢献製品である
鉛フリー製品・水潤滑軸受の開発など、昔からエコビジネ
スに取り組んではいますが、次の中期経営計画では“環
境”も大きなキーワードになるものと思います。

　ダイバーシティというと、女性登用ばかりに目が行ってい
るような気がします。ダイバーシティは本来「多様性」という
意味ですので、もっと広範にとらえ人種を超えた多様化が必
要です。それ以外にも、身近な例では、社内の上下関係と呼
称というのもあると思います。役職名ではなく「さん」づけで
呼び合うことでコミュニケーションを活発にしようというも
のです。
　また、ダイバーシティ関連では、採用にポイントにおいた
取り組みを実施していくべきと考えています。役員の構成の
問題、女性の登用、国籍の問題とかありますが、どの国でな
いといけないという関係はありません。海外では先行してお
り、英国の関係会社では現地（英国人）の女性が社長を務め
ています。もっともっと広げないといけませんね。
　日本国内で言えば、採用した人をどう育てるかがものすご
く大事ですが、まずその前に、採用を行う地域をもっと広げ
ないといけないと考えています。
　日本で、会社の紹介（宣伝）をして採用するだけでなく、海
外を含めて採用を積極的に実施すべきだと思います。その
ような動きをすることで、本当の意味でのグローバル化や
ダイバーシティも進み、多様なアイディアが当社の競争力に
つながるのではないかと思います。
　日本人の考え方自体を変えていかないといけないので
しょう。また考え方に年齢差があるのかもしれません。昔のよ
うに「働くことは美徳」という人もいます。正直、私も若いころ、

２０代から４０代でもそ

Q2
CSRについての考え方をお聞きします。
従来、「企業は、本業の他に、
社会的責任を自覚した業務活動を推進すべき」
との考えでしたが、当社ではCSRを
どのように位置付けられていますか。

Q3
それでは“環境、社会性、ガバナンス”の
3つの柱のうち、環境についてうかがいます。
環境は事業戦略と
どのように関連付けられていますか。

Q4
２つ目のテーマ、社会性は、非常に広がりのある
分野ですが、その中で、ダイバーシティ、
ワークライフバランスについてお話しください。
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２０代から４０代でもそういう考えだったかもしれません。た
まにウィークデイに休暇をとって理髪店へ行くと、おてんと
うさまが出ている。「みんなは働いているのに」と後ろめたい
感じがして、こそこそしてしまっていました。こういう考えで
いてはやはり駄目で、本当のワークライフバランスをもっと
お互い認識していかないといけないと思います。意識の転
換が、実際のところ難しいです。

　新聞などでは在宅勤務や兼業について目にする機会が増
えました。夜に自宅でSNSやインターネットに触発されて、
新しいビジネスを考えつくとか。またAI、IoTなども技術の
みの話ではなくて、どう利用するかが大切ですが、AI、IoTを
会社外での業務活動に使うなども検討できるのではないで
しょうか。

　ひとことでいうと、働く時間帯・会社にいるかいないかは関
係ないと思いますし、それでいいと思っています。
　私がAIやIoTで考えることは、人間しかできないことを
やっていくのが人間であり、人間がやることは考えることで
あるということです。人間がやらなくていいところはロボット
の活用が可能です。生産管理もそうですが、例えば部屋に各
拠点の現場の映るディスプレイを置くことで対応できる部
分があります。それにより現場を都度見に行く必要がなくな
るかもしれません。それぐらいのことをして効率を考えない
と、競争・競合に負けてしまいます。ですから、いろいろなアイ
ディアを湧き上がらせるベースとしてのワークライフバラン
スへの取り組みは大事であると同時に、競争力の強化につ
ながると思っています。
　今年は、業務改革室を作ったのですが、人間しかできない
ことを明らかにすることもその一つの目的です。私の考える
区分には３つあります。まず、AI、IoTとは関係なく、やらなくて
もいい仕事をしているのであればこれはやめるということ。
次に人間しかやれないものを明らかにし、残りはコンピュータ

にやらせようということです。

　ガバナンスについては、企業として当然やっていくべきこ
と。というよりも、むしろそれを経営の中心にあげて、物事
を進めていかないといけないと思います。今から２年前の
2015年に東証がコーポレートガバナンスコードを採択し、
当社も当初より取り組んでまいりました。しかしながら、正直
な話をすると、今までは表面的な対応に終わっていた部分が
あるのではないかという気がしています。
　ダイバーシティ然り、経営指標ROE然りです。最近はROE
よりROAが重要だという人も出て来ています。当社も利益
率はまだまだ弱いところで、回転率もそうでありますが、今
後はROAも重視すべき項目と考えております。

　今度の新しい中期経営計画ですが、プロジェクトチームで
の議論はもちろんのこと、各カンパニー部門、全世界の関係
会社も含めて、現在策定しているところです。2018年度から
始まる中期経営計画のポイントのひとつにしていることは作
成段階において、「全員参加で立案しよう」ということです。ど
ういうことかといいますと、中期経営計画は経営トップが決め
たとか、経営企画の担当部門が作ったとかいうことでなく「私
たちが」「僕たちが」いっしょに参画して作ったんだということ
が必要で、それは計画の実行段階で現れ方が異なってきます。
　自分たちで作ったものだから、押しつけられたものではな
いから、次の中期経営計画は自分たちでそれを実施してい
こう（達成していこう）という風にやっていってもらいたいと
思っています。
　具体的にはまだ申し上げられませんが、「Together To 
The Top」の中での現在の目標値、例えばすべり軸受の
全ての産業分野で、世界シェアNO.１を目指すことは続けて
やっていこうと思っています。

本日は、ありがとうございました。

Q5
では、3つ目の柱、
ガバナンスについてお願いします。

Q6
最後に次期中期経営計画の策定に向けて
コンセプトなどお聞かせください。
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■▲  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
業となることが重要であると考えております。
　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委員会（委員長：常務執行役員）

総
務
セ
ン
タ
ー

法
務
セ
ン
タ
ー

人
事
企
画
セ
ン
タ
ー

経
営
企
画
セ
ン
タ
ー

環
境
安
全
セ
ン
タ
ー

犬
山
管
理
事
務
所

品
質
企
画
室

設
計
セ
ン
タ
ー

購
買
セ
ン
タ
ー

研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

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

C SR
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大同メタルグループでは世界のトライボロジーリーダーを目指し、技術を磨き社会に貢献します。
製品開発では、「環境負荷物質の低減」、「地球社会への貢献製品の開発」を活動方針として、
環境に貢献できる製品開発を進めています。

01
　当社グループにおいて開発し続けている樹脂表面層付き軸
受は、低摩擦特性により自動車用エンジンのエネルギー効率
に寄与し、CO2削減に貢献しています。今回開発した樹脂表面
層は、「有機修飾鎖処理をしたナノ粒子」を採用し、軸受性能と
して重要なパラメータの1つである非焼付性を向上しました。

過酷な環境に耐え、CO2削減につながる製品開発
　環境を意識された自動車用エンジンの開発の潮流は、従来軸受
に求められていた軸受性能の要求に対して、より一層の厳しい作
動条件になります。特にアイドリングストップなどの厳しい軸受環
境に対応するため、固体潤滑剤を含んだ樹脂材料を軸受の表面層
に施す軸受が開発され、軸受の耐摩耗性や低フリクション性に効
果がありエンジンへの適用が増えてきています。また、鉛フリーア
ルミ合金の軸受表面に特殊な表面加工（ショットピーニング）技術
を用いた極薄の二硫化モリブデン層の形成は、短時間で軸受表面
形状をエンジンに適用させ、かつ低摩擦特性となります。

自動車用エンジンの開発動向

軸受に求められる要求性能

信頼性向上のための挑戦

国内外での技術発表
　今回の開発は、社会に貢献する製品をより一層良い製品にす
るため、発想を具現化するための挑戦でした。試行錯誤を繰り
返しながら製品化し、ナノ粒子に着目した今回の開発成果は、
国内外の学会、展示会などで紹介しています。軸受の性能向上
は、持続可能な社会の実現、地球環境に貢献することを忘れず
今後もお客様に魅力ある製品を提案していきたいと思います。

1特 集 環境貢献製品の開発を続ける大同 メタルグループ

樹脂表面層付き
軸受の開発

代表的な
市場ニーズ

エンジンの
使用環境の変化 軸受に与える影響 軸受への要求性能

排ガス規制 シリンダ圧力上昇 高面圧化 耐疲労性の改善

ELV指令 環境負荷物質の排除 鉛フリー化 鉛の代替材料の開発

低燃費化

小型・軽量化

低粘度潤滑油の適用
ハイブリッド化
アイドルストップ機構

高面圧化と最小
油膜厚さの減少

混合・境界潤滑下
での使用条件の
変化

耐疲労性、
非焼付性の向上
低摩擦特性および
耐摩耗性の改善
異物粒子の排出
油量の最適化

非焼付特性向上

局所的な固体接触による発熱防止

過酷な環境下での潤滑性能向上

ナノ粒子の添加

樹脂表面層

アルミ合金

スチール

▶ 環境問題への意識の高まり
▶ ハイブリッドシステム、アイドリングストップシステム、
  小型化によるエンジンの軽量化など
▶ 低燃費なエンジン開発

2012年に入社、研究開発部門に配属され、開発業務・学会発表・
お客様対応と男女差なく色々な仕事に取り組ませていただいて
います。写真は私の貴重な経験で、４月４日～６日まで開催された
「SAE World Congress」に参加・発表したときのものです。
初めての海外発表、英語が得意でないこともあり、緊張しました
が、周りの方々の支えもあって、無事発表を終えることができま
した。当社はチャレンジ精神を大切にしてくれるので、今後も色々
なことに挑戦し、スキルアップしていけたらと思います。

自動車
エンジン軸受

当製品の使用箇所

安田 絵理奈
技術ユニット 研究開発センター

VOICE
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環境保全のニーズに応えた新製品
　軸受の歴史の中で、回転しゅう動部に青銅やリン青銅のすべり軸
受が、グリースを付与した潤滑環境下で使用されていました。
1960年代頃からベース金属に固体潤滑剤を軸受に埋め込んだ「固
体潤滑剤埋込型」の軸受が使用されるようになり、河川へのグリー
ス流出による汚濁の防止が図られました。さらに近年では、環境負
荷物質の低減が提唱されており、固体潤滑剤中の低い摩擦特性を
持つ鉛材料の代替が必要になってきました。お客様ニーズに応える
一方、環境保全に貢献できる製品開発を意識し、製品開発に取組み
ました。今後も環境負荷の軽減に貢献するとともに、環境にも人に
も優しい軸受を目指します。

環境貢献製品の開発を続ける大同 メタルグループ

大同メタルだからこそ開発できた製品
ホワイトメタルを使用していた大型の水車発電機用のスラスト軸受
では、発電容量の上昇に伴い軸受負荷が増加し、しゅう動面の摩擦熱
の影響により軸受表面の熱変形が課題でした。軸受構造の検討のみ
でなく軸受材料も含め色々なアプローチが実施され、現在、PTFE系、
PEEK系の材料が採用されています。当社が開発したPEEK樹脂パッ
ドは、PTFEや炭素繊維を添加し、ホワイトメタルと比較し、しゅう動特
性の改善を図っています。また、耐荷重性も高くなっているので軸受
サイズの小型化を図ることができ、軸受損失の低減、装置全体の小
型化にも寄与しています。現在、国内外の電力発電メーカーの装置
にご利用いただいていますが、これからもお客様に信頼性を高めた
軸受を提供し続けたいと考えています。

02

03

固体潤滑剤埋込型
軸受の開発

PEEK樹脂パッド
軸受の開発

固体潤滑剤

ベース金属 

▶ ダム・水門用ゲート
▶ バルブ
▶ 水処理設備
▶ 水力発電設備

特長　
１．水中で使用できます。
２．高荷重低速運転条件において、
　優れた耐摩耗性を持ちます。
３．新開発の鉛を含まない固体潤滑剤の採用により、
　低い摩擦係数を実現します。
４．形状や大きさに自由設計が可能です。

開発コンセプト　
●  軸受装置の小型化
●  耐高温性向上
●  電気絶縁が可能
●  環境負荷物質（鉛）フリー
●  メンテンスフリー化

アプリケーション
▶ 水力発電用スラスト軸受
▶ タービン用軸受
▶ ユニット装置 

アプリケーション

水門用ゲート

水力発電用（スラスト軸受）

当製品の使用箇所（一例）

当製品の使用箇所（一例）

発電所

8DAIDO METAL  CSR Report 2017



ポスター掲示で意識づけ
　半期ごとの実践目標を設
定し、その目標を記載したポ
スターを掲示しています。職
場で決めた目標を全員で共
有し、より働きやすい、働き
がいのある職場環境を作っ
ています。

管理職向けセミナーの実施
　より働きがい・やりがい
を持てる職場づくり、コ
ミュニケーション活性化に
向けた活動などを共有し、
管理職自らが意識改革・
行動改革を行うべく、取り
組みを始めています。

年次有給休暇の取得促進
　2016年度の有給休暇付与日数に対する取得率は
74%で、全産業（47.6％）、製造業（52.8％）※1と比較する
と十分高位にあると言えますが、休暇の取得が進まない

従業員に対しては、休暇を取
得できるような働きかけを
行うなど、休暇取得を促進し
ています。 
※1：厚生労働省調査

月１回の情報発信（ワークスタイルニュース）
　毎月の残業時間や有給休暇取
得日数を部門ごとに集計し、「ワー
クスタイルニュース」として配信
をしています。実績とともに毎月
“働き方改革の効果”“有給休暇取
得することの成果”などをトピック
スとして情報発信していくことで、
より多くの従業員に関心を持って
もらうような内容にしています。

　２０１０年度よりスタッフ部門において２１時オフィス消
灯※2を実施し、また２０１６年度からは月２回の定時退社を
徹底することを推進しています。定時退社日は放送で定
時退社であることを周知したり、退社時刻には“蛍の光”
を流したりして、帰りやすい雰囲気
づくりにも取り組んでいます。  
※2：24時間操業や交替勤務を行う工場は除きます。

仕事も生活も充実宣言！

2特 集 ワークスタイル改革

2016年度の3つの取り組み

意識改革1

働き方改革の活動推進2

オフィス消灯と定時退社日の推進3

2016年度は改革実践初年度として、意識改革・意識づけを重点的にスタートしました。
“ワークスタイル改革”ということばが社内共通用語となり、

各職場・各個人が働き方そのものを見直し、業務の効率化に向けて活動しています。

74%
有給休暇付与日数に
対する取得率

管理職向けセミナー

ワークスタイルポスター

ワークスタイルニュース

ライフ（人生そのもの）
の充実（自己研鑽、家族
との時間、リフレッシュ）

業務改革、
生産性向上、
労働時間短縮

更なる生産性向上、
新たな価値の創造、
企業の成長、発展

仕
事
も
生
活
も

充
実
し
た
楽
し
い
人
生

当社では企業理念の１つに「社員の幸せをはかり、地
球社会に貢献する」と掲げています。
2016年度、従業員１人ひとりが心身ともに健康で、や
りがいを持って仕事に取り組み、「仕事も生活も充実
した楽しい人生」を実現するために、下記ワークスタ
イル改革を取り組みました。

労使パトロール
（定時後の確認）
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　株式会社飯野製作所は主としてエ
ンジン・トランスミッション関係の部品
を作っている会社で、今年７０周年を迎
える歴史ある会社です。主な製品はパ
イプ加工品、切削加工品、ダウエルピ
ン（位置決めピン）、ハンドルウエイト
や特殊ボルト・ナットを作っています。
飯野製作所グループの拠点は、国内
に3拠点とフィリピン、中国、アメリカ、
メキシコに生産拠点、インドネシアに
は販売拠点があります。

2016年度に大同メタルグループの仲間になった飯野製作所グループ、
ATAキャスティングテクノロジージャパン株式会社及びATAキャスティングテクノロジー CO., LTD.を紹介します。
各社とも大同メタルグループの一員になったことによる相乗効果で大きな飛躍を期待しています。

3特 集 大同メタルグループの新しい仲間

飯野製作所グループ
会社方針
創業の思い
考えるにまさる楽しみはなし
経営理念
私たちは、独自の創造力で常に技術を耕し、
心をこめた“ものづくり”を通して、
お客様の未来に貢献します。

本社所在地
〒330-0805　
埼玉県さいたま市大宮区寿能町１丁目１３５番地
グループ従業員数（正社員数）
829名（2017年3月31日現在）
設立
1948年3月
主な生産品目
パイプ加工品、切削加工品
国内拠点
本社・大宮工場（埼玉県）
矢板工場（栃木県）、田島工場（福島県）
海外拠点
フィリピン／中国／アメリカ／メキシコ／インドネシア

グループ概要

　ATAキャスティングテクノロジージャパ
ン株式会社及びその子会社であるATA 
キャスティングテクノロジーCO., LTD.は
タイにおいて自動車向けダイカスト製品
の製造及び販売を行っており、取引先の自
動車メーカー及び自動車部品メーカーか
ら高い技術力を認められている企業です。
日本勢としては、タイ市場にいち早く参入
した老舗メーカーの１社で、アルミの溶解
から鋳造、加工、検査出荷まで一貫して手
掛けており、タイにおける日系ダイカスト
メーカー大手の一角を占めています。

ATAキャスティング
テクノロジージャパン株式会社
ATAキャスティング
テクノロジーCO., LTD.

所在地
〒439-0022 静岡県菊川市東横地3311番地の1
従業員数（正社員数）
20名（2017年3月31日現在）
設立
2016年5月
事業内容
自動車用アルミダイカスト製品の設計・開発

ATAキャスティング
テクノロジージャパン株式会社

会社概要

所在地
361 Moo 1, Rattanaraj Road, 
Bangbor Sub-district, Bangbor District, 
Samutprakarn Province 10560, Thailand
従業員数（正社員数）
635名（2017年3月31日現在）
設立
2016年5月
事業内容
自動車用アルミダイカスト製品の製造・販売

ATAキャスティングテクノロジーCO., LTD.

パイプ成形加工品

アルミダイカスト製品
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■  コーポレート・ガバナンス体制図（2017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（2名） ・常務執行役員（3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 、支 店

取締役（6名）（内、社外取締役2名）

（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

企業行動倫理委員会

リスク管理委員会

アドバイザリーボード

監査

監査

連携
連携

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2016
（2016年7月15、16日 吹上ホール）

株式投資サマーセミナー
（2016年9月13日 中電ホール）

コーポレート・ガバナンス体制

IR活動

　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の向上を目指した取
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
確保するため、社外取締役による経営の監督監視機能及び

社外監査役による監査機能の強化を図っています。当社は
「コーポレートガバナンス委員会」を組織しており、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
的な考え方を定めると共に、2016年度には取締役会の実効
性評価を導入し、評価結果を基に改善を続けています。
　当社のガバナンスに関する取り組み内容につきましては、2017
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。

組織統治

　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 2016」、「名証 株式投資サマーセミナー」、さ
らに2016年度は「名証IRセミナーin東京」に出展、証券会社主

催の個人投資家向け説明会に計6回参加しました。投資家の皆
様との直接の対話を重視し、今後もIR活動に努めていきます。

　新聞・テレビなどマスコミを通じた情報発信
　2016年度は、イギリスのEU離脱問題、アメリカのトランプ
新政権誕生など、グローバル企業としての対応が問われるこ
との多い一年となりました。当社グループも欧州・北米に拠点
を持つ企業として、昨年TV放送、新聞記事などで多数の取材
依頼があり、率先して対応しています。
　対話だけでなく、ＴＶや新聞などの取材を通しての言葉も、
ステークホルダーの皆様に広くお伝えしたいと思います。

　決算説明会の開催
　機関投資家の皆様に対して、第2四半期及び期末決算説明
会を実施しました。
　当社会長より、事業内容、業績概要や中期経営計画の進捗
など、当社グループ全体の状況を説明し、当社の事業活動が
広く伝わるよう努めていきます。

（企業統治）

組
織
統
治
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セミナーの様子 成果報告会の様子

■ 大同メタル教育体系図

階層別 大同メタルカレッジグローバル

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

選抜研修

執行役員研修

技
能
道
場

国
際
要
員
育
成
制
度

初
級
コ
ー
ス

中
級
コ
ー
ス

監
督
者
候
補
者
研
修
Ⅰ

監
督
者
候
補
者
研
修
Ⅱ

海外危機
管理セミナー

グローバル
生産研

海外赴任前
経営管理研修

海外短期語学
留学制度

新入社員フォローアップ研修

新入社員研修

11

22

人材の育成
　人材育成プログラム
　職位ごとに必要となる知識、スキル習得を階層別研修にて、
また大同メタルの専門知識、技能、技術の伝承を目的に大同

メタルカレッジ（※）にて研修を実施し、人材育成を全社的に取
り組んでいます。
　また、グローバルに特化した制度や研修なども実施しています。

　  海外危機管理セミナーの実施
　海外関係会社拠点長として必要となる経営・財務・人事関連
をテーマに研修を実施しています。また海外での危機管理意
識醸成を図るため、
海外安全に関するセ
ミナーもシミュレー
ションを交えながら
実施しています。

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を

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・言語等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。

　  2016年度より「海外短期語学留学制度」をスタート
　2016年より、さらなるグローバル化に対応すべく、将来的
に海外での活動を期待する人材を選抜し、海外への短期留学
する制度「海外短期語学留学制度」をスタートさせています。

人権/労働慣行
（人材育成・労働環境）

11 22

※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。

人
権
／
労
働
慣
行
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認定書 授与式

2016
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77

11

77

（年度）2012 2013 2014 2015

25
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5

0

（人）
育児休業取得者（女性）
産前産後休暇取得者数（女性）

育児休業取得者（男性）
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18

15
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88

881414
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77
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99
77
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（年度）2012 2013 2014 2016
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5

0

（人）
定年到達者数
継続雇用希望者
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14
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20
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9
5

2015

20 20

（%）

（年度）2012 2013 2014 2015

35

30

25

20

（人）

雇用者数
雇用率

27
29

32 31 30

2.0

1.5

1.0

0

1.8

2.02 2.07
2.21

2.02 2.01

2016

法定雇用ライン

ジョブリターン制度の制定
（女性活躍促進法に基づく行動計画への取り組み）
　2016年より、配偶者の転勤や介護、育児などにより当社を
離れた方が再び当社で活躍できる『ジョブリターン制度』を導
入しました。
　現在、登録者数は累積で9名います。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たことで、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体制
になっています。 

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。2016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１5名で、男性の育児休暇取得も毎年継続するよ
うになりました。
 また、社内での育児に関する制度の理解が浸透しており、配
偶者の出産時休暇は２日間付与され、その利用率は80％を超
えています。

障がい者雇用
　当社では障がい者の方々に対しても積極的に採用活動を
実施しています。

多様性への取り組み 定年退職者の再雇用
　定年退職者のうち、継続雇用を希望した社員を採用し、今
まで培った技術・知識・スキルの伝承を図っています。

グローバル教育の実施（海外実習生受け入れ）
　「外国人技能実習制度」を活用し、海外から技能実習生の受
け入れを毎年行っています。現在、20名ほどの実習生が日本
の技術、技能、知識の習得に励んでおり、本国の技術・技能の
発展にも寄与しています。

ＤＢＪ健康経営格付を取得
　株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が実施する「DBJ健康経
営格付」制度（※）の評価において、格付を取得しました。
　今後も従業員一人一人の仕事と生活の質の向上を目指す
ために、安全を確保しながら、快適かつ衛生的な職場づくりに
努めるとともに、従業員の健康維持・増進のための活動を推
進します。

人権/労働慣行
（人材育成・労働環境）

※「DBJ健康経営格付」制度：DBJ独自の評価システムにより、従業員への健康配
慮の取り組みに優れた企業を評価・選定し、その評
価に応じて融資条件を設定する制度で、当社は平成
29年4月日本政策投資銀行（DBJ）より健康格付融
資を受けました。

人
権
／
労
働
慣
行
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登録証番号：JQA-OH0045

OHSAS取得部門取得範囲

総点検の様子

OHSASクロージングミーティングの様子

・ 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
・ 大同プレーンベアリング（株）
・ 大同インダストリアルジャパン（株）

安全体感の様子 消火器の使用方法確認

安全衛生活動

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。

　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
めざ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。
　当社は2003年からOHSAS（労働安全衛生マネジメントシ
ステム）を取得しており、2017年6月には国内関係会社の大

同プレーンベアリン
グ及び大同インダ
ストリアルジャパン
も当社の１サイトと
して組織化し、認証
取得の範囲を拡大
しました。

　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～
　（各種安全点検の実施）
　全国安全週間（7月）に合わせ、労災として発生頻度の高い
『切創』、火災として『老朽設備の清掃状況』に焦点を当て、労
使トップによる点検を行いました。「総点検チェック表」を用い
て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。

　年末年始無災害運動（12月）においては、同年に労災が発
生した職場を、労使トップにより再度確認し、再発防止の強化
に努めています。

　安全無災害表彰
　当社では、マネジメントシステムでの管理面の強化及びトッ
プ主動による安全点検の実施に加え、現場を主体とした安全
衛生活動として、５Ｓ活動、各職場での安全パトロールなどを
行っています。その成果として、年間で無災害を達成した優良
職場に対し、安全無災害表彰を行っています。
　この表彰制度は、当社で働く全従業員を対象とした制度で
あるため、一人一人が表彰の記念品を手に取ることができ、
安全意識のさらなる高揚と安全確保の一層の推進を目的とし
ています。

　安全道場での模擬体験
　（海外関係会社［ダイナメタルＣＯ.,ＬＴＤ.］での取り組み）
　当社の海外拠点［ダイナメタルＣＯ.,ＬＴＤ.］では、安全教育
（座学）のみならず、安全道場での模擬体験を行うなど、現地
主体で安全活動を実施しており、安全意識の向上を図ってい
ます。

人
権
／
労
働
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登録証番号：JQA-EM1402

講習の様子（内部監査員養成講習）

2017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

実 施 部 門

第1カンパニー 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

国内関係会社

メンバー

委員長 常務執行役員

環 境

環境マネジメントシステムの推進

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。  

　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
浄化能力」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
　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、
ISO14001の認証取得を積極的に
推進しています。
　現在、大同メタル工業株式会社の
みならず、関係会社設立に伴って範
囲拡大をして、2008年2月に大同プ
レーンベアリング株式会社を、2013
年3月に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をし、認
証取得範囲を拡大しています。

　環境教育
　ＩＳＯ14001：2015年度版での認証取得の準備に向けて、
外部講師を招いて各種講習を行いました。引き続き、受講者
の拡充を進めていきます。

　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。

講習日 講習名 受講者数
規格の解説研修
内部監査員養成講習

2016年9月26日
2016年10月13、14日

50名
25名

環  

境
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■  事業活動と環境負荷

■  環境保全コスト

分 類 内 容 投資費用額
　(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 土壌汚染などの修理費など

計

52.6
37.6
116.8

30.5

61.0
8.6
3.8

310.9

事業
エリア内
コスト

インプット 事業活動 アウトプット

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

ＣＯ2排出量を2016年度末までに
2015年度排出量未満とする。
● CO2排出量 ： 40,913ｔ未満
● エネルギー原単位目標
　ＣＯ2原単位を2016年度末までに
　2013年度比3％低減する。
　●  ＣＯ2原単位  614.34ｇ-ＣＯ2 /千円
 各エネルギー原単位を2016年度末までに
　2013年度比3％低減する。
　●  電力原単位  0.8718ｋｗｈ/千円
　●  燃料原単位  164.42ｇ-ＣＯ2 /千円

廃棄物を2016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） ： 2,460.8t未満

● （基準原単位） : 37.2g /千円

● 廃棄物発生量（総量）　2,200.1t

● 廃棄物総量原単位　34.3g/千円

7.2%

10.6%

7.8%

3.7%
▲1.7%
2.6%

地
球
温
暖
化
防
止
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物

低
減
対
策

● CO2排出量（実績）　37,987t　

● エネルギー原単位
●  ＣＯ2原単位　591.38ｇ-ＣＯ2 /千円
●  電力原単位　0.8871ｋｗｈ/千円
●  燃料原単位　160.18ｇ-ＣＯ2 /千円

項 目 環境目標（2016年度目標） 主な活動（2016年度） 活動結果（2016年度） 削減率

● 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層別化
　及び減量化の検討
● 廃棄物対策の横展開

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

鋼材
非鉄

電力
A重油
灯油
都市ガス
プロパン
ガソリン

・・・ 36,994
・・・・  7,233

t
t

・・・ 56,891
・・・・・・ 134

・・・・・・・・・・ 35
・・4,235
・・・・・・ 59
・・・・・・・・ 4

千kWh
kℓ
kℓ
千㎥
t
kℓ

原材料
37,987t

エネルギーCO2割閤

CO2排出量

670千㎥
排水量

2,200t
産業廃棄物

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

701 千㎥
水

エネルギー

コピー紙・・・・・・ 26 t
事務系資材

PRTR届出
対象物質・・・ 297 t

化学物質

■ A重油 1.0%
■ プロパン 0.5%
■ 灯油 0.2%
■ ガソリン 0.0%

電力
73.1%
電力
73.2%

都市ガス
25.1%

環境活動目標と結果

環境会計 マテリアルバランス

● 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／2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）

　活動事業と環境負荷の全体像
　当社において2016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40,913t未
満に対し、実績値は37,987tで、削減率は7.2%となりました。
　CO2原単位（※1）は目標値614.34ｇ-CO2/千円に対し、実
績値591.38ｇ-CO2/千円の結果となり、削減率は3.7％、各
エネルギー原単位目標値 電力原単位：0.8718ｋｗｈ/千円、

燃料（※2）原単位164.42ｇ-CO2/千円に対し、それぞれの実
績値0.8871ｋｗｈ/千円、160.18ｇ-CO2/千円の結果となり、
削減率は▲1.7％、2.6％となりました。

※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・LPガス・都市ガス・ガソリンを主に使用。

注)投資は当期投資分にて計算しております。
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。
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現場調査の様子

改善後（ガス炊き暖房機）重油暖房機

■  CO2排出量推移/原単位

45,000

40,000

35,000

30,000

633.3

（ t ）
650

600

550

500

(g-CO2/千円)

（年度）20152012 2013 2014

648.3648.3 618.8618.8

591.4591.4

39,56939,569 40,35740,357
43,01843,018

40,91340,913

生産金額原単位
CO2排出量

609.3609.3

2016

37,98737,987

※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。

温度計

インバーター

温度
コントロール

遮熱塗装後の屋根

地球温暖化防止への取り組み

環 境

暖房機の使用燃料を重油から都市ガスへ転換
　暖房機の燃料を重油焚きからガス焚きへ変換することで省
エネを行いました。加えて重油地下タンクがなくなり、流出リ
スクもなくなっています。

省エネ活動
（中部電力様「省エネソリューションサービス」を利用）
　省エネ活動の取り組みの一環として「中部電力株式会社」
様の省エネソリューションサービスを活用しました。当社工場
の中で、一番エネルギー
の使用が多い「犬山事業
所」の共通設備を省エネ
調査をいただき、新たな
省エネ対策（空調改善な
ど）を見つけることがで
きました。

　屋根の反射塗装で工場内の温度と
　環境負荷の低減
　（海外関係会社［大同メタルチェコ s.r.o.］での取り組み）
　工場内の加工エリアでは、屋根に設置された熱交換器で工
場内の熱い空気を冷やして循環するシステムを使用していま
す。従来より夏の時期は熱く、屋根に反射塗装することで、屋
根の表面温度が従来の黒アスファルトの場合で55.8℃だった
ものが40.8℃となり、27％低減が確認されました。また真夏
日の工場内気温平均値も1℃減少しました。

　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。
　2016年度は活動目標として「CO2排出量2015年度排出
量未満」を掲げ、生産金額の減少と省エネ施策で37,987ｔと
なり、2015年度より7.2％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591.38g-CO2/千円となり、
2015年度より4.4％減少しました。主な理由としまして、生産
移管に伴うエネルギー量の減少によるものです。

　事業所における削減活動
クーリングファンのインバータ化による消費電力の削減
　当社材料工場において工場循環水の冷却水を、クーリング
タワーを使用して冷却しています。年間を通じて２４時間常時
運転稼働しており、周辺環境における条件に伴ってインバー
ターにて温度コントロールをすることで省エネを図っています。

環  
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■  廃棄物排出量推移

（ t ）

（年度）20152012 2013 2014廃液の分別 洗浄液の再利用

防液堤の損傷の有無再チェック 防液の役目のオイルパン容量再チェック

当日の展示の様子（いぬやま環境フェア2016）

犬山市緑のカーテンコンテスト
※パンフレットの裏面に
　掲載いただきました。

夜間訓練（2016年5月18日）

2,381 2,425 2,486

2016

2,200

4,000

3,000

2,000

1,000

0

3,6733,673

廃棄物削減活動

環境リスクマネジメント

その他　環境活動

　当社の産業廃棄物の中では、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。2016年度は
めっき廃液の削減効果が表れ、また潤滑油・洗浄液の再利用

などによる減量などの取り組みを実施しました。引き続き、削
減・減量対策を「環境会議」で検討し、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。

　当社及びグループ会社は、突発的な事故や様々なリスクを
想定し、毎年緊急事態訓練を実施しています。環境面では「排
水」をテーマとする項目を取り上げて、各種チェックと緊急訓
練を行っています。2016年度はこれまでの視点を変えて構

犬山環境フェア2016に出展
犬山市緑のカーテンコンテストへ参加
　2014年度より「いぬやま環境フェア」に出展して製品や省
エネ活動を紹介しています。また、2016年度は環境フェアで
ご紹介いただいた「犬山市緑のカーテンコンテスト」に当社も
参加しました。

内とその周辺における作業・施設からの流出リスクのチェック
と確認、訓練においては時間帯を「昼間」から「夜間」での緊急
時に変更し、「地震発生時」における対応訓練を実施しました。
「昼間」での想定と異なり、「夜間」での対応で限られた人数の
中、照明の準備・緩和措置などより実践的な訓練を行うことが
できました。

夜間訓練（地震発生時における流出事故を想定）構内とその周辺における作業・施設からの流出リスクのチェック

環  
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緊急事態訓練の様子

■  CO2排出量推移

2012
2013
2014
2015
2016

586
813
946
953
2,752

年 度 CO２排出量（ｔ）

犬山事業所 岐阜工場

■ 環境活動
　2013年度よりISO14001を取得し
ており省エネ・廃棄物活動を推進してい
ます。また、環境リスク対応として、緊急
事態訓練についても毎年計画し、適切
に対応できるように訓練を継続・強化し
ています。

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） 95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） 877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

● 所在地 〒501-4107 岐阜県郡上市美並町大原135
● 従業員数（正社員） 235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

 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 150 52
   暖房機 250 44
 SOx Ｎ㎥/ｈ ボイラー 1.521 0.01未満
   暖房機 0.65 0.01未満

■  大気データ（2016年度）

※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 6.7 7.0
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 13 1.8 6.1
化学的酸素要求量（COD） 160 16 2.2 7.1
浮遊物質量（SS） 30 13 1 4.6
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 1.2 0.09 0.35
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 0.9 0.1 0.4
ホウ素及びその化合物 30 7.4 0.5 4.0
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 100 4.3 1.1 2.4

リン含有量 16 0.56 0.03 0.15
鉛及びその化合物 0.1 0.02 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（2016年度）

項 目 規制値 最大 最小 平均
測定値

■  大気データ（2016年度）

※ 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 7.7 6.5 7.2
生物化学的酸素要求量（BOD） 30 2.5 0.7 1.17
化学的酸素要求量（COD） 60 5.7 1.3 3.31
浮遊物質量（SS） 60 9 1 4
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 0.02 0.01 0.01
窒素含有量 120 2.3 0.04 1.02
リン含有量 16 0.52 0.009 0.081

■  水質データ（2016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 75
   暖房機 180 88
 SOx Ｎ㎥/ｈ ボイラー 1.26 0.02
   暖房機 2.2 0.02

物 質 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

※2016年度からめっき工程の移管に伴い、CO2排出量
が増加しています。
※2016年度で、加工工程からめっき工程までの一貫生
産となり、同年を基準年として引き続き環境活動を取
り組んでいきます。
※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法
（17ページ）により計算しています。 
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164,912164,912171,721171,721148,325148,325113,467113,467

天井照明LED化（第2工場）

緩和措置器具の説明の様子

緑のカーテン ※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（17ページ）により計算しています。

原単位
CO2排出量

原単位
排出量■  CO2排出量推移/原単位

（年度）2016201420132012
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■  廃棄物排出量推移
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■  廃棄物排出量推移

（年度）2015201420132012
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CO2排出量■  CO2排出量推移/原単位
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※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。

7,6037,603

29.129.1

7,4037,403

364364 373373 355355

31.831.8 31.731.7

7,3617,361 7,4807,480

30.230.2

2016

2016

2015

31.931.9

42.842.8

11,90511,905

94,96094,960

0.33230.3323

7,0727,072

379379

■ 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、不良率低減を進めています。
2016年度は生産性向上、不良率低減の効
果があらわれており、消費電力の上昇率よ
り、生産数の上昇率が上回り、目標（2013

■ 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。
2016年度のCO2排出量達成率は、数量
原単位31.9g/pcsで目標（2013年度比
▲3%減）削減率は▲3.4%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） 457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） 325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（4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：
啓蒙活動として、環境ポスターや省エネポスターの展
示を行ない、環境に対する認識を高める活動として従
業員全員を対象に環境ビデオ講習会を開催しました。
● 緊急事態訓練：
緊急事態に迅速に対応できるように、緊急事態訓練
を定期的に実施しています。

年度比▲3%減）削減率は▲0.3%でした。
　2017年度は第3工場が稼働し、設備の
増設などもあり、さらなる原単位の削減を
行うため、引き続き時間当たり生産数向上
及び不良率低減に力を入れていきます。
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中国独禁法講習会

下請法講習会（大同インダストリアルベアリングジャパンでの実施状況）

行動基準理解度チェックシート

コンプライアンス
　当社では、コンプライアンスを基盤とした事業活動を行うた
め「行動憲章」及び「行動基準」を定めています。
　当社グループ社員のあるべき姿を明確にし、法務部員によ
るコンプライアンス関連情報の発信やコンプライアンス教育を
積極的に行っています。

　行動基準理解度チェックシートの実施徹底
　2016年11月に当社で働く全ての従業員に対し、「行動基
準理解度チェックシート」を配布し、実施を徹底しました。
　企業としてのコンプライアンスは従業員１人ひとりの行動の
積み重ねにより実現するという考えの下、2016年度より、従
来のセルフチェック方式に代え、チェックシートを回収し、実施
の確認を行う方式に変更しました。
　また、当社グループ会社の従業員に向け、同内容を社内報
にも掲載し周知しました。
　講習会などの教育に加えチェックシートを併用することによ
り、一層のコンプライアンス文化醸成に努めています。

　国内のコンプライアンス教育
　当社グループ会社においては、各社の事業内容、各社にお
いてコンプライアンス教育を実施するだけでなく、当社と連携
し、定期的にコンプライアンス講習会を実施しています。
　２０１６年度は、販売拠点において独占禁止法、発注を行う工
場を持つ拠点においては下請法、その他、ハラスメントなどの
講習会を実施しました。今後も各社のコンプライアンス教育の
実施をサポートすることで、グループ全体のコンプライアンス
意識向上を図っています。

　海外のコンプライアンス教育 
　2016年7月に、当社グループの大同精密金属（蘇州）有限
公司におきまして、「中国における独占禁止法の講習会」を実
施しました。
　日本の独占禁止法の違いだけでなく、社外事例、営業活動
をする上で気を付けるポイントなどを交えた内容とし、管理監
督者や営業担当者が、実際に直面する可能性のある場面にお
ける適切な対応方法を共有しました。
　当社グループにおいては、独占禁止法及び贈収賄をグロー
バルコンプライアンス項目として定め、今後もグループ全体で
コンプライアンスに取り組んでいきます。

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント、サプライチェーン）

公
正
な
事
業
慣
行
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構内看板（撮影禁止）

グリーン調達ガイドライン

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）

委員（主に執行役員及び関係部門長により組織する（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

情報管理リスク

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

情報管理部会

情報センター

生産能力リスク

技術開発リスク・知財戦略リスク

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・落雷等リスク）

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

情報漏えいリスク

情報システム障害リスク

リスクマネジメント

公
正
な
事
業
慣
行

机上訓練の様子

　当社グループ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
策の実施」、「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）

　国内グループ会社へのリスク管理制度導入
　２０１６年度よりリスク管理の範囲を拡大し、中規模及び小
規模の国内グループ会社（生産拠点、販売拠点、物流拠点）に
おいてもリスク管理を開始しました。
　各社の抱えるリスクの洗い出し及び評価を行い、リスクの
管理状況を当社のリスク管理委員会に報告する体制を構築し
ました。これにより、当社グ
ループとして抱えるリスクを、
より正しく認識するとともに、
必要に応じ低減対策を検討
できるようになりました。

　情報管理強化への取り組み
　２０１６年９月、適正な情報管理体制構築に向け「情報管理部
会」を設置しました。これにより、重要度に応じた情報階層別
管理体制の構築、構内撮影禁止とするルールの徹底他、情報
管理に関する諸施策の検討を速
やかに行うことができるようにな
りました。社会的な情報漏えいリ
スクの高まりに対し、当社グルー
プは組織的な対応により適切な
リスク管理に努めていきます。

　サプライチェーンへの取り組み
　 ～グリーン調達ガイドラインの周知～
　グリーン調達ガイドラインでは、
当社グループへ納入いただくに
あたっての環境の取り組みのお
願いをしています。グリーン調達
ガイドラインに基づき、当社グ
ループはサプライチェーンも含め
て、環境に配慮した事業活動を進
めていきます。

　秋季防災訓練・ＢＣＰ机上訓練の実施
　当社のＢＣＰ活動も６年となります。毎年秋季防災訓練を実
施するとともに訓練の午後からはＢＣＰ机上訓練を実施してい
ます。ＢＣＰ机上訓練では、人命及び生産復旧に関連した各分
隊ごとの特化した訓練を計画し、2015年度では「ライフライ
ン」・「社員対応」・「ＩＴ」分隊、2016年度では「物流」「調達」分隊
を中心にした訓練を実施しました。机上訓練では、災害時に起
こるべき内容を具体的に議論し、それぞれの役割で今後対応
すべきことなど情報共有しています。
　今後も訓練においてより充実した内容となるよう進めてい
きます。

2017年4月現在

環境安全リスク

情報管理リスク

災害リスク
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表彰状を受け取る当社社員 サークルメンバー

主催者と入賞者との集合写真（右から４番目、その左奥側が当社社員）

第１回 名古屋機械要素技術展
（開催場所：ポートメッセ名古屋）海外関係会社からの招待サークル

第二十回 機械要素技術展   
（開催場所：東京ビックサイト）

お客様のために
　201６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、QC方針
を定め、2016年度スローガン「後工程は全てがお客様 感動
と安心を提供する為に３現主義（※）でＰＤＣＡを廻し　再発問
題ゼロを達成!」のもと、品質向上活動に取り組んでいます。

　世界品質会議
　世界品質会議は毎年１回開催しており、2016年度は4月７
日に開催されました。会議の内容は年度ＱＣ方針で重点活動
項目に置いている「インライン保証の徹底」の活動ポイントと
その効果について、各海外関係会社（生産拠点）の代表者から
報告をします。この会議を通じて、各社の情報交換・相乗効果
を得て、世界同一品質を構築し、スピードを上げて解決すべく、
課題に向けて活動を推進しています。

　第３１回 ＤＱＣサークル大会
　（QCサークル活動推進）
　２０１６年１２月７日に国内生産拠点から選抜された９サーク
ルと海外関係会社から招待サークルによるDQCサークル大
会を開催しました。
　大会を通じて大同メタルグループ全体に品質改善を浸透
させ、職場の活性化を図り、改善能力の向上を推進していき
ます。上位入賞サークルには副賞として、2016年度は金賞：
海外関係会社（タイ）への相互研修、銀賞：海外関係会社（中
国）への相互研修、銅賞：ＱＣサークル全国大会（別府）の聴講
参加が贈られました。

　第６回 岐阜地区小集団改善活動清流大会 
　金賞受賞
　2016年6月２日に可児市文化創造センターで行われた「第６
回岐阜地区小集団改善活動清流大会」に当社のＱＣサークル
（犬山工場ターボ製造課 ターボサークル）が選出サークルとし
て参加しました。発表方法を工夫（掛け合いによる発表）をし、
日頃の活動を誰が見ても分かりやすい資料に仕上げ、当日の
大会に臨んだ結果、同大会で金賞を受賞することができました。
　これからも班でのスローガンである“立ち止まらず常に改
善”を掲げ、生産活動はもとより改善活動にも全力で立ち向
かっていきます。

　展示会を通して当社製品をアピール
　2016年４月19日～４月21日「第１回 名古屋機械要素技術
展（名古屋は初開催）」、2016年６月22日～６月24日「第二十
回 機械要素技術展」が開催され、出展しました。
　当社はＤＤＫ05をはじめとした「ドライベアリングシリーズ」、
「機能樹脂製品」・「金属系軸受」・「ダイスライド」・「サーマロイ」
を展示するとともに今回の出展では、「軸受を体感できる実演
機」を用意しました。両展示会では、初開催の名古屋で約３万
人、東京で８万７千人の方の来場、当社ブースにも両展示会と
もに３日間で８００名近くの方々にご来訪いただきました。

消費者課題
（品質改善・PR活動）

※３現主義：「現場」、「現物」、「現実」

消
費
者
課
題
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2016年7月21日（犬山事業所）

2017年1月26日（岐阜工場）

ふれあいプログラム（小学校公演）

ふれあいトリオコンサート

　ふれあいトリオ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。
ふれあいトリオコンサートのほか“ふれあいプログラム”（学校
に出向き生演奏など）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、
地元協賛しています。
　“ふれあいプログラ
ム”では、市内の小学
校２校を訪問し弦楽器
の音の素晴らしさ、直
接楽器に触れ演奏す
るといった肌で感じて
いただくことを目的に
しています。また、翌日
の“ふれあいトリオコ
ンサート”では、多くの
方々にご来場いただ
きました。

　熊本地震 物資支援
　当社では、地震発生に備え、備蓄品を各事業所にて配備し
ています。この度2016年4月に発生しました熊本地震で、被
災地でお役立ていただくために、当社が備蓄している食料品・
ミネラルウオーターなどを「支援物資」として寄贈させていた
だきました。

（地域社会への参画と発展）

　近隣小学校の社会見学の受け入れ
　［犬山事業所・岐阜工場］
　当社各事業所において、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。工場見学が初めての子供たち
もおり珍しさや驚きなど肌身に感じ、少しの時間ではありまし
たが、大変喜んでいただけました。後日、子供たちから心温ま
る手紙もいただき、従業員
一同感動しました。
　今後も感動を与えられる
よう引き続き工場見学の受
入を行っていきます。

　交通安全活動（カーブミラーの設置）
　犬山事業所付近の市道の交差点に
おいて、ドライバーから「左右が確認し
づらい」との指摘とヒヤリとしたという
地元からの要請もあり、付近の交通事
故を撲滅すべく、新しくカーブミラーを
設置しました。

　事業所周辺の環境対応（不法投棄防止の看板設置）
　犬山市及び前原区からのご要請が
あり、当社も近隣での不法投棄が行わ
れないよう「不法投棄禁止看板」を設置
しました。事業所近隣で合計３ヶ所に設
置を行い、不法投棄されないように注
意喚起をしています。

社会貢献活動

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
画
お
よ
び

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
発
展

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展
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当社事業所へ来社いただく様子

工場見学の様子

寄贈時の写真　消防署長（左）とDeputy Executive Manager（右）

机と椅子の寄贈

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）

　ふれあいウォーキングへの協賛
　2016年11月6日（日）に、地元前原地区のウォーキング大
会が開催され、ウォーキングコースの中に犬山事業所の見学
コースが盛り込まれました。当日は270名程の多くの住民の
方が来社され、幅広い年齢層の方々に工場見学を行っていた
だきました。この機会に大同メタルをもっと身近に感じていた
だこうとの主旨で受け入れを行っています。
　今後もこうした機会を通じて、引き続き地域の皆さんと交
流を深めてまいります。

　男女共同参画推進委員会に賛同し、
　会議・イベントへ参加
　郡上市男女共同参画推進委員会メンバーに当社岐阜工場
から１名参加しています。
　「女（ひと）と男（ひと）とがともにいきいきと暮らせる社会」
をめざし、地域メディアを活用した広報活動を中心に活動して
います。また、年に１回「ともいきフェア」と題して、講師を招い
ての講演会も開催しています。家庭・職場・学校・地域で、誰も
が役割を果たし、一人ひとりを大切にし、誰もが活躍できる社
会の実現を目指して、引き続き推進メンバーとして参加して
いきます。

　消防署へパトライトなどを寄贈
　［大同メタルコトールＡＤ］
　大同メタルコトールＡＤにおいて消防車もしくは消防活動
用乗用車用として使用されるサイレンと、スピーカー付のパト
ロールライトを寄贈しました。

　近隣小学校へ机・椅子などの寄贈
　［BBL 大同プライベートLTD.］
　インドにあるBBL 大同プライベートLTD.において、ビジネ
スパートナー（アマルガメーションズ・グループ）を通じて、タ
ミル・ナドゥ州のパンチャーヤト小学校への資金及び机、椅子
などの寄付を実施しました。

　地元治安向上に貢献（監視カメラ設置費用寄付）
　［大同精密金属（蘇州）有限公司］
　蘇州園区政府及び警察署から、大同精密金属のある地域
一体の治安向上に関して周辺企業に相談があり、近隣企業と
も共同して監視カメラ設置費用を寄付し、地元の治安向上に
協力しました。

海外グループ会社の活動
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式典の様子

寄贈した校舎

近隣の公園
（桜の木を寄贈）

歴史博物館

　高校の部への校舎を建設・寄贈
　［ＩＳＳＰ、ＩＳＳＪ※記念事業］
　ＩSSP創立25周年とISSJ創立70周年の記念事業として、不
足している高校の校舎を建設のうえ寄付しました。（フィリピ
ンでは2016年に学制が変更され、高校生が大幅に増加し、そ
こで受け皿となる教室が不足しているため、要望の高い校舎
４クラス分の寄付を選択しました。） 
　また、小学生から高校生までの全生徒500名に日本の人気
キャラクターのノートをプレゼントし、たいへん喜んでいただ
きました。

　地域貢献・支援活動の実施
　［ＩＳＳ アメリカＩNC．］
　ＩＳＳ アメリカＩNC．は、ローガンカウンティに工場があり、そ
の周辺の地域貢献活動に積極的に取り組んでいます。歴史博
物館への寄付や高校４校の理数学系の学習優良者に奨学金
の寄付、また工場近くの公園に３本の桜の木を寄贈して、これ
までに１０本の木を植え環境改善にも貢献しています。

　文房具寄付活動
　［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
献活動を積極的に実施しています。2016年度の活動として
「SCHOOL SUPPLY DRIVE」というベルフォンテン学童への
文房具寄付活動に参画しています。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
画
お
よ
び

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
発
展

※ISSPはフィリピン飯野Corp、
　ISSJは株式会社 飯野製作所の当社グループでの呼称です。
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〒460-0008　愛知県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

● 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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