
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79年
目（来年の11月4日で80周年）を迎えました。
　世界で唯一の「総合すべり軸受メーカー」として、自動
車分野を中心に船舶、建設機械、一般産業機械などあら
ゆる産業分野における装置の回転を支えてまいりました
が、2017年には、株式会社飯野ホールディングとATA
キャスティングテクノロジージャパン株式会社を新しく
グループ会社に迎えて軸受以外の新たな事業の柱が加
わり、現在は海外14カ国に32拠点を有するグローバル
企業に成長してまいりました。
　私たちは、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いただいています。
　本年は、明治から数えて150年、来年は平成最後の年
と大きな節目を迎えますが、当社も来年11月に創立80
周年を迎え、大きな転換期に入ります。

 

前中期経営計画
 「Together To The Top」の振り返り
新中期経営計画
 「Raise Up “Daido Spirit”」のスタート

　2012年度から2017年度までの６か年の前中期経営計
画「Together To The Top（ともにトップをめざそう）」で
は、世界5極での生産・販売体制が確立し、また2017年
度には株式会社飯野ホールディングとATAキャスティン
グテクノロジージャパン株式会社の2社が加わり、新事業
にも進出しました。これらにより売上高については、前中
期経営計画の計画目標を概ね達成することができました
が、利益については、船舶・建築市場の低迷や新興国経
済の減速、為替レートの変動、素材価格の上昇といった事
業環境の変化のほか、メキシコ工場の急激な受注増によ
る人件費や輸送費の費用の増加などにより、前中期経営
計画目標を達成することができませんでした。
　この度、前中期経営計画の振り返りを踏まえ、2018
年度から2023年度までの新中期経営計画として
「Raise Up “Daido spirit” ～Aｍbitious, Innovative, 
Challenging～」（“大同スピリット”を更なる高みに引き上
げ、大きな飛躍を果たす ～高い志、改革する意欲、挑戦す
る心～）を全員参加で策定し、スタートしました（7～8
ページの特集でも、主要な活動テーマを記載）。

　当社は、前中期経営計画での課題、今後予測される事
業環境の変化やリスクを踏まえ、新中期経営計画につき
ましては以下の4本の柱を重点実施事項として取り組ん
でまいります。

  第1の柱

既存事業の磨き上げ 
“真のトライボロジーリーダーへ”

　すべり軸受の全分野において世界市場でトップシェアを
獲得し、同分野での揺るぎない地位の確立を目指します。
具体的には、既にトップシェアの自動車用エンジン軸受、
ターボチャージャー用軸受、大型船舶用エンジン軸受に加
え、中小型船舶・建設機械用エンジン軸受、水力・火力・風
力発電用特殊軸受やポリマー軸受を含む一般産業用軸受
などすべり軸受の全分野での世界トップシェア獲得を目指
してまいります。これは、前中期経営計画からの継続テー
マであり、引き続いて目標達成に向け邁進してまいります。

  第2の柱

新規事業の創出・育成
“新たな事業の柱を築く”

　「軸受に並ぶ新たな事業の柱を作ること」で、株式会社
飯野ホールディングとATAキャスティングテクノロジー

ジャパン株式会社の2社を中心とした新事業領域を、当
社グループが長年にわたり築き上げた販売網などと連携
させることによって、新たな事業の柱に育ててまいります。
また、当社は、研究開発への投資を一層拡大させ、お客様
の近くで研究開発をし、また産官学連携の開発も強化、成
長分野と目される領域での新規事業の創出にも努めてま
いります。
　このような取り組みを通じて、自動車の来るべきパラ
ダイムシフト（エンジンからモーターへ）に的確に対応し、
新事業分野及び非自動車用の特殊軸受の分野での成長
基盤を着実に築いてまいります。

  第3の柱

強固な基盤の確立 
“システム、財務基盤などの経営基盤の整備”

　前中期経営計画を通じて世界5地域での生産・販売体
制の拡充は計画どおり進めましたが、グローバルで強固
な経営基盤を確立するには、グローバル最適生産・販売
体制の再構築、グループ組織の戦略的再編、グローバル
研究開発体制の強化・確立、IoT活用による新生産システ
ム導入など取り組むべき課題が山積しております。このた
め、新中期経営計画の期間を通して、経営環境の大きな
変化に柔軟に対応できるように、これらの課題に対して
全力を挙げてまいります。

  第4の柱

組織・コミュニケーションの活性化
“外部環境に適応した柔軟で活力ある組織づくり”

　当社は、当社グループにおいて、グローバルな人事採
用やダイバーシティに意を用いた採用を促進し、今後の
当社グループの一層の成長を担うべき人材の確保に努
めてまいります。さらに教育・研修を充実させるほか、社内
で風通しの良いコミュニケーションの場、環境を整えるこ
とにより、将来の成長を見据えた社員間の活発な議論、コ
ミュニケーション、ワークライフバランスの深化を通し、組
織の活性化に努めてまいります。

重要な経営課題との認識のもと、
CSR（企業の社会的責任）活動に取り組む

　大同メタルグループでは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
会的責任を積極的に果たし、お客様・株主・従業員・取引
先さらには地域社会から信頼される企業となること」と定
義し、活動に取り組んでいます。
　CSR活動では、製品・事業分野において低燃費化に貢
献する環境にやさしい新製品・新材料開発を行い、当社グ
ループ製品の品質面においても品質改革を推進し、グ
ローバルに活動をすすめています。また、環境分野では環
境にやさしい製品の開発・拡販に加えて各種展示会に出
展してPR活動をすすめており、生産活動での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
の対応も継続的に活動を実施しています。
　ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションの観点

では、IRイベントを関東や東海地区を基盤に実施するとと
もに、犬山での納涼大会の開催や「ふれあいトリオコン
サート」への協賛、そのほか継続的に工場見学会なども積
極的に取り組んでおり、今後とも対話の機会を充実させ
てまいります。
　当社グループの2018年度からはじまる新中期経営
計画では「ESG」（E：環境 S：社会性 G：ガバナンス）による
企業価値の向上を基盤として目標に掲げております。環
境分野での飛躍や、社会性は多種多様な領域がある中で、
従業員が最大限の能力を発揮できる制度の構築やダイ
バーシティ・働き方改革にも取り組み、行動してまいりた
いと思います。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・コードを踏まえての社内体制の充実に
取り組み、各CSR活動についての強化・推進を図ってまい
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

　当社は2018年9月に公募増資を行い、多くの株主の皆
様に出資をいただきました。当社グループは株主の皆様
をはじめ、ステークホルダーの皆様のご期待に沿えるよ
うに、中長期的に企業価値を高めるべく一丸となって努
力いたします。
　当社グループを取り巻く環境が大きく変わる中、当社
の事業活動での収益力を今まで以上に強めることはもち
ろんのこと、当社の非財務情報・ESG関連情報に関する
開示を積極的に行い、ステークホルダーの皆様に当社の
価値を正しくご理解いただく努力を続けてまいりたいと
思います。
　皆様には、今後も引き続きご支援ご鞭撻賜りますよう
お願い申し上げます。

代表取締役会長
兼 最高経営責任者

トップメッセージ

新中期経営計画「Raise Up “Daido Spirit”」を
全員参加で実行し、
大同メタルグループの企業価値の向上、
持続的発展に努めてまいります。
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