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［ お問合せ先 ］
● 環境活動／安全衛生活動について
　環境安全センター TEL（0568）61-2976  FAX（0568）62-1361
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大同メタルグループのCSRの考え方（P6）に基づき
大同メタル工業及び一部関係会社の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、CSR活動に対する従業員の更なる活動に
対する意識向上を目指し、CSR報告書を発行しています。

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

106,648百万円（連結）
  66,413百万円（単独）

6,728名（連結）／1,271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
● 自動車用軸受以外部品
● 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27社 

（2018年3月31日現在）

北米

日本

アジア

中国

販売拠点
生産拠点

研究開発拠点

ヨーロッパ

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.

ISSアメリカINC.

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.

CON TENTS 会社概要

（2018年3月31日現在）

2018年3月期累計

事業セグメント別概要（事業内容・売上高構成比）

グローバルネットワーク（主な拠点）

自動車用エンジン軸受

事業内容
自動車（乗用車・トラック・レーシングカー）エンジン用軸受、
二輪エンジン用軸受、エンジン補機（ターボチャージャー・バ
ランサー機構、インジェクションポンプ）用軸受など。

半割メタル スラストワッシャー ターボチャージャー用
ベアリング

〈主な製品〉

自動車用エンジン以外軸受

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

ショックアブソーバー用
ブシュ

スターター用ブシュ 射出成型軸受

〈主な製品〉

非自動車用軸受

事業内容
船舶ディーゼルエンジン用軸受、発電（水車・タービン等）用
軸受、産業用（コンプレッサー・増減速機等）軸受など。

低速ディーゼル
エンジン用軸受

大型船舶用軸受 発電用軸受

〈主な製品〉

自動車用軸受以外部品

事業内容
自動車用アルミダイカスト製品、曲げパイプ、ノックピン、
NC切削品等

切削加工品

その他 2.1%

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

自動車用軸受以外部品

コンバーターケース

〈主な製品〉

その他

事業内容
電気二重層キャパシタ用電極シート、金属系無潤滑軸受、食
品・飲料・化粧品等用のロータリーポンプ、工作機械用集中
潤滑装置

ロータリーポンプ 集中潤滑装置（MR-LUB）
電気ニ重層キャパシタ用
電極シート

〈主な製品〉

〈売上高構成比〉

中高速ディーゼル
エンジン用軸受

特殊軸受
（タービン用など）

ドライベアリング

建設機械・
中小型船舶用軸受 一般産業用軸受

120,000

90,000

60,000

30,000

0

（百万円）

（年度）2013 2014

単独 連結

58,97858,978

77,350

67,269

85,015

2015

64,665

81,400

2016

63,345

85,073

2017

66,413

106,648

編集方針

大同メタル工業及び一部関係会社

報告対象範囲

2018年12月(次回公開：2019年秋予定)

公開

2017年度（2017年4月から2018年３月）
一部発行時点での最新情報を記載しています。

対象期間

ISO26000
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

参考ガイドライン

14.6%14.6%

8.7%8.7%

13.4%13.4% 61.2%
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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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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。

トップメッセージ

■▲  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。

大同メタルグループの
CSR推進体制 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

大同メタルグループのCSR
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特集1
中期経営計画2018-2023
Raise Up “Daido Spirit”※ 
Ambitious, Innovative, Challenging

当社グループは2018年度より新中期経営計画に基づき、
事業活動をすすめ、企業価値を高めていくことを目指します。

新中期経営計画 ‒ 4本の柱

企業理念

1. 会社の務
2. 会社の心
3. 会社の源
4. 会社の途
5. 会社の志

社員の幸せをはかり、地域社会に貢献する
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
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

● 新中期経営計画期間においては、これまで通り、この理念に沿った施策を行い、
  世界で存在感のある会社となり、企業価値を高めていくことを目指します。
● 特に理念の１に掲げている通り、当社の発展の力の源となる社員をこれまで以上に大切にし、
  かつ、地球社会への様々な貢献を行いたいと考えております。

● 新規開拓活動、価格競争力・商品性能の向上、マーケティング施策等による
  マーケットシェアの拡大
● 稼働率・不良率・歩留りの改善による利益体質の強化
● IoT（※1）活用による生産の革新への取り組み。在庫の削減による利益体質の強化
● その他、生産・業務の効率化（業務改革推進室を中心としたBPR（※2）活動の実施）

● 自動車用エンジン軸受。伸びる市場は中国、インドなど。
● 顧客ターゲットは非日系の乗用車、トラック。非日系のターボメーカー

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、
大きな飛躍の６年とする

Ambitious Innovative Challengingは、これまでも“大同スピリット”を構成
するものとして社内で展開してきたものですが、これを更なる高みに引き上げ、
大きな飛躍の６カ年にしようという思いを込めております。それぞれの最初の
文字をつないだ「AICH」は、当社発祥の愛知県にちなむものです。
また、AIは愛であり、AI（人工知能）でもあります。
当社は、愛と人間の知恵に人工知能も加えて、一層の飛躍を図ってまいります。

Ambitious Innovative Challenging
(高い志) (改革する意欲) (挑戦する心)    

※

ESG経営による企業価値の向上

【極める】【備える】【拡げる】【育む】【挑戦する】
Raise Up “Daido Spirit”※
～ Ambitious, Innovative, Challenging～ 

＊4本の柱の各実行項目は次のページに記載しております。

第1の柱

第4
の柱

既存事業の
磨き上げ
既存事業の
磨き上げ

新規事業の
創出・育成
新規事業の
創出・育成

強固な基盤の
確立

強固な基盤の
確立

組織・コミュニケーション
の活性化

組織・コミュニケーション
の活性化

真のトライボロジー
リーダーへ

真のトライボロジー
リーダーへ

新たな事業の
柱を築く

新たな事業の
柱を築く

システム、財務基盤
などの経営基盤の整備
システム、財務基盤
などの経営基盤の整備

外部環境に適応した柔軟で
活力ある組織づくり

外部環境に適応した柔軟で
活力ある組織づくり

第2の柱 第3の柱 第4の柱

既存事業の磨き上げ 

4本の柱の各実施事項

“真のトライボロジーリーダーへ”

● 研究開発への投資拡大（ニーズ開発に加えて、シーズ開発に注力）
● “未来創造室”の設置による、新領域研究の企画・基礎実験の実施
● 積極的なM＆Aによる新事業領域進出の検討
● EV向けのアルミダイカスト製品を当社のタイの
  子会社DMキャスティングテクノロジー（タイ）にて生産開始（2020年２月開始予定）
● 海上・陸上の風力発電ニーズが高い欧州での、風力発電用特殊軸受の生産を検討
  （試作品段階。2021年頃の現地生産を検討）
● 株式会社飯野ホールディング、ATAキャスティングテクノロジージャパン株式会社との
  シナジーの実現、カルム（アルミニウム吸音板）の拡販
 

新規事業の創出・育成
“新たな事業の柱を築く”

● グローバル品質保証体制の導入、グローバル最適生産・販売体制の再構築
● 中国テクニカルセンター（TC）の開設。 これに伴いTCが日本、英国、ドイツ、チェコ、米国及び
  中国に設置されることによるグローバルな技術支援サービスの実現
● ドイツに欧州技術ユニット、R&Dセンターの設置（2023年予定）
● 海外子会社を含めたグローバルガバナンス、グローバルコンプライアンス体制の強化・徹底
● グローバル人事制度の導入、ダイバーシティの推進による多様な人材の獲得

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”

● 個の力を磨くとともに、コミュニケーションを活性化させ、
  個の力の総和を超える組織の力を生み出す
● 企業風土の変革を行い、チャレンジ精神を後押しする仕組みづくり
● ワークライフバランスの深化

組織・コミュニケーションの活性化

第1
の柱

第2
の柱

第3
の柱

“外部環境に適応した柔軟で活力ある組織づくり”

具体的には?

※1 IoT：Internet of Things　※2 BPR：Business Process Re-engineering
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■  コーポレート・ガバナンス体制図　2018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（5名）
・上席執行役員（3名） ・執行役員（7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（4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

（社内2名、社外2名により構成する）

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
（4名）

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

日経IR・投資フェア2017
（2017年8月25、26日 東京ビッグサイト）

2018年3月期 決算説明会
（2018年5月16日 朝日生命大手町ビル）

活物質層

接着層

集電体層
（アルミ箔）

電極シートの構造

EPS用DC-DCコンバーター
搭載位置（HVバッテリー上）

ステアリング部品 ステアリング部品

ＤＣ／ＤＣコンバーター

SAEでの講演証明書 発表者：技術ユニット 
　　　  研究開発センター
　　　  二村 健治

　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。当
社は「コーポレートガバナンス委員会」を組織し、当社のガバナ
ンスに関する基本的な考え方を定めると共に、取締役会の実効
性評価制度を導入し、評価結果を基に改善を続けています。
　2016年度には社外取締役を増員し、ガバナンス面への強
化を図り、当社のガバナンスに関する基本的な考え方・取り組
み内容につきましては、2018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
（企業統治）

　投資家の皆様との対話を促進し、持続的な企業価値創造に
つなげていくとの目的から、積極的にIR活動を行っております。

2017年度 日経IR・投資フェア（東京ビッグサイト）初出展
　名古屋地区での「名証IRエキスポ」、「名証 株式投資サマー
セミナー」に加え、2016年より「名証IRセミナーin東京」に出展
しています。2017年には東京
ビッグサイトにて開催の「日経
IR・投資フェア」へ初出展しまし
た。今後もIR活動の場を広げ、投
資家の皆様との直接対話を重視
したIR活動に努めていきます。

東京での決算説明会の開催と
決算説明会資料や質疑応答のWeb開示開始
（フェアディスクロージャー対応）

　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、業績概要や前中期経営計画の振
り返り、新中期経営計画概要などの説明をいたしました。
2018年3月期末決算説明会より、フェア・ディスクロージャー・

ルールに対応して決算説明
会資料や質疑応答レポート
を当社Webサイトにて開示
いたしました。
　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。

決算短信の英語版開示開始（2018年3月期から）、
コーポレートガバナンス報告書の英語版開示開始 
　2018年3月期より決算短信の英語版を開示し、2018年
5月にはコーポレートガバナンス報告書の英語版を開示いた
しました。英語コンテンツを充実させ、海外の方にも当社を広
くお伝えしていきます。

IR活動

コーポレート・ガバナンス体制

　当社のグループ会社であるＡＴＡキャスティングテクノロジージャパン㈱
は、タイの子会社において自動車向けダイカスト製品の製造を行ってお
り、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、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が認められ
ています。
　従来はエンジン部品、ステアリング部品が主力製品でしたが、これから
飛躍的に伸びていくであろうＥＶ関係部品も積極的に手掛けています。

特集 2 新事業の環境製品・技術紹介
大同メタルグループは、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いたします。
製品開発では、「環境負荷物質の低減」、「地球社会へ貢献する製品開発」の方針に基づき、活動をしております。
今回は、新事業の環境製品を紹介いたします。

　電極シートは「デルエコー」という名称でお客様に紹介しております。
リチウムイオンキャパシタの正極や、電気二重層キャパシタの正・負など
に用いられています。アルミ箔に活性炭を接着する構造で、自動車・船舶・
一般産業器用軸受の量産製造技術で培った成形・圧延・接着技術を応用
して、高密度・高精度で優れた耐久信頼性を持つ電極シート製品です。
　電極の仕上り寸法については、活性炭層の厚さは６０μｍ～1,000μｍ、
幅は４５ｍｍ×３００ｍｍなどを標準寸法としてお客様の要望に柔軟に対
応しています。また、製造においては、クリーンルーム、活性炭の製造設
備、アルミ箔の接着設備などを整備しています。
　製品の用途は、スマートメーター、ドライブレコーダー、ハイブリッド
車（HV）、電動自動車（EV）、再生可能エネルギー用の蓄エネルギー設備
などへの普及を考えています。

〈製品特長〉
● 成形、圧延、接着技術など軸受量産製造技術をベースと
した製法により、コーティング方式と比べ８～２０％高密度
な電極が得られています。（当社内比）

● 高密度で自由な厚さ寸法の設定が可能で、用途毎に最適
な容量の電極が製作できます。

● 材料組成比の自由度が高く、活物質の含有率を高めるこ
とが可能です。

● 不純物混入に対する徹底した工程管理により、優れた耐
久性を実現します。

電気二重層キャパシタ用電極シート

自動車用アルミダイカスト製品

　４月１０日～１２日に、毎年米国で開催されているＳＡＥ（※）Ｗｏｒｌｄ 
Ｃonｇｒｅｓｓにて研究成果発表を継続的に実施いたしました。発表タイトル
は、Development for Polymer Overlay Bearing Material for Recent 
Automotive Engineです。

研究成果を海外の学会で報告できたのは、非常に緊張しました
が貴重な経験となりました。今後も国内外へ研究成果を発信し
たいです。

研究成果発表（内容紹介）

※ＳＡＥ：Society of Automotive Engineers

発表者
コメント

組
織
統
治
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「海外短期語学留学制度」での成果報告会

研修の様子

ワークスタイル ポスター

■ 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
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海外短期語学
留学制度

新入社員研修

新入社員フォローアップ研修
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ワークライフバランス
● 女性活躍に向けた取り組み
　女性活躍推進法に基づく「行動計画」のもと、女性の採用数
を増やすこと、育児・介護に関する制度の周知を図ることを実
行してまいりました。
　採用に関しては、女子学生向けのホームページの充実や採
用イベントの参加等を行い、採用比率向上に向けた取り組み
を実施しています。また、育児・介護に関する制度を紹介する
ハンドブックを作成し、利用しやすい環境づくりを行っています。
　これまでの取り組みを継続・強化し、女性のみならず全社員
がより活躍できる職場づくりを目指して活動してまいります。

● 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。2017年度は産前産後休暇取得者数と育児休業の取得
者があわせて23名で、男性の育児休業取得者も毎年継続す
るようになりました。
　また、男女ともに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78％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継続的に採用活動を
実施しています。

人材育成プログラム
　ステージに応じた役割の認識や能力開発を図ることを目的
に、さまざまな階層別及びグローバル研修を整えています。

また、大同メタルカレッジでは、当社の知識、技能、技術の伝承
に特化した研修を継続的に実施しています。

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等嫌がらせ、中傷等による人権の侵害を行いません。

人権/労働慣行
（人材育成・労働環境）

● 定年退職者の再雇用
　高年齢者の活用については、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。

● 海外実習生の受け入れを実施
　「外国人技能実習制度」を活用し、海外から技能実習生の受
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。

● ワークスタイル改革
　ワークスタイル改革と称して、仕事と家庭の両立に向けて
活動を継続しています。ノー残業デーに放送と音楽を流し、よ
り帰りやすい雰囲気づくりを行ったり、ポスターを掲示し、各
職場での行動目標を共有する方法も取りながら活動を進め
ています。有給休暇の取得率も年々増加している状況です。

● 上場企業における女性役員の状況
　内閣府「上場企業における女性役員の状況2018」において、
女性役員が活躍する企業として当社名が掲載されました。

● 管理職研修の実施
　360度サーベイを活用し、マネジメント力の開発及び組織
の活性化を目的に、管理職向けの研修を新たに導入しました。
組織力の更なる向上につながる活動として今後も継続実施し
てまいります。

● グローバル教育の実施
　2016年より更なるグローバル化に対応すべく、将来的に
グローバルに活躍を期待する人材を選抜し、「海外短期語学
留学制度」を行っています。
　また、海外関係会社拠点長
向けには、海外拠点で必要と
なる経営・財務・人事関連、ま
た安全を含めたリスク研修も
継続的に実施しています。

人材育成 多様性への取り組み

人
権
／
労
働
慣
行

人
権
／
労
働
慣
行

DAIDO METAL  CSR Report 2018 12DAIDO METAL  CSR Report 201811



登録証番号：JQA-OH0045

OHSAS取得事業所取得範囲

安全体感教育の説明を聞く国内関係会社従業員

全体での意見交換の様子

フォト第１席

・ 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
  ベアリングジャパン（株）

労使トップパトロールの様子

講習の様子
（部門責任者向け講習）

2018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

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
部門責任者向け講習

2017年9月26日 
2017年10月12日、13日 
2017年11月16日 

39名
25名
21名（※）

登録証番号：JQA-EM1402

※部門責任者１7名と環境安全センター員４名の計２１名。

安全衛生基本方針
大同メタルグループは、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。

人権/労働慣行
（人材育成・労働環境）

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（労働安全衛生
マネジメントシステム）の適合証明を取得しております。
　当社は2003年から取得しており、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
ベアリングジャパンも当社の１サイトとして組織化し、認証取
得の範囲に加え、安全活動を進めております。

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～

　『切創』、『挟まれ巻き込まれ』などの発生の可能性が高い
危険個所の点検を年間を通して実施しており、全国安全週間
(7月)にて、労使トップによる実施状況の確認を行いました。

　全従業員を対象として、安全標
語、安全フォトの募集、表彰などを
行い、安全意識の向上に努めてお
ります。また衛生週間（10月）にお
いては、労使トップによる労災対策
現場の再確認、危険物などの取り
扱い状況の把握などを行い、未然
防止活動の強化に努めております。

外部企業と交流を行い、
安全衛生活動への強化を実施
　当社は、自動車メーカーなどが主催している安全活動、また
公的機関での研修や社外で行われるシンポジウム、教育セミ
ナーなどに積極的に参加して、常に専門技術・専門知識の向
上を図っています。
　自動車部品メーカーで構成されている協豊会の安全分科
会が来社され、安全活
動の紹介、工場見学で
の活動状況の確認を行
い、メンバーから貴重
なご意見をいただき、
更なるレベルアップに
努めております。

関係会社における安全体感教育の実施
　当社での安全教育は、入社時の受入教育、監督者研修など
で、座学での講義のみならず、模擬体験を行うなど段階的に
実施しております。２０１８年度より国内関係会社（エヌデー
シー株式会社）についても、体感設備を各事業所に持ち込み、
実際に現場作業者に、体感していただき、現場を主とした安全
意識の向上を進めています。

安全衛生活動 環境マネジメントシステムの推進

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、

2018年2月には大同メタル佐賀株式会社を当社の1サイトと
して組織化し、認定取得範囲を拡大しています。

環境教育
　ISO14001：2015年度版に向けて、従業員の力量を高める
ため、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まいりたいと思います。

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。環境施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。

環 境

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。  

人
権
／
労
働
慣
行

環  

境
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導入したスポットクーラー（岐阜工場） 工場内での空調の様子

台数制御盤

遮熱断熱塗装（犬山事業所）

ＣＯ2排出量を2017年度末までに
2016年度排出量未満とする。
● CO2排出量 ： 37,987ｔ未満
● エネルギー原単位目標
　ＣＯ2原単位を2017年度末までに
　2013年度比4％低減する。
　●  ＣＯ2原単位  608.01ｇ-ＣＯ2 /千円
 各エネルギー原単位を2017年度末までに
　2013年度比4％低減する。
　●  電力原単位  0.8628ｋｗｈ/千円
　●  燃料原単位  162.72ｇ-ＣＯ2 /千円

廃棄物を2017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） ： 2,178.１t未満

● （基準原単位） : 34.3g /千円

● 廃棄物発生量（総量）　2,022.4t

● 廃棄物総量原単位　29.8g/千円

▲0.9%

7.1%

13.1%

7.2%
3.3%
2.0%

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）　38,340t　

● エネルギー原単位
●  ＣＯ2原単位　564.33ｇ-ＣＯ2 /千円
●  電力原単位　0.8345ｋｗｈ/千円
●  燃料原単位　159.46ｇ-ＣＯ2 /千円

項 目 環境目標（2017年度目標） 主な活動（2017年度） 活動結果（2017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
● 主力工場における電力会社殿の
　省エネチェック

■  事業活動と環境負荷

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

鋼材
非鉄

電力
A重油
灯油
都市ガス
プロパン
ガソリン

・・・ 40,880
・・・・  8,380

t
t

・・・ 56,707
・・・・・・ 126

・・・・・・・・・・ 43
・・4,448
・・・・・・ 81
・・・・・・・・ 5

千kWh
kℓ
kℓ
千㎥
t
kℓ

原材料
38,340 t

エネルギーCO2割閤

CO2排出量

677千㎥
排水量

2,022 t
産業廃棄物

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

702 千㎥
水

エネルギー

コピー紙・・・・・・ 25 t
事務系資材

PRTR届出
対象物質・・・ 182 t

化学物質

■ A重油 0.9%
■ プロパン 0.6%
■ 灯油 0.3%
■ ガソリン 0.0%

■  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

36.8
49.2
107.3

24.3

56.5
10.1
4.6

288.7

事業
エリア内
コスト

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。

※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。

■  CO2排出量推移/原単位

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

633.3

（ t ）
650

600

550

500

450

(g-CO2/千円)

（年度）20152013 2014

618.8618.8

591.4591.4

40,35740,357
43,01843,018

40,91340,913

生産金額原単位
CO2排出量

609.3609.3

2016 2017

38,34038,34037,98737,987

564.3564.3

電力
73.1%
電力
72.1%

都市ガス
26.1%

更新前 更新後

点灯イメージ

● 水銀灯 ○ LED照明

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。
　2017年度は活動目標として「CO2排出量2017年度排出量
未満」を掲げ、生産金額の増加と省エネ施策で38,340ｔとな
り、2016年度より0.9％増加しました。なお、エネルギー効率
を表すCO2原単位については564.33g-CO2/千円となり、
2016年度より5.8％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
● 遮熱断熱対策の実施
　夏場、太陽光により屋根の表面温度が上昇し、空調効率が
低下していましたが遮熱断熱塗装を施すことにより、屋根裏
の温度を下げ、冷房の負荷を低減しました。2017年度には
2箇所の建物の塗装工事を完了しました。

● LED照明への更新
　工場建屋でのLEDへの照明更新時に、照光角度と明るさの
検討を行うことにより、照明のレイアウトを見直し、照明点灯
数の削減と、LED照明の導入により、電気量の削減に貢献して
います。

● コンプレッサー台数制御盤導入によるCO2排出量の削減
　犬山事業所の前原工場では4台のコンプレッサーを使用し
ています。
　2017年度に台数制御盤を導入
し、設定した圧力に対して4台を適
正に運転させることで稼働時間を
減らし、CO2排出量を低減しました。

● 工場内のエアコンのスポット化
　各事業所で、古いタイプのエアコンを省エネタイプのエア
コンへ更新して、電気量の削減に心がけております。

環境活動目標と結果 地球温暖化防止への取り組み

活動事業と環境負荷の全体像
　当社において2017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37,987t未
満に対し、実績値は38,340tで、削減率は▲0.9%となり未達
となりました。CO2原単位（※1）は目標値608.01ｇ-CO2/千
円に対し、実績値564.33ｇ-CO2／千円の結果となり、削減
率は7.2％で達成しました。各エネルギーでの原単位について、

電力原単位：0.8628ｋｗｈ/千円に対し、0.8345ｋｗｈ/千円、燃
料（※2）原単位162.72ｇ-CO2/千円に対し、159.46ｇ-CO2/
千円で、それぞれ削減率3.3%、2.0%で達成いたしました。

環 境

環境会計 マテリアルバランス

※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。

● 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／2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）

環  

境

環  

境
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清掃の様子犬山市長（左から３番目）  
受賞者の皆様と当社従業員（右から２番目）

緑のカーテンコンテスト
団体緑化部門入賞

屋内から見た緑のカーテン

■  廃棄物排出量推移

（ t ）

（年度）20152013 2014

2,381 2,425 2,486

2016

2,200

2017

1,931

3,000

2,000

1,000

0
夜間訓練の様子（2017年5月22日）

切削油濾過装置による
廃棄の低減

夜間訓練（地震発生時における流出事故を想定）

　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。2017年度は
めっき廃液の削減効果が表れ、また潤
滑油・溶剤の再利用等による減量など
の取り組みを実施しています。引続き、
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。

廃棄物削減活動

● 緑のカーテンの設置(犬山市緑のカーテンコンテスト入賞）
　当社グループは各事業所に緑のカーテンを実施していま
す。当社犬山事業所でも実施、建屋の南面や食堂横に設置し
て夏場の壁面の温度低下に
寄与しています。
　2017年度は「犬山市緑の
カテーンコンテスト」に参加
し、団体緑化部門で入賞す
ることができました。

● 地域の河川の清掃へ参加
　2017年度から地域の方が毎年実施している「河川の清掃」
を紹介いただき、当社からも参加しています。河川に溜まっ
た石や藻の除去、法面の草刈などを実施し、近隣のお住ま
いの方と河川をきれいに犬山事業所周辺の川の一画を清
掃しました。
　当社内の環境活動もしながら、企業市民の一員として少
しでも周辺の環境改善にも貢献できるように今後も継続し
てまいります。

その他 環境活動

環境リスクマネジメント

環境データ環 境

　当社及びグループ会社は、突発的な事故やさまざまなリス
クを想定し、毎年緊急事態訓練を実施しております。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。2017年度は2016年度に引続き、
「夜間」「地震発生時」を想定して訓練を実施しました。「夜間」
での対応で限られた人数の中、灯りが少ない中での条件で、
また、海外の研修生にも参加いただき、実践的な訓練を行う
ことができました。

犬山事業所

岐阜工場

● 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、その他各種産業用軸受
● 土地面積 143,000㎡
● ISO14001認証取得年月 2001年3月

■  大気データ（2017年度）

 ばいじん ｇ/㎥N
 ボイラー 0.3 0.035

   暖房機 0.3 0.003未満

 NOx ppm
 ボイラー 150 59

   暖房機 250 67

 SOx ㎥Ｎ/ｈ
 ボイラー 1.521 0.002未満

   暖房機 0.65 0.001未満

■  大気データ（2017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） 241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巻きブシュ
● 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、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 7.2 6.7 7.0 
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 7.7 1.1 4.1
化学的酸素要求量（COD） 160 9.2 3.9 6.3
浮遊物質量（SS） 30 10 1 3.9
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 0.76 0.1 0.29
クロム含有量 2 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フッ素及びその化合物 15 2.5 0.2 0.9
ホウ素及びその化合物 30 6.8 1.4 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 100 3.5 1.6 2.3

リン含有量 16 0.5 0.073 0.166
鉛及びその化合物 0.1 0.01未満 0.01未満 0.01未満
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（2017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 7.5 6.7 7.2 
生物化学的酸素要求量（BOD） 30 2.1 0.5 0.86
化学的酸素要求量（COD） 60 3.3 0.9 2.04
浮遊物質量（SS） 60 4 1 2.25
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 0.86 0.13 0.55
リン含有量 16 0.058 0.015 0.04

■  水質データ（2017年度）

項 目 規制値
最大 最小 平均

測定値

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 58

 SOx ㎥Ｎ/ｈ
 ボイラー 1.26 0.01未満

   暖房機 2.2 0.03

  物 質※ 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

  物 質※ 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

環  

境
環  

境
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空中配管下からの漏洩措置訓練

工業団地内での清掃活動の様子

緊急訓練の様子

矢板工場

緊急訓練の様子

環境ビデオ講習

緑のカーテン

※数量原単位=1pcs生産するのにかかった電力量

※飯野製作所の原単位は売上高/CO2排出量により計算しています。

原単位
CO2排出量※■  CO2排出量推移/原単位

（年度）201620142013
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13,000
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（t） （g-CO2/pcs）

2017

41.441.4

12,91412,914
12,24512,245

44.344.3

12,91512,915

45.145.1

12,04812,048 11,90511,905

43.343.3
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原単位
CO2排出量■  CO2排出量推移/原単位

（年度）201520142013
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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。

7,4037,403

31.831.8 31.731.7 31.931.9

7,3617,361 7,4807,480 7,0727,072

30.230.2

2016

2015

42.842.8

2017

32.532.5

7,0277,027

■ 環境活動
　時間あたり生産数の向上、不良率削減
などの活動、第3工場が新たに稼働したこ
とによる生産数の増加などの要因により、

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） 504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

● 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） 90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

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） 331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㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2003年3月

2017年度のCO2排出量の結果は2013年
度比4％削減の目標42.5g/pcsに対し数
量原単位（※）41.4g/pcsで削減率は2.6％
でした。
　天井照明（水銀灯）のLED化に加え、新規
設備の電灯のLED化を実施。2018年度も
省エネ活動を継続していきます。また、緊急
事態対応に備えるため、緊急訓練について
も定期的に実施しています。

■ 環境活動
　重点項目として生産性向上、原価低減、
不良率低減に取り組み、設備の更新・改善
を積極的に実施した結果2017年度におい
て、CO2原単位の削減効果が表れています。
　廃棄物削減にも取り組んだ結果、めっき
ソリブル油廃棄量の削減に成功しました。
　環境緊急事態訓練も定期的に継続して
おり、リスクへの対応力を強化しています。

■ 環境活動
　大同メタル佐賀は、設立からその後本格
稼働をし、継続的に省エネ活動に取り組んで
います。2017年度には焼結炉の断熱塗装
を実施し、省エネを行いました。また、環境
に対する従業員の意識向上を図るため、工
場内では毎月環境ミーティングを開催し、
隔月には工業団地内の清掃活動も行って
います。2018年3月にはISO14001の認
証も取得しております。■ 環境活動

　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、また環境緊急事態に迅速に対応出来る
様に、緊急事態訓練を定期的に実施してい
ます。
　啓蒙活動としては、環境ポスターや省エ
ネポスターの展示を行い、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ており、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）を従業員へ発信して
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 〒849-2204
 佐賀県武雄市北方町
 大字大崎5088番地9
● 従業員数（正社員） 89名
● 操業開始 2015年4月
● 主な生産品目 軸受材料などの製造
● 土地面積 127,580㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2018年3月

大同メタル佐賀株式会社

■ 環境活動
　飯野製作所では2002年7月にISO14001
の認証を取得し、継続的に省エネ活動に取
り組んでおり、本社屋上・矢板工場には屋根
に太陽光発電（各20Kwh）が設置されてお
ります。従業員への意識向上や周知を図る
ため、小冊子に環境方針を記載し、全員に周
知しています。また、クリーンコンテスト、改
善提案活動への取り組み、緊急訓練も実施
しています。

● 所在地 ［本社・大宮工場］
 〒330-0805
 埼玉県さいたま市大宮区
 寿能町１丁目135番地
 ［矢板工場］
 〒329-1574
 栃木県矢板市乙畑1855番地
 ［田島工場］
 〒967-0014
 福島県南会津郡南会津町
 糸沢字森前511番地
● 従業員数（正社員） 203名
● 操業開始 1948年3月
● 主な生産品目 パイプ加工品、切削加工品
● 土地面積 66,257㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2002年7月

株式会社飯野製作所

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,752
3,103

年度 CO２排出量（t）
1,594.2
1,541.3

原単位（g-CO2/千円）

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,637
6,015

年度 CO２排出量（t）
3,151.0
1,397.6

原単位（g-CO2/千円）

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,234
2,603

年度 CO２排出量（t）
771.4
767.6

原単位（g-CO2/千円）

環境活動（国内関係会社の取り組み）

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

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

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

環  

境
環  

境
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情報管理ガイドライン

https://www.daidometal.com/jp/it-security-guidelines/

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）

企業行動倫理委員会

委員長（コンプライアンスユニット長）

委員（人事企画ユニット長 他４名）

事務局（法務センター）

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
各カンパニー生産推進室
（大同ロジテック（株））
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

配送リスク

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

　当社グループでは、コンプライアンスを「法令及び社内規
程の遵守」だけに留めることなく、従業員全員が地域社会の
ルールやマナーなど、当社グループの一員として良識と責任
をもって行動することと捉えています。
　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「大同メタルグループ行動基準」を作成し、全ての従業員
に周知徹底を図っているほか、コンプライアンスに関する諸
施策を審議する場として、コンプライアンスユニット長を委員
長とする「企業行動倫理委員会」を設置しております。また、コ
ンプライアンスに関する報告や相談を行う制度として「報告
相談制度」を設けており、コンプライアンス違反の懸念がある
事項の早期発見と、情報提供者の保護を制度化しております。
　当社グループにおけるコンプライアンスの遵守状況にお
いては、定期的に企業行動倫理委員会から取締役会に報告さ
れており、グループ一丸となってコンプライアンス経営を実
現しております。

企業行動倫理委員会（編成メンバー）

国内のコンプライアンス教育
～適正取引推進講習会の実施～

　2017年度は、下請法運用基準の見直し、自動車産業適正
取引ガイドラインの改訂などによる社会的な要請を受け、当
社及び国内関係会社における適正な取引の徹底を行うべく、
購買部門と法務部門共催の「適正取引推進講習会」を複数回
開催いたしました。
　法律の知識を身につけるだけでなく、適正な取引を実現す
るため、実務において発注者として守るべきことを明確にし、
より実務に沿った講習を行っております。

海外のコンプライアンス教育
～アジア地域（タイ・インドの当社グループ関係会社）
　コンプライアンス体制チェックの実施～

　2017年11月、タイ及びインドの当社グループ関係会社に
おいて、コンプライアンス体制構築状況の確認及び指導を
行いました。
　ATAキャスティングテクノロジーCO．，LＴＤ．（タイ）におい
ては、コンプライアンス担当者との間で、意識浸透に向けた取
り組み内容を協議するなど、各社における自主的なコンプラ
イアンス活動を推進しております。

　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」、「リスク低減
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、リスク管理の社内体制を構築しています。
　2016年度よりグループ関係会社におけるリスク管理体制
の強化を推進しており、各拠点のリスク管理担当者を中心に、
リスクの洗い出し、評価、必要に応じた低減対策を進め、定期
的に当社のリスク管理委員会において管理状況を把握してい
ます。今後も、当社だけでなく、グループ会社全体のリスク管
理体制を強化してまいります。

リスク管理委員会（編成メンバー）

新規グループ会社へのリスク管理制度導入
　2016年度より、当社グループの一員となっております関係
会社におきまして、2017年度よりリスク管理を開始し、リスク
の洗い出しと評価まで実施しております。評価結果について
はリスク管理委員会にて情報共有を行っており、今後も、最適
なリスク低減対策の検討を行うなど、各社におけるリスク管理
を推進していきます。

コンプライアンス リスクマネジメント

講習会の様子

タイ語資料（コンプライアンスについて）

緊急点検・復旧前点検 BCP訓練の様子

公正な事業慣行
（コンプライアンス、リスクマネジメント、サプライチェーン）

2018年4月現在

2018年4月現在

情報管理リスク

災害リスク

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展開～

　グリーン調達ガイドラインでは、
取引先の環境保全活動と調達品の
環境負荷低減の取り組みをお願い
しています。環境調査票による自己
評価や、製品含有負荷物質の調査
などをもって、環境の負荷低減や、
適正な管理をして、サプライチェー
ンを含めて、環境に配慮した調達活
動を進めていきます。

秋季防災訓練・BCP訓練の実施
　東海沖４連動巨大地震が予想される中、各企業はBCP
（Business Continuaity Plan）活動の対応強化を図ってい
ます。午前中は全員を対象とした避難訓練を、午後からは
BCPを中心とした訓練を実施しています。本年度のBCP訓練
では、当社の源流となる材料工場における緊急点検及び復旧
前点検を前半に、その後机上訓練で各工場の被害状況報告
及び、機能分隊の訓練では「取引先分隊」（緊急時にお客様へ
製品を届けられるかのしくみの検討）を中心とした訓練を行
いました。当社においてのBCP活動も７年目を迎え、毎年訓練
内容を変えて取り組み強化を図っております。

情報管理強化への取り組み
　当社では、一層の情報管理体制の充実を図るため、2017
年4月に機密管理規程を制定し、機密区分を設け、各区分に
沿った管理ルールを定めました。また、2017年11月には技術
部門を中心に「技術情報管理チェックリスト」を用いた自己点
検を実施しました。2018年3月には、当社グループの情報管
理に関する基本的な考え方を示した「情報管理ガイドライン」
を制定し、ホームページなどで開示しました。

グリーン調達ガイドライン

環境安全リスク

■  報告相談制度 体制図

社内報告
相談窓口

社外報告
相談窓口

企業行動倫理委員会

指示
助言

行動憲章
行動基準教育

報告
報告

指示

②報告・
　相談

報告
（重大なもの） 相談報告

通知
③報告・相談

指示

報告

指示

報告

取締役会 監査役会

賞
罰
委
員
会

部門長

①原則

社員

連携
コンプライアンス担当

執行役員（CCO）

コンプライアンス
ユニット長

教育
啓蒙 報告・相談
指示

公
正
な
事
業
慣
行

公
正
な
事
業
慣
行
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第８回ともいきフェア 全体写真

経営者とDQCサークル参加者 全体写真 大会での発表の様子

研修の様子

第21回 機械要素技術展の様子
（開催場所：東京ビックサイト）

当社関係会社製品の展示を充実

当社ブースの様子 目を引く展示（８速ATのカット
モデル、カルム消音体験展示）

優勝チーム

当日の会場の様子

消火栓取扱
競連会表彰状と
優勝トロフィー

テープカットの様子

注意事項を聞く児童たち（犬山事業所） 元気よく質問をする児童たち（犬山事業所）

働く人を見学する児童たち（岐阜工場）

2017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、2017年度スローガン「感動と安心を後工程へ３現主
義（※）の徹底と迅速なＰＤＣＡで再発・慢性問題ゼロを達成！」の
考えのもと、品質向上活動に推進しています。

第３２回 ＤＱＣサークル大会（QCサークル活動推進）
／品質月間活動
　2017年12月11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、職場の活性化をはかり、改善能力の
向上を推進していきます。
　また、品質月間（11月）でも標語とポスターを募り、全社的に
も品質を浸透させるため、品質部門にて活動を推進しています。

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）を品質部門と人
事部門にて協働で教育計画をし
ています。特にこの研修は、中堅
社員・管理職を対象にした研修
で問題解決能力を養います。

海外関係会社へ品質指導
　国内生産拠点の管理者が海
外拠点に訪問し、品質管理の指
導を徹底しています。生産工程
の標準化を推進し、品質基準を
遵守することで、当社グループ

内の同一品質を構築しています。品質問題を共有することで、
品質意識を向上させ、品質のレベルUPに貢献していきます。

第４５回 東京モーターショー２０１７への出展
～当社製品と関係会社の製品（NDC・飯野製作所・ACT）
　とあわせて、PR～

　「第４５回東京モーターショー2017」が東京ビックサイトで
10月27日～11月５日に開催されました。テーマは「世界をこ
こから動かそう。BEYOND THE MOTOR」で、国内外のメー
カー153社が出展しました。
　当社ブースでは、８台のモニターを使用して、多くの製品を
紹介しました。８速ATのカットモデルやショックアブソーバーを
新たに展示したり、エヌデーシーの吸音材カルムの展示物を
刷新したり、来場者の皆様の目を引くようにしました。当社及
び関係会社の製品をPRすることで、当社グループの認知度
を高め、製品による社会貢献に寄与してまいります。

機械要素技術展（M－Tech）
【各カンパニー部門と大同メタル販売で共催で出展】

　2017年４月12日～4月14日「第２回 名古屋機械要素技術
展」、2017年６月21日～６月23日「第21回 機械要素技術展」
が開催され、当社も出展いたしました。
　当社のカンパニー部門と大同メタル販売株式会社の共催で
出展し「ドライベアリングシリーズ」・「金属系軸受」・「ダイスラ
イド」・「サーマロイ」などの従来製品に加え今回の出展では、
「自動車エンジン用半割軸受」「RPポンプ」及び「エヌデーシー
の吸音材カルム」「飯野製作所のパイプ・ピン」「ACTのダイカ
スト製品」を幅広く充実して展示し注目を集めました。

犬山事業所 納涼祭の開催
　犬山事業所では、５年に1回の頻度で納涼祭を開催しております。
　夏の暑い季節ではありますが天候に恵まれ、多くの方々に
参加いただきました。納涼祭では、日頃大変お世話になってい
る多くの地域住民の皆様に多くご来場いただき、暑さを吹き
飛ばすくらい楽しんでいただきました。屋台は当社の従業員
が協力し合って販売
に奮闘しておりました。
　今後も引続き近
隣の皆様とコミュニ
ケーションが図れる
場として、また機会を
設け開催できるよう
頑張ってまいります。

屋内・屋外消火栓取扱競練会 優勝
　犬山事業所では、犬山市消防本部・犬山市危険物安全協会
主催の屋外消火栓取扱競練会に毎年参加しております。
　当事業所においては多くの危険物を取扱っており、万が一
の時に備えて消火訓練を行っております。日頃の消火訓練の
成果を遺憾なく発揮し、2017年度は屋外消火栓の部で見事
優勝しました。
　今後も引続き大会への参加を通じて防火意識の高揚に努
めてまいります。

お客様のために 社会貢献活動

（地域社会への参画と発展）

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展消費者課題

（品質改善・PR活動）

近隣小学校の社会見学受け入れ
　弊社事業所において、近隣の小学校の社会見学を毎年受
け入れております。
　見学当日、児童たちは、この日を待ちわびて笑顔で来社さ
れました。はじめに事業内容をDＶＤで視聴し、色々な当社の
説明資料を見ながら、熱心に説明に耳を傾けておりました。そ
の後の工場見学では機械を見て驚く児童もおりましたが、多
くの人が働いているのを興味深く観察していました。最後に
は児童から御礼の言葉
をいただき、感謝の気持
ちが伝わってきました。
　今後も児童の笑顔が
見れるよう引続き受け
入れを行っていきます。

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メンバーに当社岐阜工場から
1名参加しております。「女（ひと）と男（ひと）とがともにいきい
きと暮らせる社会」を目指し、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、引続き推進メンバーとして参加していきます。

※３現主義：「現場」、「現物」、「現実」
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ふれあいプログラム（小学校公演の様子）

ふれあいトリオコンサートの様子 コンサートを楽しむ観客のみなさま

当社事業所へ来社をいただく様子 ウォーキングルートを構内地図で説明する様子

工場見学での
説明の様子

会社概要の
説明の様子

清掃の様子
（岐阜工場）

緊急車両が大同メタル佐賀（株）に続々集結する様子

表彰の様子

水風船釣りの様子

感謝状（CERTIFICATE OF APPRECIATION］

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）

大同メタル佐賀株式会社をメイン会場に、
九州ブロック合同訓練の実施
 ［大同メタル佐賀株式会社］

　11月11日、12日に緊急消防援助
隊の九州ブロック合同訓練が行わ
れ、12日は7時ごろから九州各地か
ら続々と消防車・救急車が敷地内
に集まり、自衛隊車両を含め約250
台が集結、関係者・一般客合わせて
1,500人以上の入場者がありました。
　はじめに副島副知事、小松武雄市
長、佐賀県消防本部長などの来賓挨拶があり、訓練において
は橋脚が崩壊し、落ちた車両からの救出訓練、６階建のビルの
屋上に取り残された人をヘリコプターで救出する訓練、土砂
崩れで埋まった住宅から救出する訓練、崩落したトンネルに取
り残された人を救出する訓練などが、約１時間半にわたって行
われました。

組合活動に対する表彰
 ［大同精密金属（蘇州）有限公司］

　大同精密金属（蘇州）有限公司では積極的に地域住民と交
流をとっております。2017年度において従業員家族や地域の
小学生を工場に招待したことが家族を含めた組合活動と認め
られ、園区政府から表彰を受けました。

グループ会社の活動 ベルフォンテンの消防署からの感謝状
 ［大同メタルU.S.A.INC.］

　大同メタルU.S.A.INC.は地域防犯対策への貢献として
社会福祉活動を積極的に実施しています。2017年度はベル
フォンテンの消防署が主催する子供向け安全講座への協賛
活動に対し感謝状をいただきました。

Family day開催
 ［大同メタルチェコs.r.o.］

　大同メタルチェコs.r .o.において従業員家族を招待し
Family dayというイベントを開催いたしました。従業員と
そのご家族の方々を招待し、総勢252人の方が参加いただ
きました。イベントでは日本の会社として従業員のみなさ
んにも少しでも日本の文化に触れていただこうと考え折り
紙や水風船釣りなどを企画し、とても楽しんでいただくこと
ができました。

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～

　6月3日（土）犬山南部公民館で、「吉田恭子と仲間たちによ
るふれあいトリオコンサート」が開かれました。当社が協賛す
るのは一昨年、昨年に引続き、2017年度で3回目になります。
　このコンサートは①学校などの施設を訪問し、子供たちの
手の届く距離感で生演奏をして、音楽のすばらしさを肌で感
じてもらう活動、②地域の作業所のみなさんが作られた工芸
品やお菓子をコンサート会場ロビーなどで販売し、地域の輪
を広げる活動を含めて、全体のプログラムとなっています。今

回も前日に地元小学校
2校を訪れ、弦楽器の音
のすばらしさ、また、途
中にはバイオリンに直
接触れて演奏する機会
もあり、楽しんでいただ
くことができました。 
  

ふれあいウオーキングへの協賛
　2017年11月5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途中に犬山事業所が見
学コースに盛り込まれ、立ち寄られました。当日は幅広い年齢
層の方々、270名程が来社され、工場見学をしていただきま
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
との主旨で継続して受け入れを行っております。
　今後もこのような機会を通じ、引続き地域の皆さんとより
交流を深めていきたいと考えております。

事業所内清掃活動
　岐阜工場では工場周辺で毎年８月の第１日曜日に地域美化
運動が実施され、その一環で朝礼後に工場周辺のゴミや空
き缶、空き瓶などの回収作業を行っています。また犬山事業
所でも20年以上にわたり、地域の清掃活動と交通立番を
「０」（ゼロ）のつく10日、20日、30日を実施しております。
　今後も地域の一員として、地域環境を大切にし、感謝の気
持ちを込めて住民の皆様とともに、美化活動や交通立番を継
続的に実施していきます。

工場見学会の開催
　「工場見学会」を犬山事業所近隣の地域役員の皆様に向け
て毎年開催しています。見学会において当社の事業活動報告、
環境対策内容、地域貢献内容の紹介、製品展示場所をご案内、
工場見学も行っています。地域の皆様といっしょに展示場所
や工場を見学した後に会議室に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。
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