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大同メタルグループの製品は世界中の様々な地域で
人々の豊かな暮らしや産業の発展を支えてきました。
創立以来脈々と受け継がれているものづくりへの高い志によって生み出される
優れた技術と製品で、お客様の期待と社会のニーズにこれからも応えていきます。

大同メタルの概要

事業を通じて
社会的価値を創出

幅広く社会やインフラを支える

自動車エンジンなどに使用されるすべり軸受

コアテクノロジーによって生まれる軸受は、
自動車分野にとどまらず多種多様な分野に
用いられています。あらゆる動きを支える当
社グループの軸受が社会の発展に貢献し
ています。 

C O N T E N T S

1 大同メタルの概要　

3 トップメッセージ　　　　　

6 大同メタルグループのCSR　
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9  特集1  創立80周年を迎えて　

11  特集2  80周年記念イベント・取り組み　

12  特集3  新規事業の創出、新技術への取り組み

14 組織統治　

15 公正な事業慣行　
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20 消費者課題　
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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
る意識向上を目指し、CSR報告書を発行しています。

大同メタル工業及び一部関係会社

2018年度（2018年4月から2019年３月）
一部発行時点での最新情報を記載しています。

ISO26000
環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」

2019年12月(次回公開：2020年秋予定)

編集方針

報告対象範囲

対象期間

参考ガイドライン

公開

次世代に豊かな社会をつなぐ
世界企業としての責任を果たすため、「新市場・新用途の拡
大」「新製品・新事業の創出」を軸にイノベーションを起こす
べく、未知の世界に果敢に挑んでいます。
また、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」で掲げる諸目標の達
成に向けた取り組みにも貢献していきます。

地域の活性化や発展に寄与

社会貢献活動を国内外各拠点で実施

日本をはじめ、ヨーロッパ・北米・アジアに展
開するグローバル拠点では6,887名の従業
員が働き、拠点周辺地域の活性化に貢献し
ています。また、社会貢献活動にも積極的
に取り組み、地域社会の発展に寄与してい
ます。

企業理念

1. 会社の務　社員の幸せをはかり、地球社会に貢献する

2. 会社の心　企業倫理を重んじ、活力あるオープンな企業風土をつくる

3. 会社の源　常に市場から学び、お客様の信頼に応える

4. 会社の途　創造と革新につとめ、夢に挑戦する

5. 会社の志　世界のトライボロジーリーダーを目指し、技術を磨く

つとめ

こころ

みなもと

みち

こころざし

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

環境にやさしい製品・材料開発に　　取り組み、低燃費化に貢献

■ 樹脂表面層付き軸受

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

低燃費化・環境負荷物質の削減などに貢献
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展開して
います。

鉛を使用しない自動車用軸受やダムの水門用軸受などは、
高いエコロジー性能を発揮

■ 鉛フリー軸受
事業領域と
社会との関わりはP7～8
「持続的な成長を目指して」を
ご覧ください。樹脂表面層

アルミ合金

スチール
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中期経営計画「Raise Up "Daido Spirit"」を全員参加で確実に遂行、
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。

トップメッセージ

代表取締役会長
兼 最高経営責任者

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、2019 年 11 月 4 日で 80 周年を迎えました。

創業以来、当社は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、常にお客様の声に耳を傾け、品質への追求、製

品への付加価値の向上など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

中のお取引先様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

しています。また、軸受事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は海

外 15 カ国に 47 拠点を有するグローバル企業に成長してまいりました。

　2019 年度に大同メタル工業は、お陰様で 80 周年を迎えることができ

ました。皆様には厚く御礼を申し上げます。80 周年を記念し、社内外の

記念イベントの開催、社会貢献活動をスタートさせ、日頃のステークホル

ダーの皆様への感謝と共に従業員のモチベーションを高めつつ、今後 90

周年、100 周年とさらなる成長を目指し市場におけるプレゼンスを高め、

事業に邁進してまいります。

　2018年度から2023年度までの6か年の中期経営

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～）をスタートし、大同メタルグループは中期

経営計画に掲げる次の４本の柱を重要な軸と位置づけ、全

社一丸、全員参加で取り組んでおります。

　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、各軸受分

野とも、マーケットシェアを高めるべく、新規開拓活動、価格

競争力・品質向上、生産性向上に取り組み、これまでの事業

戦略の推進を図ると同時にIoTやロボット化に対応、制御装

置の導入を進めていきます。

　「軸受に並ぶ新たな事業の柱を作ること」で、2017年度

より本格的に当社グループへ加わった株式会社飯野ホー

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、当社においても専門部署

「未来創造室」を立ち上げ、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。

　また、将来を見据えた、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、ＥＶ・ＰＨＶ・ＨＶなど

の電動化自動車に特化した製品向けの新工場の設立や、自

然エネルギーにおける新事業分野（当社既存事業における

新用途開拓を含む）における風力発電用軸受事業など非自

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。

新中期経営計画
「Raise Up “Daido Spirit” 」のスタート。

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”

第2の柱

新規事業の創出・育成　
“新たな事業の柱を築く”
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　製品・事業分野において新規事業の創出や自動車産業

等における低燃費化に貢献する環境にやさしい新製品・環

境貢献への付加価値を高めるべく新材料開発を行っており

ます。また、更なる強固な品質保証を目指し、当社グループの

品質管理においても品質改革を推進し、世界の当社関係会

社をまきこんだグローバルな活動をすすめてまいります。

　また、環境分野では環境に貢献する製品の開発・拡販に

加えて、生産活動や生産性向上での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など継

続的に活動を実施しております。

　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べ

く、IRイベントを関東や東海地区を基盤に実施、説明会で

のＰＲ、事業分野単位での展示会に出展して、お客様とのコ

ミュニケーションや情報交換を図るとともに、2019年度は

80周年を迎え、記念イベントの開催や「ふれあいトリオコン

サート」への協賛、そのほか継続的に地域の方々を迎え工

場見学会なども積極的に取り組み、対話の機会を充実させ

ながら、皆様との一層のコミュニケーションを重視してまいり

ます。

　当社グループは、中期経営計画「Raise Up “Daido 

Spirit”」では「ESG」（E：環境　S：社会　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分野があるな

か、2019年1月には、大同メタルグループ「人権に関する

ガイドライン」を制定し、2018年度より「健康経営活動」を

テーマとして掲げ、同年2018年10月に「大同グループ健

康経営宣言」を制定いたしました。

　今般のESG（E：環境　S：社会　G：ガバナンス）に求め

られる、当社の非財務情報・ESG関連情報に関する開示を

正確かつ積極的に行い、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べく、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

実に向けた取り組みのもと、当社グループは「ESG」を経営

基盤とし、各CSR活動についての強化・推進を図ってまいり

ます。

　また、今後、当社グループは、世界企業としての責任を果

たすため、「持続可能な開発目標（SDGs）」で掲げる諸目

標の達成に向けた取り組みにも貢献してまいります。皆様に

は、今後も引き続き更なるご支援ご鞭撻を賜りますようお願

い申し上げます。

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製品を通して社会に

貢献する役割を持続することはもちろんのこと、法令遵守や社会貢献をはじめと

する企業の社会的責任（CSR）を果たし、お客様・株主様・従業員・お取引先様さ

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

ております。

大同メタルグループの事業活動は様々なステークホルダーの方々に支えられて成り立っています。

大同メタルグループでは、お客様・株主様・従業員・お取引先様・地域社会の方 と々の対話を重視しています。

　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、また、従来から取り組んでおりますグロー

バルでの品質保証体制（世界中で同じレベルの品質保証

体制）も一段と強固なものとすべく、テーマを掲げ進めてまい

ります。

　また、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、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も全力を挙げて取り組んでまいり

ます。

　当社は、当社グループにおいて、各地域で多種多様な

人々の長所を生かすべく、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活動を促進し、今後の当社グ

ループの一層の成長を担う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。

　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・お取引様、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

でおります。

トップメッセージ

大同メタルグループのCSR

大同メタルグループのCSRの考え方

ステークホルダーとの関わり

ステークホルダー 当社グループで取り組む方針・姿勢 対話・コミュニケーション方法の一例

お客様 ◦社会的に有用で安全な開発・提供し、満
足と信頼を獲得します。

◦各種展示会への出展
◦営業窓口を通じての情報交換
◦ホームページ上でのお問い合わせ窓口　　

株主様

◦企業価値向上を通じ、持続的成長を続け
てまいります。 ◦決算発表、決算説明会

◦各種ＩＲイベントでの出展
◦株主総会◦広く社会とのコミュニケーションを図り、企

業情報を積極的かつ公正に開示します。

従業員
◦多様性、人格、個性を尊重するとともに、

安心して働ける健康と安全に配慮した職
場環境を確保します。

◦労使協議会
◦社内報
◦社内ブログ
◦各種教育、研修
◦職制との面談

お取引先様 ◦CSR活動を推進し、サプライチェーン全体
で持続的な成長を図ってまいります。

◦お取引先様説明会
◦各種調査票、アンケート

地域社会

◦社会の一員であることを自覚し、社会貢献
活動を推進します。

◦納涼祭、工場見学会
◦社会貢献活動

◦事業活動のグローバル化に対応し、各国・
地域の法律の遵守、国際規範、文化、慣
習の尊重に配慮した企業活動を行い、当
該国・地域の発展に貢献します。

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、
SDGsに取り組む

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

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”

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”
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持続的な成長を目指して

事業を通じた取り組み

中期経営計画
の推進

（2018年度～2023年度）

世界で
存在感のある
会社となり、
企業価値を
高めていく

大項目 当社が取り組むべき項目 貢献する
SDGs

ビジネスサイクル

量産化に向けたステップアップ

事業分野

当社事業をとりまく社会の動き

環境問題
◦気候変動と地球温暖化
◦災害の激甚化
◦廃棄物の増加

資源問題
◦資源の枯渇
◦持続可能なエネルギーの確保
◦水・食糧問題
◦リサイクルの推進

グローバル化
◦新興国の経済の台頭
◦ダイバーシティ対応
◦地域と共生

事業構造の多様化
◦ＡＩ、ＩｏＴ技術の進展とイノベーション

人口構成の変化
◦少子高齢化
◦労働人口の減少

環境

持続可能な
地球社会への貢献

社会

あらゆる産業への
発展へ寄与

グローバル化・ニーズの
多様化に対応する
社内体制づくり

ダイバーシティとワーク
ライフバランスの実現

多様な人材が多様な
働き方で活躍できる
体制づくり

かけがえのない
従業員の
安全と健康の確保

健康経営と、
安全な職場環境の確保

ＥＶ化への対応

自然エネルギーに向けての
製品の製造・開発

地球温暖化対応
（省エネ・合理化）

環境付加価値製品の開発

ガバナンス

経営基盤となる
ガバナンス・
コンプライアンス
体制の構築と信頼

グローバルガバナンスへの
対応・社内横断的な
リスクマネジメント

企業倫理を重んじる
コンプライアンス風土の
浸透

ＣＳＲサプランチェーンの
確立

すべり軸受のリーディングカンパニーとして
社会課題を解決

DAIDO SPIRIT
「企業理念」、「行動基準」、「行動指針」、「経営方針」を根底で支える、　
当社が事業活動を行う上での根本的な精神

環境

社会

ガバナンス

価値創造の源泉

人材力

ESG経営
◦バイメタル技術
◦精密加工技術
◦表面処理技術

コアテクノロジー

開発・
設計

生産・
ものづくり調達 販売 使用・

再利用

自動車・
二輪車

船舶エネルギー

農機・
建機

一般産業

新事業分野

新事業の柱を築く
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創立80周年

主なできごと

2017

2019

創業

創業者
川越 庸一
大同メタル工業（株）を設立
本社を名古屋市中川区に開設

名古屋証券取引所
市場第二部上場

1961

犬山工場操業開始［本格的な量産工場建設］

自動車用エンジン軸受
生産開始

1962

中川工場操業開始

自動車用エンジン軸受
事業開始

前原工場操業開始

船舶用エンジン軸受事業開始

1968

初の海外進出

1967

米国事務所設立
大同メタルU.S.A.INC.
（米国）設立

1984

台和交通工業股份有限公司
　1984年　軸受部門を分離独立
　中華大同軸承工業股份有限公司
　（現：中原大同股份有限公司）

米国生産工場の設立
 Glacier Daido America LLC （2005年8月 持分全額譲渡）

名古屋証券取引所
市場第一部上場

1997

欧州生産工場の設立
フェデラルモーガル大同 HWB CO.,LTD.（イギリス）設立
（現：大同インダストリアルベアリングヨーロッパ LTD.）

1998

東京証券取引所
市場第二部上場 

2004

東京証券取引所
市場第一部上場 

2005

ATAキャスティング
テクノロジージャパン
株式会社の全株式の取得

2018

売上高1,000億円突破

2016
1939

1,077億円

80年で築き上げた数字■ グループ従業員数 （2019年3月31日現在）

6,887名

■ 国内外ネットワーク （2019年3月31日現在）

11社国内28社海外

■ 世界シェア

自動車エンジン用軸受
ターボチャージャー用軸受
大型船舶用軸受

世界シェア

※2018年暦年当社推定数値

世界シェア

53.5%
※2018年暦年当社推定数値

自動車エンジン用軸受

大型船舶用軸受

■ 売上高 （2019年3月期）

飯野製作所グループ
の全株式の取得

33.1%No.1
1940

滑って受けて80年
世界をもっとスムーズに
当社は、2019年11月に創立80周年を迎えました。

「総合すべり軸受メーカー」として多種多様な産業分野の回転を支えながら、
社会に貢献する役割を持続し、90周年、100周年とさらに成長できるよう
全社一丸となって前進していきます。

特集1 創立80周年を迎えて
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特集2 ８０周年記念イベント・取り組み 特集3 新規事業の創出、新技術への取り組み

新規事業の創出、
新技術への取り組み

８０周年記念イベント・取り組み

新規事業

風力発電用軸受への事業展開
　海上・陸上の風力発電ニーズが高い欧州での風力発電用軸受の生産実現に向けて、計画

を進めています。風力発電はボールベアリングが主流ですが、そこにすべり軸受を用いることが

できるようにしていくことで、修繕時の工程を短縮できるなどのメリットを図っていきます。製品に

ついては現在試作段階であり、現地生産に向けて欧州での新工場の立地場所を検討中。供

給されるＴＭＢＳ（ターボマシナリーベアリングシステム）事業の拡大に伴い、2019 年 4 月に

は第２カンパニーからＴＭＢＳ事業部を独立させ、第５カンパニーとして、その推進に注力してま

いります。

　7 月 13 日に名古屋港水族館にて

80 周年記念イベントを開催しました。

　大同メタルグループの従業員とその

家族 1,000 人以上が集まりました。当

日はイルカショーのほか、メインスタンド

では催しや抽選会が行われ、80 周年

を盛大に祝いました。

　創立 80 周年を契機として、地元の NPO 団体を支援して、地

域社会の課題に取り組んでいる NPO 団体を資金面で助成すると

ともに、当社が仕事で培ったスキルや経験等を活かし、プロボノと

して支援するプログラムを開設しました。現在、当社の従業員と

NPO 団体がいっしょに活動を推進しています。

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」への
活動方針に基づき、活動に取り組んでおります。
新規事業においてはエンジン軸受の分野以外の新事業領域の製品の企画提案をし、
次世代に向けて取り組みを開始しています。

大同メタル工業は2019年11月4日で「80周年」を迎えました。
先だって会社内でプロジェクトを立ち上げ、イベントを企画・実行してまいりました。
実行しました主なイベント・取り組みを紹介します。

新規事業

ＥＶ向け製品への事業展開
（自動車用アルミダイカスト製品）

＊製品はイメージです 開設した新工場プロボノプログラム キックオフの様子

タイの新工場の概要

所在地： タイ王国 サムットプラカーン県　　　　

営業開始予定日： 2020年2月（予定）

敷地面積： 約26,000㎡

建屋面積： 約12,000㎡

　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（株）は、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ています。今まではエンジン部品、ステアリン

グ部品が中心でしたが、タイにおいて、子会社のＤＭキャスティングテクノロジー社にて EV（電気自動車）向けのア

ルミダイカスト製品を２０２０年２月に生産開始予定であり、今後は、飛躍的に伸びていくEV 部品も積極的に手掛けて

いきます。

80周年記念イベント
in 名古屋港水族館を開催

大同メタルプロボノプログラム 始動 地元の小学校へ備品類を寄贈 

　『“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5月11日に犬山市南

部公民館で開催され、当社は2015年度

より地元企業として協賛しております。コ

ンサートで少し時間を頂いて、挨拶と大同

メタルの80周年を記念した抽選会を開

催させて頂きました。

地元協賛コンサートにて
ご挨拶と抽選会

　当社の 80 周年をモチーフに作成した看板を名鉄犬山駅と

名古屋市営地下鉄の名古

屋大学駅に設置しました。

広告看板の掲載 （犬山駅・名古屋大学駅）

　旧来よりお世話になって

おります犬山地区、岐阜

美並地区の方々に感謝の

意を込め、11 月に記念品

目録の贈呈式を各地区で

行いました。

記念品目録の贈呈式

パーツだけの取り換えが可能になり修繕時の工程を大幅に短縮できる。
（風車は転がり軸受が主流。定期的な交換の際に、特に発電の中断時間が長く、取り換えるコストも大きい）

すべり軸受の強み
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役による他の取締役に対する監視監督を図っております。

　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ともに、

取締役会の実効性評価制度を導入し、評価結果を基に運

営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、

2019 年 7 月にコーポレートガバナンス報告書として開示し

ております。

説明会を実施しました。当社会長より実績概要や中期経営

計画 Raise Up “Daido Spirit”の実行計画などの説明を

いたしました。

　なお、フェアディスクロージャールールに対応して決算説明

会のプレゼンテーション資料や質疑応答レポートを当社WEB

サイトに開示いたしました。また、決算短信や招集通知、コー

ポレートガバナンス報告書や重

要な開示文書につきましては英

語版での開示も行い、当社情報

をより広くお伝えできるよう努め

ております。

　2019年5月に、当社WEBサイトの中国語のサイトを開設

いたしました。中国語を母語とする人口は世界で最も多いこ

とに加え、中国は今後も成長が見込まれる当社にとって大

きな市場の1つでもあります。

　今後もWEBサイトに掲載する内容の充実化を図り、更な

る中国市場の開拓を

目指します。

      

  

　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おります。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及び社外監査

      

  

　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。      

  

　東海地区では「名証IRエキスポ2018」、「名証 株式投

資サマーセミナー」、関東地区では「名証IRセミナーin東京」

に加え、2019年2月22日、23日に当社初出展となる「東証

IRフェスタ2019」（於：東京国際フォーラム）に出展いたしま

した。また、証券会社での会社説明会を、はじめて関西地区

でも行いました。

　今後とも各地区のIRの

催し場・イベントなどに積

極的に参加し、直接対話

を重視したIR活動に努め

てまいります。

　機関投資家の皆様に対して、第２四半期及び期末決算

組織統治 （企業統治）

コーポレート・ガバナンス体制

IR 活動

IRイベントの参加、東証IRフェスタ 初出展

東京での決算説明会の開催と、
各種開示書類の英文対応

中国語での大同WEBサイト開設

東証IRフェスタ2019

当日の決算発表会資料

■ コーポレート・ガバナンス体制図　2019年7月1日現在

株主総会

取締役会
監査役会

監査役（3名）（内、社外監査役2名）

監査公認会計士等
（会計監査人）

監査センター
（内部監査）

・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

・専務執行役員（2名）
・常務執行役員（2名）

アドバイザリーボード
（4名）

選任・解任
諮問

取締役（6名）（内、社外取締役2名）

答申

業務執行の報告

報告 指示

業務執行の指示

（社内2名、社外2名により構成する）

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

（取締役、執行役員及び
管理職より選任し構成する）

報告

監査

選任

連携連携

連携

（代表取締役社長兼最高執行責任者直轄）

解任

監査法人の選任・解任
不再任に関する議案の決定

選任・解任
不再任

監査

監査

代表取締役（2名）

経営戦略会議

業務執行

各部門、支店

・上席執行役員（6名） 
・執行役員（5名）

特集3 新規事業の創出、新技術への取り組み

　樹脂すべり軸受は優れた低摩擦特性を示すことか

ら、自動車部品をはじめ、多岐にわたり利用されてお

ります。しかし近年、この樹脂すべり軸受の摩擦特性

を追求する要求が高まり、当社は、この要求にお応

えするため、使用用途に適した摩擦特性を有する材

料開発に取り組んでまいりました。その結果、2018

年度には新たな樹脂すべり軸受を自動車部品用とし

て展開を開始することができ、今後、自動車の乗り心

地などの快適性の一翼を担うことになりました。

　非軸受製品向けの材料開発として、吸音性、吸水性、放

熱性などの優れた機能と、金属の強度や耐熱性とを併せ持

つ多孔体製品を市場に投入すべく、従来より製造販売して

いるカルムの材料製造技術をベースに研究開発を行ってい

ます。

　本製品が搭載されるアプリケーションは自動車部品や設

備、公共建築分野など多岐にわたると期待され、新規市場

の創出を推進してまいります。

　新規事業創出に向けた社内の体制づくりとしましては、

2018年10月に、実績・経験のある分野に捉われずに、ス

ピーディかつ継続的な新商品・革新的軸受技術の先行研

究及び技術企画提案を強化・推進する目的で、技術ユニッ

ト内に未来創造室を設置いたしました。

　また、2018年度には、株式会社日本政策投資銀行が

運営する、スタートアップ企業の成長と有力企業の新規事

業創出を加速させるプログラム「東海オープンアクセラレー

ター」に参加いたしました。当社を含む東海企業４社が、斬

新なアイデアやノウハウを有する全国のスタートアップ企業

に連携を呼びかけ、それぞれのリソースを活用した協業案を

選定し、2019年２月には、スタートアップ企業２社と協業案

の事業化を目指して、実証実験を開始しております。

材料組織例

スタートアップ企業　エントリーページ

新技術

摩擦特性を追求した
樹脂すべり軸受の開発

新技術

金属多孔体型機能材料の開発

新技術

スタートアップ企業とのオープンイノベーション
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　お取引先様とともに CSR 活動を

推進し、サプライチェーン全体で持

続的な成長を図っていくため、2019

年５月に「CSR 調達ガイドライン」

を制定しました。お取引先様への説

明会やメール配信などで展開し、本

ガイドラインを参考にいただき積極的

な活動推進をお願いしています。 

　東海沖４連動巨大地震が予想される中、各企業は BCP

（Business Continuity Plan）活動の対応強化を図ってい

ます。秋季防災訓練の午前中は全員を対象とした避難訓練

を実施、犬山事業所の訓練では煙道訓練を実施しました。

　午後からは BCP を中心とした訓練を実施しており、

BCP 訓練では、毎年各分隊での復旧訓練が一通り終わ

り、今期は全体を通してお客様の被災状況の確認や、仕

入先からの原材料供給がストップしたことを想定した訓

練を実施しました。今後、想定内容を充実させ、更なる

対応の強化をしてまいります。 

　2019 年１月に、従業員の情報セキュリティの意識を

高めることを目的として従業員に対し標的型攻撃を想定

したメールを配信する形式の訓練を実施しました。 

　これにより、安易に不要なファイルを開封したり、

URL にアクセスしない等の意識づけを行い、当社にお

けるメールの受け取りの際の危機意識の向上など、様々

な効果がありました。 

　2018 年７月に当社グループの管理監督者（約２６０名）

を対象とし、「監督者職向け WEB テスト」を実施いたしま

した。テキストによる自己学習を行った後に WEB テストを

受けることで、担当分野以外の幅広い分野におけるコンプ

ライアンスの知識も網羅的に学び、理解をしながら学習を

進められるようにしました。 

　当社では、従来より行動基準の理解を深めてもらうこ

とを目的として、当社及び国内グループ会社では、「行

動基準理解度チェック」の実施を推進しています。

　2019 年１月には行動基準理解度チェックシートの英

語化を行い海外グループ会社へ展開することで、行動基

準への遵守の重要さを伝えるとともに、更なるコンプラ

イアンス意識の向上を図ってまいります。  

  

      

  

　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るとともに、コンプライアンスに関する

諸施策を審議する場として、人事企画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。

      

  

　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。   

　グループ会社におけるリスク管理体制の強化も推進して

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。

　コンゴ民主共和国及び隣接国で採掘される鉱物資源が

武装勢力の資金源となっていることが懸念されており、

紛争鉱物問題として認識しています。紛争鉱物の使用状

況について、お取引先様に調査を実施し、紛争鉱物の使

用回避に努めています。

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）

コンプライアンス リスクマネジメント国内のコンプライアンス教育
～管理監督者職向けWEBテストの実施～

サプライチェーンへの取り組み 
●紛争鉱物対応

秋季防災訓練・BCP訓練の実施

情報管理強化への取り組み 
～メール訓練の実施～

●CSR調達ガイドラインの策定と展開

海外のコンプライアンス教育
～行動基準理解度チェックシートの海外拠点への展開～

ＷＥＢテストの画面

CSR 調達ガイドライン

行動基準理解度チェックシート（英語版）

お取引先様への説明会の様子

煙道訓練の様子 BCP 訓練の様子

■ 企業行動倫理委員会（編成メンバー）
　 2019年4月現在

災害リスク

情報管理リスク

経営リスク

企業行動倫理委員会

連携

報告

報告

報告

報告
（重大なもの）

助言指示

行動憲章
行動基準教育

教育

啓蒙 報告・相談
① 原則

指示

指示

相談報告

報告相談制度　体制図

委員長（人事企画ユニット長）

取締役会 監査役会

賞
罰
委
員
会

委員（人事企画センターチーフ 他４名）

事務局（人事企画センターコンプライアンスグループ）

報告

指示

② 報告・
相談

指示
③ 報告・相談

通知

企業行動倫理委員会
コンプライアンス担当

執行役員

コンプライアンス
グループリーダー

部門長

社員

社内報告
相談窓口

社外報告
相談窓口

■ リスク管理委員会（編成メンバー）
　 2019年4月現在

リスク区分 リスク管理部署 リスクの例

生産リスク
バイメタル製造所

生産能力リスク
各カンパニー業務推進室

技術リスク 技術ユニット 技術開発リスク・知財戦略リスク

品質リスク 品質企画室・総務センター 品質不良リスク・損害賠償リスク

環境安全リスク 環境安全センター 環境汚染リスク・安全衛生リスク

災害リスク BCP 事務局 自然災害（地震・浸水・落雷等）リ
スク等

販売リスク
各カンパニー業務推進室 取引先リスク・独占禁止法違反リスク

各カンパニー生産推進室
（大同ロジテック（株）） 配送リスク

購買リスク 購買センター 下請法違反リスク

経営リスク 総務センター・経営企画センター 事業中断リスク、海外展開リスク等

財務リスク 財務センター 財務報告違反リスク・資金為替リスク

人事リスク 人事企画センター 人事・労務リスク等

情報管理リスク 情報管理部会 情報漏えいリスク

ITリスク ICT センター 情報システム障害リスク

委員長（代表取締役社長）

副委員長（人事企画ユニット長）

委員（主に取締役及び執行役員により組織する）10名

事務局（総務センター）

15 DAIDO METAL CSR Report 2019 DAIDO METAL CSR Report 2019 16



　当社では、女性活躍促進法に基づき、2019 年度から

2021 年度の行動計画を策定し、求職者向けの採用ホー

ムページの充実や、採用イベントへの参加を行い、採用

比率 UP に向けた取り組みを実施しています。

　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、さらに、女性がより活躍できる雇

用環境の整備を推進していきます。

　急速に進展するグローバル化に対応するべく、グローバ

ル組織の形成を目指して活動しています。

　新卒採用では、2013 年から特に外国籍の方の採用に

注力し始め、毎年 3 名以上の外国籍学生を継続的に採用

しています。また、近年では日本の大学への留学生だけで

なく、海外の大学で日本語を学び、日本で就職を希望して

いる外国籍学生の採用にも力を入れています。 

      

     

　当社では　「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。また、マレーシア・日本国際工科院からも継

続的に研修生を受け入れております。   

     

     

　当社では、養護学校への求人活動や障がい者雇用推

進窓口を活用して障がい者の方々に対しても継続的に採

用活動を実施しております。    

    

　「ワークスタイル改革」と称して、仕事と家庭の両立に

向けての活動を継続しています。毎週水曜日の定時退社

の徹底や労使による有給休暇取得の推進、半期毎にワー

クスタイルポスターを更新し、各職場での行動目標を記載

して共有する方法も取り入れながら活動を進めております。

　また 2019 年 4 月からはテレワーク（在宅勤務制度）も導

入して場所を選ばない効率的な働き方を推進しております。

　

　「リフレッシュ休暇制度の付与基準」を、これまでの新

卒採用を前提としていた「年齢基準」から「勤続年数基準」

への見直しを行いました。

　当社では専門性の高い人材や自社にはない異文化や経

験の導入による社内活性化を目的として中途採用にも力

を注いでおり、雇用形態や働き方が多様化している中で、

柔軟に制度の見直しを進めております。

人権／労働慣行 
（人材育成・労働環境）

多様性への取り組み
ダイバーシティへの取り組み

ワークライフバランスへの取り組み

◦海外実習生の受け入れ 
～海外生産拠点のモノづくり力の向上～

◦外国籍社員の採用活動開始

◦障がい者雇用への取り組み 

大同メタルグループの健康への取り組み

◦リフレッシュ休暇制度の見直し

◦女性活躍促進法に基づく行動計画への取り組み
◦ワークスタイル改革・テレワークの導入

　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。

　ステージに応じた役割や能力開発を図ることを目的に、

様々な階層別及びグローバル研修を整えています。

　多様な人材がその個性と能力を十分に発揮し活躍でき

る職場づくりの実現と、環境の整備をさらに推進してま

いります。そのため、会社・労働組合・健康保険組合と

従業員とその家族が一体となって、こころとからだ両面

での健康づくりのために、積極的に様々な施策を実行し

てまいります。

　その取り組みの一環として資金、健康の両面から今後

の生活設計を考えるお手伝

いを目的に昨年度から「ア

クティブライフプランセミ

ナー」を実施しております。

　中期経営計画では社員のコミュニケーションの活性化

をとても重視しており、各種取り組みを開始・試行して

います。

◦オープン講座の実施
　「ワークスタイル改革」の一環として、水曜日の定時

退社日を活用しオープン講座を実施しました。（講座テー

マは、自己啓発、仕事の効

率化、コミュニケーション

力向上、健康増進など多岐

にわたりました。）

◦社内ポータルサイトの開設
　社内の新着情報を一覧できるようにすることで、情報

伝達の円滑化を図り、またブログも開設し、社内外の様々

な 情 報 を 発 信

しております。

人材育成
人材育成プログラム

コミュニケーション活性化への取り組み

アクティブライフプランセミナー

人権に関するガイドラインの制定
（2019 年１月制定）

　当社は 2019 年１月に「人権に関するガイドライン」を

制定しました。人権に対する基本的な考え方を明確にし、

従業員一人ひとりが最大限、能力を発揮できるよう、安

全かつ安心な職場環境を維持することに努め、人権と個

性を尊重する取り組みを推進していまいります。  

　なお、人権に関するガイドラインについては当社ホーム

ページにて掲載されています。    

  

https://www.daidometal.com/jp/company/
human_rights_policy/

階層別 グローバル 大同メタルカレッジ

経営層

部長層

課長層

中堅層

一般社員

新入社員

執行役員研修

選抜研修

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

新入社員フォローアップ研修

新入社員研修

海外赴任前
経営管理研修

海外短期
語学留学制度

海外危機
管理セミナー

グローバル生産研

国
際
要
員
育
成
制
度 技

能
道
場

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

■ 大同メタル教育体系図

大同メタルグループ健康経営宣言

　当社は、従業員の心身の健康を重要な経営課題と捉え、

「大同メタルグループ健康経営宣言」を制定いたしました。

https://www.daidometal.com/jp/company/
health_management/

◦アクティブライフプランセミナー

ワークスタイルポスター
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　今後も各工場で、SBA 資格

者を養成し、設備面・機械面で

のリスクを低減することで、安全

の確保を目指していきます。

　全国安全衛生週間（7 月）、年末年始無災害運動（１月）

に合わせ、労使トップによる現場確認・パトロールを行って

います。毎年残存リスクの洗い出しとその対策内容、職場

で使用するうがい機・給水器の維持・管理状態なども確認

し、従業員の良好な作業環境の保持に努めています。

　また、パトロールでは、

労使トップ自ら、現場管

理者の活動内容のヒアリ

ングやアドバイスを行い、

安全に対する意識向上に

努めています。

　当社は、入社時の受入教育、管理監督者研修などで、

安全教育を実施しております。特に入社時には、現場経

験がない従業員に対し、体感機を使用した事故の模擬体

験を行い、危険に対する知識を深めることにより、労災発

生の未然防止に努めております。

　2016 年度から大同メ

タルグループになった関

係 会 社（ 飯 野 製 作 所 ）

においても、安全体感教

育の場を設け、多くの現

場作業者が参加しました。

　海外拠点での安全教育は、各拠点ごとの特色に合わせ、

創意工夫し実施しております。海外拠点の従業員への教

育支援の一環として、国内と同様に作業に入る前の心構

えや保護具の使用方法などの基本的な教育資料の英語版

を準備し、各海外拠点の安全教育担当に配布しました。

また、国内でも海外からの研修生など色々な国の従業員

が年々増加しており現場での教育資料としても整備を進

めております。

　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おります。

　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株式会社及び大同インダス

トリアルベアリングジャパン株式会社も当社の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。（後継規格となる ISO45001 の認証取得に向け

て、現在、教育計画等・実施を進めております。）

　当社の安全活動の手法として、リスクアセスメント（危

険分析）を行い、リスクの洗い出しを各作業工程で行った

後、洗い出したリスクに対し、その安全性を高めるため作

業面または設備面の改善を行っております。

　設備面の改善では、機械運用の安全管理の教育を受け

た SBA 資格の取得を推進しており、資格取得者が中心と

なる安全監査を実施するとともに、設備改善が有効に機能

しているかについても確認を行っています。

人権／労働慣行 
（人材育成・労働環境）

消費者課題 
（品質改善・PR活動）

安全衛生活動

OHSAS18001の取得

SBA（Safety Basic Assessor)　
資格員を含めた安全監査の開催

安全監査の様子

労使トップパトロールの様子

安全体感教育を実施する従業員

月～ 3 月まで半年間、職場を離れて座学と実践の繰り返しの

教育が実施されました。様々な研修や実践を通じて最後に成

果発表を行い、大きく成長することができました。

　2019 年 4 月 9 日 ～ 11 日 に 開 催 さ れ た WCX 19 

SAE World Congress Experience において、自動車産

業を動かす技術（先進パワートレイン、安全性、エレク

トロニクス、材料）に関するプレゼンテーションやパネ

ルディスカッション等が行われました。

　当社の研究開発部門から樹脂オーバレイ付き高強度

Al-Zn-Si 合金すべり軸受の開発に関する研究発表を行い

ました。

　すべり軸受用のアルミ合金として、従来材より高い材

料強度を有し、樹脂オーバレイを施すことによって疲労

試験機及び実機にて検証し、優れた耐疲労性をもつ軸受

に関する研究成果報告を行いました。

 
　2018 年 11 月に経済産業省「新市場進出等支援事業」

の一環として、当社グループにおいて「ロシアにおける

技術者訪日研修」の受け入れを行いました。

　ロシアを代表する企業の技術責任者を中心に 22 名の

技術者の皆様が当社グループを訪問され、製造現場の視

察を含め３日間にわたり各社の機械加工・品質・安全に

関する取り組み内容をご覧いただきました。

　当社グループへのご理解を深めていただくとともに、

日露間の親交を深

める貴重な機会と

することができまし

た。 

      

  

　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、2018 年度スローガン「いつも“品質は生命”に

徹しお客様満足のために商品価値の高い製品を生産し提供

する」のもと、品質向上活動に取り組んでいます。 

     

　2018 年 12 月 19 日にＤＱＣサークル大会が開催され、

各生産拠点から選抜された優秀な改善事例が発表されまし

た。上位サークルには副賞として、金賞は海外関係会社（イ

ンドネシア）、銀賞は海外関係会社（韓国）へ海外事例研修、

銅賞はＱＣサークル全国大会（大分）へ聴講参加が贈られま

した。

　大会も継続し第 33 回を数え、今後もＱＣサークル活動を

通じて職場の活性化と従業員の成長に努め、品質向上や業

務改善を進めてまいります。

 

 

　当社では“品質は生命”に根差した、人材育成の取り組み

として様々な教育を実施しています。2018 年度は 2019 年

度から開始される事務部門ＱＣサークル活動に先立ち、対象

者へのＱＣサークルリーダー

養成研修も実施しました。

　今後もニーズに合わせた

人材育成を目指し、教育を

推進していきます。  

  

　2018 年 10 月に品質管

理選抜教育が開講されまし

た。当社グループの品質管

理体制の強化を目的として

各部門から６名を選抜し 10

お客様のために

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～

関係会社における安全体感教育の実施

安全教育資料の海外への展開について

経済産業省委託事業
ロシア技術者訪日研修の受け入れ

品質選抜教育

第33回 ＤＱＣ＊サークル大会
（QCサークル活動推進）

WCX19 SAE World Congress Experience
にて、研究成果発表

品質研修
（ＱＣサークルリーダー養成研修）

2018年度ＱＣ方針

改善事例発表を聴く役員と従業員
＊ＤＱＣ：Ｄａｉｄｏ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ

経営者と DQC サークル参加者 研究成果報告の様子

製造現場視察の様子

研修の様子

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。

取得範囲　OHSAS 取得事業所

◦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）

教育の様子
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　2018年11月4日に、地元前原地区のふれあいウォーキ

ングが開催され、ウォーキングコースとして犬山事業所が見

学コースに盛り込まれました。

　当日は多くの住民の方が来社され、工場見学を行って

いただきました。この機会に当社をもっと身近に感じていた

だこうとの趣旨で受け入れを行っております。今後もこのよ

うな地元地区のイベントに協力し、地元住民の方々とのコ

ミュニケーションを図ってまいります。

     

 

     

 

　インドにあるBBL大同プライベートLTD.では近郊の

公立学校（Ｐanchayat School）へ寄付を行いました。

2018年度はパソコンと複合機を寄付しております。

　大同メタルU.S.A.INC.では毎年、世界規模のNPO法

人であるUnited Wayの地域事務所が主催する「Stuff 

the Bus」というキャンペーンに参加し、地域の支援を必要

とする学生に文房具を寄付しています。このキャンペーン

は、スクールバスを地域からの支援品でいっぱいにしようと

いう趣旨のもと行われていま

す。2018年度は300ドル相

当の文房具を寄付しました。

      

  

　2019年３月14日に、犬山市役所と当社犬山事業所は、

「大規模災害時における燃料等の提供に関する協定書」

を締結いたしました。

　この協定書は、昨今国内では大きな地震及び自然災

害も多く発生していることから大規模災害時に当社の地

下タンクに保有しているガソリン、軽油を有効に利用でき

ないか検討してまいり、大規模災害時には非常用発電

機、燃料を犬山市消防署の災害救援活動・復旧活動の

支 援に使 用できる

協 定 内 容となって

います。

　当社事業所において、近隣の小学校の工場見学を毎

年受け入れております。児童たちは、この日を待ちわびて笑

顔でやってきました。児童たちは先ず事業内容をDVDで視

聴し、色々な当社の説明資料を見ながら熱心に耳を傾けて

おりました。  

　その後工場見学を行い、実際に機械を見て「大きい」と

ビックリしていたり、また、働いている姿をじっくり観察してい

ました。最後には先生や児童から感謝の言葉をいただきま

した。対応した従業員が、

来てもらってよかったと思う

瞬間です。

　今後も子供たちの笑顔

が見れるよう引き続き受け

入れを行っていきます。

　タイのATAキャスティングテクノロジーCO.,LTD.では、

社会福祉活動に努めており、2018年度には地域警察と

協力し、危険薬物や交通安全についての啓蒙活動を地

元小中学校で実施しました。その際に15,000THB（タイ

バーツ）相当のヘルメットを寄付しました。

  

 　蘇州市外資系企業の運動会（蘇州市社会保障局、商

務局、労働組合が共同の主催）は2009年に創設以来、外

資系企業の社員に人気があり、蘇州市の外資系企業のス

ポーツ大会と企業文化の交流の舞台となっています。

　2018年の蘇州市第10回外国企業大会には18の試

合項目が設けられ、全市251社の6,769人が参加しまし

た。「男子垂直マラソン」に参加した大同精密金属（蘇州）

有限公司の社員の羅 文氏は第１位に輝き、自分の才能を

十分に発揮するとともに社内においても運動会に積極的

参加しようと呼びかけました。

　この運動会は外国企業の交流を促進するだけでなく、

企業力を強化して、経済社会の発展に大きく貢献していま

す。今回の大会を通じて、大同精密金属(蘇州)の知名度

向上につなげることができました。  

　大同精密金属（蘇州）有限公司のある蘇州市では、

2018年の3ヵ月間に約90件の駐輪中の電動自転車から

の火災事故が相次ぎ発生しました。

　このため、住宅地区への火災感知システムの導入指示

が政府よりありましたが、同じ工業園区の日系12社と共同

で、3つの住宅区域の駐輪場に320個の感知装置を設置

し、園区政府より表彰されました。   

   

     

 　タイの国王ラマ10世ワチラロンコン国王の生誕月にち

なんで国を挙げて各種祝賀イベントが開催されました。その

中の「国王のために社会のために」というイベントの1つに

「Big Cleaning Day & 植樹祭」があり、Wellgrow工業

団地もこの活動に参加しました。今回植樹したのはタイの

国花であるラーチャプルック（英

語名: ゴールデンシャワー)で、こ

の木はタイ国内で広く見られ、タ

イ仏教の輝かしい黄金色で、ま

た、逝去されたプミポン国王がお

生まれになった月曜日の色である

黄色の花を植樹しました。   

　スラストワッシャーの研磨工程において、研磨オイルを

使用しますが、以前はこの研磨オイルがこの工程で汚れ

るため、基準を超えたら捨てていました。今回の3R活動で

研磨オイルの浄化装置を設置し、研磨オイルを浄化する

ことで、再利用できるようになりました。使用コスト低減とと

もに環境への配慮ができたことを評価され、今回の表彰

につながりました。 
*３Ｒ…Ｒeduce、Reuse、Recycle

コミュニティへの参画及び
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

海外グループ会社の活動
社会貢献活動・地域貢献活動・スポーツ活動など

犬山市と「大規模災害時における
燃料等の提供に関する協定書」を締結

近隣小学校へパソコン・複合機を寄付
［BBL 大同プライベートLTD．]

電動自転車置き場の
火災防止感知システムの構築のため寄付
1.5万元寄付 （他日系企業16社との協賛）

［大同精密金属（蘇州）有限公司]

環境活動 「Big Cleaning Day & 
植樹祭」へ参加・植樹
[ダイナメタルCO.,LTD.］ 

環境活動 ～３Ｒ*活動で工業省より表彰～
[ダイナメタルCO.,LTD.］ 

文房具寄付活動
［大同メタルU.S.A.INC.］

近隣小学校の社会見学の受け入れ

ふれあいウォーキングへの協賛

左：当社犬山事業所長  右：犬山市長

会社概要を聞く児童たち（犬山事業所）

工場見学後の質問タイム（犬山事業所）アプリケーションの説明を聞く
児童たち（岐阜工場）

現地社員の集めた文房具

表彰状と受賞トロフィーと一緒に撮影 
優勝した羅 文さん（左端）

植樹活動に参加した従業員

正面入り口でお迎えする様子 ウォーキングルートを構内地図で
説明する様子

蘇州市第10回 外資系企業スポーツ会に
参加し、“垂直マラソン競技”にて優勝
[大同精密金属（蘇州）有限公司］ 

危険薬物や交通安全についての啓蒙活動
[ATAキャスティングテクノロジーCO.,LTD.］

パソコンを寄付する様子（現地社長） 寄付先の近郊公立学校の皆様

生徒たちと記念撮影
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注）エネルギー量については、
　 省エネ法に基づき記載

　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。2018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、生産金額の減少と省エネ施策で37,193ｔとなり、

2017年度より3.0％減少しました。なお、エネルギー効率を

　各工場内照明、事務所照明へのＬＥＤへの切り替えを推

進しています。ＬＥＤへの切り替えは、消費電力の低減に大き

く貢献しております。

　焼結炉の壁面に断熱塗装を施すことにより、壁面からのエ

ネルギーの放出を防ぐことで、炉内温度を維持するために必要

なエネルギー使用量の低減を図りました。エネルギー使用量の

低減だけでなく、作業環境の改善にも効果が出ています。

      

  

　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。

　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に加えて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をし、認

定取得範囲を拡大しています。

環境

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

国際規格(ISO14001)への対応

基本方針
❶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。

❷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。

❸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。

❹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。

❺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。

❻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。

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。

環境保全活動

工場内照明 事務所照明

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

断熱塗装を実施した焼結炉 塗装前 塗装後

　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。

　当社において2018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。

注）投資は当期検収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おります。 
*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。

（単位：百万円）

環境会計

事業活動と環境負荷の全体像

■ 環境保全コスト ■ 省エネ活動
分類 内容 投資費用額

事業エ
リア内
コスト

公害防止コスト 大気・水質・騒音対策など 　73.8

地球環境保全コスト 温暖化防止・省エネなど 35.9

資源循環コスト 廃棄物削減・処分・リサイクルなど 　125.0

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 21.3　

研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費 　54.2

社会活動コスト 緑化・景観・啓蒙活動など 　5.8

環境損傷コスト 土壌汚染等の修復費 　1.8

計　 317.9　

項目 環境目標（2018年度目標）
活動結果(2018年度)

実績 削減率

地球温
暖化防
止・省
エネル
ギー

CO₂排出量を2018年度末までに2017年度排出量未満とする。　　　　　　　　　　
CO₂排出量：38,340ｔ未満 CO₂排出量（実績）　　　　37,193t　 　3.0%

エネルギー原単位目標
CO₂原単位を2018年度末までに2013年度比5％低減する。
◦CO₂原単位　 601.68ｇ-CO₂／千円

各エネルギー原単位を2018年度末までに2013年度比5％低減する。

エネルギー原単位
ＣＯ₂原単位　　 570.95ｇ-CO₂/千円 　5.1%

◦電力原単位　　　0.8538kwh/千円 ◦電力原単位　　 0.8576kwh/千円 △0.4%
◦燃料原単位　　161.03g-CO₂/千円 ◦燃料原単位　 162.70ｇ-CO₂/千円 △1.0%

■ 事業活動と環境負荷

原材料
鋼材   40,840t

　 非鉄   8,179t

エネルギー
電力   55,866千kWh

　 A重油   42kℓ
　 灯油   24kℓ
　 都市ガス   4,345千㎥
　 プロパン   115t
　 ガソリン   5kℓ

水
712 千㎥

事務系資材
コピー紙   24.5t

化学物質
PRTR 届出
対象物資   183t

設計・開発

　

調達

製造

物流

使用

再利用

CO2排出量 
37,193t

　

■ A 重油   0.3%
■ プロパン   0.9%
■ 灯油  0.2%
■ ガソリン   0.0%

排水量

693 千㎥

産業廃棄物

2,139t

インプット 事業活動 アウトプット

エネルギーCO2 割合

CO2

地球温暖化防止への取り組み

事業所における削減活動

　環境教育の一環として、環境活動として特に重要な省

エネに的を絞り、中部電力株式会社と共同で勉強会を企

画しました。勉強会では省エネ体感機も使用し、各現場で

使えるような省エネのアイデアも紹介しています。従業員

には、現場でもすぐに活用できるようなエアー漏れ対策や

LED照明の効果などを実際に体感してもらいました。

省エネ勉強会の様子 省エネ体感（エアーの体感）の様子

省エネ勉強会の実施（環境教育の実施）

　電気炉は非常に多くのエネルギーを消費する設備のた

め、炉の壁面に断熱材を設置することにより、放熱を防ぐこ

とにより、エネルギーロスを

最小限に抑え、効率の良

い加熱工程を実現していま

す。このことにより、電気量

の削減効果が出ています。

断熱対策（犬山事業所）

◦断熱材による放熱対策の実施
◦ LED 照明への更新

◦断熱塗装による使用エネルギー削減の実施
　（大同メタル佐賀株式会社の取り組み）

表すCO₂原単位については570.95g-CO₂/千円となり、

2017年度より1.2％増加しました。原単位の主な増加理由

は生産移管に伴う、生産品目の変化によるものです。なお、

各エネルギー＜電気・燃料＞の原単位目標・実績は下記の

通りです。

■ CO₂排出量＊推移／原単位

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2014 2015 2016 2017 （年度）2018

43,01843,018

38,34038,340
37,19337,193

609.30609.30
618.81618.81

570.95570.95

450

500

550

600

650

■ CO₂排出量（t）　● 生産金額原単位（g-CO₂/ 千円）

564.33564.33

591.38591.38

37,98737,987

（g-CO₂/ 千円）（t）

40,91840,918

71.5%

26.2%
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■ 水質データ 2018年度

■ 水質データ 2018年度

環境 環境データ

■ 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）   909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

■ 所在地   〒501-4107
  岐阜県郡上市美並町大原135
■ 従業員数（正社員）   239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ブシュ
■ 土地面積   30,250㎡
■ ISO14001認証取得年月   2001年8月

*1　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。

*1　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㎎/L（pHを除く）

単位は㎎/L（pHを除く）

■ 大気データ 2018年度

■ 大気データ 2018年度

犬山事業所

岐阜工場

物質*1 単位 設備 規制値 測定値(最大)

ばいじん g/N㎥
ボイラー 0.3 0.002未満

暖房機 0.3 0.003未満

NOx ppm
ボイラー 150 61

暖房機 250 55

SOx N㎥/h
ボイラー 1.521 0.002

暖房機 0.65 0.001未満

物質*1 単位 設備 規制値 測定値(最大)

ばいじん g/N㎥
ボイラー 0.3 0.04未満

暖房機 0.3 0.01未満

NOx ppm
ボイラー 180 27

暖房機 180 68

SOx N㎥/h
ボイラー 1.26 0.01未満

暖房機 2.06 0.02

項目 規制値
測定値

最大 最小 平均
水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6 7.1 6.7 6.9 

生物化学的酸素要求量(BOD) 25 9.2 1.3 4

化学的酸素要求量(COD) 160 8.4 3.1 4.9

浮遊物質量(SS) 30 15 1 5.7

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 1.1 0.09 0.33

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 5.1 1 2.1

ホウ素及びその化合物 30 10 2.8 6.3
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 5 1 2.8

リン含有量 16 0.54 0.016 0.161

鉛及びその化合物 0.1 0.03 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

項目 規制値
測定値

最大 最小 平均
水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6 7.3 6.7 7.0 

生物化学的酸素要求量(BOD) 30 1.4 0.5 0.64

化学的酸素要求量(COD) 60 2 0.7 1.22

浮遊物質量(SS) 60 2 1 1.42

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 1.1 0.22 0.4

リン含有量 16 0.26 0.006 0.045

　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

は、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年度に引き続き「犬山

市緑のカーテンコンテスト」

に参加し、団体緑化部門で

入賞することができました。

桜の植樹

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。

　2018年度は梱包資材における木くずの再利用や継続的

な取り組みとして、潤滑油・溶剤の再利用などを実施していま

す。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。

　当社犬山事業所内では、緑化活動を進めており、2018

年には、従業員による桜の植え替えを行っております。桜の

植え替えは、複数の部門から参加、省エネや廃棄物削減など

の業務に携わる環境活動以外の経験をし、環境への関心を

深める貴重な経験となりました。

　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おります。「環境ヒ

ヤリ事故」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年度から「夜間」を想定し

て訓練を実施しています。夜間であかりが少ない状況で、か

つ対応人数が限られた中で、応援を求める訓練を実施し、

実践的な訓練を行うことができました。

廃棄物削減活動 その他　環境活動

環境リスクマネジメント

夜間訓練の様子　（2018 年 5 月 23 日）

緑のカーテンコンテスト　団体緑化部門入賞

苗植え後に養生している様子

苗植え後、春を迎え、咲いた桜

緑のカーテン

左：再利用前、右：再利用ののため、補強した木製パレット

■ 廃棄物排出量推移

0

1,000

2,000

3,000

2014

2,425

（t）

（年度）2015

2,486

2016

2,200

2017

1,931

2018

2,139

★ 2019 年 3 月 31 日現在
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　生産性の向上、不良率低減活動及

び新規設備の増設による、生産数の

増加も原単位に寄与したことに伴い、

2018年度のCO₂排出量の結果は

2013年度比5%削減の目標42.1g/

pcsに対し、数量原単位（＊）39.5g/

　環境関連法規制における順守状況

の確認及び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

事態に迅速に対応できるように、定期

的に緊急事態訓練を実施しています。

省エネ改善については現場での省エネ

状況を省エネ対応委員会メンバーで確

　2018年度の重点項目として生産性

向上、不良率低減に取り組み、併せて

LED化の推進、設備の更新・改善を実

施した結果、前年度比でCO₂原単位の

大幅な削減効果を出すことができまし

た。また、環境法に基づく定期点検の

実施、及び環境緊急事態訓練も定期

的に継続しており、リスクへ対応力強化

を進めています。

　省エネ活動では、断熱塗料による電

気炉の使用電力削減、送風機のイン

バーター化などを進めた結果、CO₂原単

位削減目標を達成。また2018年度は

重点項目として生産性向上、不良率低

減に取り組んでおり、省エネに加え、廃

棄物削減などへの効果がでております。

　環境に対する従業員の意識向上を

目的に、工場内では毎月環境ミーティン

　飯野製作所では、大宮工場閉鎖に

伴い、他の工場への設備移管などの環

境影響の変化点を把握。監視・測定な

どのマネジメントシステムを活用した継

続的改善を未然防止活動を含め、環境

活動を取り組んでいます。また、2018年

度ではオイル運搬中での油流出を想定

した緊急事態訓練も実施しています。

環境活動（国内関係会社の取り組み）

■ 所在地   〒501-3219
  岐阜県関市
  のぞみヶ丘8-1
■ 従業員数（正社員）   521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   ［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）   315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

■ 所在地  
　［塔野地工場］ 〒484-0094
　 愛知県犬山市塔野地岩田8番地
　［前原めっき工場］ 〒484-0061
　 愛知県犬山市大字前原字天道新田

■ 従業員数（正社員）   93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  
　 〒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）   88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

■ 所在地  
　［本社］〒140-0002
　 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※

　［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）   212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

＊数量原単位=1pcs生産するのにかかった電力量

※CO₂排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法
(24ページ)により計算しています。

※電力(0.474㎏-CO₂/kWh)、都市ガス(2.23㎏
-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。

＊ＣＯ₂排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法
（24ページ）により計算しています。

＊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。

＊ＣＯ₂排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法
（24ページ）により計算しています。

事務所内のLED化

習志野サイトでの環境パトロール

緊急対応訓練の様子（塔野地工場）

工業団地内の清掃活動

緊急訓練（夜間）の様子

塔野地工場

矢板工場神崎サイトでの環境パトロール

■ 環境活動

■ 環境活動

■ 環境活動

■ 環境活動

■ 環境活動

■ CO₂排出量推移/原単位

■ CO₂排出量推移/原単位

■ ＣＯ₂排出量＊推移／原単位

■ ＣＯ₂排出量＊推移／原単位

■ ＣＯ₂排出量＊推移／原単位

大同プレーンベアリング株式会社

エヌデーシー株式会社

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社

大同メタル佐賀株式会社

株式会社飯野製作所

緊急事態訓練の様子

pcsとなり、削減率は6.2%でした。

　省エネ活動としては工場建屋(蛍光

灯)のLED化に加え、新規設備の電

灯のLED化を実施しました。また不測

の事態に備え、緊急訓練についても

定期的に実施しており、夜間発生時を

想定して訓練も実施しています。

認し、改善点を情報交換しています。

　その他環境の啓発活動としては、環

境ポスター・省エネポスターの展示、ま

た環境意識・自覚の高揚、情報の共

有化を図るため、環境四季報（4回/

年）を従業員へ発信しています。
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■ CO₂排出量（t）　● 原単位（g-CO₂/pcs）
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■ CO₂排出量（t）　● 原単位（g-CO₂/pcs）

年度 ＣＯ₂排出量（ｔ） 原単位
（ｇ－ＣＯ₂／千円）

2017 3,103 1,541.3 

2018 3,035 1,361.8 

年度 ＣＯ₂排出量（ｔ） 原単位
（ｇ－ＣＯ₂／千円）

2017 2,603 767.6 

2018 2,520 786.2 

年度 ＣＯ₂排出量（ｔ） 原単位
（ｇ－ＣＯ₂／千円）

2017 6,015 1,397.6

2018 5,708 1,305.4

グを開催し、隔月で工場団地内の清掃

活動を行っ

ています。

★ 2019 年 3 月 31 日現在（※は直近データ）
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■ 産前産後休暇取得者数（女性）　■ 育児休業取得者（女性）
■ 育児休業取得者（男性）

22
11

11
551818

1515 1515

2323 2222

（名）（名）
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6.2%6.2% 6.1%6.1%

■ 営業利益　● 営業利益率

6,5996,599
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■ 女性管理職数　● 女性社員比率
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■ 有給休暇取得日数　● 有給休暇取得率
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■ 単独　■ 連結
（名）（名）
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■ 雇用者数　● 雇用率
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■ 設備投資額　■ 減価償却費

5,7445,744 6,2596,259 6,7516,751 7,2737,273
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■ 定年到達者数　■ 継続雇用希望者
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■ 親会社株主に帰属する当期純利益
● 親会社株主に帰属する当期純利益率
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■ 経常利益　● 経常利益率

商号 大同メタル工業株式会社

設立 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

本社
 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

代表者
 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

資本金 8,413 百万円

売上高
 107,718 百万円（連結）

  67,732 百万円 （単独）

従業員数
 

6,887 名（連結）／ 1,296 名（単独）（正社員数）

（2019年3月31日現在）会社概要（2019年3月31日現在）グローバルネットワーク（主な拠点）

財務情報・従業員数は連結表記、その他の情報は単独にて表記しています。財務・非財務ハイライト

事業セグメント別概要（事業内容・売上高構成比）

■ 売上高

■ 従業員数・連結従業員数

■ 親会社株主に帰属する当期純利益

■ 有給休暇取得の推移

■ 営業利益

■ 女性社員比率・女性管理職数

■ 設備投資額・減価償却費

■ 障がい者雇用率

■ 経常利益

■ 産前産後休暇・育児休業取得者数

■ 主要財務指標

■ 定年退職者再雇用者数

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。

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。

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

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。

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

2018年度　売上高構成比（外部売上比率）

半割メタル

〈主な製品〉

スラストワッシャー ターボチャージャー用
ベアリング

低速ディーゼル
エンジン用軸受

大型船舶用軸受

中高速ディーゼル
エンジン用軸受

建設機械・
中小型船舶用軸受

特殊軸受
（タービン用など）

発電用軸受

ドライベアリング

一般産業用軸受

〈主な製品〉

ロータリーポンプ

〈主な製品〉

集中潤滑装置
（ MR- LUB）

電気ニ重層キャパシタ用
電極シート

ショックアブソーバー用ブシュ

〈主な製品〉

スターター用ブシュ 射出成型軸受

切削加工品

〈主な製品〉

コンバーターケース

アジア
❶PT.飯野インドネシア

❷PT.大同メタルインドネシア

❸フィリピン飯野Corp

❹ダイナメタルCO., LTD.

❺ATAキャスティングテクノロジー
CO., LTD.

❻ＤＭキャスティングテクノロジー（タ
イ）CO., LTD.

❼BBL大同プライベートLTD.

中国
❶大同精密金属（蘇州）有限公司

❷飯野(佛山)科技有限公司

❸広州原同貿易有限公司

❹中原大同股份有限公司

韓国
❺同晟金属（株）

❻韓国ドライベアリング（株）

ヨーロッパ
❶欧州テクニカルセンターUK

❷大同インダストリアルベアリング 
ヨーロッパ LTD.

❸大同メタルヨーロッパ LTD.

❹大同メタルヨーロッパGmbH

❺欧州テクニカルセンター

❻大同メタルチェコ s.r.o.

❼大同メタルロシアLLC

❽大同メタルコトールAD

●大同メタル工業株式会社
●大同メタルグループ会社

●生産拠点
●販売拠点

●生産拠点
●販売拠点

●生産拠点
●販売拠点
●研究開発拠点

●生産拠点
●販売拠点
●研究開発拠点

日本
❶大同メタル工業（株）

❷大同プレーンベアリング（株）

❸エヌデーシー（株）

❹大同インダストリアルベアリング
ジャパン（株）

❺大同メタル佐賀（株）

❻大同メタル販売（株）

❼エヌデーシー販売（株）

❽（株）飯野製作所

❾ATAキャスティングテクノロジー
ジャパン（株）

北米
❶ISSアメリカINC.

❷大同メタルU.S.A. INC.

❸北米テクニカルセンター

❹大同メタルメキシコ販売S.A. DE 
C.V.

❺ 大 同メタルメキシコS . A .  D E 
C.V.

❻ISSメキシコマニュファクチュアリ
ングS.A.DE C.V.

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

対前年
度末

自己資本
当期純利益率

（ROE)
8.6% 5.1% 7.7% 7.9% +0.2P

自己資本比率 35.4% 28.6% 30.3% 35.0% +4.7P

純有利子負債
（有利子負債-

現預金）
（百万円）

23,237 49,108 52,129 39,811 △12,317

自動車用エンジン軸受
59.8%

自動車用エンジン以外軸受
14.0%

非自動車用軸受
9.2%

自動車用軸受以外部品
15.0%

（百万円） （百万円）

（百万円）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

（百万円） （百万円）

●❸
●❼●❽

●❺

●❾
●❹
●❷

●❻❶
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