
◦バイメタル技術 ◦表面処理技術◦精密加工技術 ◦解析技術

■ 社会的価値
ステークホルダーへの価値向上

地域社会
◦�地域の活性化や発展に寄与

株主様
◦企業価値の向上
◦安定的な株主還元

お取引先様
◦�相互の繁栄（共存共栄）・持続的成長

従業員
◦�健康と安全に配慮した企業風土
◦�ダイバーシティと
　ワークライフバランスの実現

お客様
◦�社会・経済の発展への貢献

■ 経済的価値（2020年度実績）

売上高�� �847億円

営業利益�� �13億円

ROE�� �0.2％

自己資本比率�� �36.3％

1株当たり配当金�� �20円

人材力

ESG経営

10の重要課題 （マテリアリティ）

■ 自動車用エンジン軸受

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

■ 非自動車用軸受

低速エンジン用軸受

大型船舶用軸受

中高速エンジン用
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

■ 自動車用エンジン以外軸受

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

■ 自動車用軸受以外部品

切削加工品PCUケース

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

販
売

使用
・再
利用

開発・設計

調
達

生産・ものづくり

DAIDO SPIRIT

Ambitious
髙い志

Innovative
改善、改革する意欲

Challenging
挑戦する心

価値創造の源泉

事業活動の根本にある理念

環境 社会 ガバナンス

■ 新規事業   P17参照

コアテクノロジー

企業理念

持続的な成長を目指して

価値創造プロセス

■ その他

電気ニ重層キャパシ
タ用電極シート

ロータリーポンプ 集中潤滑装置
（MR- LUB）

吸音材（カルム）

1.事業をとりまく環境  
◦CASE＊の進展による自動車需要・利用形態の

変化とEV化の加速（ただし、内燃機関はしばらく
は残存）
＊ CASE：C（Connected：コネクテッド）、A（Autonomous：自動運転）、 

S（Shared & Service：シェアリング/サービス）、E（Electric：電動化）

◦脱炭素・カーボンニュートラル社会への進化（再生
可能エネルギー需要の高まり）

2.会社経営をとりまく環境  
◦ESG,SDGs対応強化の流れ
◦コーポレート・ガバナンス強化の動き

3.働き方  
◦リモート・テレワークの進展
◦ダイバーシティの推進（お互いの個性を尊重し、
　自然に認め合える組織に）
◦労働力減少（特に日本）

当社をとりまく環境 Activity（事業活動）
Output（事業・製品）

Outcome（社会への提供価値）

■  財務資本
◦総資産   1,552億円

◦純資産   645億円

■  製造資本
◦国内6生産拠点、海外16 生産拠点

◦設備投資額   81億円

■  �知的資本
◦環境負荷低減製品の開発実績

◦研究開発費   20億円

◦研究開発拠点   6拠点

■  人的資本
◦従業員数

・連結   6,795名

・単独   1,357名

■  社会関係資本
◦社会貢献活動に積極的な社内文化

＊ 自然資本のデータは国内グループ会社の使用量の合計数値とな
ります。

Input（経営資本）

■  自然資本
◦水資源投入量    1,018千㎥

◦原材料投入量     45,442t 

SDGs

＊いずれも2020年度の数値です。
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大同メタルグループにとっての重要度

マテリアリティ＝最優先で
取り組むべき重要課題

当社グループでは、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献、
企業価値を向上させ、中長期的に成長していくために、
ESGの分野で優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリティ）の特定を行いました。 国連が定める「持続可能な開発目標（SDGｓ）」への貢献に向け、新たにSDGｓ方針を掲げ、取り組みを推進していきます。

課題抽出

課題の評価①

課題の評価②

優先的に取り組む課題の特定

当社グループ方針・経営計画・リスク課題・SDGs・ISO26000・GRIスタンダード・
ESG調査・他社ベンチマークなどから、経済、環境、社会に大きな影響を与える当社グ
ループの課題を８４項目抽出しました。

抽出した課題について、当社グループにとっての重要度を、経営理念や中期経営計
画などの方針や事業戦略を勘案し、関連部門の部門長へのヒアリング及び関連部
会との議論により評価を実施。19項目を重要課題候補として抽出しました。

抽出した課題について、ステークホルダーにとっての影響度を、国際規範や主要ガイ
ダンス、他社の重要課題などを分析、ステークホルダーからの要請を把握したうえで、
関連部会との議論により評価を実施しました。

課題の評価により、１０項目の重要課題を特定。妥当性評価として、社外取締役、社
外監査役によりレビューを実施、サステナビリティ委員会及び取締役会の決議を経
て、マテリアリティを特定しました。

大同メタルグループは、
世界企業としての責任を果たすため、
SDGｓで掲げる諸目標の達成に向けた

取り組みに貢献します。

■ 大同メタルグループSDGｓ方針

■ マテリアリティ特定プロセス

Step 1

Step 3

Step 2

Step 4

マテリアリティ（重要課題）の特定

持続的な成長を目指して

ESG経営による企業価値の向上、
SDGｓ方針

事業を通じた社会課題の解決による
持続可能な社会と会社の実現

■ 大同メタルグループ サステナビリティ基本戦略

E
環境

S
社会

G
ガバナンス

マテリアリティ 貢献する SDGs

環境貢献型製品の開発・製造

気候変動への対応

持続可能な資源の利用

技術革新による産業発展への貢献

働きやすい職場環境

人材育成

ダイバーシティ・インクルージョン

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント

■ 課題評価によるマテリアリティの特定

事業の進展や
社会の要請に応じて
取り組むべき課題

● 環境貢献型製品の開発・製造
● 気候変動への対応
● 持続可能な資源の利用
● 技術革新による産業発展への貢献
● 働きやすい職場環境
● 人材育成
● ダイバーシティ・インクルージョン＊

● コーポレートガバナンス
● コンプライアンス
● リスクマネジメント

ステークホルダーと大同メタルグループの事業の2軸で、
上位に位置するものを当社にとっての重要課題と位置づける。

非常に
高い

非常に
高い

高い

＊性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性や、ライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性にかかわらず、それぞれの個を尊重し、認め合い、良いところを活かすこと。
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