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サステイナブルなモビリティー社会に貢献する企業をめざして

おかげさまで、このCSR報告書も3年目の発行となりました。
この間、コンプライアンスや事業継続計画(BCP)といったCSRの基本的な活

動を徹底することはもちろんのこと、新たな課題にも取組むことができるように
なりました。

特に2018年度は「働きやすい職場づくり」を様々な角度から推進しました。
これは当社の重要なステークホルダー(利害関係者)である社員のみなさんに気
持ちよく働いてもらうことをめざして実施されている活動です。当社では「三現
主義（現場・現物・現実）」の考え方にならい、私ども経営陣（社長、副社長）が社
員の代表と一緒に現場を巡回し、問題を直接確認し、即断即決で改善を指示し
ています。職場の環境改善の結果、従業員満足度（ES）が向上するとともにモチ
ベーションが高まり、それが生産性の向上につながって、最終的には顧客満足度
向上につながっていると判断しています。

また、2018年度の後半からはCSRを新たな付加価値創造に結びつける活動
にも着手しています。

自動車産業はCASE（つながる、自動運転、シェア、電動化）やMaaS（自動車を
所有しない時代）など、100年に一度のかつてない変革期にきていますが、当社
もその潮流を無視することはできません。そこで、従来の製品群（ゴムシール、ウ
レタンシート、樹脂モール）においてもCASEなどの次世代技術で社会に貢献し
ていく必要があると考えています。昨今、SDGs（持続可能な開発目標）のような

「社会的課題」をビジネスで解決しようという動きに注目が集まっています。当社
でも、事業を通じてこのような社会的課題に対するソリューションを提供できる
よう、技術、マーケティングの両側面からリサーチを進めています。この活動は始
まったばかりですが、当社が社会とともに持続的に発展・成長していくためには
不可欠の活動と言えます。

今後は、これまでの活動をさらに推進すると同時に、いままで以上にステーク
ホルダーのみなさん（株主様、お取引先、社員のみなさん、地域のみなさん）との
双方向のコミュニケーションを促進することが必要になってきます。そうしたコ
ミュニケーションを増やすことで当社とステークホルダーのみなさんとの結び
つきを強めることが、当社のCSR活動のこれからの課題であると考えています。

代表取締役社長

木村 信昭
代表取締役会長

木村 勝昭
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 トップメッセージ 特集

高浜第2工場は、サステイナブル企業をめざした
経営ビジョンを実現化する新たな工場として誕生
しました。

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001年に策定されたミレニアム開

発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年か

ら2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17の

ゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ

ない（leave no one behind）ことを誓っています。

持続可能な開発目標（SDGs）とは

東海興業
2020年に向けての

経営ビジョン

高浜第2工場の
ビジョン

生産技術革新

樹脂製品の一貫生産 生産設備の自動化

IT,IoTによる業務効率化 生産拠点の最適化

原材料配合→押出→加工の一貫生産 自動検査・自動梱包・自動加工機化

効率の良い生産指示・ロス集計等の
手作業の廃止

下条工場（長野県）→高浜工場（愛知県）へ
樹脂生産集約 （下条工場の車載部品増強）

SDGsへの貢献

経営ビジョンの実現

サステイナブル企業をめざして

新技術

3つの「新」への挑戦

新顧客 新分野 ロボット化 デジタル化 可視化

高浜第2工場の稼働

会社概況
p.06

当社は、SDGsの達成に向けた役割にコミットし、事業を通じてサステイナブル企業を
めざした活動を推進していきます。
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特集 高浜第2工場の稼働

高浜第2工場ビジョンを実現化するプロセスの中で、SDGsとの関連を考慮した建物・設備・工程レイアウトを採用し
ています。

高浜第2工場 施設紹介
高浜第2工場の稼働

高浜第２工場は、衣浦湾の河口に位置する敷地に建
設されており、南海トラフ巨大地震リスクに対応する
ため、最新の建築基準に準じた基礎・建屋設計が行わ
れています。さらに工場の床を約１mかさ上げし浸水リ
スクに対応しています。

同一工場内で一貫生産することにより、各工程間のス
ペース・在庫を削減し、製品の移動や取り回しを最小
限に抑え、生産に必要なエネルギー資源を効率よく活
用します。ムダのない安定したモノづくりにより製品
品質も安定します。

最新のＩＴ技術を駆使した自動化装置により、人によ
るバラツキを抑えた工程を作り上げました。これによ
り廃棄物削減とエネルギーロスが改善され、資源利用
の効率を高めています。あわせて品質の向上も実現し
ています。

高浜第２工場の敷地は、矢作川水系河川域となってお
り、行政や地域の水質保全団体の指導のもと、工場排
水の「０」化を実現しています。これにより、矢作川水系
の豊かな水環境の保全に貢献しています。

原材料仕込み工程では、25kg入り紙袋の廃止や補助
装置(パレットレベラー)の導入により、重筋作業の負
担軽減を実現しています。また夏の暑さ対策として屋
根の二重構造化および換気循環ファンの導入により
作業環境の改善を行っています。

従来は長野県で原材料を生産し、愛知県へ輸送をし
ていましたが、高浜第2工場内で原材料を生産するこ
とにより、大幅な物流改善（輸送距離短縮）が実現し、
輸送にともなうCO2の排出が削減され、さらに納期
の短縮が実現しています。

気候変動・自然災害リスクに
対応した工場

一貫生産ラインによる
エネルギー効率の改善

自動化設備・工程の推進で
資源利用の効率向上

矢作川水系の豊かな資源を
守る循環型工場用水

構内の寒暑および重筋
対策で安全な労働環境

物流距離の短縮により
CO2の発生を大幅削減

工場の立上げは何も無い状態か
らのスタートであり、自分の専門
外の職務も全て行わなければな
らないことに苦労しました。今後
も新しい製品が問題なく生産で
きるように努力します。

ゼロから始まる工場立上げ

第2製造部　沢柳昭考さん
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シール部品 外装モール部品 シート発泡品 車載電子部品

会社概況

従業員・売上推移

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
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● 単体
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

672億円 676億円
640億円

4,830人
5,108人

701億円

5,566人

4,621人

● 連結

沿革

1947年 3月 東海タイヤ株式会社として発足

1951年 5月 東海興業株式会杜に社名変更

1963年 4月 樹脂押出製品生産開始

1967年 4月 ウレタン製品生産開始

1970年 4月 強化プラスチック製品生産開始

1973年 9月 衣浦工場操業開始

1985年10月 下条工場操業開始

1987年 8月 GREEN TOKAI CO.,LTD. 設立

1994年 9月 TOACS(THAlLAND)CO.,LTD. 設立

2002年 3月 寧波東海敏孚汽車部件有限公司 
設立

2005年 9月 PT.TOYOTA AUTO BODY-TOKAI 
EXTRUSION 設立

2006年 7月 広州東海敏孚汽車部件有限公司 
設立

2008年 1月 高浜工場操業開始

2011年11月 VIETNAM TOKAI CO.,LTD 設立

2011年12月 武漢東海敏実汽車零部件有限公司
設立

2012年 5月 PPAP Tokai India Rubber Private 
Limited 設立

2012年 9月 TK MINTH MEXICO, S.A. de C.V. 設立

2015年10月
TK MINTH MEXICO, S.A. de C.V. 
を完全子会社化し、Tokaikogyo de 
Mexico, S.A. de C.V.  に社名変更。

主要取引先

住宅関連自動車関連

介護関連

TKクッション うすかる

東海興業株式会社 (TOKAIKOGYO CO.,LTD.)
愛知県大府市長根町四丁目1番地 
TEL:0562-44-1500　FAX:0562-44-1590
資 本 金/3億135万円
設　　立/1947年3月31日
決　　算/3月
事業内容/自動車用樹脂・ゴム・シート部品、
　　　　　建材用部品およびその関連商品の
　　　　　製造販売

会社概要

新幹線のファーストクラスと位置づけられて
いる最高級シートにふさわしい最適な材料
を独自開発し、これまでにない乗り心地を追
求した製品です。

自動車部品の製品技術を応用した
新製品の製作

外壁目地材

東北新幹線
「はやぶさ」
グランクラスシート

会社概況

アイシン精機株式会社
いすゞ自動車株式会社
株式会社岡部新電元
スズキ株式会社
積水ハウス株式会社

ダイハツ工業株式会社
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会杜
株式会社豊田自動織機
トヨタ車体株式会社

トヨタ紡織株式会社
日産自動車株式会社
日産車体株式会社
日進医療器株式会社
日本電産エレシス株式会社

日野自動車株式会社
本田技研工業株式会社
マツダ株式会社
三菱自動車工業株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社

レカロ株式会社
株式会社LIXIL

［ 50音順 ］

大阪営業所

下条工場
車載電子部品

タカラ化成工業株式会社
行橋工場
INJ

タカラ化成工業株式会社　北関東甘楽工場
INJ

株式会社 富士　鈴鹿工場
組立

浜松営業所

栃木営業所

成和工業株式会社
モール

関東営業所

● 国内拠点
 工場
 営業所
 グループ会社

会社紹介

当社は、自動車関連部品としてシート・シール・モール・車載電子部品の他、住宅関連部品、介護関連部品等、多分野に

おいてお客様のニーズにお応えしております。

本社・大府工場
シール・シート

本社営業所

アド株式会社
用品

有限会社物流センター
物流デポ

衣浦工場
モール・シール

高浜工場
ゴム配練・シール

タカラ化成工業株式会社
本社　西尾工場
INJ

株式会社 富士　大府工場
二次加工

東海興業精機株式会社
金型・造機

株式会社コベルク
シート組付

化成工業株式会社
シール

製品紹介

 海外拠点
 技術提携先
 海外グループ会社海外生産拠点7ヵ国 高浜第2工場

樹脂コンパウンド・
モール・シール

TOACS(THAlLAND)CO.,LTD.（タイ）

JIEI Thailand Co.,Ltd.（タイ）
Tokai Kogyo Seiki Thailand Co.,Ltd.（タイ）

VIETNAM TOKAI CO.,LTD（ベトナム）

GREEN TOKAl  CO.,LTD.（米国オハイオ、ケンタッキー）

Tokaikogyo de Mexico, S.A. de C.V. （メキシコ）

PPAP Tokai India Rubber 
Private Limited（インド）

PPAP AUTOMOTIVE LIMITED（インド）

広州東海敏孚汽車部件有限公司
（中国広州）

滋栄技研貿易有限公司（中国上海）
嘉興滋栄汽車配件有限公司（中国嘉興）

PT.TOYOTA AUTO BODY-TOKAI EXTRUSION（インドネシア）

武漢東海敏実汽車零部件有限公司
（中国武漢）

Young Polymer Co.,Ltd.（韓国）

当社は無機・有機材の複合成形の専門メーカーとして、材料開発、設計開発、工法

開発、製品評価、製造、販売まで一貫した体制で、世界中のお客様に満足と信頼を

提供します。
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当社で働く従業員一人ひとりが、社会人・企業人としての自覚を持ち、社会の模範となり信頼されるために、法令遵守はもと
より倫理感を身につけ適切な行動ができるよう、健全な企業風土を推進しています。

当社では、毎年全社員を対象にCSR活動
について自主点検アンケートを実施し、
次年度の課題解決につなげています。
すべての社員からアンケートを回収して
おり社員のCSR取組み意識が向上して
います。

CSR自主点検アンケート

コンプライアンスの入口は、人間関係と
良好なコミュニケーションが前提である
との考えにもとづき、管理職と組合員が
協力し合って交通立哨や朝の挨拶運動・
安全啓蒙活動（ポケテナシ）の呼びかけ
を全工場同時に実施しています。

CSR挨拶運動

コンプライアンスの周知のため、すべての
従業員を対象に、年2回のCSR教育を実
施、自らがCSR活動でどうすべきかを考え
実践しています。特にコンプライアンスに
関しては、繰り返し教育により意識向上を
図っています。

コンプライアンス教育と周知

100%
● 教育参加率

お客様

従業員

地域・環境 仕入先

共存共栄

①品質至上主義の徹底
②ニーズを先取りした製品提案
③ものづくり改革によるコスト低減
④公正な競争と取引  ほか

①環境負荷の少ない
　 製品開発
②廃棄物の極少化
③近隣の環境改善
④地域への貢献  ほか

① 一体となった製品
　 開発
②公正な競争と取引 ほか

①安全第一による労災ゼロ
②チャレンジ精神の尊重
③モラルある行動の促進  ほか

※仕入先は、材料・部品メー
カー、協力工場、金型メーカー
などをいう　

CSR活動の基礎となる行動が、倫理行動規範です。

2  世紀を飛躍し続ける

2016年 2017年

CSRの意義

働きやすい職場 機密情報管理

コンプライアンス

倫理的行動

BCPの理解

CSRの理解度

CSR全体像

CSR活動で何よりも大切なことは、

会社を支えていただいているステーク

ホルダーとの『共存共栄』が重要です。

支えていただいている方々を当社

ロゴマークの中に配置し、実施すべき

主要な事項を記載しました。

【CSR全体像】は、この活動を通して21世紀
を飛躍し続ける企業をめざすことを表現
しています。

CSR活動

企業理念

ゴム、樹脂を自在に操ることにより、
お客様を魅了する新たな価値を
創造し、世界をリードし挑戦し続ける
真のグローバルサプライヤーを
めざす。

CSR活動

当社のCSR理念にもとづき、グローバル企業として、社会貢献に寄与する事業活動を展開します。そのためには、会社を支え

ていただいているステークホルダーの期待に応える経営を最優先とし、共存共栄をめざします。

東海興業グループの企業理念にもとづき、ステークホルダーへの付加価値の提供

や、圧倒的な高品質の製品開発を展開しています。これらの活動によって、豊かで

快適なモビリティー社会の実現に貢献することが、私たちのMission（使命）である

と考えています。その根底にあるのは、社会との共存共栄であり、すべての従業員

の倫理的行動にもとづくコンプライアンスの取組みによるものです。

東海興業グループは、企業理念の実践を通して社会的責任を果たして、ステーク

ホルダーの期待に応える企業をめざします。

当社は、CSR活動に関する状況把握のため、フランスのEcoVadis社に依頼して

サステイナビリティ評価を行いました。自動車産業のサプライヤーとして社会の

期待が高まる中、2018年に初めてサステイナビリティ調査を受け「シルバー」

（上位30%）の評価を受けました。

EcoVadis社:サプライチェーンにおけるサステイナビリティの国際評価機関。企業のサステイ
ナビリティにおける「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つの項目からサ
プライヤー企業の調査と評価を実施。（世界150ヶ国、190業種、30,000団体以上が登録）

東海興業では、お客様、仕入先様、従業員、地域社会といったステーク
ホルダー（利害関係者）との共存共栄をめざし、またさらに良い
会社になることをめざしてさまざまなCSR活動を推進しています。

CSR活動イメージ

CSR理念

意識向上活動

サステイナビリティ調査で「シルバー評価」取得

CSR全社教育風景 挨拶・交通立哨風景
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コンプライアンス推進体制

コンプライアンス

当社は、コンプライアンスのための推進体制を社長直轄としてCSR推進部（統括部門）を設置、各部門の委員会を運営し
関連するコンプライアンスの規定、教育、監査を実施しています。

当社は、各種法令を徹底して遵守しています。そのために法令・企業倫理・お客様要求を整理した社内規定書を策定
しイントラネットを通してすべての従業員が閲覧できる環境を構築しています。

法令遵守は企業の必須の責任であるとの
考えにもとづき、従業員に対して社内規定
の理解度確認を行うと同時に、コンプライ
アンス相談窓口を設置し法令違反を未然
防止するルールを構築しています。

コンプライアンス

法令と当社の責任
法令

影響を受けるステークホルダー
当社の責任

お客様 仕入先様 地域・
環境 従業員

労働法・労働安全衛生法 ○ 労働関係諸法の遵守による働きやすい職場
個人情報保護法 ○ ○ ○ ○ すべての個人の情報漏洩ゼロ
下請法 ○ 仕入先様との公正な取引
競争法 ○ 公正な競争による不正のない取引
贈収賄禁止 ○ ○ ○ 節度ある行動
環境法 ○ 各種環境法の遵守による、環境負荷低減
公益通報者保護法 ○ 企業の透明性を確保

東海興業のコンプライアンスは、法令遵守にとどまらず、企業倫理を
向上させ、それを通じてお客様の要求にお応えするという、「一歩
踏み込んだ」取組みになっています。

各種法令遵守

社長

コンプライアンス委員会 CSR推進部
（コンプライアンス統括）

人事部
倫理的行動

個人情報保護など

設計部
機密情報保護

など

営業部
競争法

贈収賄禁止など

購買部
下請法など

安全衛生環境課
労働安全衛生法 

環境法など

品質保証部
品質至上主義

経理部
正しい会計処理

研究開発部
他者知的

財産権の尊重

当社では、毎年11月（品質月間）に、社内・
グループ会社・海外子会社・仕入先様を
対象として、品質改善事例展示会を開催
しています。

品質意識啓発を目的とした 『品質ニュース』 を、社内・グループ会社・仕入先様へ毎月発行し
ています。また、『一日一改善（10分活動）』 など品質向上活動を奨励展開しています。

2017/18年度にて、お客様各社より種々の品質賞をいただきました。

当社では、ISO 9001を、2003年8月25日に取得し、現在も認証
継続しています。今後も継続して活動し、品質のスパイラルアップ
を展開していきます。

品質マネジメントシステム

品質ニュースの発行

品質賞の受賞

品質改善事例展示会

● 品質マネジメントシステム推進体制

● 品質ニュースと一日一改善

● トヨタ自動車株式会社様
　『品質管理優良賞』

● トヨタ紡織株式会社様
　『品質優秀賞』

● スズキ株式会社様
　『ベストパートナー賞』

● ダイハツ工業株式会社様
　『ベストサプライヤー賞』
　（インドネシア工場が受賞）

社長

生産部門統括

品質総括責任者

C
S
R
推
進
部

製
品
企
画
部

研
究
開
発
部

第
3
製
造
部

人
事
部

第
1
製
造
部

営
業
部

設
備
部

経
理
部

品
質
保
証
部

購
買
部

革
新
生
産
部

海
外
事
業
部

第
2
製
造
部

設
計
部

品質内部監査員

仕入先様

QMS事務局

品質保証委員会

品質システム分科会全常勤役員

品質方針カード

品質至上主義
お客様の信用・信頼の積み重ねにより企業が成り立っているという考えにもとづき、品質管理の徹底を進めています。

品質改善事例展示会風景
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お客様ニーズに応える
高品質な製品の提供

ガラスランチャンネル
（昇降するドアガラスのガイド部品）

オイルフィラーハウジング
（エンジンオイルの注入口）

軽量化技術

比重の高いEPDM（ゴム）が当たり前だった
ガラスランチャンネルを、より軽く高機能
なTPE（樹脂）を開発し、23%の軽量化に
結び付る事に成功しました。（世界初）
また、さらに発泡TPE材料を開発し、従来比
50%の軽量化（業界№1）を達成しました。

当社は独自の技術と開発力で燃費向上に貢献する軽量化部品を、お客様へ提案、提供しています。

世界初 軽さNo.1 特許取得 特許取得

発泡TPE

断面拡大写真

EPDM（ゴム）

100

77

50

TPE（樹脂） 発泡TPE（樹脂）
0

20

40

60

80

100
（%）

50%軽量

● ガラスランチャンネル軽量化技術の推移

東海興業は、研究開発を通じた技術力の維持・向上をめざし、常に
お客様のニーズを先取りした製品開発と品質至上主義を徹底する
ことで、高い顧客満足を実現すべく日夜努力しています。

当社では、原材料開発から製品企画、設計、製品製造までを一貫して社内で実施することにより、他社にない高品質、高機
能製品をタイムリーに開発し、お客様に提案しています。また、お客様からの信頼を得るために、各種解析ソフトや独
自の試験・評価機器により、仕様、設計の確からしさを保証しています。

エンジン搭載部品は従来金属と考えられ
ていましたが、精密成形技術と耐久樹脂
材料の選定により45%の軽量化を実現
しました。
また、エンジンオイルを注入し易くかつ
漏れを防止するリブ形状を考案すること
で付加価値を付けました。

金属 樹脂

100

55

（%）

0

20

40

60

80

100

● オイルフィラーハウジング軽量化技術の推移

45%軽量

製品開発

EPDM（ゴム）

EPDM仕様

TPE（樹脂）

TPE（樹脂）
発泡TPE（樹脂）

摺動樹脂

摺動樹脂

TPE仕様

発泡TPE仕様

特許取得 特許取得

・TPEを開発
　（軽量・高機能）

・摺動樹脂開発
　（滑り性・耐摩耗向上）

・発泡TPE樹脂を開発
　（軽量）

倫理行動規範ハンドブック

当社では、全社員が社会の一員として大きな責任を担った存在であることを自覚し、すべてのステークホルダーの
期待に応えるため、倫理的かつ規律ある行動を推進しています。

当社では機密情報管理の強化を目的とした「東海興業機密情報保護規定」を制定し、機密情報保護の徹底を図って
います。

正しい会計処理 他者知的財産権の尊重

健全な経営を継続するためには、従業員
一人ひとりが、正しい会計処理を理解した
うえで実行しなくてはなりません。当社では、
会計処理ルール（CSR規定書）を全従業員
が閲覧できるよう社内イントラネットに
掲載してルール遵守の意識を高め、正しい
会計処理を実行しています。

新たな技術開発に挑戦し続ける当社に
とって、他者の知的財産権を侵害しないこ
とは、事業を継続する上での大前提です。
当社では独自の特許データベースにより
他者特許調査の質の向上を図ることで
他者の知的財産権を侵害しないよう努め
ています。

2014年に制定した『東海興業倫理行動
規範』は役員および従業員が、社会常識を
備え倫理に従ってどのように行動すべき
かの基本的心構えをまとめたハンドブック
です。常に携帯し日頃の業務で判断に
迷う場合は、このハンドブックを読みコン
プライアンス優先で対応しています。

事業活動に関わる情報資産は重要な資産
であるという認識のもと、組織的かつ継
続的に情報セキュリティに取組むことを情
報セキュリティの基本方針とします。

倫理行動規範の制定と遵守

情報セキュリティポリシー 推進体制

コンプライアンス

私たちは一人ひとりが社会の一翼を担って
いることを自覚し、正しいマナーの実践や
良識ある行動を心掛け、従業員、取引先、
地域社会に対してコンプライアンス最優先
で対応します。

コンプライアンス最優先を 
約束します。

倫理的な行動の推進

機密情報の保護

品質保証部　副島伸也 さん　
第2製造部　青木伸也 課長　

C
S
R
推
進
部

製
品
企
画
部

研
究
開
発
部

第
3
製
造
部

人
事
部

第
1
製
造
部

営
業
部

設
備
部

経
理
部

品
質
保
証
部

購
買
部

革
新
生
産
部

海
外
事
業
部

第
2
製
造
部

設
計
部

全社推進部署
（CSR推進部・設計部・情報システム室）

経営層
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硬い層

柔らかい層

植毛フィルム一体押出し技術の確立

3Dプリンターによる図面検証光学式３Dスキャナの活用 板金インサート変形解析とX線装置の活用

断面形状を連続的に変化させる押出し
技術により、断面の異なるサイド断面から
ルーフ断面までを1本モノとし、コーナーの
意匠性を向上させました。

独自配合の特殊カラーゴムにファブリック
意匠のテクスチャーを付加することにより、
高級感のあるファブリック調意匠を実現
させています。

従来は植毛用パイルを工場内で接着加工を行っていましたが、あらかじめパイルをフィル
ムに加工した部品を成形時の熱で貼り合わせる工程を開発することで、エネルギー効率が
あがりCO2の削減が実現しました。さらに接着剤が不要で有機溶剤レスとなり職場環境も
改善しました。（パイルとは、糸状の細い樹脂を小さく切った短繊維のこと）

当社の製品は自動車の燃費向上のため、軽量化
が求められています。そのため光学3Dスキャナ
を活用し、製品の耐環境試験でのストレスや歪
を可視化することで適正な設計を行い、製品の
薄肉化(軽量化)を実現しています。

板金インサートの樹脂一体製品では、流動解析による成形時の板金変形量の把握と
X線装置を用いて変形量を可視化し、最適な製品設計と精度向上を実現しています。

より良い乗り心地を実現するために、ウレ
タンパッドの表面層を柔らかく、基材を硬
くする単一工程成形で、快適な乗り心地
を実現しています。

硬質樹脂

軟質樹脂

ガラス

ルーフ断面
サイド断面

1本モノで通すため、コー
ナーの繋ぎ目が無い

断面を1本の中で
変化させる技術

　高品質な製品を実現するため、各開発プロ　　 セスで評価機器や解析ソフトで性能を確認しています。また、日常から品質向上に向けた取組みを実施しています。

お客様ニーズに応える高品質な製品の提供

世の中でタブーとされていた樹脂とアル
ミの一体成形及び通気膜のインサート
成形をオンリーワン技術で実現してい
ます。
3つの機能（カバー・放熱・通気）を一つ
にパッケージした製品をリーズナブルに
日本から世界へ供給し自動車の軽量化・
高機能化に貢献しています。

通気膜を
インサート成形

硬度の異なる2種類の樹脂を一体でINJ
成形し、ボデーと一体感のあるデザイン
にすることによりドライバーの視認性、走
行時の空力向上等を図っています。
また、成形時にガスを硬質部に注入して
中空を成形することにより、高い意匠性を
達成しています。この複合した高い技術に
より、高級車を中心に採用されています。

オンリーワン技術 高意匠技術

特許取得Only1Only1 特許取得Only1 特許取得

開発品質環境にやさしいモノづくりの開発

樹脂INJ  Aピラーガーニッシュ
（フロントガラスサイドに取付くモール）

放熱板付き電子部品カバー 層状異硬度ウレタンシートパッド

ONLY 1

ONLY 1

特許取得

植毛フィルム

アウターベルトモール

リップ拡大 製品 インサート物の変形解析 X線画像

特許取得

ファブリック調カラーゴム

特許取得

可変断面押出しフロントウインドモールファブリック調ドアオープニングシール
（ドアとボデーの隙間を埋めるシール部品）

3Dプリンターを活用して、図面段階で製
品形状を作成したり、ボデー等の相手部品
を再現することで、タイムリーに設計の確
からしさを検証しています。

お客様の期待を超えるために常に多角的な視点で新た
な領域にチャレンジし、Ｏｎｌｙ１をめざしています。

期待を超える
製品づくりをめざします。

設計部　小林洋介 係長

一体感のある
デザイン

樹脂

製品開発

CADルーム

照
射
変
形
試
験
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仕入先様と
ともに進めるCSR

当社の事業活動は多くの仕入先様に支えられています。そこで当社CSRの基本理念にある共存共栄のためにも、仕入先様
を大切にしています。また、部品の発注に関しては、当社の「メーカーレイアウト選定マニュアル」にそって公平に評価を行
い、仕入先様を選定させていただいています。

全従業員を対象とした研修と、お客様や
仕入先様と業務上で関連のある部署とに
分けて研修を行っています。
また、それ以外にも、アンケートや知識習
得確認用テストの実施・回収等を行う事
で、従業員の意識向上に努め、法令遵守の
徹底を図っています。

当社では、各工場の生産管理部門主催による定例会議を仕入先様と一緒になって開催
し、生産や品質に係わる情報交換を行っています。また、優秀な仕入先様には毎年品質
保証委員会にて表彰をしています。
その他にも、労務管理や生産性を向上させるための勉強会を開催しています。また、慢性
的なボトルネック事象に対し、当社の技術スタッフと仕入先様とが一体となって活動をす
る事で生産性の向上を図る工程改善活動やQC合同発表会なども開催し、お互いにレベ
ルアップできるように努めています。

環境に関する基本方針を定め、環境負荷の少ない資材調達の活動を推進しています。 
2003年10月に「グリーン購買ガイドライン」を制定し、その後、法令等の改定により現在
は第3版として運用しております。 これにより、法令等で製造または使用が禁止されている
環境負荷物質を含んだ原材料の使用を禁止。また、規制により使用状況の把握が必要な物
質を含んだ原材料を使用するものに関しても、その規制の内容を把握し遵守しています。さ
らに、新規に採用する原材料においても事前にチェックを行う事で、環境にやさしい原材料
の選定を行っています。

仕入先様とのコミュニケーションを大切
にし、コンプライアンス重視で対応して
います。

QC合同発表会生産管理部門の定例会議開催風景

2016年マーク制定

グリーン購買

コミュニケーション

下請法、贈収賄禁止

環境に配慮した調達活動を展開
しています。

品質向上、環境保全などの考えを共有化するため緊密なコミュニケーションを実施しています。

下請法や贈収賄禁止についての
研修に力をいれています。

東海興業はオープンでフェアな取引を行い、それによって仕入先様と
の共存共栄を図るとともに、環境保全を促進する取引（グリーン購買）
を推進して環境に優しい経営を実践しています。

公正・公平な取引を 
最優先で対応します。

公正な取引

購買部　林　達也さん
避難訓練の風景

東海興業では、全てのステークホルダーの信頼を確保し企業の社
会的責任を果たすために、リスクマネジメントを企業経営の基盤
と捉え、潜在リスクの低減と未然防止に努めています。

さまざまなリスク低減活動の中において、大規模地震等の自然災害リスクへの対応をリスクマネジメントの最重要課題
として専門チームによる重点取組みを行っています。

リスクマネジメント

当社は、事業運営に重大な影響を及ぼす多くのリスクに対し初動対
応を明確にさせるとともに、目標期間内に事業を復旧させるための
事業継続計画（BCP:Business  Continuity　Plan）にもとづく活
動に取組んでいます。BCPの基本方針は①人命第一　②自社の業
務・生産復旧　③被災地域の早期復旧を掲げ、速やかな初動活動に
より、人的・物的被害を最小限に食い止め、生産の早期再開、地域
社会の復旧を支援する体制を整備して行きます。　

大規模災害等が発生し、会社組織としてな
すべき事をあらかじめ「初動シナリオ」と
して取り決めました。その初動シナリオに
もとづいて行動することによりモレのない
初動活動（避難・建物立入調査・けが人救
出・帰宅者対応など）を行い、スムーズな
事業復旧を実現していきます。

BCP活動の一環として、災害発生時には従
業員と家族の安否確認および被害状況を
把握するための「安否確認システム」を運
用しています。これはスマートフォンや携帯
電話のメールにより安否状況を確認集計
するもので、防災訓練等で手順の確認を
行っています。

事業継続管理への取組み

初動シナリオ人命第一（安否確認）

大規模自然災害の備え

地震等による広域長期の停電リスク対応
として、電動フォークリフトのバッテリーか
ら、交流100Vの電源を確保できるイン
バータシステムを構築しました。
LED照明や情報源としてのパソコン・テレ
ビなどが使用でき、復旧活動の情報の要
となります。

非常用電源確保

人命第一

地域支援 生産復旧

❶

❷❸

BCP基本方針
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働きやすい職場、いきいきとした職場

働きやすい職場、
いきいきとした職場

法令にもとづき産休（14週間）と育休（最
長2年）の取得を就業規則で定めていま
す。
復職においては、原則休暇前の職場への配
属を実施し女性が働きやすい職場環境と
なっています。

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
育児休暇 6人 3人 3人 6人 5人

時間短縮勤務者 1人 4人 3人 3人 3人

産休（産前、産後休暇）と育休（育児休暇）

100%
● 復職率

● 育児休暇等新規取得者数

15.5日/年

当社は、有給休暇の取得向上をめざし、取
得のフォローを行っています。また、仕事の
効率化、稼働の平準化を図り、休暇の取り
やすい職場環境へと改善を進めています。
更なる取得日数の向上に向け、活動中
です。

平均残業時間の増加傾向を受け、従業員
のワークライフバランスの充実や効率良い
仕事の更なる推進をめざして、週に一日、
計画的にノー残業デーを設定し定時退社
する活動を推進しています。これにより、
働きやすい職場環境づくりの一助となっ
ています。

従業員一人ひとりが能力を発揮できるよう、ワークライフバランスに配慮した、職場環境づくりに努めています。

有給休暇の取得

ノー残業デー活動

● 2017年度　有休取得日数（1人平均）

東海興業では従業員を第一に考え、多様な働き方を提供しています。
また、従業員のチャレンジ精神を尊重して、一人ひとりの能力が最大
限発揮できる職場づくりを進めています。

私たちは産休・育児休業制度を利用し、元の
職場に復帰しました。
復帰後は時短制度を利用しています。
理解のある職場環境のもと、周りの力を
借りながら育児と仕事の両立を実現して
います。

産休・育休後の復職制度の充実

ワークライフバランス

研究開発部　加藤綾子さん
研究開発部　前田史恵さん

労働時間の適正化

31.8時間/月

● 2017年度 全社平均残業時間

従業員が健康でいきいきと働ける職場を
めざして、労使が協力し長時間労働の削減
に取組んでいます。
法令を遵守した勤怠管理の徹底と管理職
対象の労務セミナーを開催しています。

0
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

10

20

30

（時間／月）

月当り平均残業時間

当社は従業員に対して能力・キャリア開発
の場を提供し自己実現を支援するために

「Skill Up Caféプラン」を制定しました。
マネジメント、語学、留学、技能教育など
様々な教育プランを整え新入社員から上
級管理職にいたるまでのロードマップを
従業員に提示しています。

当社は、従業員のチャレンジ精神の尊重を重点課題として人材育成に積極的に取組んでいます。

Skill Up Caféプラン

当社は、4工場に安全衛生委員会を設置し
安全衛生委員をメンバーとした分科会組
織による安全パトロールや災害未然防止
活動を展開しています。また職場毎の安全
小集団活動では、従業員の安全意識の向
上に取組んでいます。

定常作業はもとより、トラブル対応や保守
などの非定常作業で労働災害が発生しな
い様に、それらの作業のリスクアセスメン
トを実施し、リスクの少ない設備や作業と
なる様対策を行い、作業者の安全が確実
に守られるような取組みを進めています。

安全体感教室では、全従業員に向け、繰返
し安全教育を行っています。
巻込まれ体感など模擬的な危険を体験す
ることにより「危険感受性」を向上させ、安
全に対する意識をもち安全な行動がとれ
る人材を育成しています。

安全かつ快適で生産性の高い職場環境を維持するため、従業員への意識付けと設備の安全管理を積極的に実施して
います。

安全衛生委員会の設置 リスクアセスメント活動 安全体感教室

安心して働ける職場をめざして

人材育成

語学

留学

技
能

O
JT

リーダー研修 経営研修

ビジネススキル 専門スキル マネジメントスキル

新入社員

3年～10年

中堅

管理職

● Skill Up Caféプランイメージ

グループ研修成果報告会

衣浦工場安全衛生委員会風景 新規設備のリスクアセスメント風景 新入社員研修での安全体感教室

部長から新入社員まで階層に応じた教育を実施、教育プロ
グラムのひとつに協業メーカーとの交流も行っており自己
研鑽を積んでいます。

さまざまな階層に応じた 
人材育成に取組んでいます。

第2製造部　三谷　充 班長

● 有給休暇取得日数

0

10

20
（日／年）

2015年 2016年 2017年
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当社ではいきいきとした職場づくりのため、定期健康診断に加えて特別な健康増進活動を進めています。

働きやすい職場、いきいきとした職場

パワハラ・セクハラの無い職場づくりのた
め、階層別のハラスメント教育を実施して
います。さらに外部に相談窓口を設置し、
いつでも相談できる環境を整えています。

上司と従業員との間の風通しが良い職場
をめざし、管理監督者が心がける5ヶ条を
制定し実践する活動を推進しています。さ
らに管理監督者自らが「私の宣言」を自
書した携帯カードを身に着け、部下とのコ
ミュニケーションの向上を図り、何でも言
い合える職場風土づくり活動を展開して
います。

当社は、公益通報者保護法を遵守するべく、
コンプライアンス問題に関する社員からの
相談に対して、通報・相談窓口を設置してい
ます。窓口は外部の専門弁護士であり、直接
上司へ相談しづらい案件も通報者の機密情
報は保護されて対応しています。

ハラスメントの無い職場何でも言い合える風土づくり宣言 コンプライアンス相談窓口

従業員の健康意識向上のため全社で取組
んでいる健康づくりキャンペーン（運動、食
事、歯磨き）では各部門で奨励活動を実施
しました。その結果従業員の検診結果の
改善がアップし2016年度トヨタ関連部品
健保より「健康改善賞」を受賞しました。

当社は、従業員が協力し合い、明るい職場を維持するために規律・秩序の向上、また部門を越えた横のつながりを大切にしています。

健康づくりキャンペーンの
 積極的参加

風通しの良い職場風土をめざして

健康増進

従業員の心身の健康を維持することを目
的として、年1回の定期健康診断を実施し
ています。がん検診および採血検査を行
い、生活習慣病予備軍に対しては保健指
導をするなど、健康増進活動をサポートし
ます。

当社は年1回のストレスチェック制度を
導入しており、自らのストレスの状態に気
づきを促します。高ストレス者には医師面
接や、集団分析による職場環境の改善を
行って、メンタル不調の未然防止に努めて
います。

定期健康診断 ストレスチェック

100%

100%

● 定期健康診断受診率

● 教育参加率(管理職)

従業員の性別、ライフスタイル、障がい、価値観などの多様性に柔軟に対応して個々の能力を発揮し、働きやすい職場
環境を構築しています。

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
0

1.0

2.0

3.0
法定雇用率2.0%

2.0% 2.0% 2.0%
1.7%

（%）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
0

10

20

（人）

14
17

22

17

障がい者雇用

1.7%

● 2017年度 障がい者雇用率

シニア層の活躍

人材の多様化(ダイバーシティ)への取組
みの中で、とりわけ女性の活躍を最重要課
題と捉え性別によらず活躍できる環境づ
くりの推進に取組んでおり、管理職を含む
多くの女性が、営業、海外事業などの管理
部門や研究、設計などの開発部門、製造部
門などで活躍中です。

国籍に捉われず多様な人材が強みを発
揮して活躍することを狙いとして、外国人
の人材の採用を積極的に展開していま
す。経営のグローバル化に向け、世界で活
躍する人材の育成にも注力しています。

障がい者の方の可能性を広げるため、法定
雇用率の引上げ時にも柔軟に対応。生産
ラインでは工程改善を進めており、安心して
作業に従事できるような取組みを実施
しています。また生産ライン以外の開発・
管理部門など、さまざまな職場で活躍して
います。

シニア層の就業ニーズに応えることは、企業
の社会的責任であると考え、定年退職者
の再雇用制度を導入しています。
長年にわたって培われてきたスキルや経験
を活かし技能伝承を含め活躍しています。
毎年、再雇用希望調査を実施し、ライフ
プランに合わせた雇用を実現しています。

女性の活躍

国境を越えた人材の活躍

私たちは、会社の窓口として取引先へ出向
き、コストや製品仕様など様々な打ち合わせ
を行っています。
技術的な内容も多く、難しく感じることも
ありますが、営業としての仕事にやりがいを
感じています。

女性営業総合職

ダイバーシティ

22名

● 2017年度 再雇用人数

営業部　河野久美子さん　　営業部　堀　文奈さん
営業部　加古彩那さん

2名

● 女性管理職

99.7%

● ストレスチェック実施率

相談者

受付

確認

調査

事務局

相談窓口

コンプライアンス
対策本部メンバー

第1製造部　クリシュナーム　アナンダンさん
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環境対応

当社は全社の環境委員会にて環境マネジメント全般に関する審議・方
針を決定しています。この統一されたマネジメントシステムにおける活
動を通じて環境関連法規制や自治体との環境保全協定の遵守、温室
効果ガスの削減、廃棄物・有害化学物質削減などを推進しています。

当社は低炭素社会の実現に向け、温室効果ガス（GHG）削減に取組んでいます。
全社的には高効率設備の導入、照明のLED化や業務の効率化に取組んでいます。

当社は、近隣住民の方々の生活環境の
改善を図っていかなければならない責務
があります。
そのため、騒音規制法5条にもとづき24時
間の騒音監視システムを導入しています。
また、静音タイプの設備への更新などの
対策を進めており、工場と住宅地の境界
線上で法令値を下回っています。
近隣住民の方々との意見交流会も行い
環境改善に努めています。

環境マネジメントシステム

環境方針

地球温暖化対策

工場騒音低減活動

50dB以下

● 騒音低減

下条工場の敷地10haのうち5.8haは未造
成森林です。この森林は下條村と協定を結び

「健全な里山づくり」の活動を展開しており、
2010年に有効な樹木間伐を行いました。現
在も継続して森林管理を行っており、適正な
森林経営を運営できる森となっています。
CO₂吸収量は、50.3t-CO₂/5ヵ年の長野
県認定を受けています。

工場所有森林の健全な里山づくり

騒音監視システム

環境対応

東海興業では「美しい地球環境の維持と従業員の幸福を考え、環
境マネジメント活動を実践し、企業の正しい発展と良き企業人を
育成する」という環境基本方針のもと、地球温暖化対策や廃棄物
の抑制等の活動を推進しています。

当社は、ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを構築し、全工場統一した組織体の活動により様々な環境負荷
低減に向けて継続的な取組みを進めています。

環境保護活動

当社の廃棄物は、ゴム、プラスチックが多くを占めており廃棄物の削減は、まず廃棄物の発生
そのものを抑制することを第一に取組んでいます。
その後の取組みは、3R≪リデュース（減らす）・リユース（繰り返し使う）・リサイクル（再資源化）≫の
推進です。廃棄物のリサイクル比率向上に向け、3R活動を積極的に推進しています。

当社では環境負荷に影響のある化学物質を多く使用しておりますが、適正な管理を行い外部への
漏出を防いでいます。原料タンクや廃液置場等では化学物質が漏出したことを想定し定期的に
緊急事態漏洩防止訓練を行い、外部への漏出防止、従業員の安全確保、手順書の有効性を確認
しています。

廃棄物抑制

環境リスクマネジメント

96%以上
● 2017年度 リサイクル率

騒音用マイクロフォン 画像用カメラ 工場内騒音と画像を常時監視しています

衣浦工場漏洩防止訓練風景

森林CO₂吸収量認定書

自部署の環境目標を達成するため、省エネ
や廃棄物削減活動などの改善活動に取組
んでいます。

当社の環境方針を遵守します

CSR推進部　小寺　覚 係長 

社長

省エネルギー分科会
会長、各製造部

設備部、CSR 推進部
会長、環境推進責任者
又は実行責任者委員長、副委員長、部門長

環境委員会 環境システム分科会

環境総合責任者
（委員長）

環境内部監査員

EMS事務局

C
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R
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● 環境マネジメントシステム推進体制

● CO₂排出量の推移 ● CO₂原単位の推移
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ISO14001の更新審査
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働きやすい職場づくりへの取組みと
して、上司と部下のコミュニケーショ
ンをQC活動を通じて行い「何でも
言い合える風土づくり」を日々実行
しています。また、全員が週一回の定
時退社の日を毎週実行できる労務
計画を日々管理しています。

衣浦工場では、社員と経営トップ(社
長・副社長)が一緒に工場内を巡回
し、三現主義(現場・現物・現実)にもと
づいて職場環境を改善する活動を実
施しています。猛暑時の熱中症対策や
福利厚生の充実に取組んでいます。

大府工場では、自動車用シートを生
産しており成形・加工・検査・出荷ま
で実施しています。
省スペースでのライン構築を実現す
るために、フロア上部空間を利用し
た供給システムを取り入れ、またロ
ボット導入による省人化も進め、工
程のスリム化を推進しています。

衣浦工場では、年々高度化するお客
様の要望に応えるべく、新技術を積
極的に採用し、従来よりも大幅にス
リム化した工程を実現しています。ま
た、検査や梱包などを自動化し、品
質の安定を達成しています。

各工場の取組み 東海興業は、国内に4箇所の生産拠点を有しており、各工場も
CSR活動を積極的に行っています。

大府工場

衣浦工場

住　　所 / 愛知県大府市長根町4-1
事業内容 / シート製造
従業員数 / 302名　(2019年1月現在)
 （男性255名・女性47名）

住　　所 / 愛知県半田市州の崎町2-87
事業内容 / 樹脂モール部品製造
従業員数 / 202名　(2019年1月現在)
 （男性179名・女性23名）

私は、製造業務に従事し品質第一・客先ク
レーム０の品質方針のもと、不良低減に、
日々取組んでいます。

新製品のライン立上げの際は、自動機や
ロボットの導入を積極的に検討し、加工時
間の短縮と品質の安定をめざします。

発泡ウレタン工場の特徴として、非常に大きな熱源（加熱炉）があり、安全な職場
づくりとあわせて暑熱に対する作業環境改善については特に力を注いでいま
す。　また、ソフト面では上司、部下の関係についても「何でも言い合える風土づ
くり」に重きを置いて働きやすい職場づくりをめざしており「働きやすい」＝「人
づくり」となり、結果として「現場力」の向上に繋がると考えております。

衣浦工場では、自動加工機、自動検査機の導入を積極的に推進しています。作業
者がやり難い工程や見逃しやすい検査工程を自動化することで、高品質で信頼
性のある製品をお客様に提供しています。開発段階から品質にこだわった設備、
工程設計を工場の技術スタッフが自ら行えることも大きな強みです。これからも
従業員一丸となって、高品質な製品づくりにこだわり、お客様に信頼して頂ける
工場であり続けます。

品質至上主義の
徹底

自動化設備を
積極的に導入します

「モノづくりは、人づくり」の実現に向けた取組み 高品質な製品提供で顧客満足向上

働きやすい職場づくり 働きやすい職場づくり生産設備の改善事例 生産設備の改善事例

第1製造部   荒木聖也さん 第2製造部   黒田　岳 係長　
第2製造部   安藤雅美 係長

離型剤塗布ロボット 植毛フィルム一体押出ラインQC活動会合風景 トップ工場巡回風景

第1製造部   下沢修一 部長 第2製造部  伴野洋朗  部長

各工場の取組み
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下条工場高浜工場

住　　所 / 愛知県高浜市芳川町４-６
事業内容 / ゴムシール部品製造 
従業員数 / 115名（2019年1月現在）
 （男性86名・女性29名）

住　　所 / 長野県下伊那郡下條村睦沢2550
事業内容 / 車載電子部品製造
従業員数 / 124名（2019年1月現在）
 （男性88名・女性36名）

第1製造部　   下農麻結 さん　
第1製造部   岸本ひなた さん

第3製造部   塚口翔麻さん

休憩室を一部改装して「めだかカフェ」
と命名し、社員同士で話しやすい環境
をつくり、日頃から何でも話し合える
雰囲気づくりに取組んでいます。また
ノー残業デーを週1回取り入れ、定時
後の趣味活動や家族との団らんの時
間を設けるなど、ワークライフバランス
の充実も図っている職場です。

高浜工場では、「何でも言い合える
風土づくり宣言」で、係長以上の上位
職が携帯カードを常に身につけ、働
きやすい職場づくりをめざしていま
す。朝会で上司は部下の報連相の傾
聴はもちろん、バッドニュースファース
トの実践にも取組んでいます。

変革する自動車業界のトレンド「CASE」
に対応する製品である、車載電子部品
を主力製品とする下条工場では、厳し
い品質要求に応えるため、発塵・持込異
物を低減したクリーンな工場で、成形→
加工→検査までの自工程完結ラインの
構築と、ロボットによる省人化を行って
工程のスマート化に努めています。 

高浜工場は、ゴムのコンパウンド（配
合と練り）生産から、押出成形、加工
成形、検査、出荷まで完全一貫工程
を構築し、生産のスリム化をめざして
います。今後更に、大府工場にあるゴ
ム押出生産工程を高浜工場に集約し
て行く計画を進めており、業務の効
率化を推進しています。

お客様からいただいた開発事項の守秘義
務を守り、高機能な製品づくりを心がけて
います。

高浜の生産管理として、生産計画を通じて
全ての工程の安定生産や効率化に貢献で
きるように努めています。生産情報の取り
扱いなどのルールを守ります。

下条工場では、車載電子部品の生産を行っています。HV、EVの部品の生産が
増加し、まさに自動車業界の100年に一度の大変革を身近に感じつつ、日々お
客様に信頼されるモノづくりに励んでいます。工場内は、品質向上のため、より
クリーンな環境をめざしています。工場の周りも豊かな自然が広がっており、こ
の環境を守り、未来へ受け継ぐことで、地域社会から信頼、支持される誠実な
工場であるよう、これからも努めていきます。

高浜工場は海に隣接している工場です。建物は比較的新しく耐震性は確保でき
ていますが、今後予想される災害に対し、リスク想定にもとづいた備えが大切で
す。災害発生時の対応・避難・帰宅訓練を定期的に実施し、いざという時の備え
をしています。また、工場内に設置された重要設備を災害後速やかに復旧し、生
産稼働させることができるように復旧計画・体制を整えています。

開発機密情報を
遵守します

生産の安定化に
貢献します

自然と調和するクリーンな工場をめざして自然災害の備えと有事の対応

働きやすい職場づくり働きやすい職場づくり 生産設備の改善事例生産設備の改善事例

第3製造部  花木雅彦  参与第1製造部 亀井賢司 部長

ゴム押出一貫ライン工場リーダーのみなさん めだかカフェでのひととき 射出成形自動加工ライン

各工場の取組み
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スポーツ・文化を通じた
社会貢献

バドミントンの
取組み

東海興業では、スポーツ・文化を通じた地域貢献を重視しています。
様々な地域イベントを協賛・後援することで、豊かな生活文化、
青少年の健全な育成をサポートしています。

東海興業のバドミントン部は1986年に創部し、実業団チームとして
活動するとともに、地域に密着した活動として青少年のスポーツ振
興にも貢献しています。

文化交流活動 男子バドミントン部

女子バドミントン部

当社は、青少年の健全な育成や健康増進に取組む各種イベントを積極的に支援し、地域に根ざした文化・スポーツ振興を推進
しています。

当社は、近江商人『三方良し』の精神にもとづき地域社会とのつながりも重要と考えています。モノづくり愛知を支える活動とし
て少年少女発明クラブや伝統を守る亀崎潮干祭などに協賛し、地域の産業の発展に貢献しています。

2018年11月、茨城県で開催されたS/JリーグⅡ（旧日本リーグ2部　男女8チーム）に出場し、男子は7戦全勝で優勝、女子は
6位の成績を収めました。男子は、その後の入替戦で勝利しS/Jリーグ（旧日本リーグ1部）への昇格を勝ち取りました。

地域社会とのつながり リーグ戦の戦績

地元のジュニア選手との交流

豊田スタジアム
当社は、名古屋グランパスの本拠地として、また各種スポーツ、野外コンサート
として活用されている豊田スタジアムに協賛しています。このスタジアムで
行われるさまざまなイベントを通じて、多くの人々に夢や感動を発信し
続けています。

大府シティマラソン　高浜シティマラソン亀崎潮干祭（ユネスコ無形文化遺産）

大府市少年少女発明クラブ 名古屋フィルハーモニー交響楽団

大府・東浦花火大会

大府ショートフィルムフェスティバル
子供たちにモノづくりの楽しさを知ってもらうこ
とを目的としたクラブに協賛し、子供たちの夢を
かなえる活動に貢献しています。

革新的な定期演奏会のプログラムや充実した演
奏内容で地域の音楽界をリードする名古屋フィ
ルハーモニー交響楽団を支援しています。

「地域の人たちが自らの力で創り上げる」花火大
会に協賛し、大会を通じた地域の発展に貢献し
ています。

「つながる」映画祭をめざす大府ショートフィルム
フェスティバルにスポンサーとして参加し、映画
文化の発展に寄与しています。

当社では亀崎潮干祭に協賛、ユネスコ無形文化
遺産登録への祝意として寄付を実施し、地域の
伝統を守る活動に貢献しています。

シティマラソンに協賛すると同時に、ランニング
同好会（USAKAME.RC）が積極的に参加し地域
にスポーツの輪を広げています。

S/JII優勝 S/J昇格

S/JII6位

本社を構える愛知県大府市を中心に、
小中学生をはじめとする多くの子供たち
を対象にバドミントン講習会を開催し、　　  
地域貢献活動にも積極的に取組んでい
ます。子供たちの真剣に取組む姿勢や熱
意に、当チームもパワーをもらっており、
今後もこのような講習会を継続しなが
ら地域の皆様と交流を深めるとともに、
地元から応援されるチームをめざしま
す。

S/JリーグⅡの戦いで見事優勝。12年ぶり
のS/JⅡの優勝となり、S/Jリーグ昇格をか
けた入替戦の権利獲得。

最終戦までもつれましたが、勝
利を掴み取りました。10年ぶりのS/Jリー
グ復帰となり、来期は更にチーム一丸と
なってS/Jリーグで戦います。

S/JリーグⅡの戦いでは6位とい
う結果になりました。来年こそは優勝めざし
てがんばります。県の大会から結果にこだ
わってしっかり実力をつけていきたいです。

（参考：愛知県リーグ2018年後期大会優勝）

東海興業 トリッキー
パンダース

第1ダブルス

2
◯（2-0）×

1シングルス ×（0-2）◯
◯（2-0）×第2ダブルス

　トップリーグ＝
「S/Jリーグ」昇格への

道のり

小林監督

有田監督

入替戦
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ＴＬＣメンバーの紹介とラリー車の説明をして
いただきました。

東海興業のステッカーを確認！よし！

視察メンバーと優雅に
昼食会。

チームフラッグに
応援メッセージ

書きました！

TLCカミオンと
タイヤ交換を見学。

シャンゼリゼ通のルノー

ショールーム見学。

パリの美しい景色を満喫。

TLCから視察メンバーへ

誕生日サプライズ！テスト走行に同乗。迫力に大興奮！

応援リポート

東海興業では毎年11月に従業員の中から4名が翌年参戦するTLCのラリーカーのシェイクダウン応援ツアーを企画してい
ます。モータースポーツの醍醐味を肌で感じファンを増やしています。

モータースポーツへの参加

シェイクダウン応援レポート 日程:2018年11月15日〜11月21日（7日間）
渡航先:フランス（ニース⇒パリ）

1日目
日本から フランスへ移動

2日目
SMGガレージ（ラリー車両

開発製作工場）視察

2日目　SMGガレージ（ラリー車両開発製作工場）視察

4日目　TLCシェイクダウン視察

5日目　自動車ショールーム見学とパリ市内観光

3日目
フランスのニースから

パリへ移動

4日目
ＴＬＣシェイクダウン視察

5日目
自動車ショールーム見学と

パリ市内観光

6日目
フランスから日本へ移動

モータースポーツへの
参加

東海興業は、多くの人がクルマの楽しさを（再）認識することを
願っています。モータースポーツへの参加はその一環で、この活動
を通じて夢やワクワクドキドキを発信しています。

ダカールラリー

当社は、トヨタ車体株式会社のラリーチームである Team Land Cruiser TOYOTA AUTO BODYを応援しています。1995年
からランドクルーザーでダカールラリーの市販車部門で連続参戦し2014年から2019年まで6連覇を果たしています。

Team Land Cruiser TOYOTA AUTO BODY
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〒474-8688 愛知県大府市長根町四丁目1番地
TEL 0562-44-1500　FAX 0562-44-1590

ht tp://www.toka ikogyo .co . jp

〒474-8688 愛知県大府市長根町四丁目1番地
TEL 0562-44-1500　FAX 0562-44-1590
http://www.tokaikogyo.co.jp/

2019年
CSR報告書

Obu

Kinuura Takahama

Shimojo

Takahama2


