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株式会社タムラ製作所
代表取締役社長

田村 直樹

震災からの混乱に屈せず、グループ一丸となって
「オンリーワン」で世界に貢献する、
グローバル企業グループを目指してまいります。

　2011年3月11日、三陸沖を震源とする大地震が発生し、津波被
害、原子力発電所事故をも引き起こす大震災となりました。被災さ
れた皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復
興を心よりお祈り申し上げます。
　この震災によりタムラグループにおきましても、埼玉県エリアの事
業所と、若柳電子工業（宮城県栗原市）と会津タムラ製作所（福島
県大沼郡）の東北の拠点2ヵ所が、一部損壊し生産停止にいたる影
響を受けましたが、幸い従業員は全員無事でした。損壊した拠点に
おきましても安全が確認できた製造設備より順次生産を再開、6月
6日をもちまして全面復旧いたしました。なお、復旧状況につきまして
は、最新の情報をホームページでお知らせしてまいりました。

　震災の影響で一時は業績の大幅な悪化を予想しましたが、全
従業員の努力で3月の業績の落ち込みを最小限に食い止めるこ
とができ、2010年度は、増収と黒字転換を果たしました。
　2010年度は、2012年度を最終年度とする3カ年中期経営計画
「T's POWER+（ティーズパワー・プラス）」の初年度で、グローバル
な展開で業界トップシェアを目指す「No.1戦略」と独自性・強みの
発揮でターゲット分野でのトップを目指す「オンリーワン戦略」の2
つによる価値創造に取り組んでまいりました。
　「No.1戦略」の進捗では、産業機械・エネルギー市場向け超大
型トランス・リアクタが、グローバル展開を好調のうちにスタートしま
した。産業機械市場などへの拡販が進む電流センサ、ハイブリッド
車・電気自動車市場に展開した車載用リアクトルも伸張が期待で
きます。また、独自開発の導電性接合材は、太陽電池の国内トップ
メーカーなどでの採用が決まりました。
　「オンリーワン戦略」では、BtoB市場のLED製品である看板用光
源モジュールや、LED用白色反射材、ソーラーパネル用反射材料、
フレキシブル基板用材料など、他社にない技術力を発揮した製品
展開を進めております。

　3カ年中期経営計画「T's POWER+」は、長期ビジョン「2015タムラグ
ループビジョン」を基としています。2015年度に「オンリーワン価値創造
企業」「地球と共生する良き環境企業」「全員が主役のグローバル企業」
の実現を目標に掲げ、新たな成長分野として「再生可能資源が主役とな
るエネルギー革命」に照準を合わせました。前述の開発戦略もこれに
沿った展開であり、環境貢献技術・製品の開発に注力しております。
　その一環として、従来から環境負荷低減に貢献する製品を｢環境
貢献製品｣とし、売上比率向上を目指してまいりました。2010年10月
からは、環境貢献製品の中でも特に優れたものを｢プレミア環境貢
献製品｣に認定し、適用を開始いたしました。導入初年度は、RoHS・
REACH対応で部品が少なく環境負荷の少ない「高電流対応温度
ヒューズ」、CO2削減および省電力化に貢献する「超低待機ACアダプ
タ」、消費電力従来機比約40％削減を達成した「省エネN2リフロー
装置」など、下期実績の売上比率で18％となっています。これからも、
環境影響の最小限化に取り組むとともに、プレミア環境貢献製品の
開発・提供を通じて地球環境に貢献してまいります。

　タムラグループは「オンリーワン・カンパニーの実現を目指す」を
コーポレートスローガンに「タムラにしかできないこと、タムラだからで
きることの追求」を掲げていますが、これからの「オンリーワン」は、世界
の最先端のお客さまが必要としている技術、グローバルに評価される
サービスでなければなりません。タムラグループのグローバル展開は
順調に進んでおり、中国、韓国、そして昨年度よりグループに加わった
インドなどは、著しい成長を見せておりますが、さらに海外での現地人
材の発掘・育成に努め、「タムラにしかできないこと、タムラだからでき
ることの追求」を世界レベルで展開してまいります。また、国内において
も、グローバルに通用する人材の育成により、グループ全体で世界に
通用する「オンリーワン」を追求いたします。
　国内では震災からの混乱がしばらく続くと思われますが、これに屈せず、
これからもグループ一丸となって、「オンリーワン」で世界に貢献するグロー
バル企業グループを目指してまいります。

2011年7月

2013年3月期を最終年度とする3カ年中
期経営計画を推進しています。

　　　　　　　タムラグループでは2009年度まで、グループ概要や事業を中心に紹介した『会社案内』
と、CSR活動を紹介した『CSR報告書』を別に作成していました。しかし、CSR活動はタムラグループの企業
活動そのものであるという考え方から、2010年版より『TAMURA CORPORATION REPORTING』として一
冊にまとめることにいたしました。
　特徴的な編集として、人々の暮らしを支え、環境保全・持続可能な社会に貢献するタムラグループの製
品づくりの代表的な事例を、分野別にイラストで紹介しています。今後も皆様からのご意見をいただき
ながら、一層の充実に努めていきます。
　本レポートの編集にあたっては、GRI『サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン2006』、および
環境省『環境報告ガイドライン（2007年版）』を参照しました。
　　　　　　　 2010年4月1日～2011年3月31日（一部、2011年4月以降の活動も含みます）
　　　　　　　 株式会社タムラ製作所およびグループ会社を対象としています。
ただし、環境報告の対象グループ会社は、P.21「統合スケジュール」に基づいています。
　　　　　　　 2011年7月（前回：2010年10月　次回：2012年7月）
　　　　　　　 経営管理本部経営企画統括部　広報・IRグループ
TEL：03-3978-2012　FAX：03-3923-0230　
E-mail：webinfo@tamura-ss.co.jp　ホームページ　http://www.tamura-ss.co.jp/
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未曾有の状況の中、業績回復を堅持し、
増収・黒字転換へ

震災により被災された皆様に、
謹んでお見舞い申し上げます

世界に貢献するグローバル企業
グループを目指して

　2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生し、タムラグループにおいては関
連会社の若柳電子工業が震度6強の地震により、社屋内外に大きな被害を被りました。直後の津波による福島第一、第二
原発の運転停止に伴い東京電力管内では計画停電が実施され、埼玉県内の主要な生産拠点では生産に支障をきたしま
した。このような状況下、若柳電子工業はもとより関東、東北の各事業所では生産再開・維持のため種々の対策を講じてま
いりました。以下に、本書発行までの対策状況をとりまとめました。

東日本大震災を乗り越えて

■危機管理対策本部の設置
　3月11日に発生した本震およびその余震において、当社および関連会
社従業員に人的被害はありませんでした。しかし、宮城県栗原市に所在す
る関連会社の若柳電子工業においては、社屋内外で生産停止にいたる
大きな被害を被りました。関東、東北に所在するその他の各事業所、関連
会社でも小規模な建屋内部の損壊、一部製造設備の設置位置にズレが
発生しました。 
　当社では、地震発生直後に「リスク管理規程」に基づき、田村社長を対策
本部長とする危機管理対策本部を設置し、安否確認や被災状況等の震災
に関わる情報収集を開始し、3月13日に若柳電子工業に向け被災地では入
手困難な水・食料・電池等の物資支援を開始するとともに、現地と綿密な
連絡を取り続け、生産再開に向けた計画を立案し実施してきました。
■生産設備復旧、生産再開
　若柳電子工業では、第1段階として安全性の確認ができた建屋1階に製
造設備を集約するとともに、一部設備は坂戸事業所に移動し、4月1日生産
再開にこぎつけました。4月7日の震度6強の余震の影響による一時生産停
止はあったものの、お客様への納期問題も発生せず、無事操業を再開す
ることができ、6月6日には、製造設備が全面復旧し、震災前と同じ生産量に
回復しました。
　坂戸事業所では、連続運転をする必要がある大型焼成炉があるため、東
京電力管内の計画停電では自家発電機を導入し、また、揺れの影響で移動
した製造ラインの設置位置の修復等を行い、4月4日に生産を再開しました。
　その他の事業所でも、勤務時間の変更・拡大、夜間勤務の導入、土日振
替出勤、計画停電対象外の事業所への人員移動等の対応により、3月14
日より生産を継続しています。
■ステークホルダーへの情報開示
　株主・投資家様、お客様、取引様向けに、3月14日以降随時、東京証券取
引所および当社ホームページ上に本震災に関わるグループ情報を開示
してまいりました。

【義援金、お見舞い金他】
　●タムラ製作所：経団連（中央共同募金）他へ義援金、および被災した
　　取引先へお見舞い金総額1,000万円および支援物資
　●グループ中国関連会社：現地赤十字社他に総額3万元
　●国内外のグループ従業員：被災した若柳電子工業および会津タムラ
　　製作所の従業員へお見舞い金総額200万円および支援物資

　発災時、避難誘導に混乱が認められたこと、帰宅困難者が発生したこ
と等が課題として浮き彫りとなりました。災害対策マニュアルの見直しを
行うとともに、災害発生時対応の教育・訓練内容も見直します。
　

　当社各事業所では、継続して蛍光灯のLED電球への置き換え促進、遮
熱フィルムの導入、エアコンの温度設定・運転方法の見直し、OA機器管
理の徹底等による省エネ対策に加え、自家発電機の設置、6月末までに生
産の前倒しを実施するとともに、7月1日～9月22日の間は、当社各事業所
で輪番休日を行い、使用電力の削減・平準化による東京電力管内の電力
不足対策を実施していきます。

東日本大震災支援 今夏の使用電力削減対策

見えてきた危機管理に関する課題

若柳電子工業の復旧への歩み

若柳電子工業　4月1日生産再開

東日本大震災への対応

3月11日

3月13日
3月14日～

3月17日

4月 １日
4月 7日
4月11日
6月 ６日

14時46分　東日本大震災発生　震度6強被災
タムラ製作所において危機管理対策本部設置
タムラ製作所からの物資支援開始
建屋安全確認、使用可能製造設備集約
一部製造設備を坂戸事業所に移動して生産
タムラグループ社内ネットワークに危機管理対策本部の専
用ページを開設
建屋1階で生産再開
震度6強の余震被災
再度操業再開
建屋2階部分修復完了
坂戸事業所に移動した設備を戻して全面復旧

「プレミア環境貢献製品」を通じて、
地球環境に貢献
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ブロードコム事業部 宮下 慎一   山本 隆久

電子化学事業本部 長谷川 靖幸

ロマーシュ リミテッド　ポール・リン

大型トランス／リアクタ2010
～世界的な再生可能エネルギー拡大の波に乗る～

オンリーワン価値創造企業
地球と共生する良き環境企業
全員が主役のグローバル企業
の実現

タムラグループビジョン

各種エネルギー
変換機器

世界標準の
電子化学
材料・装置

省エネ照明
（LED）

情報
通信機器

エレクト ロニクス
市場に おける
タムラ の狙い

製品紹介

担当者の声

　2009年、ヨーロッパでの量産第一号機出荷から始まり、大型トランスのビジネ
スはグローバルな広がりを見せています。2010年後半より中国の田村電子恵州
において大型空芯コイルの生産が始まり、中国市場へもその勢力を伸ばしていま
す。インド市場でもUPS及び鉄道車両向けが顕著であり、世界規模で伸張してい
ます。
　2011年以降も、ヨーロッパ、インド、中国だけでなく、日本のお客様に向けても
タムラの新しいブランド「大型トランス」は躍進していきます。

　ロマーシュ社には試作・開発専用ラインとそのチームがあり新規開発をすべて担
当しています。同社が持つUKの特殊規格に対応可能な高信頼技術を強みに、ヨー
ロッパのみならず世界各地から、再生可能エネルギー向け、鉄道向けと多様な引き
合いをいただいております。2011年にはIRIS（国際鉄道産業標準）の取得も予定して
おり、更にその信頼性が向上します。
　是非ロマーシュに来てください。私たちの技術に感動してもらえるでしょう。

可視光通信
～「見える光」で安心・安全な通信を実現～

担当者の声製品紹介

　開発当初より、既存の蛍光灯と光インターカムのLED
照明の共存が大きな課題でした。蛍光灯が出す周期的な
雑音に影響を受け、満足に通話できなかったためです。結
局、蛍光灯ノイズの影響を受けにくいキャリア周波数を
使用したFM変調方式にすることにより、既存照明との共
存を可能にしました。この製品は、光を使用した無線通信
を実現しているため、人間が光を遮断でき秘匿性の高い
システムを構築できることが特長の1つです。

　電波を発する機器が使用できない環境
下において、「安心・安全」なワイヤレス通話
を可能とするため、タムラグループ会社で
ある光波のLED照明とワイヤレスインター
カムのノウハウを融合させた光インターカ
ムを製品化。照明器具を光インターカムの
LED照明に置き換えることで、消費電力を
低減させ、見える光を用いた「快適」な双方
向同時通話を可能とします。

白色反射材 RPWシリーズ
～LED・太陽電池など、注目市場で大活躍!～

製品紹介

担当者の声

　液晶TV、携帯電話および照明分野で急速に需要が拡大している
LED。
　白色反射材[RPWシリーズ]は、LEDの輝度の向上、長期安定性への
要求に応えるため、光の照射・熱による劣化に強い高反射率、優れた耐
変色性を実現し、LEDの省エネルギー化に貢献しています。
　また、LEDだけでなく、太陽電池にも使用可能である製品も取りそろ
え、拡大する省エネルギー市場のニーズに応えます。 

　RPWシリーズの開発で特に苦労した点は、塗膜形成には光硬化ま
たは熱硬化させる必要がある反面、硬化塗膜には高い反射率と優れ
た耐変色性が求められ、その特性をいかに両立させるかが最大の問
題点でした。従来の技術にとらわれず各特性の機構を解明し、それに
あわせた材料設計にすることで問題点を解決することができました。
　この特長により、RPWシリーズはLED、太陽電池分野での高性能化
に寄与しております。

受発光部（LED照明）

公衆回線網

（電話機）
（親機）

親機セット

子機・ヘッドセット

移動可能

通信



省エネ・創エネに貢献
未来を創るさまざまなフィールドで
タムラのテクノロジーは活躍しています
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環境エネルギーを支える

宇宙用コイル・トランス

電力系トランス・リアクタにおいて、
国内唯一のJAXA（宇宙航空研究開発
機構）規格の認定取得メーカーとし
て、人工衛星および打ち上げ用ロケッ
ト搭載用製品の開発・生産、供給をし
ています。

PLCモジュール/モデム
ビルやオフィスの電力線を利用した
通信技術（PLC）でエネルギー・温度な
どを監視するシステムにおいて、タム
ラのPLCモデムが活躍しています。

大型トランス

タムラの中でも最も歴史ある製品、ト
ランス。現在では、太陽光発電・風力発
電他再生可能エネルギーや鉄道を支
える縁の下の力持ちとして、暮らしの
インフラを支えています。

白色反射材

LED照明用の反射材として生まれた
白色反射材。加えて現在では太陽光発
電パネルで、太陽光の反射率を高め、
発電効率向上を助ける目的としても
注目されています。

LED照明

省エネ・長寿命・環境にやさしいとい
う利点から注目が高まるLED照明。身
近なあかりから、暮らしのエコに貢献
しています。

温度ヒューズ付き抵抗器

さまざまな電化製品に使用され、発熱
に起因するトラブルから製品の安全を
守ります。小型化・高信頼性を追求し、
照明のスマート化に寄与しています。

黒色吸収材

光を吸収してより輪郭を鮮明にする黒
色吸収材。
機能だけでなく、外観のクールさから、
携帯機器などにも使われています。

充放電コントローラ

日中の発電量に応じ夜間の電力消費
量を最適なバランスに制御します。
タムラの電源技術の結集で、昼夜を問
わず太陽エネルギーを高効率に活用
しています。

PLC
モジュール

電
力
線

LED照明

PLCモデム

監視室

照度

監視カメラ
温度・湿度

電力量 監視カメラ

THERMO
℃

HYGRO
%20 55

スマートメータ
（PLC内蔵型電力量計）

G4
05:19

FACE
BOOKPHONE

m 1234 5678

SMS/
MMS

INFOMATION

Bob
Smith

ハイブリッド車・電気自動車などの電
圧を最適に制御するための基幹部品
であるリアクタ。高信頼性・安全性で
エコドライブを支えます。

車載用リアクタ
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産業を支える

電流センサ

直流から交流への電力変換制御およ
びバッテリ電流管理、また各種モータ
の高精度な制御に幅広く使用されて
います。

ソルダーレジスト

ソルダーペースト

はんだ合金を粉末化し、フラックスを
まぜることでクリーム状にしたはん
だ。いち早く鉛フリー化に取り組み、
お客様のニーズに応えます。

フラックス

タムラの材料開発の礎となったフラックス。
はんだ付けされる金属面の酸化膜を化
学的に除去し、はんだ付けできる金属の
ぬれ性・広がり性を確保する材料です。

導電性接合材

可視光通信
LED照明の光源を、高速で点滅させる
ことにより、音声・映像等のデータを通
信します。電波による機械の誤作動が
懸念される病院・機械室での活用など、
新しい通信として期待されています。

圧電トランス

圧電セラミックスの共振現象を利用
し、低電圧入力かつ高効率で高電圧を
発生させます。

リアクタ

多様な電子機器で、電流・電圧を最適
に制御するはたらきをもつリアクタ。
省エネ意識の高まりから、改めて注目
されています。

プリント配線板の実装に欠かせない
はんだ付装置。鉛フリーはんだ付装置
のパイオニアとして、これからも省エ
ネ・環境配慮に努めます。

リフローはんだ付装置

ウェーブはんだ付装置

プリント基板
を酸化から守
り、絶縁性を
保つという大
切な役割を果
た し て い ま
す。
プリント基板
の顔であるこ
とから、外観・
中身（信頼性）
ともこだわり
ます。

はんだ付装置

高信頼、高機能、高効率に貢献
見えないところでもしっかりと
タムラのテクノロジーは私たちの暮らしを支えています

IN

OUT

UPS

金属的接合と樹脂の硬化による接着
を同時に行う新しい接合材料です。鉛
フリー、VOCフリーで環境に配慮して
います。また、低温接合によるCO2削
減が期待できます。
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1924
ラジオ、蓄音機の
製作・販売

1930
トランスの自作化
ビルトライト

1956
カットコア
磁性材料

1956
電源機器

1956
ソルダーライト
フラックス

1994
圧電
トランス

1957
ソルダー
ペースト

1961
レジスト
インク

1961
放送用音声
調整卓

1976
伝送監視
装置

1968
自動はんだ付
装置

各種
トランス

事業の系譜とコア技術 
～歴史で培われた技術力が今も光る～

　日本でラジオ放送が始まる1年前の大正
13（1924）年、当社の前身となる「田村ラヂ
オ商会」が創業しました。ラジオ修理から
オリジナルのラジオ作りを手掛ける中で、
「良い音」への追求から、その鍵となるトラ
ンスの製作を手掛けるようになり、「トラン
スのタムラ」としての礎を築きました。
　その後、トランスを軸とした各種電子部
品、良いトランスを作る良い接合材料への
追求からフラックスやはんだ材料、はんだ
を接合するためのはんだ付装置、さらには
放送用・通信用トランスの実績から放送用
音声機器・通信機器にとその業容を広げて
まいりました。
　現在では、電子部品、電子化学実装、情報
機器の3つの事業分野で、環境やエネル
ギーなど新たな市場のニーズに応える製
品の開発、供給に努めています。

圧電セラミックス
材料開発・プロセス技術     
素子設計技術・解析技術
圧電素子の制御技術

電子実装プロセス/プリント配線板材料/半導体実装材料
材料と設備一体の製品開発とコラボレーション
樹脂設計・合成技術（感光性樹脂・熱硬化性樹脂・熱可塑性樹脂）
金属粉末作製技術
はんだ接合技術
光硬化技術
熱硬化技術
環境対応技術（Pbフリー化対応、ハロゲンフリー化対応）
リフロー加熱技術
ソルダリング技術
ウェーブはんだ付技術
熱制御技術
（窒素）雰囲気制御技術

情報機器
音声処理技術
デジタル信号処理技術
光変復調技術
音響技術
高周波技術
無線技術
高密度実装技術
サラウンド音響技術

電子部品

電子化学実装

情報機器

各種トランス・インダクタ・リアクタ
チョークコイル
電流センサ

リフローはんだ付装置
ウェーブはんだ付装置
スプレーフラクサ他周辺機器

通信ネットワーク機器
セキュリティ関連機器
各種OEM製品

ACアダプタ・バッテリーチャージャ
パワーモジュール
産業機器用電源装置

圧電セラミックス製品

温度ヒューズ

LED関連製品

ソルダーペースト・ポストフラックス
導電性接合材

ソルダーレジスト
（リジット基板向け・フレキシブル基板向け）
OSP（プリフラックス）
白色反射材、黒色吸収材

放送用音声調整卓
放送用音声編集機器他

ワイヤレスインターカム
ワイヤレスマイクロホン

10

LED・半導体デバイス
LEDパッケージング技術
熱設計・解析技術
光学設計・解析技術 
高効率反射処理技術
単結晶基板育成技術

高品質エピ成膜技術 
高効率・高出力LED製造
照明設計技術

パワーソリューション
ダストコア素材開発と量産化技術   
温度保護素子開発と量産化技術
電磁界、熱、構造解析（シミュレーション）技術
高効率低ノイズ電源技術
大型巻線生産技術
コイル加工絶縁封止の生産技術
環境対応技術
高信頼規格（JAXA・MIL規格等）適応技術

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

2008
LED
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製品一覧
～素材からシステムまでエレクトロニクス産業を支える～

リフローはんだ付装置

フラックス

ソルダーレジスト
（一般用・車載用）

フレキシブル基板向け
ソルダーレジスト

スプレーフラクサ

PLCモデム

ネットワーク監視
制御装置 鉄道用ワイヤレスマイクロホン

各種トランス

リアクタ

電流センサ

ACアダプタ

LED照明

自動販売機関連製品

LEDデバイス

オーディオトランス

チョークコイル

圧電トランス

放送用音声機器・無線連絡装置
は、デジタル放送化に貢献して
います。また、通信設備システ
ムがユビキタス社会を支える
一方で、鉄道向け駅用無線連絡
装置・セキュリティ機器が安
心・安全・快適な暮らしに貢献
しています。

トランス・LED・圧電セラ
ミックス・充電器など素
材・部品・完成製品の開
発・生産・販売を行い、一
般家電から産業機器・医
療機器さらには宇宙機器
まで幅広い市場に製品を
供給しています。

プリント配線板の形成材
料や部品のはんだ付材
料、プリント配線板のは
んだ付けを行う装置の開
発・生産・販売を行い、さ
まざまなエレクトロニク
ス産業の成長に貢献して
います。

可視光通信

ソルダーペースト
（一般用・車載用・PKG用）

LED基板用白色反射材/
黒色吸収材

電子化学実装 情報機器

電子 部品

導電性接合材

ボードライト910
「グッドデザイン賞」受賞

ウェーブはんだ付装置

温度ヒューズ/温度ヒューズ付き抵抗器

デジタルオーディオ
ミキシング
コンソール

A型デジタルワイヤレスインターカムシステム
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　私たちは、タムラグループミッションを事業活動の中
で実現することが、タムラグループのCSR（企業の社会
的責任）だと考えます。そのためには、私たち一人ひとり
がCSRを理解し行動していくことが大切と考え、推進活
動を積極的に行っています。

　CSR経営委員会をトップとし、主にコンプライアンス・
企業倫理、危機管理、情報管理、人権・労働、環境・品
質、社会貢献の6つの分野に取り組んでいます。CSR経
営委員会は、2007年5月に設置し、年2回（春・秋）、社
外有識者の方にも加わっていただき、グループのCSR
活動について定期的なレビューや取り組み方針につい
ての意見交換を行っています。

タムラグループのCSR

CSR推進体制

■ 国連グローバル・コンパクト
　タムラグループは、国連グローバル・コンパクトの10原則を
支持することを表明し、2008年9月に参加を果たしました。人権
の保護、不当な労働の排除、環境への対応、腐敗の防止に関わ
る原則10項目に関するコミットメントをタムラグループ行動規
範に反映し、活動を継続しています。

■ ISO26000
　2010年11月1日、社会的責任に関する国際規格である
ISO26000（Guidance on Social Responsibility）が発行されまし
た。ISO26000は、ガイダンス文書としてすべての組織の使用を前
提にしており、当社の社会的責任に沿って規格内容を反映させる
ため、タムラグループ行動規範との照合を推進しています。
　また、ISO26000の発行にあわせて改訂された、経団連の「企
業行動憲章実行の手引き」との照合を進めており、社内教育資
料へ反映する計画です。

CSR推進体制

タムラグループでは、主に以下の６つの分野において
CSR推進に取り組んでいます。

CSR取り組み分野別報告

　2010年11月1日に社会的責
任に関する最新の包括的な国
際行動規範となる国際規格
ISO26000が発行されました。
この規格は、あらゆる国・地域
のあらゆる組織を対象として
いることからCSRからCをとり、
広くSR（社会的責任）のガイダ
ンスを提供する内容となっています。そしてこの規格は、
2011年度を目途にJIS化される予定です。
　このことは、CSRを推進し企業行動していくことが強く求
められてきていることにほかありません。タムラグループも
このような潮流にあわせたCSRを推進し、持続可能な社
会の成長と発展に貢献してまいります。

CSR担当役員メッセージ
CSR推進にあたって

CSR担当役員

久保 肇

経営理念

タムラグループミッション

コーポレートスローガン

オンリーワン・カンパニーの実現を目指します

タムラグループの主要なステークホルダー

ミッション

ビジョン

ガイドライン

タムラグループの存立理由で
最上位の概念

タムラグループ行動規範【17項目】
1. お客様の信頼と満足の獲得
2. 株主など経営を支援していただく皆様からの信頼の獲得
3. 基本的人権の尊重
4. 安全で健康的な職場環境
5. 自由な競争及び公正な取引
6. インサイダー取引の禁止
7. 不適切な接待及び贈答の禁止
8. 公的機関との不適切な取引及び不適切な政治献金の禁止
9. 安全保障輸出入管理関連法令の遵守
10. 知的財産権及びノウハウの創出、保護と活用
11. 反社会的行為への関与の禁止
12. 競業及び利益相反行為の禁止
13. 適切でタイムリーな情報開示
14. 情報（企業情報・個人情報など）の適切な保護及び管理
15. 会社資産の保護
16. 地球環境の尊重
17. 国際社会との協調及び地域との共生

経営の基本方針、
および社会に表明する到達目標

行動基準。役員および従業員が日々、
どのように思考し、行動するかの心構え

●コンプライアンス統括部
●各委員会など（コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進連絡会、安全保障輸出管理委員会、CSR推進プロジェクトなど）
●本社部門（CSR推進本部、経営管理本部、人事企画本部、コアテクノロジー本部など）
●各事業部門、子会社、関連会社

計画立案・
実行

取引先

株主・ 
投資家

地球環境

コンプライアンス
・企業倫理 P.13～16 従 業 員

お客様

従業員

地域
社会

●経営理念・タムラグループ行動規範の浸透
●2010年度J-SOX対応状況評価
●安全保障輸出管理に関する中国地区研
修会実施

●経営理念・タムラグループ行動規
範の浸透

●法令、ルールの遵守の推進
●コンプライアンス教育の充実

危機管理 従 業 員

従 業 員

●アラームエスカレーションWeb報告シス
テムの浸透活動

●安否確認サービス導入
●危機管理の強化

P.18 取 引 先●取引先様へのCSR調達の推進●サプライチェーンにおけるCSR推進

国際社会●国連グローバル・コンパクトの浸透●国連グローバル・コンパクトの浸透

情報管理 P.16
P.18

P.16
P.19

株 主 ・
投 資 家
従 業 員

●IDカード認証システムの導入拠点の拡大
●ホームページによる適時適切な企業情報
開示

●情報保護の体制の強化
●適時適切な企業情報開示の推進

人権・労働 P.19

P.14

国際社会●「タムラグループ行動規範」との照合推進●ISO26000対応 P.14

●人材育成体系の改訂
●社内イベントによる社内コミュニケーショ
ンの向上

●従業員向け社内研修の充実
●公正・公平な評価制度の確立
●社内コミュニケーションの活性化

地域社会
従 業 員

社会貢献

6分野以外
の項目

P.02
P.20

●東日本大震災義援金・その他寄附金
●インターンシップ・職場体験学習
●なでしこリーグサッカーチームへの協賛
●練馬区NPO交流会での当グループCSR活
動の紹介

●継続性のある社会貢献活動の実施
●地域共生、ボランティア活動の実施
●文化、芸術、スポーツ振興の実施

お 客 様
取 引 先
従 業 員
国際社会

環境・品質
P.17
P.18

P.21～25

●品質管理検定（QC検定）資格取得の推進
●REACH規則対応推進活動
●ISO14001統合サイトの拡充
●CO2排出量の削減
　目標前年比原単位6％削減、実績8％削減
●環境負荷物質の削減
　目標2005年度比46％削減、実績40％削減
●環境貢献製品売上比率の拡大
　目標プレミア環境貢献製品売上比率
16％、実績18％

●顧客満足のさらなる向上
●グリーン調達の推進
●ISO14001統合認証取得の推進
●省エネルギー、省資源の推進
●環境負荷物質の抑制、削減
●環境貢献製品の提供

取り組み分野 取り組み目標 2010年度の主な取り組み報告 掲載
ページ

関連する
ステークホルダー

人々の幸せを育むため、タムラにしかできないこと、
タムラだからできることを極め、お客様や社会に喜んでいただける
製品・サービスを提供し続ける「オンリーワン」カンパニーを目指します。

経営理念／タムラグループのCSR

C S R 推進本部

CSR経営委員会

６分野の主な取り組み

コンプライアンス・
企業倫理 危 機 管 理 情 報 管 理 人 権 ・ 労 働 環 境 ・ 品 質 社 会 貢 献

国際社会

　創業の精神である「優れた技術と製品を通して社会に貢献する」意志・姿勢を「オンリーワン」と表現し、経営
理念を象徴するスローガンとして掲げています。2000年4月、ミッションを頂点とし、ビジョン、ガイドラインと
並ぶ三層構造の「タムラグループミッション」を制定しました。「タムラグループミッション」には、「オンリーワ
ン」カンパニーであるとともに「国際社会から認められるグローバル企業を目指したい」「従業員が誇りと夢を持
ち続けられる企業でありたい」という想いが込められています。2007年1月には、「タムラグループミッション」の
ガイドラインを具体的な行動に落とし込んだ「タムラグループ行動規範」を制定しました。

経営理念

マネジメント
体 制

マネジメント
体 制
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　「コンプライアンス委員会」「コンプライアンス推進
連絡会」および業務執行部門とは独立した機関であ
る「コンプライアンス統括部」を設置し、適法性確保
のために適時に対応できる体制の維持・強化に取り
組んでいます。

　2006年度に代表取締役社長を委員長とする「コ
ンプライアンス委員会」を発足。外部有識者にもご参
加いただき、年2回開催し、コンプライアンス体制や
コンプライアンス活動計画・実施状況のチェックおよ
びコンプライアンスに関する付議事項の審議・決議
を行い、是正のための措置や関係部署への必要な
提言を行っています。

　2006年度にコンプライアンス統括部長を委員長
とする「コンプライアンス推進連絡会」が発足。グ
ループを海外拠点を含む８つのコンプライアンスユ
ニットに分けた各ユニットの推進責任者で構成さ
れ、コンプライアンス体制の確立・浸透の強化に必
要な活動計画の策定ならびに協議を、原則年２回
開催しています。

　違法行為などの相談・通報制度として「社内通報
規程」を制定し、コンプライアンス統括部にイントラ
ネットや専用電話による「社内通報窓口」を設けてい
ます。匿名通報を認め、通報者や協力者に対するい
かなる不利益処遇も禁じ、コンプライアンス体制の
強化および社内リスクの早期発見につながる情報
提供を促しています。
　なお、通報者の保護と利便性を高めるため、2010年
4月より社内通報の社外受付窓口「タムラグループ・ヘ
ルプライン」を開設し、イントラネットと併用しています。

コンプライアンス体制

　経営に重要な影響を与えるリスクへの対応を定
めた「リスク管理規程」を制定し、グループ全体での
危機管理体制の強化を図っています。この規程で
は、経営危機に対して役員および従業員が一丸とな
り、迅速かつ冷静に対応すること、そして人命に関わ
る場合には、人命の保護・救助を最優先させて対応
することを原則としています。また、リスクの度合い
と影響の大きさに応じてレベルAとレベルBに分類
した「アラームエスカレーション項目」を設定してい
ます。

　リスク管理規程に基づいたアラームエスカレー
ション項目を、すばやく漏れなく経営者や項目別責
任者に報告するため、イントラネット上に「アラーム
エスカレーションWeb報告システム」を設置してい
ます。2010年度は、レベルA：2件、レベルB：28件が
報告されましたが、事態にあわせ適切に処理を行い
ました。

リスクマネジメント

　適切でタイムリーな情報開示を行うとともに、情
報（企業情報･個人情報など）の適切な保護および
管理のために、2008年度に「情報セキュリティ基
本方針」および「情報セキュリティ管理規程」を制
定し、情報に関するリスクマネジメントに取り組ん
でいます。ネットワークへのセキュリティ対策、デー
タへのアクセス制御、外部記憶装置の使用制限な
どの技術的安全管理措置をはじめ、物理的安全管
理措置として、IDカード認証システムを導入してい
ます。

情報セキュリティ

　タムラグループは、株主重視を経営の基本理念と
し、経営陣の強い使命感・高い企業倫理観に基づくコ
ンプライアンス経営を実現するため、経営の効率性・
透明性を向上させ、企業価値を最大化することをコー
ポレート・ガバナンスの基本的な方針としています。

コーポレート・ガバナンスの考え方

　タムラグループは、経営コントロールの強化を実
現するための内部統制システムの目的を「経営の安
定化および効率化」「適正な説明責任の実行」「法規
制と内部規程の遵守」とし、「リスクマネジメント」「コ
ンプライアンス」「内部監査」をその実現手段として
捉え、その実現のための体制を構築しています。

内部統制システムに関する基本的な考え方

   2010年度におけるタムラグループの評価は、連
結子会社22社を含めた全社的な内部統制の評価
結果を基に、重要な事業拠点については業務プロ
セスに係る評価も行いました。結果タムラグループ
の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ております。

2010年度 J-SOX対応状況

コーポレート・ガバナンス体制
コンプライアンス委員会

アラームエスカレーションWeb報告システム

リスク管理規程

コンプライアンス推進連絡会

社内通報窓口

コーポレート・ガバナンス体制図

企業価値を最大化する企業経営に取り組むため、
コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っています。

コーポレート・ガバナンス

取締役会と執行役員機構

監査役制度と内部監査

倫理・法令の遵守徹底とともに、
さまざまな経営危機に適切に対処するため、
コンプライアンス推進、危機管理体制の維持・強化に取り組んでいます。

コンプライアンス／危機管理

株主総会

会計監査人

コンプライアンス
統括部内部監査室

総合監査部代表取締役常務会

役員報酬
委員会

取締役会
取締役7名

監査役会
監査役3名

（うち社外監査役2名）（うち社外取締役1名）

経営・監督

業務執行

本社部門・各事業部門・グループ会社

業務の執行

内部監査 適法性確保

執行役員・子会社代表取締役

経営会議・子会社役員会

報告

報告

報告
協議

報告

選任・再任の同意
会計監査相当性の判断

報告

指示監督

指示監督

選任・解任

選任・解任 選任・解任
監督

選任・解任 選任・解任

監督

監督

監督

助言

　経営の意思決定と業務執行の乖離を防ぐため、各
事業部門を統括する執行役員を取締役が兼務する
「執行役員制度」を採用しています。取締役会を原則
毎月1回、取締役と各部門責任者による業務執行・
経営監視に関する経営会議を年に8回程度開催し、
取締役の効率的な業務執行を確保しています。

　監査役3名（うち社外監査役2名）からなる監査役
会を置き、取締役会・経営会議への出席、取締役な
どからの営業報告の聴取や決裁書類の閲覧、主要

 ・コーポレート・ガバナンス情報は、
   http://www.tamura-ss.co.jp/jp/finance/governance.htmlをご覧ください。

事業所での業務および財務状況の調査をしていま
す。また、内部監査室は年度監査計画書に基づき、監
査役と連携して本社およびグループ各社の国内・海
外の拠点について内部監査を行っています。

安全保障輸出管理への対応

　タムラグループは従来から、国外で製品や技術が武器や兵器に転用されることのないように、外国為替及び外国貿易法に
基づく厳格な輸出管理に取り組んでまいりました。2010年4月のタムラグループ統合以来、新たな輸出管理体制を発足させ
取り組みを継続しております。
　2010年8月には中国華南、華東地区においてグループの現地法人が集結し、中国法ならびにタムラグループの方針に則っ
た輸出管理を行うためグループ内研修会を開催しました。こうした教育の計画的な継続によりグループ全体の輸出管理の
徹底を図っております。

マネジメント
体 制

マネジメント
体 制



国際会計基準への移行

　タムラグループでは、2015年3月期に国際財務報告基準（IFRS）を導入すべく
活動を開始しています。同基準が導入されると収益計上のタイミング、取引価格
の決定、有形固定資産の減価償却、開発費の資産計上等、財務諸表に多大な影
響が及ぶため、慎重に検討していきます。
　導入までを5工程に区分し、2011年3月ではフェーズ1調査を終え、2011年4月
以降に社内プロジェクト体制を構築し、2012年3月までにフェーズ3まで完了する
予定です。

フェーズ１：インパクト調査
フェーズ２：導入プロセスの設計・計画
フェーズ３：課題対応策の策定・整備
フェーズ４：導入・定着化
フェーズ５：導入後のフォローアップ・
　　　　　継続的改善
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　「タムラグループ購買基本方針」では、「グローバ
ルカンパニーとして世界的な視野で資材調達を推
進し、タムラグループビジョンに理解を示し、継続的
なパートナーシップを構築できる会社とともに、利益
創出を追求致します」と定め、品質・環境・独自性な
ど7つのポイントを購入の基準としています。

購買方針
　2007年度に「タムラグループ調達ガイドライン」
を制定。取引先の皆様へご理解とご協力をお願いし
ています。2009年度に引き続き、2010年度もCSR調
達状況確認のため、日本の主要取引先の皆様から
調査票を回収し、現状の把握を行いました。

　お客様に、環境に配慮した安全な製品をお届けす
るため、2002年に「タムラグループグリーン調達基
準」を制定。2009年度に続き2010年度にも改訂し、
環境保全活動に取り組む取引先の皆様からの、環境
負荷が少ない部品の調達をさらに積極的に進めて
います。また、環境マネジメントシステムの構築や
JAMP/JGPSSI※が発行した『製品含有化学物質管理
ガイドライン』による化学物質管理の保証体制の構
築、タムラグループが指定する環境管理物質の調査
をお願いしています。

　タムラグループは、製品の納入のみで終わること
なく、お客様密着型の製品開発やアフターサービス
を通じて、お客様と長年の信頼関係を築いています。
また、市場のグローバル展開に伴い、タムラグループ
は生産および販売拠点をお客様に近い場所に置き、
お客様のニーズに迅速に対応できる体制づくりに取
り組んでいます。

　お客様からの「必要な時に、必要な物を、必要なだ
け」という納品のご要望にお応えするために、国内外
の営業・生産拠点に基幹業務を一括管理するMAPS
システムを導入しています。また、評価指標管理を継
続実施し、活動安定化を図っています。あわせて海外
主要拠点へのMAPS導入拡大を図り、業務の平準化
とSCMの強化に努めています。

　T's Barは、タムラ製作所が主体となって運営する、
管球アンプを中心にオーディオを楽しむ方のための
情報コミュニティサイトです。サイトでは、オーディ
オに関するエッセイやイベント情報を掲載する他、
お客様が自由に書き込める掲示板を設けて意見交
換の場を提供しています。2010年度は、クラシック
ギターコンサートへの協賛により、リアルなタムラサ
ウンドをお届けしました。

お客様満足度向上
　「優秀な製品をもって、社会に貢献する」という創
業の精神のもと、品質への取り組みを進めていま
す。タムラグループでは、職場・個人単位での品質管
理検定（QC検定）の資格取得を推進しており、2010
年度ではグループ全体で新たに、2級：6名、3級：16
名、4級：1名が取得しました。2011年度も引き続き
上位等級の取得および取得者数の増加を目指しま
す。また、考案改善提案制度により、ミス・ロスの発
生しない環境を自発的に整備できるよう意識の向
上を図っています。

　本大会は、従業員が全力で品質向上へ取り組む意
識を新たにする機会として2007年度より年1回開催
しています。2010年度はグループ内の品質向上に向
けた取り組み好事例の発表に加え、社外の講師に部
門ごとの品質に係わる役割・重要性やマネジメント
方法、また、中国工場における品質保証体制のあり方
等の講演をしていただき、今後のタムラグループに
おける品質保証のあり方を考える上での一助とする
ことができました。

※1 SCM：Supply Chain Management
※2 MAPS：Management Accounting Production Salesの頭文字からな
　   るタムラグループのERPシステムの名称

※JGPSSI：Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative
　　　　（グリーン調達調査共通化協議会）

品質

グリーン調達の推進

CSR調達の推進

独自の技術による高品質な製品の供給を通じて、
お客様の満足度向上に取り組んでいます。

お客様との関わり

お客様との結びつき

品質推進大会

REACH規則※1対応推進活動

SCM※1の展開（MAPS※2システム）

T's Bar

お客様に満足していただける製品をお届けするために、
取引先の皆様と協力して、
品質・環境・社会的責任への配慮に取り組んでいます。

取引先の皆様との関わり

　9月末の第2四半期決算の発表を11月に、3月末の
本決算の発表を5月に行っていますが、5月の本決算
発表時には記者会見を実施しています。さらにこの2
回の発表後数日以内にアナリスト・機関投資家向け
決算説明会を開催し、社長をはじめ経営陣が決算概
況や見込みなどの説明を行っています。そして、この
決算発表会では、IR活動に関するアンケートを実施
し、株主・投資家の皆様に向けた情報発信方法を改
善するよう努めています。

投資家向け決算説明会の開催 ホームページの開設による情報開示
　迅速かつ公平な情報を公開するため、IRホームペー
ジを開設し、コミュニケーション促進に取り組んでいま
す。有価証券報告書、決算説明会の資料などは発表後
遅滞なくホームページに掲載し
ています。その他にも株主・投資
家の皆様向けの各種情報媒体と
して、決算短信（四半期ごと）や
株主通信などを発行しています。

株主・投資家の皆様にタムラグループを
正しく理解・信頼していただくため、各種法令・規則に沿って
企業情報の適時かつ適切な開示に取り組んでいます。

株主・投資家の皆様との関わり

・T's Barの詳細は、http://www.tamura-ss.co.jp/tsbar/をご覧ください。

※1  REACH規則：Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
　   （化学物質に関するEU規則）
※2  SVHC：Substances of Very High Concern（高懸念物質） 中国での説明会

品質推進大会

（1）品質について、「品質第一」の認識を強く持ち、タムラ
グループの品質管理方針を理解して、安定した品質
管理が実行される会社と取引します。

（2）環境について、環境保護の世界的潮流を充分認識し、
タムラグループグリーン調達基準を順守し、率先して
環境に配慮した取組みができる会社と取引します。

（3）市場の要求に対して、常に積極的な改善・改革が実施
できる自主性のある会社と取引します。

（4）専門メーカーとして他社には無い独自性を持った会
社と取引します。

（5）取引ルートの簡素化を推進します。
（6）意見・提案・情報を積極的に提供し、熱意を持って活

動する会社と取引します。
（7）人材を会社の財産と考え、社員教育を熱心に行い、会

社全体のレベルアップに努める会社と取引します。

タムラグループ購買基本方針

　タムラ製作所では、2008年10月にREACH規則で指定されたSVHC※2を
いち早く自社のグリーン調達基準に取り入れ、新たな環境負荷物質の増
加に対しても万全の調査体制で臨んでおります。2010年度は、収集データ
の統一、精度アップに取り組み、中国、ASEAN地区での取引先様にJAMP
のAIS、MSDS-Plusを積極的に取り入れていただくよう一層の働きかけを
行いました。
　また、環境物質の管理をシステム化して各工場に展開することで、多数のお
客様より環境物質管理優良会社の認定を受け、ご満足いただいております。

・IR情報は、http://www.tamura-ss.co.jp/jp/finance/index.htmlをご覧ください。

社会性報告

社会性報告

社会性報告
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社会貢献活動
企業活動の基本」を、また実習では演習用のブロッ
ク等を用いて生産ラインの擬似体験をしてもらいま
した。特に、生産演習ではどのような工夫をしたら早
く完成することができるのか、悪戦苦闘しながらも楽
しそうに２人で協力し作業をしていたことが印象的
でした。
　また、このような教育支援活動は生徒さんだけを
対象としたものではなく、東京都からの依頼に基づ
き中学校および特別支援学校の先生方を対象とし
た職場体験も実施しております。タムラグループの経
営方針・人材育成・顧客サービスの仕組み等を、講
義や現場見学を通じて、教育の立場にある方にも理
解していただく機会とし、今後の学校運営や授業改
善に生かしていただきたいと考えています。
　これからの未来を担う次の世代に、働くこと、そし
て「ものづくり」の素晴らしさを伝えるべく、末永く活
動を続けてまいりたいと思います。

　タムラ製作所は、2006年よりメインスポンサーとし
てなでしこリーグ所属のASエルフェン狭山FCを応援
しています。練習場の提供や同クラブの青少年のス
ポーツ育成活動、身障者や親子を対象としたサッカー
教室などのサポートを通し、サッカーを中心としたス
ポーツの場を地
域に開放し、青少
年・少女のスポー
ツ育成を通して今
後も、社会貢献活
動の充実を図って
いきます。

　練馬区NPO活動支援センターからの要請を受け、
2011年1月29日練馬区役所にて開催された練馬区
NPO交流会において、タムラグループのCSR活動を
紹介いたしました。
　参加NPOは約
20団体にのぼ
り、NPOから企
業への要望等貴
重なご意見を伺
うことができ、今
後のCSR活動推
進に活用させて
いきます。

■ タムラ製作所
　中国青海省における地震災害、パキスタン北西
部・スリランカ・ブラジル・オーストラリアの各洪水災
害に対し日本赤十字社に義援金を寄附いたしまし
た。
■ タムラ電子（メキシコ）
　 カヒメ（ilacixeM州ainrofilaC ajaB、日5月4年0102
リ＝タムラ電子（メキシコ）のあるTijuanaから東南
170Km地点）を震源とする、M7.3の地震が発生し、2
名の死亡者を含む100名以上の住民が負傷、多くの
家屋崩壊、インフラへの被害が発生しました。タムラ
電子（メキシコ）は、会社として3,500ペソの義援金を
寄附するとともに、従業員からの寄附金約3,000ペソ
で飲料水、トイ
レットペーパー、
おむつなどの生
活必需品、食料な
どの支援物資を
購入し発送いた
しました。
■ 韓国タムラ
　韓国タムラでは、企業の社会的責任の一つである
社会貢献活動をするために、同じ地域に位置した走
夢再活院に、2006年4月から現在まで5年間毎年
240万ウォンを寄附しております。
　同施設は、ソウル市障害児童福祉施設の一つで
あり、1985年度
に創立し、70名
の無縁故者また
は基礎生活受給
者、障害児童のリ
ハビリ・サービス
をする施設です。

　タムラグループでは、ものづくりの現場体験を通し
て、「働くこと」を実感していただける機会として、中
高生を対象とした職場体験学習や大学生のイン
ターンシップを実施しています。
　2010年度も東京事業所開催の職場体験学習に
は、地元の中学校より２名の生徒さんが参加されま
した。学習内容は、座学で「社会人としての心構え・

　タムラグループは、従業員一人ひとりの「パート
ナーシップ」「革新する勇気」「多彩な個性」、そして
「人間的な成長」を大切にするとともに、公正な視点
で従業員を評価し、努力によって成果をもたらす人
を最も称賛します。また従業員の健康と安全のため、
快適で能率的な職場環境を整え、それぞれのライフ
スタイルを支援していきます。

　職務グレード制とは年齢、学歴、性別などにとらわ
れず、「具体的行動と成果」に基づき従業員のグレー
ドを定めるものですが、2010年度の制度改定によ
り、職務と報酬の透明性と納得性をさらに高め、チャ
レンジする風土醸成と、職場マネジメントの一層の
活性化を図りました。

　人事評価については公平性・透明性が重要となり
ますが、その基になるのは個々人の納得感にあると
考えます。「目標の設定」「成果の確認」「結果の
フィードバック」などあらゆる場面において上司と部
下の対話が重要となります。部下への対話の重要
性、コミュニケーションの仕方などに重点を置き、管
理監督者層には評価者研修を実施しております。

　従業員個人の希望と会社組織双方のニーズを満
たし、組織の活性化を図るため、人材を必要とする
部門が希望者を募る「社内公募」と、個人が希望する
職務を掲示し、採用を働きかける「キャリアチャレン
ジ登録」を常時イントラネット上で実施しています。

従業員についての考え方・方針

人事制度・人材育成

労働安全衛生

　2010年度人材育成体系の改訂により、従業員
個々人の能力向上と会社組織の一層の活性化を図
るとともに、タムラグループの海外展開に向けたグ
ローバルスキル強化策を導入しました。従業員一
人ひとりのグローバル人材としての成長期待を明
確化し、また既に海外ビジネスで経験を積んだ従業
員の貴重なグローバルスキルが会社の財産として
評価される仕組みを整えることにより、「全員が主役
のグローバル企業」に向けた風土づくりを進めてい
ます。

　従業員の労働災害防止、健康の増進・疾病予防、
快適な職場環境の形成などの対策に力を入れてい
ます。

　2010年度に、地震、風水害、テロなどの有事に備
え、事業継続計画（BCP）の視点から初期行動として
優先すべき、役員・従業員の安否確認サービスを導
入しました。

　健康増進や「心の不調者」の発生予防と早期発見
のため、各事業所において定期的に健康相談やスト
レスカウンセリングを行い、本人およびその上司を
対象としたサポート体制を整えています。

インターンシップ・職場体験学習

なでしこリーグサッカーチームへの協賛

寄附金

練馬区NPO交流会でのCSR活動の紹介

タムラグループのパワーの源は従業員にあります。
従業員にとって働きやすい会社、ワークライフバランスの取れた安心して
勤められる会社を目指し、さまざまな取り組みを行っています。

従業員との関わり

人材育成

安否確認サービス導入

ヘルスケア

社内コミュニケーション

職務グレード制

人事評価についての考え方・方針

社内公募キャリアチャレンジ

社会との調和および共存を図るために、
国や地域社会との相互理解を深め、信頼関係を築くとともに、
地域に根付いた社会貢献活動を推進しています。

社会貢献活動

教育研修体系

　ボウリング大会など、若手社員が中心となって従業員
同士の交流を深める社内イベントを企画・実施していま
す。野 球 、サッ
カー、テニスなど
各種部活動は事
業所・職種を超え
た絶好のコミュニ
ケーションの場に
なっています。
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テクニカルスキルグローバルスキルマネジメントスキル

入社前内定者通信教育

新入社員研修

フォローアップ研修

組織活性化研修

メンタルヘルス研修

マネジメント基礎研修

評価者研修

ミドルスタッフ研修

コンセプチュアルスキル

管理職昇格
アセスメント

C.TEST
到達目標

TOEIC
到達目標

C.TEST
到達目標

TOEIC
到達目標

次世代経営層研修

マネジメント研修

分
区
ル
キ
ス

・当該データはタムラ製作所

支援物資配給状況

ASエルフェン狭山FC

CSR活動の紹介

走夢再活院から贈られた感謝牌

社会性報告社会性報告
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タムラグループ目標および実績と評価
　タムラグループでは、持続可能な社会づくりに貢
献するため、2006年度より、国際規格ISO14001の
グローバル統合認証の環境マネジメントシステムを
構築し、グループ全体の環境マネジメントシステム
の向上、環境ガバナンスの強化に取り組んでいます。

　タムラグループでは、田村社長をトップとし、環境
マネジメントシステムを管理するため、担当役員（統
括環境管理責任者）を設置し、各サイトの事業部門
の責任者を委員とした「タムラグループEMS委員会」
を組織しています。
　タムラグループEMS委員会では、システムの運用
に関わるコミュニケーションの向上や水平展開、グ
ループ全体の環境パフォーマンスの改善を推進して
います。

　「環境貢献製品売上比率の拡大」「CO2排出量の削減」については、目標を達成しました。
　「環境負荷物質の削減」については、再生利用を検討し、保管していた環境負荷物質を処分したため、未達成
となりました。
　なお、後述しますが、2010年10月より環境貢献度の優れた製品をプレミア環境貢献製品に認定し、新基準
による売上比率としての評価も行っています。（詳細はP.24に掲載）

タムラグループでは、継続的な改善により、
環境負荷の低減に取り組むことで、社会的責任を果たすとともに、
持続可能な社会づくりに貢献します。

環境経営

統合スケジュール

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

タムラグループでは3つの共通目標、「環境貢献製品売上比率の拡大」
「環境負荷物質の削減」「ＣＯ２排出量の削減」を掲げ、
環境保全活動に取り組んでいます。

環境目標および実績と評価

2010年度 タムラグループ目標と実績

タムラグループ環境負荷の概況

2010年度 環境負荷の概況

推進体制図（2011年4月1日時点）

　タムラグループミッションである「私たちは、タムラグ
ループの成長を支えるすべての人々の幸せを育むた
め、 世界のエレクトロニクス市場に高く評価される独
自の製品・サービスをスピーディに提供していきます」
にもとづき、地球環境・生物多様性の保全を推進し、全
ての企業活動において環境との調和を図ります。

　タムラグループの事業である電子部品、電子化学材
料、はんだ付装置、情報機器関連の設計・開発・製造・
サービス活動において、環境マネジメントシステムを
運用し、資源の有効活用、汚染の予防及び法規制等を
順守すると共に、その継続的な改善を図り、次に示す
環境保全活動を重点的に実施します。

環境理念
タムラグループ環境方針

重点施策

1. 環境貢献製品を提供します。
2. 環境負荷物質を抑制し、削減します。
3. 省エネルギー、省資源を推進します。

社   長

統括環境管理責任者 省エネ法及び温対法対応組織 他

タムラグループEMS委員会

タムラグループEMS事務局
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内部環境監査委員長

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

統合完了 2010年12月統合完了 2011年11月統合予定
2012年11月統合予定タムラ製作所（東京事業所）

タムラ製作所（坂戸事業所）
タムラ製作所（入間事業所）
タムラ製作所（狭山事業所）
若柳電子工業
会津タムラ製作所
タムラサーマルデバイス
タムラ流通センター
田村電子（深圳）
田村電子（恵州）
タムラ電子（マレーシア）
タムラ電子（メキシコ）
タムラ・ヨーロッパ・リミテッド（チェコ）

タムラ製作所（大阪営業所・Ｒ&Ｄ、
名古屋営業所、車載工場、
コアテクノロジー本部）
上海祥楽田村電化工業
田村化研（東莞）

田村精工電子（常熟）
安全電具（恵州）
タムラ化学韓国 光波

環境目的

環境貢献製品
売上比率の拡大

環境負荷物質の削減

CO２排出量の削減

環境貢献製品の売上比率
プレミア環境貢献製品：16％
（環境貢献製品：50％）

PRTR法※対象化学物質
2005年度比
46％削減

CO２排出量
前年比原単位
6％削減

18%
（50％）

40%削減

8%削減

プレミア環境貢献製品の
売上比率
24％

PRTR法※対象化学物質
2005年度比
63％削減

毎年原単位6％削減

2010年度目標値 2010年度実績 2012年中期目標

※PRTR：Pollutant Release and Transfer Registerの略称で、環境負荷の大きい有害化学物質の環境への排出量および廃棄物移動量を登録し公表する仕組み。

※海外工場でも同一基準で管理しており、本数値は海外分を合算した数値です。

INPUT 事業活動 OUTPUT

調　達

開　発

製　造

物　流

お客様

電 気

都 市 ガ ス

ガ ソ リ ン

重 油

軽 油

灯 油

用 紙

用 水

PRTR対象物質※

51,859MWh

36千m3

195㎘

131㎘

301㎘

CO2 排 出 量

排 水

廃棄物等総排出量

再 資 源 化 量

最 終 処 分 量

34,586t-CO2

450千m3

2,380t

1,622t

298t2㎘

888万枚

470千ｍ3

277t

環境マネジメントシステム

推進体制

　タムラグループでは、事業活動が環境に与える負荷を正しく認識し、省エネルギー・省資源、廃棄物の削減、
容器包装の改善、輸送の効率化、汚染防止など、環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。
　2010年度は、事業活動に伴い消費するエネルギーや水などの資源であるインプットと事業活動に伴って排
出されるCO2、廃棄物などのアウトプットともに増加したものの、景気回復、集計サイトの増加による影響でした。タ

ム
ラ
製
作
所
（
東
京
事
業
所
）

環 境 報 告環 境 報 告
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※使用した係数は次のとおり。
　電力のCO2排出係数：
　国内「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」
　海外「International Energy Agency Data Services 2005の数値」
　電力以外のCO2排出係数：
　国内外共通「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」

プレミア環境貢献製品売上比率の拡大 プレミア環境貢献製品
　タムラグループでは、従来から環境負荷低減に貢
献する製品を｢環境貢献製品｣（当社独自基準で評
価）としていましたが、階層構造製品環境アセスメン
トを導入して、環境貢献製品の中でも特に優れたも
のを｢プレミア環境貢献製品｣に認定することとし、
2010年10月から適用を開始しました。
　当社独自の製品環境アセスメント基準として、次
のような内容に重点をおいたものに見直して評価判
定し、環境面での製品仕様が、評価時点で業界トッ
プクラスのものをプレミア環境貢献製品として認定
しています。
●製品製造工程における省エネ、省資源、環境負荷
　物質の代替 等
●製品使用時における省エネ
●製品廃棄時のリサイクル、リユース性
　また、市場のレベルは時々刻々と向上することから、
プレミア環境貢献製品としての認定を維持するかどう
かを適宜見直して、最先端の環境貢献度を有する製品
だけをプレミア環境貢献製品と称します。

CO2排出量の削減

環境保全への取り組み（事業活動）
タムラグループでは、製品のライフサイクルを見据え、
環境影響の最小限化に取り組むとともに、
プレミア環境貢献製品の開発・提供を通じて地球環境への貢献を目指します。

タムラグループでは、事業活動を通じて地球温暖化を防止すべく、
CO2排出量の削減および省エネルギー活動を推進しています。
また、環境負荷物質を削減し、環境影響の最小化に取り組んでいます。

環境保全への取り組み（製品）

高電流対応温度ヒューズＲ－Ｆシリーズ

2010年度CO2排出量内訳

環境負荷物質 環境貢献製品売上比率

　Ｒ－Ｆシリーズは、高電流（10A）での使用が可能な
可溶合金型の温度ヒューズです。一般的に使用されて
いるペレット型温度ヒューズが不得意とするDC定格で
の使用も可能です。
　耐雷サージに対し優れた特性も有しています。
　RoHS対応、REACH対応製品
であり、ペレット型温度ヒュー
ズと比較し、部品点数が少なく
環境負荷の少ない製品です。

LED照明の導入

　当社の坂戸、入間事業所では、2011年2月に、従来の
蛍光灯をグループ会社の光波の製品であるLED照明
への置き換えを行い、年間約100,000kWの省エネが期
待されます。

HIDランプへの更新

　タムラ流通センターでは、2010年7月に倉庫内の水
銀灯をHIDランプに更新し、約40％の省エネを見込ん
でいます。

省エネN2リフローはんだ付装置（TNV25-508EM）

　基板アッセンブリメーカー実装ラインの消費電力
の約60％は、リフロー装置で消費されています。消費
電力削減が急務となっている社会状況の中、リフ
ロー装置を使用されているユーザーの環境貢献をお
手伝いすべく省エネN2リフロー装置TNV25-508EM
を開発しました。最も販売台数の多いMサイズ基板
にも対応する装置です。本装置の特長としては､①多
重断熱炉体構造、炉体フローティング構造、ブロアユ
ニット構成改良などによ
る、消費電力の従来機比
約40％削減、②N2消費量
の従来機比約28%削減
を達成しました。

超低待機ACアダプタ（PJW1942NA)

ACアダプタ内部損失（W）

1W時
0.60

ノートPCの消費電力

従 来 品
0.39
0.005

0.5W時
0.45
0.22
0.005

0W時
0.27
0.045
0.005

動作モード

通常
通常
信号受信

PJW1942NA
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環境貢献製品
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購入電力
95.2%

都市ガス 0.2%
重油 1.0%
ガソリン1.3%
軽油2.3%
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CO2排出量
34,586t-CO2

　タムラグループでは、CO2排出量を削減するため、
生産効率の改善、省エネルギー設備への更新、蛍光
灯からLED照明への置き換え、水銀灯からHIDラン
プへの更新、屋根への遮熱塗料、窓への遮熱フィル
ムの施工などに取り組みました。
　2010年度のCO2排出量売上原単位は、前年度
8％削減となり目標を達成しました。

※新規統合サイトを追加したため、2009年度以前の数値は「TAMURA 
CORPORATION REPORTING 2010」P.23の数値と変わっています。

環境負荷物質の削減

CO2排出量
CO2排出量（t-CO2）
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　タムラグループでは、環境負荷物質の使用による
環境への影響を最小化するために、化学物質管理
の徹底、生産工程からの排出削減に取り組んでい
ます。
　環境負荷物質は、代替物質への変更、作業改善な
どを実施し、2005年度比で40％削減しました。

プレミア環境貢献製品

※1.2010年度は、製品環境アセスメント評価基準を見直した。
　2.プレミア環境貢献製品は、2010年度下期の実績値である。

プレミア環境貢献製品

環境貢献製品

その他の製品

　ノートパソコンの待機電力を徹底的に低減させること
を目標に開発がスタート。パソコンから信号を受けると、
出力を止めて待機電力を限りなくゼロに近づけることが
できます。お客様には、「ゼロワットACアダプタ」としてご
提供しております。
　また、通常動作でもアダプタの待機電力を大幅に削減
し、業界最高水準の低待機電力
化を実現した製品です。
　CO2削減および社会的な省電
力化の取り組みの要求に対応し、
使用電力量の削減に貢献します。

※1 炉内酸素濃度250ppm以下の場合
※2 年間稼動条件：20h×300d、CO2排出係数：0.555kg-CO2/kWh
※3 使用条件により異なります。

従 来 機 41,958kg-CO2
25,308kg-CO2

12.6kW
7.6kWTNV25-508EM

250ℓ/min
180ℓ/min

安定時
消費電力

CO2排出量※3

（年間）
N2ガス
消費量
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　環境方針に従い、環境法規制などを遵守すること
は、事業活動の基本と認識しています。
　2010年度は、環境に重大な影響を与える事故およ
び緊急事態はありませんでしたが、田村電子（深圳）
において、コンプレッサーの音に対する苦情があっ
たため、防音対策を行いました。

化学物質関連規制情報ポータルサイト
　これまで、火災発生を想定した消防および避難訓
練が中心でしたが、化学物質の漏洩等を想定した緊
急事態対応訓練にも取り組みはじめました。
　訓練を通じて確認した改善点は、手順の見直し、備
品の拡充などにつなげ、リスクの低減に取り組んで
います。

緊急事態対応訓練

環境教育
　環境負荷を継続的に改善するためには、従業員一人
ひとりが理解を深め、自覚を持って業務を行うことが
重要と考え、さまざまな環境教育を実施しています。

環境法規制遵守状況

防音対策［田村電子（深圳）］

環境法規制の遵守を徹底するとともに、
事故および緊急事態を想定した教育や訓練を行うことで、
事故の未然防止とリスクの最小化に取り組んでいます。

環境保全への取り組み（リスク管理）

第三者意見
タムラ製作所の「Corporation Report 2011」に対する

第三者意見を受けて

高く評価できる点 今後の改善に期待する点

駿河台大学経済学部教授
東京工業大学大学院兼任講師

博士（経営学）水尾 順一

（株）タムラ製作所グループ（以後、同グループ）は、「2015年タムラグループビジョン」の実現に向けた3ヵ年中期計画
「T's Power +」を2010年度から推進中です。 "CSRの理論と実践の融合"を日本社会に促進してきた立場から、
以下に第三者意見を申し述べます。

　「共益の創造」をめざす、戦略的攻めのCSRが十分に開
示されています。

　東日本大震災は、日本社会に大きな被害をもたらしたの
みならず、今後のエネルギー問題や企業経営におけるコン
ティンジェンシープラン（不測事象対応計画）のあり方など
にも課題を投げかけました。
　エネルギー問題への課題に関していえば、タムラグルー
プビジョンで紹介されたエピソード1「大型トランス」、２「白
色反射材」、３「可視光通信」は、他社に秀でる同グループの
コア・コンピタンス（中核的競争能力）ともいえるもので、
世界に貢献するグローバル企業グループをめざすための
「経済的価値」を生み出す源泉ともなります。
　しかもこれらのコア・コンピタンスは、自然エネルギーや
省エネルギーなどに貢献し、いま日本社会が抱える課題で
ある環境保全や持続可能性などの社会的課題の解決に結
びつき、「社会的価値」を高めるものです。つまり、同グルー
プと社会の双方に対して経済的価値と社会的価値の利益
をもたらす意味から「共益の創造」につながる、戦略的攻め
のCSRといえるものです。それらの内容がトップメッセー
ジから産業を支えるまで、一貫した姿勢で情報が開示され
ています。

　水尾順一教授には一昨年、昨年に引き続いて第三者意見をお願いしました。
　社会のニーズに合致した製品に関する情報の開示に対し、「共益の創造」につながる戦略的攻めのCSRとして、高く評価してい
ただきました。
　一方で、2015年タムラグループビジョンの1つである「全員が主役のグローバル企業」の実現に向け、ISO26000の7つの
中核主題のうち開示の進んでいない「人権」と「労働慣行」の領域の積極的な情報開示を期待されました。また、昨年は「タムラら
しさ」を感じさせる特徴的な報告をと、本年は「タムラらしい」個性的な取り組みとその具体的な報告を期待するとのご意見でし
た。これらの期待に応えるべく「全員が主役」となるよう活動を推進し、より充実したCORPORATION　REPORTの発行につな
げてまいる所存です。

　「全員が主役のグローバル企業」の実現について、更な
る情報開示を期待します。

　2010年11月にISO26000（社会的責任規格）が制
定され、日本では2012年にJIS化に向けた活動もスター
トしていることから多くの企業が関心を深めています。今
後のREPORTINGにおいては、これらの動向も視野にお
き、ISO26000をもとにグループの活動を点検・評価し、
そこから見えてくる課題に対する報告も期待されます。
　タムラグループビジョンを支える活動の中心となるのは
「全員が主役」という表現からも理解されるとおり、社員で
あることを考えるならば、中でも、規格を構成する7つの中
核主題のうち、ステークホルダーである社員にとって関連
が深い「人権」と「労働慣行」という２つの領域は、今後、積
極的に開示を願うものです。
　たとえば、採用や社員の育成におけるワーク・ライフバ
ランスやダイバーシティー、男女共同参画などへの積極的
かつ「タムラらしい」個性的な取り組みとその具体的な報
告が「見える化」されることを期待します。その結果、社員
「全員が主役」の活動に、より一層ドライブがかかり、同グ
ループの持続可能な発展に結びつくことを心から祈念し
ています。

［プロフィール］1970年神戸商科大学卒業、株式会社資生堂を経て1999年駿河
台大学に奉職，現在に至る。日本経営品質学会副会長、日本経営倫理学会常任理
事、日本経営教育学会理事、（社）経営倫理実践研究センター上席研究員、2010年
ロンドン大学客員研究員など。著書に『「逆境経営」7つの法則』（朝日新書）、『CSR
で経営力を高める』(東洋経済新報社)他多数。

CSR推進本部
CSR・環境・品質推進室 佐藤 信義環境教育

［タムラ・ヨーロッパ・リミテッド（チェコ）］

　タムラグループの製品はグローバルに供給されて
おり、製品の供給国における化学物質に関する法規制
を遵守しなければなりません。そのためには、法規制
の最新情報を入手し、製品含有化学物質の規制の有
無を調査しなければなりません。2011年3月に社内
ネットワーク上に「化学物質関連規制情報ポータルサ
イト」を立ち上げ、業務効率の向上、確実性および情報
共有化などを図りました。

化学物質関連規制情報ポータルサイト

生物多様性への取り組み
　国連の定めた「国際生物多様性年」である2010
年に、愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締
約国会議（COP10）が開催されました。
　タムラグループでは、2010年7月にタムラグルー
プ環境方針に生物多様性を追加し、従業員一人ひと
りの生物多様性に対する意識の向上を目指し、新入
社員研修、タムラグループEMS委員会などのさまざ
まな機会を通して、生物多様性に対する認識を高め
る活動に取り組んでいます。

消防訓練
［坂戸事業所］

消防訓練
［タムラ電子（メキシコ）］

化学物質漏洩対応訓練
［田村電子（深圳）］

化学物質漏洩対応訓練
［上海祥楽田村電化工業］

排水処理設備訓練
［狭山事業所］

オイル流出防止訓練
［タムラ流通センター］

環 境 報 告
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国連グローバル・コンパクト
1999年の世界経済フォーラムにおいて、当時
国連事務総長であったコフィー・アナン氏が
「民間企業のもつ創造力を結集し、弱い立場に
ある人びとの願いや未来世代の必要に応えて
いこう」と提唱した、企業の自主行動原理。

■本レポートは、環境に配慮した印刷方式を採用しています
　用紙は適切に管理された森林からの原料を含むFSCTM認証紙を、
　インキは環境に配慮したベジタブルインキを使用しております。

タムラグループは
国連グローバル・コンパクトに参加しています。
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