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編集方針

当社は「もっといいクルマづくり」を通じた豊かな社会づくりに貢献するべく企業活動に取り組んでおります。

本レポートでは当社およびトヨタ車体グループを巾広く知っていただけるよう、ＣＶ Ｃompany として初のモデルチェンジ車で

ある「コースター」を通じたもっといいクルマづくりをはじめ、ＣＳＲ活動全般を紹介致します。

また、取り組みをより分かりやすくお伝えするために、本紙では活動のポイントを紹介しておりますが、更に深くお知りになり

たい方は、本文中の　　　　　マークから詳細情報をご覧いただく事ができます。

尚、最終頁にアンケートを掲載しておりますので皆様の忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願いいたします。

本レポートの対象範囲と期間

対象範囲 トヨタ車体と連結対象子会社

対象期間 2016年 4月～ 2017年 3月を原則としますが、進捗のあった事項は期間を超えて記載。

表紙のクルマ

(2017 年 1 月 新型発売） (2016 年 6 月新型発売）

（2016 年 6 月新型発売）

コースター エスティマ ハイエース
リヤリフト車
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■会社プロフィール

会社概要

社 名

本 社 所 在 地

設 立

代 表 者

資 本 金

売 上 高

事 業 所

トヨタ車体株式会社

愛知県刈谷市一里山町

金山 100 番地

1945 年 8 月 31 日

取締役社長　増井　敬二

103 億 7 千 1 百万円

1 兆 8,449 億円

(2016 年度実績･連結 )

本社／富士松工場、

いなべ工場、吉原工場、

刈谷工場、

寿新規開発センター

主要製品

ヴェルファイア エスティマ ヴォクシー ノアアルファード エスクァイア

〔2008年〕 〔1990年〕〔2002年〕 〔2001年〕 〔2014年〕〔2001年〕

コースター ランドクルーザー
200

レクサス
LX

ランドクルーザー
70バンハイエース コムス

〔1969年〕 〔1998年〕〔1967年〕 〔1984年〕 〔2000年〕〔2007年〕

サイドリフト
アップシート車

スロープタイプ
車いす仕様車

ウェルキャリー
（フレンドマチック
取付用専用車）

回転チルト
シート車

リフトタイプ
車いす仕様車 保冷バン

〔1994年〕 〔2001年〕〔1968年〕 〔2015年〕 〔1979年〕〔2009年〕

当該モデルの初代発売年を〔〕内に表記

ミニバン

商用車・コミュータ SUV 小型 EV

福祉車両 特装車

会社概要

製品ラインナップ

開発から生産までの流れ

関
連
情
報

【売上台数】
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http://www.toyota-body.co.jp/corporate/profile/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/auto/
http://www.toyota-body.co.jp/corporate/flow/index.html
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■会社プロフィール

主な事業所

生産拠点
本社・富士松工場
愛知県刈谷市一里山町金山100番地

＜主要製品＞

エスティマ、ヴォクシー、ノア、
エスクァイア、ランドクルーザー70

刈谷工場
愛知県刈谷市昭和町2丁目 1番地

＜主要製品＞
コムス、福祉車両「ウェルキャブ」

いなべ工場
三重県いなべ市員弁町市之原10番地

＜主要製品＞
アルファード、ヴェルファイア、
ハイエース、レジアスエース

吉原工場
愛知県豊田市吉原町上藤池25番地

＜主要製品＞

ランドクルーザー200、レクサス LX
ランドクルーザー70

開発拠点
開発センター

生産技術センター

寿 新規開発センター
愛知県豊田市寿町1丁目 36番地 1

本社・富士松工場内

本社・富士松工場内

国内・海外　子会社

国内子会社
〔〕内の数字は創立年
＜＞内は主な事業内容

岐阜車体工業 (株 )
（岐阜県各務原市）〔1940年〕
＜自動車、同部品の製造・販売＞

( 株 ) 東海特装車
（愛知県安城市） 〔1954年〕
＜特装車の製造・販売＞

トヨタ車体精工 (株 )
（愛知県高浜市） 〔1992年〕
＜シート部品などの製造・販売＞

エース産業 (株 )
（愛知県刈谷市） 〔1974年〕
＜部品、設備機器等の製造・販売＞

東海部品工業 (株 )
（愛知県刈谷市） 〔1999年〕
＜プレス・板金部品の製造・販売＞

ＴＡＢＭＥＣ(株 )
（愛知県刈谷市） 〔1985年〕
＜建物、付帯設備の総合メンテナンス＞

( 株 ) トヨタ車体研究所
（鹿児島県霧島市） 〔1990年〕
＜自動車部品の設計・試験＞

(株)エル・エス・コーポレーション
（愛知県刈谷市） 〔2000年〕
＜事務・福利厚生施設管理・

警備保障業務代行＞
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■会社プロフィール

国内子会社
〔〕内の数字は創立年
＜＞内は主な事業内容

( 株 ) ライフサポート
（愛知県安城市） 〔1999年〕

＜介護用品販売、ホームヘルプサービス＞

( 株 ) ジー・アイ・サービス
（岐阜県各務原市）
＜福利厚生・工場営繕、保険他サービス＞

〔1988年〕

＊子会社の岐阜車体工業㈱の
100%子会社

( 株 ) イナテック

（三重県いなべ市） 〔2000年〕

＜環境分析および計量証明＞

ライフクリエイション (株 )
（愛知県豊田市） 〔1993年〕

＜オフロード施設の運営＞

海外子会社

オートパーツ
マニュファクチャリング
ミシシッピ (株 )
（アメリカ） 〔2007年〕

＜プレス、溶接部品、樹脂部品の
製造・販売＞

春翔欣業 (株 )

（中華民国（台湾）） 〔1997年〕

＜プレス・板金部品、金型などの
製造・販売＞

タイオートコンバージョン (株 )

（タイ） 〔2004年〕

＜特装車の製造・販売＞

レジンプラッティング
テクノロジー ( 株 )

（インドネシア）

＜樹脂めっき部品、樹脂部品の
製造・販売＞

〔2013年〕

トヨタオートボデートーカイ
エクストゥルージョン ( 株 )
（インドネシア） 〔2005年〕

＜ゴム、樹脂成形部品の製造・販売＞

スギティー
クリエーティブス (株 )
（インドネシア） 〔1995年〕

＜自動車、樹脂部品の製造・販売＞

トヨタオートボデー
 マレーシア ( 株 )

（マレーシア） 〔2005年〕

＜プレス、板金、樹脂部品の
製造・販売＞

トヨタオートワークス ( 株 )

（タイ）

＜自動車の製造・販売＞

〔1988年〕

＜福祉機器の販売＞
〔2011年〕

嘉興 豊実福祉汽車部件
有限公司
（中国）

じあしん ほうじつふくしきしゃぶけん

シートメタルパーツ
タイランド (株 )
（タイ） 〔2015年〕

＜シート部品などの製造・販売＞

＊子会社のトヨタ車体精工㈱の
100%子会社

国内子会社 海外子会社関連情報

http://www.toyota-body.co.jp/corporate/network/domestic.html
http://www.toyota-body.co.jp/corporate/network/overseas.html
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■トップメッセージ

「もっといいクルマづくり」を通じて
豊かな社会づくりに貢献します

「もっといいクルマづくり」を通じて
豊かな社会づくりに貢献します

平素より格別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

※ ＣＶはコマーシャルビークルの略

当社は 1945 年にトラックボデーの専門メーカーとして創業し、日本初のオールスチールキャブの「ＢＸ型トラッ

ク」やモノコックボデー商用車「ハイエース」、世界初のコンポーネントレイアウト・ミッドシップ「エスティマ」など、

つねに時流に先んじる車の開発・生産に取り組んでまいりました。

本年 4 月には自動車生産累計 3,000 万台を達成することができました。これは当社製品をご愛顧いただいている

お客様、取引先・関係各社のおかげであり、皆様に改めてお礼申し上げます。

昨年 4 月に発足したトヨタ自動車の製品軸ビジネスユニットである“CV Company”※ の使命は、世のため人のた

め、世界のお客様の生活を支え続ける「もっといいＣＶづくり」であります。当社は、その“CV Company”の中

核として、トヨタ自動車との人材交流や仕事改革など連携を深めながら、一体となってお客様の期待に応えるべく

取り組んでいます。

その取り組みの１つとして、本年１月に発売した新型「コースター」は、24 年ぶりのモデルチェンジとして

“CV Company”の開発から生産までのすべての担当者が一丸となり、快適性、安全性および環境性能の向上に取

り組んでまいりました。多くのお客様からもご好評をいただき、まさに“CV Company”として初のモデルチェン

ジに相応しいクルマを世に送り出すことができました。

取締役社長
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■トップメッセージ

環境保全の取り組みについては、1993 年に第１次「トヨタ車体環境取り組みプラン」をスタートさせて以来、

毎年目標を掲げて取り組んでまいりました。昨年３月には第6次「環境取り組みプラン (2016～ 2020年 )」を策定

し、生産工場の省エネ・低ＣＯ2 生産技術の織り込み、燃費性能に寄与する軽量化技術の開発ならびに連結

環境マネジメントに積極的に取り組んでおります。

2017年 6月

更に、本社工場に隣接する当社「ふれ愛パーク」を活用し、近隣小学校や行政と連携した稲作体験、環境学習会などに取

り組む他、愛知・三重・鹿児島・インドネシアなどの事業所の所在地を中心に「トヨタ 車体グループ企業の森」整備

活動や地域参加型の植林活動などにも取り組んでおります。

また、福祉への取り組みとしてすべての人に移動の自由と喜びを提供するため、高齢の方や身体の不自由な方のた

めの福祉車両・ユニットや、一人乗り電気自動車「コムス」の開発・生産に取り組むと同時に、福祉車両による車い

す利用者の移送サービスの運営、高齢者介護施設への慰問や車いすの清掃等ボランティアにも取り組んでいます。

今後も当社らしい活動に取り組んでまいります。

なお、本年3月 20日に当社いなべ工場の塗装ラインで発生した火災により、皆様に多大なご心配、ご迷惑をおかけ

しましたことを、深くお詫び申し上げます。このような事故を二度と発生させないよう、全社一丸となって再発防止に

取り組んでまいります。

皆様におかれましては、引き続きかわらぬご支援、ご指導をお願い申し上げます。

＜新型コースター発表会　2016年12月＞ ＜ふれ愛パークでの田植え体験、泥遊び＞
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■経営理念

■コーポレート・ガバナンス

基本理念
1.環境との調和とオープンでフェアな企業行

動を基本とし、国際社会から信頼され、豊

かな社会づくりに貢献する企業をめざす。

2.お客様を第一に考え、研究と創造を通して、

生活空間を豊かにする「よい商品」を提供

する。

3.人と組織を活性化し、創造力と活力ある企

業風土をつくり、企業の繁栄と社員の幸せ

を追求する。

4.取引先との相互信頼と開かれた取引関係

を基本に、互いに経営体質の強化に努め、

長期安定的な成長と共存共栄を実現する。

（1995年制定、2004年改定）豊田綱領

我が社は　国際的視野にたち研究と

創造とにはげみよい製品によって社

会に貢献し社業のたゆみない進展を

めざす

開発：つねに時流に先んじアイデア

と時間を尊重する

和親：誠実と信頼により 明朗と協

調とをはかる

感謝：反省を進取の糧とし勤労のよ

ろこびに生きる

(1935年制定 ) 社 是 (1963年制定 )

　　　　　　じょうげ いっち　　　 しせい ぎょうむ　　　ふく

一、 上下一致　至誠業務に服し
　 　　　　さんぎょうほうこく　　　じつ　　 あ

産業報国の実を挙ぐべし
　 　　　　けんきゅう　そうぞう　　 こころ　 いた

一、 研究と創造に心を致し
　 　　　　つね　　 じりゅう　　　 さき

常に時流に先んずべし
　 　　　　　か び　　 いまし　　　 しつじつごうけん

一、 華美を戒め　質実剛健たるべし
　 　　　　おんじょうゆうあい　 せいしん　　 はっき

一、 温情友愛の精神を発揮し
　 　　　　かていてき　 びふう　　　 さっこう

家庭的美風を作興すべし
　 　　　　しんぶつ　　そんすう　　　 ほうおんかんしゃ

一、 神仏を尊崇し　報恩感謝の
　 　　　　せいかつ　　な

生活を為すべし

「CSR方針」

執行役員制度を導入し、事業戦略展開の迅速な意思決定および

オペレーションのスピードアップを図っております。

また、社外を含む監査役の監査ならびに会計監査人による会計

監査のほか、各部門から独立した監査室が、財務報告の信頼性

及びコンプライアンスの領域を重点に内部監査を実施してい

ます。

全役員および監査役で構成する「CSR委員会」とその下部組織

として4つの委員会を設置し、重要課題について審議・対応し

ています。

*： Business continuity management( 事業継続マネジメント）の略。
各部各機能で復旧に向けた事業継続計画 (BCP) を策定し、
訓練などを通じPDCAを回して改善・見直しに取り組む活動

監査

連携

会計
監査

株 主 総 会

選任・監督

監査室

各　部　門

内部監査

執行役員

取締役会

指揮

報告 報告

・CSR（委）

 ・企業行動倫理（委）

 ・製品環境（委）

 ・生産環境（委）

 ・社会貢献（委）

・BCM *（委）

・中央安全衛生（委）

・輸出取引管理（委） 等

報告

コーポレートガバナンス体系図

会計監査人

監査役

当社は、豊田綱領の理念を受け継いだ社是と基本理念をもとに、持続可能な社会の発展に
貢献すべく、すべてのステークホルダーを重視した経営を行ってまいります。

当社は、効率化をはかると同時に透明性の高い経営のしくみづくりに取り組んでいます。

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/csr_houshin.pdf
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