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ブラジル放送機器メーカーがグループ会社に加わったことで、社会的責
任の範囲の拡がりも加速しました。新しい企業理念に照らして、当社グ
ループが社会の期待に、より早く、的確に応えようと取り組んでいるかど
うか、読者の皆様の判定を仰ぐ思いで編集しました。インターネットの当
社ホームページ、「CSR情報」も併せてご参照いただき、ご意見・ご感想をお
寄せくださいますよう、お願いいたします。
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■会社概要（2012年3月31日現在） ■連結売上高 ■主要製品

■セグメント別連結売上高
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編集方針
この報告書は、日立国際電気グループが、その事業活動の
すべてを通じて社会の信頼・期待に応えることがCSR
（Corporate　Social　Responsibility：企業の社会的責任）
であると考えていることをお伝えし、またそのためにどのよう
に取り組み、実行しているかを説明・報告することを目的とし
て作成しています。
お客様、お取引先様、従業員、近隣の皆様、株主様その他
多くのステークホルダーの皆様と心を通わせ、相互に理解を
深め、意思疎通・情報交換を促進するきっかけになるものに
したいと考えます。そのために、内容や項目を絞り込むととも
に、読みやすく、わかりやすいものにするよう努めています。

レポートの対象範囲
対　象　期　間：2011年度（2011年4月1日〜2012年3月31日）を

中心に作成
対　象　組　織：株式会社日立国際電気（当社）およびグループ会社
実績データ範囲：個々に記載

ただし、環境会計は次の2社の本社および工場のデータ
を対象とし、集計しました。
・（株）日立国際電気
・八木アンテナ（株）

計数データ表記：財務計数、環境報告の数値表記においては表示単位未
満を四捨五入しています。

次回発行予定
次回は2013年6月に発行する予定です。

表紙写真：グローバル事業で社会の期待に応える世界の当社グループ従
業員がキーワード「幸福」「未来」「品質」「人財」「技術」を
紹介しています。

社名
株式会社日立国際電気
Hitachi…Kokusai…Electric…Inc.

本社所在地
〒101-8980
東京都千代田区外神田四丁目14番1号

設立
1949年11月17日

資本金
100億58百万円

連結売上高
1,471億84百万円

連結従業員数
5,477名

■当社の工場

■当社グループの事業展開と海外売上高

主な生産品目：エコ・薄膜プロセス装置
立山連峰を望む富山市八尾町。専用
のクリーンルーム内で次世代プロセス
に対応した半導体製造装置等の開
発、設計、生産を行い、世界の大手
ユーザーからの厳しいニーズに対応し
ています。

主な生産品目：無線通信機器
「羽村堰」の桜や多摩川周辺の自然豊
かな緑に包まれた東京都羽村市。官
公庁向け無線通信システムを主体に
開発、設計、生産を行い、また長年
培った高周波／大電力無線機器等の
コア技術で新分野を開拓しています。

主な生産品目：映像・無線ネットワーク
武蔵野の面影を残す東京都小平市。
通信・情報、放送・映像の製品開発、
設計、生産を行っています。映像・無
線ネットワークの技術者は、ここで日
立国際電気らしい製品づくりをめざし
ています。

主な生産品目：映像・無線ネットワーク
蔵王山系を源に、太平洋に注ぐ白石
川が流れる宮城県柴田町。当社の映
像・無線ネットワークのものづくり
は、ここで行っています。

富山工場 羽村工場 小金井工場 仙台分工場

2012年3月期2011年3月期2010年3月期
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Hitachi Kokusai
Electric Europe GmbH

Kokusai Electric Korea Co., Ltd.

Hitachi Kokusai
Electric Canada, Ltd.

Hitachi Kokusai
Electric America, Ltd.

Hitachi Kokusai Brazil Electric
Products and Services Ltda.

Linear Industries Inc.

Kokusai Semiconductor
Equipment Corp.国内グループ会社

●秋田
　八木電子（株）
　（株）五洋電子
●富山
　（株）国際電気セミコンダクターサービス
●埼玉
　八木アンテナ（株）
●東京
　（株）日立国際電気
　（株）日立国際電気エンジニアリング
　（株）国際電気テクノアート
　（株）日立国際電気サービス
　（株）エッチエスサービス
　国際電気テクノサービス（株）

Hitachi Kokusai
Electric(Shanghai)Co., Ltd.

Kokusai Electric
Asia Pacific Co., Ltd.

欧州他（ドイツ、イギリス、中南米等）

23.6億円（1.6%）
アジア（韓国、台湾地域等）

486.7億円（33.1%）
北米（米国、カナダ）

123.7億円（8.4%）

Hitachi Kokusai Linear
Electronic Equipments S/A

本社（秋葉原UDXビル11F）

パケット通信端末 デジタル車載無線機

高速無線リピーター

防災無線システム 証券情報表示システム

放送用カラーカメラ
テープレスシステム

（放送局業務用サーバーシステム）

放送用画像伝送装置
（FPU:Field Pick-up Unit）

屋外用雲台一体型監視カメラネットワーク型監視カメラ

枚葉アッシング装置

バッチサーマルプロセス装置

枚葉プラズマ窒化・酸化装置

バッチEpi-SiGe装置

●映像・無線ネットワーク
無線通信システム、金融・証券システム、放送システム、
CATV機器・アンテナ、監視カメラシステム、産業用カメラ

●エコ・薄膜プロセス
半導体製造装置

その他（管理・サービス等）

7億25百万円　　　0.5%
映像・無線ネットワーク

811億29百万円

総計

1,471億84百万円
エコ・薄膜プロセス

653億30百万円

55.1%44.4%

日立国際電気グループは当社および国内9社、海外10社のグループ会社を中心に、
日本全国、またアジア、米州、欧州など世界的に事業を展開しています。

産業用カメラ

※PROGRADE®、ISnex®、StarlightEye®は（株）日立国際電気の登録商標です。
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企業理念：

日立国際電気グループは、幸福で安心・安全な社会を実現すべく、優れた技術で価値を創造し未来を切り拓きます。

経営理念：

日立国際電気グループは、
…１．…（お客様第一主義）ものづくりを究めて、お客様と社会にとっての真の価値を提供します。
…２．…（グローバルトップ）世界に先駆けて優れた技術を開発し、豊かで持続可能な未来を切り拓きます。
…３．…（人財の尊重と育成）多様な人財を尊重し、能力を高め発揮できる機会と場を提供します。
…４．…（基本と正道）人権を尊重し、法と倫理を遵守し、社会から尊敬される清廉な企業文化をつくります。
…５．…（和、誠、開拓者精神）…「和」を尊び、「誠」をつくし、「開拓者精神」で事業を推進します。
※「ものづくり」は、製品・サービスの開発・提供を中心とした、日立国際電気グループの創造的な活動すべてを指します。

行動基準：

日立国際電気グループは、企業理念を実現するために、経営理念に則り、以下の行動基準を定め周知徹底するとともに
社内体制を整備します。
…１．…安全性・品質および環境に配慮して製品・サービスを開発提供し、お客様と社会の満足と信頼を獲得します。

…２．…高い倫理観を持って、公正、透明、自由な競争および適正な取引を行い、国際規範、国内外の法令とその精神を遵守する

とともに、適切な内部統制を実施します。

…３．…従業員の多様性、人格、個性を尊重し、働きがいのある、安全で健康的な職場を確保し、研鑽と成長の機会を提供します。

…４．…お客様、従業員、取引先、社会および株主を含むすべてのステークホルダーに対し、企業情報を積極的かつ公正に開示します。

…５．…持続可能な社会を実現すべく、全地球的な環境、地域生活環境、生物多様性の保全・向上に努めます。

…６．…「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行います。

…７．…グローバルな事業活動において、各地域の法律、文化や慣習を尊重し、各地域の発展に貢献するよう、努めます。

…８．…自社および他社の有する経営・技術情報の価値を尊重し、個人情報・顧客情報を含め、機密情報の保全・管理を徹底します。

…９．…国際的な平和および安全の維持に貢献するため、貿易関連法規を遵守します。

…10．…この行動基準に反する事態が発生した場合は、経営者自ら問題解決、原因究明、再発防止、社会への迅速・的確な情報公

開および説明に努め、権限と責任を明らかにした上で、自らを含め厳正な処分を行います。

価値を創造し、幸福で安心・安全な社会を実現します
平素より日立国際電気グループの事業にご支援を賜り誠

にありがとうございます。

2011年度は、東日本大震災の影響や欧州における財政

不安の状況など、日本の経済や産業にとって大きな変動

の年でした。当社グループの事業においても、震災からの

復興事業の立ち上がりや大手半導体メーカーの設備投資

等、一部に堅調な需要も見られましたが、全体として、厳

しい事業環境が継続しました。

このような状況のもと、当社グループは、戦略的プロジ

ェクト活動による受注拡大、事業構造改革、経費削減施

策の推進による事業体質の強化に取り組んでまいりまし

た。また、グローバル化推進のための具体的施策として、

2011年10月には、ブラジルにおける放送用送信機国産ト

ップメーカーの株式を取得して子会社化しました。これら

の施策により、当年度の業績は前年度比大幅な増収増益

を達成することができました。

2012年度に入り、震災の影響等により事業環境が大き

く変化しており、企業間の競争は激しさを増しています。

当社では、中期経営計画「HK-AV10」において、「最終年

度（2015年度）の移動平均（3年Average）営業利益率

10％」を経営目標数値として策定しておりますが、この目

標達成に向け、全力を傾注してまいります。

具体的には、「お客様に信頼され、次の時代に価値を創

造する社会イノベーター」というビジョンのもと、「映像・

無線ネットワークソリューションでグローバルトップ」、「エ

コ・薄膜プロセスソリューションでグローバルトップ」を

ゴールに掲げ、最適・最強事業体制の構築をめざした「事

業構造の強化」を進めるとともに、「戦略的事業展開の強

化」、「マーケットイン強化」およびグローバル市場での地

産地消を前提としたさらなる「グローバル化推進」の経営

施策によるダイナミックな事業展開を進めます。

昨年は、当社グループにおいても、多くの従業員がボラン

ティア活動を行い、地域貢献への関心を高めています。当

社グループでは、引き続き、震災復旧・復興支援活動に努

めるとともに、社会インフラを担う企業グループとして、安

心・安全な新しい街づくり等の各種復興事業に対しても積

極的に参画して、災害復興への貢献に尽力してまいります。

この度、将来にわたる当社グループのあるべき姿や存在

意義を明らかにするため、「日立国際電気企業行動基準」

を改定し、「企業理念、経営理念および行動基準」を制定

しました。社会インフラを担う企業として、「幸福で安心・

安全な社会を実現すべく、優れた技術で価値を創造し未

来を切り拓きます。」を新たな企業理念に掲げ、当社グルー

プの会社運営の基軸として経営理念を明確にしました。

これからも、当社グループは、新たな企業理念のもと、

企業を取り巻くさまざまなリスクを直視し、事業継続計画

(BCP)など具体的な対応体制を強化するとともに、社会の

流れに対する高い感性と広い視野を持ち、次の時代が求

める新たな価値の創造に取り組んでまいります。

この報告書やインターネットの当社サイトを通じ、ス

テークホルダーの皆様に向けて積極的に情報発信するとと

もに、皆様の率直なご意見、ご助言に謙虚に耳を傾けて

まいります。なにとぞ今後ともご指導、ご支援下さいます

ようお願い申し上げます。

２０１２年６月２５日

執行役社長

社長メッセージ
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グローバル化を加速し、社会の期待に応える特 集 Mexico

Brazil 1

3
Korea2

Hitachi… Kokusai… Linear…
Electronic…Equipments…S/A
（以下、日立国際リネアール社）
は2011年10月、ブラジルナン
バーワンの放送機器メーカーで
あったリネアール社（創業1977
年）の友好的買収で誕生しま
した。ブラジルは2014年
FIFA*ワールドカップ・…ブラジ
ル大会開催、2016年リオ・デ・
ジャネイロにて夏季オリンピッ
ク開催と地上波デジタル放送

普及の時を迎えようとしています。欧米各社がブラジル市場参
入を進める中での買収であり、日立国際電気グループのグロー
バル拠点化をめざすという成長戦略の一翼を担うものです。弊
社は、人的な融合をはじめとして、技術・ノウハウ・企業文
化・経営等すべてにわたって、日本とブラジルの融合によるシ
ナジー効果を発揮しつつ、ブラジル企業としての発展をめざし
ます。生産のみならず、地元の著名な工科系大学との連携も
生かしながら、研究開発・設計等の業務をブラジルで遂行して
いくほか、長年にわたって築きあげたお客様との信頼関係を大
切にした営業を展開し、継続的な成長を実現することで地元
ならびにブラジル社会の発展に貢献する考えです。あわせて、
中南米・アフリカ諸国への輸出等、グローバルな展開を推進

Kokusai…Electric…Korea…Co.,Ltd.(以下KEK)は、お客様第一
主義をモットーに、日立国際電気グループ…エコ・薄膜プロセ
ス事業において、唯一、研究/開発・生産・改造/サービスを一
貫して提供しています。最高品質、最短納期、継続的な研究
開発投資を通して、お客様ニーズをより身近な位置で把握し
て、二歩先の提案により、お客様に感動を与えられるように、
社員全員が一丸となって取り組んでいます。韓国では国産化と
短納期が最重要ニーズであり、2010年よりKEKでは、新プロ
セス開発およびお客様に密着したプロセスデモ対応が可能な

1. 放送・映像・通信のソリューションをブラジルから世界へ 2. よりお客様に近い視点に立ってニーズを捉え、スピードNo.1で行動

3. メキシコのテレビ局の心に届いた海外拠点、代理店との連携

メキシコ第二位のメジャー局様より当社製品のHD＊1カメラ
38式の初受注に成功し、放送市場での当社シェアを伸ばしま
した。これは当社代理店と現地グループ会社、当社の連携の
成果です。
さらにパナマで22式､チリで4式の受注など他地域での採用
もあり、今後の中南米の放送文化の発展に貢献するものと思
われます。
当社マーケティングの最大のポイントは、従来の放送カメラ
で主流であったトライアックスシステム、すなわちSD＊2カメラ
と制御装置を結ぶ伝送方式から、より将来性のある光ファイ
バーシステムに切り替えていただくということでした。トライア
ックスシステムは長年使用されていた既存設備が利用可能であ
り、短期的なコスト抑制効果があるからです。そのためお客様
は当初トライアックスシステムを希望されましたが､当社の光フ
ァイバーシステムとの優劣を丁寧に説明し、長距離伝送、高
速・大容量伝送への対応、1080P＊3対応など放送市場におけ
る将来性も考慮し､光ファイバーシステムへ変更していただくこ
とができました。現地営業員によるお客様への密着フォロー
も含め、代理店との連携によるサービス、営業力、製品力、
価格力の総合力で評価され受注することができました。
昨年11月には、当社の技術力に高い関心を持った当該テレビ
局の技術者および代理店スタッフが来日され、2011年国際放送

します。送信機グローバルナンバーワンをめざすとともに、さ
らにはブラジルから世界に向けて新たなソリューションを発信
する企業をめざしていきます。

日立国際リネアール社
会長…兼…CEO

木村 茂

機器展（略称：Inter…BEE…2011）や小
金井工場を訪問、今後のメキシコ放
送文化の発展に貢献できるさまざま
な製品を紹介し、対話を重ねること
ができました。

＊1 HD: High Definition（地デジ化に伴う高精細放送カメラシステム）
＊2 SD: Standard Definition（従来の放送カメラシステム）
＊3 1080P: デジタル放送の規格で順次走査(プログレッシブスキャン)方式の映像のこと。

高解像度で画素数は1920×1080、アスペクト比16：9 の横長の画面である。

平澤工場の建設と天安生産工場の増設を進め、2011年10月
に現地対応の環境整備を完了しました。現在は設計・調達ス
ピード向上および原価低減を推進するとともに、情報一元化を
めざし、新しく構築したWebシステムの運用を推進中です。

＊FIFA：国際サッカー連盟

インタビュアー：ご自身の持ち味、強みを新会
社でどう生かしていきますか？

V. Souza：粘り強い性格だと思っています。新会社は
日本とブラジルの二つの文化の会社であり、この会社の発
展に設計・開発の責任者として着実に、責任を持って業務
に邁進したいと思っています。
インタビュアー：日立国際電気のブラジル進出をどう受け止
め、どのように希望を持っていますか？
E. Calil：日立国際電気による買収は会社の発展において非
常にすばらしい機会であったと思っています。当初は従業員
の中に不安の声もありましたが、今では日立グループという
グローバル企業の一員として働いているという誇りが生まれ
てきております。
インタビュアー：お二人にお聞きします。今後の新会社の可
能性については？

Voice ふたりして：ブラジルを始め、中南米ではデジタル市場がこ
こ数年で立ち上がるでしょう。日立国際リネアール社もこの
機会を大いに生かして成長していかねばなりません。その
ためにはお客様のご要望にお応えするすばらしい製品・も
のづくりを行っていきたいと考えております。

他社との価格・技術面での競合もあり、
番組制作者／技術者様に長期的な視点でのメリ

ットをお伝えすることに努めました。将来にわたる光
ファイバーシステム利用による優位点の説明ときめ細か

な技術トレーニングにより、
実感をもって納得していただ
くことができました。

Voice

KEK設計チームは、
日立国際電気の製品技術

を土台として、魅力と技術競争
力のある高品質製品を生み出す事
を最優先に、お客様から信頼され
る企業になるように努力していま
す。お客様ニーズを把握し、他社に
先行する事で、世界一の半導体製
造装置を提供する企業になることを
めざしています。

Voice

日立国際リネアール社所在地　

Hitachi Kokusai Electric America, Ltd.
Manager, Latin America Sales

P. Manalang

日立国際リネアール社
General Manager, Production

Eduardo Calil

日立国際リネアール社
General Manager, R&D

Vanessa Souza

天安(Cheonan)工場クリーンルーム

同社製放送用送信機

平澤(Pyeontaek)工場(研究Lab.)

KEK設計室 室長

Y. S. Park 

デザイン・レビュー実施風景

P. Manalang (右端)ほか当社グル
ープ関係者と代理店スタッフ

メキシコのテレビ局に納入した
ハイビジョンカメラ

所在地

サンパウロ

ブラジリア
ブラジル

リオ・デ・ジャネイロ

同社本社工場

65 日立国際電気グループCSR報告書2012



幸福で安心・安全な社会を実現する
安心・安全の社会づくりに向けた、お客様の想いを共有し、
日立国際電気らしいものづくりに活かします。

迅速で確実な対応はお客様との日々の会話から

Kokusai… Semiconductor…Equipment…Corp.(以下KSEC)
Hillsboro…Design…Centerは、最大手半導体メーカーの開発拠点
から車で数分の場所にあり、ハード、プロセス両面からお客様の
開発をサポートしています。お客様の開発期間は年々短くなってお
り、より迅速で確実な対応が求められています。お客様と当社が
直接やり取りする場合、時差や言葉の問題などで迅速で確実な対
応が難しくなります。センター員の役割は、お客様と日頃より十分
にコミュニケーションを図り、装置仕様や評価条件を決定し、また
要求事項を整理して当社の工場と密に連絡を取り「迅速で確実な対
応」を実現することにあります。この使命感を大切にもって業務に
あたることで、数々の新技術をタイムリーにお客様の元へお届け
し、多くの装置を量産ラインでご利用いただいています。

シンプル操作で高機能なデジタル無線で 
消防救急活動を支援します

消防救急デジタル無線システムの整備は、アナログ消防無線
（150ＭＨｚ帯）の免許期限が2016年5月に迫るため、全国の消防
本部にとっての急務となっています。
消防救急無線のデジタル化は、大規模災害発生時の応援に備
え、異なるメーカーの設備も相互通話を確保できるシステム構築
となっています。
またデータ通信などの非音声通信が実現され確実な情報伝達が
可能になり、グループ通信等により火災や事故、病気といった事
案に対応して、隊員、車両を特定した運用も可能となります。
当社は業務無線の経験を生かし、このような高度なアプリケー
ションに対応する一方で、通信の秘匿性という消防救急業務独特
の課題への的確な対応にも取り組んでいます。

東北復興プロジェクト

東日本大震災で被災した東北地方のお客様に対し、機器・シス
テムの復旧・復興を迅速に図るため、グループ会社を含めた「震災
復興プログラム」を組織しました。
「震災復興プログラム」がリードすることで、被災した全てのお客様
（各自治体、官公庁、金融機関、各事業者等）に対し、巡回して被害
状況を調査し、機器やシステムの点検を無償で実施しました。
巡回調査を通し、お客様が抱える問題・要望事項を的確に把握
し、コア技術を活用することで、「120時間の停電でも連続運用で
きる屋外拡声装置」や「かすみ除去機能を搭載した望遠対応屋外雲
台一体型カメラ」等の新製品を創出することができました。また、
お客様の要望から津波や河川の氾濫による増水で水没しないように
屋外拡声装置を柱の高所部に取り付けました。さらには、従来の単
独システムだけでなく、映像・通信・情報、および八木アンテナ(株)
の製品を融合し、信頼性向上を図った災害に強い複合システムを構
築することができ、お客様の信頼を得ることができました。
また、震災直後から機器の貸し出し、設備の応急復旧、無償自
主点検、支援物資(食料、衣類など)の提供等により、復旧・復興
活動への貢献とお客様満足度の向上が図れました。

社会性報告

インテル コーポレーション様より 
ＳＣＱＩ賞を5年連続受賞

2012年4月11日、米国カリフォルニア州サンタクララで開催され
た「インテル…サプライヤーデー２０１２」において、インテルコーポ
レーション様から最優秀賞にあたるSCQI(Supplier…Continuous…
Quality… Improvement)賞が当社に授与され、5年連続、通算8
度目の受賞を果たしました。
 SCQI賞の受賞には、コスト、品質、供給体制、技術力、およ
び環境・社会・ガバナンスプログラムの目標に対して95％以上の
スコアを獲得することが条件とされています。また、サプライヤー
は厳しい改善計画に対して90％以上達成しなければなりません。
受賞式では、同社の最先端技術開発を支援するため、当社の技
術開発、経済性、リードタイム削減に対して高い評価を得て、イン
テルコーポレーション副社長兼技術製造エンジニアリング本部長
のボブ・ブラック様から当社社長にトロフィーが授与されました。
当社社長からは、受賞の喜びとともに「世界トップのデバイスメー
カからいただいた本受賞を糧に、製品、サービス、品質に対して
より一層努力をしていきたい」と力強く語り、当社関係者一同、
本年も継続的に改善活動を推進する決意を新たにしました。

復旧・復興の迅速化のた
め、グループ会社と連携し、

被災状況の調査とヒアリングを実
施、復旧に必要な器材の投入、支援体
制の確保に努めました。

これまでは例のなかった
長期間停電に対する屋外子局

の電源確保や高所取付など、被災
を経験しお客様の声を聴くことで新た
な提案が出来ました。

Voice

Voice

2010年度より全国消防無線のデジタル化が
スタートし、当社は消防庁発注の実証試験におい

て岡山県玉野市消防本部様に初号機を納入しました。
本格運用を開始したばかりの2011年8月に発生した玉野市
沖の石島の山火事に際し、74
時間もかかった鎮火の後、「デ
ジタル無線をフル活用できた」
とお客様に安心していただけ
ました。今後も命がけで働か
れるお客様の声に耳を傾け、
より快適で確実なシステムを
提供していきたいと思います。

Voice アメリカへ赴任しお客様と接すると、その多
様な出身地に驚かされます。私が心掛けていたの

は、各々のお客様の文化、習慣を理解・尊重しつつ、多
様な意見をどのようにまとめるかということです。日本人の
勤勉さ、丁寧さは広く理解されており、日本人の特徴を生か

しつつ、各々の文化、習
慣を理解することが国外
では重要だと認識させら
れました。

Voice

左から、西田、上野、鎌倉、
柄澤／プロセスの担当者、
澤田／ハードの担当者

富山工場
要素技術開発部

鎌倉 司

開発装置 量産ライン装置

デザイン変更 新規デザイン

デザイン変更 

エスカレーション

KSEC 開発チーム KSEC 量産チームKSEC
プロセス サポート

KSEC
量産 サポート

KSEC
ハード サポート

お客様

当社（本社、富山工場）

Hillsboro Design Center 対応フロー

消防救急デジタル無線システム運用イメージ

屋外拡声装置の高所取付

東北 支社

板生 文宏
中国 支社

下野 孝信

Hillsboro
Design Center

左から、
ジョージ／KSECデザインセンターのリーダー、
ライアン／量産技術サポートの責任者、
髙田／ハードの担当者（当時）、
ボブ／ハードの担当者、
鎌倉／プロセスの担当者（当時）

左から、
上野／ハードの担当者、
森林／ハードの担当者、
西田／プロセスの担当者、
グレッグ／ソフトウェアの担当者

災害現場

災害現場

防災センター

指令台通信

指令台通信

IP網

移動局間
通信

大規模災害発生

他メーカー
システム

相互通信可能

出場指令

災害現場

かすみ除去機能を搭載した
望遠対応屋外雲台一体型カメラ

かすみ除去前の写真

かすみ除去後の写真

映像・通信事業部
製品戦略・企画部

永井 龍太郎

2012 SCQI賞トロフィー受賞後の当社社長とインテルコーポレーション
副社長・ボブ・ブラック様（左端）ほか
写真提供：Jeff Caroli様

インテル コーポレーション関係者様各位と当社関係者
写真提供：Jeff Caroli様
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品質へのこだわり
基本と正道に則り、お客様の視点で、自ら考え、行動し、
各プロセスにおける継続的な改善活動に取り組んでいます。

安全な製品・サービスの提供 

お客様に安全で品質の高い製品・サービスを提供するため、製
造物責任法（PL法）など国内外の法律、安全規格に加え、さらな
る安全確保のための社内規準を守り、品質レベルの向上を図って
います。また、「全社品質保証部長会」において、情報共有と社内
外の失敗事例に基づく不具合防止の検討を行っています。

品質向上への取り組み

全生産拠点においてISO9001(品質マネジメントシステム)認証を
取得し、プロセスアプローチにおけるPDCAサイクルによって品質
マネジメントシステムの継続的な改善を図っています。さらに営業
部門をこれに組み込むことや製品分野に特化したJISQ9100認証
やTL9000認証の取得など、さまざまなお客様のご要求に適合し
た品質の製品・サービスの提供に取り組んでいます。

品質問題への取り組み

お客様の立場から考え、行動する考えに基づく一連の反省、再発
防止活動を「落穂拾い」と呼び、技術的な直接的原因と、そのもと
となった動機的原因を洗い出し、再発防止に取り組むとともに、類
似製品なども検証し、同様の事故の未然防止に努めています。

ＨｉＫＱイノベーション活動

2009年8月にスタートした「ＨｉＫＱイノベーション」活動も、こ
の春で2年半が経過しました。
これまで品質向上、業務プロセス改革、ＥＳ向上についてのテー
マを取り上げ議論してきましたが、少しずつ成果があがってきてい
ます。2012年度は、これらテーマのさらなるレベルアップと、より
裾野の広い議論をする活動を行っています。生き生きとした職場づ
くりを推進するため、提案型の業務改革活動である「ステップアッ
プ活動」のほかに全社活性化を推進する活動もスタートしています。
日ごろの活動の成果の報告や、課題を議論する場として、経営
幹部の参加するHiKQイノベーション会議を毎月設定し、そこでは
活発な意見交換がなされています。また、より幅広い議論を推進
するため社内ＳＮＳ*である「ＨｉＫＱネット」を活用しています。昨
年リニューアルされ、より使いやすい環境となりました。活動テー
マごとにさまざまなコミュニティが設定され、業務改革についての
議論から、幅広い情報交換・コミュニケーションがなされていま
す。この場では、社長・役員も参加し一般社員と幹部のコミュニ
ケーションが深められています。
一昨年に設置されたHiKQイノベーション推進本部が中心となり、
社内外のコミュニケーションの一層の活性化を進め、お客様の満
足を第一として業務を遂行する企業文化を育てていきます。

社会性報告

サプライチェーンにおけるＣＳＲの推進
グローバル視点でのサプライチェーンの展開と
お取引先様とのパートナーシップの強化を図ります。

社会性報告

資材調達の基本方針

日立国際電気グループは、お客様に価値を認めていただき
喜ばれる製品を提供するために、生産・供給に必要な資材・
役務などを、グローバルな市場から適切な品質・納期・価格
で調達いたします。
また、関係法令の遵守・環境配慮にも重点を置き、公正か
つオープンな取引を行い、お取引先とのパートナー関係の構
築を推進いたします。

パートナーシップ
全てのお取引先とのより良いパートナーシップ関係の構築に
より相互理解を深め、信頼関係を大切にしていきます。
オープンドアー
国内・国外を問わず、自由な競争の原則に立ち、公平かつ
公正な取引を行います。
取引先の選定
お取引先の選定は、資材の品質・納期・価格、経営の信頼
性や環境配慮・技術開発力についての充分な評価と適正な手
続きによって行います。
情報の提供
お取引先の御希望については、誠実に対応し、取引に必要
な情報をお知らせいたします。同時に、お取引先からの有用
な情報も求めています。
営業秘密の保持
提供いただいた営業秘密は、厳格に管理し、機密の保持に
努めます。

グローバル化の推進

当社グループではグローバルな競争力を高めるため、海外調達
比率の拡大、グループ調達戦略共有による海外調達拠点（ブラジ
ル、韓国）との連携強化、サプライチェーンにおけるCSR徹底な
ど、グローバルな調達パートナーシップの確立を図っています。今
後は地産地消型グローバル調達の展開と海外調達要員の増強でさ
らなる調達基盤の強化を推進します。

CSRの取り組み

調達における「基本と正道」の徹底として、調達に関連する部門
への遵法教育の徹底や定期的な社内遵法状況の調査実施により、
ＣＳＲの徹底を図るとともに全体のレベルアップを図っています。

お取引先様向けサイト
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitach-kokusai.co.jp/csr/procurement/

日立国際電気　資材調達の基本方針 検索

お取引先様との連携

ＢＰＭ（Business…Partner…Meeting）をはじめとするお取引先
様との積極的なコミュニケーション活動により調達方針、日立グ
ループガイドラインを共有し、お取引先様とともにＣＳＲの推進を
図っています。
また、一年を通じ積極的な取り組みを行っていただいたお取引
先様への表彰も継続的に実施することで取り組みの活性化を図っ
ています。20１１年度は東日本大震災の復旧活動で多くのお取引
先様のご支援をいただきました。

または

＊SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)：コミュニティ型のネットサイト

製品・サービスについてのインターネットお問い合わせ窓口
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact/

または

●サービス会社
①(株)日立国際電気サービス ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hs/

②(株)国際電気セミコンダクターサービス ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kss/

※なお、品質問題・修理の場合など、通常は担当営業または担当サービス部門が直接
　受け付けています。

価値を付加する活動
情報の流れ■品質向上への取り組みの流れ

品質マネジメントシステムの継続的改善

測定•分析および改善
•顧客満足の測定
•継続的改善

資源の運用管理
•人財育成を含む
 経営資源の管理

経営者の責任
•品質方針
•品質目標

製品の実現
•プロセス志向に
基づく製品実現

お
客
様

満
足

インプット アウトプット
製品

経営者の
レビュー

お
客
様

要
求
事
項

日立国際電気　お問い合わせ 検索 HiKQイノベーション活動の紹介サイト
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
csr/hikq.html

または

日立国際電気　改善への取り組み 検索

２０１１年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様
  

株式会社 村田製作所 様
この度は表彰いただきありがとうございます。先の東日

本大震災では弊社登米工場が被災しました。当製品は貴社
主要機種でご採用いただいており、震災直後から貴社生産
への影響が心配されましたが、貴社との緊密な連携により
危機を回避することができたことを御礼申し上げます。また

弊社生産停止中も在庫に
より対応出来たことは、日
頃の貴社標準化推進活動
の成果と思われます。今後
も日々の営業活動を通じ
て貴社事業に貢献出来る
よう取り組んで行きます。

イーグル工業 株式会社 様
この度は年間最優秀ビ
ジネスパートナーとして表
彰いただきまして大変光
栄に存じます。昨年は震
災による間接的な影響を
受けて、平常通りの生産
活動が困難になる事態と
なりましたが、貴社及び関係会社様の多大なるご支援を賜
り、臨時体制で生産数を何とか確保することが出来ました。
弊社の努力のみでは、成し得なかったことと大変感謝して
おります。今後とも皆様との協力体制のもと、生産数確保・
品質向上に取り組んでまいります。

映像・通信事業部表彰

電子機械事業部表彰

Voice

従業員の意識付けを目的に、毎期若手社員を
モデルにポスターを作成し全事業所に配布・
掲示しています。
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人財の尊重と育成
多様な人財がのびのびと力を発揮できるよう、さまざまな取り組みを実施しています。

仕事と家庭の両立支援 

当社は、｢健康で豊かな生活｣と｢やりがいのある充実した仕事｣の
両立の観点から、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の整
備・拡充や、ワークライフバランスを推進するワーキンググループ
｢Life…Revolution17｣を結成し社員が自主的に各種取り組みを推進
しています。仕事と家庭の両立と多様な観点からワーク(仕事)とラ
イフ(生活)の調和をめざすことで、すべての社員が生き生きと働
き、活躍できる職場環境づくりに努めています。

仕事と家庭の両立を支援する制度の拡充
(２０１２年４月１日からスタート)

①育児や介護を事由に退職した社員の再雇用制度
②家族の｢看護｣が必要な社員への休職・短時間勤務・
　所定外労働・深夜勤務の免除
③育児・介護を事由としたフレックスタイム制勤務

くるみんマークの取得

当社は、２０１２年４月、「次世代育成支援対策推進法」認定マー
ク（愛称：くるみん）を取得しました。同マークは、
「次世代育成支援対策推進法」に基づいて社員
の子育て支援の行動計画を策定し、その実績が
認められた企業に対して厚生労働省から交付さ
れます。当社の仕事と家庭の両立支援への取り
組みは外部機関からも評価を得ています。

多様な人財の雇用促進

当社は、「人権を尊重」し、「社会から尊敬される清廉な企業文化」
をつくりますと経営理念に、また「従業員の多様性、人格、個性を
尊重し、働きがいのある、安全で健康的な職場を確保し、研鑚と
成長の機会を提供します」と行動基準に定めています。
これに基づき、当社では障がい者雇用や高齢者社員の再雇用を
推進しています。
高齢者雇用については、２００５年度から定年退職社員を最長６５
歳まで雇用延長する再雇用制度を導入しています。経験豊富なス
キルを若い世代に伝承するとともに、働きがいのある職場の提供
を行っています。
また、障がい者雇用については、昨年度６名を新規採用し、積
極的雇用を推進して本年４月現在2.05％と法定雇用率を大きく上
回りました。さらに今後も雇用機会の拡大に努めていきます。
これからも従業員一人ひとりの満足度を高めるために、個性を大
切にし、生き生きとした職場環境の整備に努めていきます。

「ＨiＫＱの心」を実現する人財開発施策を展開します

１．当社の人財開発基本理念と本年度の基本方針
基本理念は、「自ら学び、自ら考え、自ら実行する」人財の育成
です。本年度の基本方針は、下記の４点を掲げ、HiKQイノベーシ
ョンの実現をめざします。

2．グローバル人財育成
グローバル事業の拡大に向け、人財育成を本格的に展開してい
ます。施策としては次の４点になります。
①海外現地法人における業務研修
海外現地法人における業務研修では、入社３年目以降の部門長選
抜者（６名）に加え、2011年度は新入社員から希望者を募り、ド
イツ・フランクフルトで「武者修行」する研修（１名）を開始しました。

②若手海外派遣研修
若手の海外研修として、日立の海外派遣プログラムに沿って13名の社
員を世界各地に派遣し、多様な経験を積んでもらいました。
③海外現地法人社員に対するコンプライアンス等の啓発
今年度は、昨年買収したブラジルの子会社をはじめ、海外現地法
人向けのコンプライアンス等の共通啓発講座を、ｅラーニング等
を活用して強化していきます。
④語学力の強化
語学力の強化では、ＴＯＥＩＣR試験の活用に加え、レベルアップ
の階層を２８段階設けた英会話スピーキング強化プログラムを展開
しております。さらに、ブラジルにおける事業展開を支援する目的
で、ポルトガル語の講座も開始しました。
※ＴＯＥＩＣはエデュケイショナル…テスティング…サービスの登録商標です。

3．マネジメント力強化
昨年度、部長〜主任層に展開したプロジェクトリーダ能力水準表(下
図参照)が、育成施策として定着致しました。今年度は、製品開発の
管理職層のマネジメントにフォーカスした施策を立案・実施し、製品の
品質、並びにお客様満足の向上に役立てたいと思います。

安全衛生活動

当社は、全社安全衛生方針
を作成しています。2012年度の
方針は、｢安全と健康を守るこ
とは全てに優先する｣との基本
理念の下、｢休業災害ゼロ｣、｢ケ
アレスミス・類似災害の撲滅｣
等を目標に掲げています。特に、
心身の予防管理強化として、保
健師2名から4名体制とし、各拠点従業員を含め、健康診断受診有
所見者に対する保健指導の100%実施をめざし、取り組みます。
一方、防災対策として、昨年の東日本大震災での反省事項を踏
まえ、大規模災害対策マニュアルの見直し、各拠点およびグルー
プ会社責任者を加えた全社災害対策本部体制の見直し、全社緊急
連絡網体制の整備、各復旧対策本部の見直しおよび役割の明確
化等防災体制の整備を図りました。
最後に、構外の工事現場については、工事本部スタッフが、毎月
現場を巡視、各種安全教育を実施するなど、元請け業社としての
責任および現場作業者の安全と健康の基礎を支えています。

社会性報告

※人財開発委員会の下部機構の役割
　分科会は全社共通、あるいは横串的な育成施策
　営業人財開発委員会以下は、各部門の育成施策

２０１１年５月に第１子が産まれた際に育児休
職を取得しました。職場の皆さんは驚いたと思いま

すが、上司・仲間の理解と支え
により、育児に専念することができ
ました。当社は仕事と家庭の両立を
支援するさまざまな制度が充実して
います。今回の育児休職制度の利用
により、｢私生活や家庭の充実｣から｢
仕事の充実｣への好循環を実践でき
るような気がしています。また、職場
での男性の育児休職取得への理解も
より一層深まったと感じています。

２０１１年に採用されてから品質保証部の庶務
を担当しています。私は耳が不自由ですが、社内

メールや手話を使ったり社員の方の口の動きを読み取っ
てコミュニケーションをしています。周囲の方の配慮がある
おかげで楽しくお仕事をさ
せていただいています。また、
定時後には他部署の方とフッ
トサルやソフトボールをやっ
ており、コミュニケーション
を高めることで仕事につなげ
られるよう意識しています。

Voice
Voice

お客様の対応を評価するレベル内容

レベル５ 　お客様と長年の信頼関係が構築されており、将来に亘ってお客様の　
　価値を高める提案が継続的になされ、またそれを実施できる。

レベル１ 　お客様の分析がなされておらず、受身になっている。

… …
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Ⅰ．新事業を創出できる人財の育成
Ⅱ．実行力のある人財の育成
Ⅲ．組織を活性化できる人財の育成
Ⅳ．基本業務を確実に遂行できる人財の育成

人財開発委員会
(委員長:社長)

マネジメント分科会

設計技術分科会

モノづくり・品質保証分科会

営業人財開発委員会

各工場人財開発委員会

人財開発グループ グループ各社人財開発委員会

■人財開発体制

広報・法務本部の業務に当社グループが国内
外で事業を行うにあたっての支援があり、全ての業

務において法律知識や税務・会計を含む経営基礎知識
が必須です。加えて、海外ビジネス支援では英語力や各国
固有の文化の理解も重要で
す。このため会社主催の「ス
ピーキング強化プログラム」
に参加し、これらの力・知識
の向上に取り組みました。

Voice

広報・法務本部

小野 和香子人事総務本部　人財戦略部　

大平 忍

特機事業部　品質保証部

会津 みなみ

2012年認定マーク
くるみん
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■高齢者再雇用率推移（当社単独）

■障がい者雇用率推移（当社単独）

■プロジェクトリーダー能力水準表《ステークホルダー対応力》

■育児休職取得者・短時間勤務利用者数（当社単独）

工事現場事務所での安全教育
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地域社会との共生
地域の状況や人々の想いを理解し、感度を高め、未来のニーズを考えます。

エコキャップ活動への取り組み

八木電子（株）秋田事業所では、2010年4月より、東北ペプシコー
ラ販売（株）秋田支店様の協力により、食堂にある自動販売機横
にペットボトルのキャップ回収ボックスを設置し、NPO法人エコキ
ャップ推進協会を通じて世界の子どもたちへポリオワクチンを贈る
活動に取り組んでいます。2011年3月から7月までの累計では、ボ
トルキャップ3,325個を回収し、ポリオワクチン4.1人分になりまし
た。また、回収することで可燃ゴミとして燃やした場合に発生する
CO2の排出量を、26Kg抑制したことになります。
エコキャップ活動は、2008年度より当社グループ全体で取り組ん
でおり、2011年度末までに累計950人分以上のワクチンを寄付し、
6,0 0 0Kg以上の
CO2排出量を抑制
したことになります。

「東京都・小平市・西東京市・武蔵野市・小金井市 
合同総合防災訓練」への参加

２０１１年１０月２９日(土)に行われた、「東京都・小平市・西東京
市・武蔵野市・小金井市合同総合防災訓練」に当社、（株）日立国
際電気サービス、国際電気テクノサービス（株）からの選出メンバー
計６名で参加しました。
本訓練は、震災時における都、市、各防災機関との連携の強化
および自助・共助に基づく地域防災力の向上を目的とした住民参

社会貢献活動の詳細情報サイト
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitach-kokusai.co.jp/csr/
society/action.html

加型の訓練で、各団体の職員、警察官、消防官、自衛隊および一
般市民を加えた約７,５００名の方が参加しました。当社グループの
メンバーも、毛布を活用した負傷者の搬送訓練や、倒壊家屋から
の救出等の訓練を行いました。
この訓練を通し、参加メンバー
全員が有事の時には、身の安全
確保を行った上で、負傷者等の
救助・救出も行えるような「自
助・共助」の心構えを持つことの
重要性を再認識しました。

みやぎ大菊花展柴田大会 会場設営奉仕活動に参加

宮城県柴田町の秋の風物詩
である「菊の祭典」は、船岡
城址公園三の丸広場を会場
に、毎年10月中旬から11月中
旬にかけて開催しています。菊
栽培愛好者が主体となり、柴
田町観光事業の振興と地域文
化の発展のために、地域住民

参加型の官民協働で実施されています。
当社仙台分工場では協賛金による協力のほかに、会場設営の準
備を目的とした奉仕活動に毎年参加しています。2011年度も10月
14日に行われ、「みやぎ大菊花展」および「柴田町菊花品評会」
に出展される菊の搬入と配置を、地域企業の一員として奉仕作業
を行いました。
柴田町の一大イベント、伝統ある菊まつりとして開催されますの
で、今後も奉仕活動によ
る地域貢献を続けていき
ます。

東南アジア洪水災害に対し、 
マッチングファンドで救援金を募金

2011年7月から東南アジアを襲った豪雨、高潮は広い範囲に洪
水災害をもたらし、タイをはじめ、ベトナム、ラオス、カンボジア、
フィリピンを含む５カ国の避難者は８百万人にも及びました。

当社グループでは同年3月の東
日本大震災に続き「義援金シス
テム」を用いて従業員募金を行
うとともに、同額を会社が寄付
金として上乗せするマッチングフ
ァンド方式により救援金を送りま
した。この救援金は、特定非営
利法人ジャパン・プラットフォー
ムを通じて被災地の食料、衛
生・サバイバルキット、学用品な
ど緊急支援物資を購入し、また
それらを届けるNPOの活動を支
える資金として活用されました。

岩手県陸前高田市における 
復興支援ボランティア活動の実施

当社羽村工場では、2011年10月に労使一体の取り組みとして、
31名で岩手県陸前高田市にて被災地復興支援ボランティア活動を
行いました。
現地はまだまだ復興が遅れており、住居や店舗だけでなく、道
路や橋、線路や駅など町全体が津波で流され、想像を超えた凄ま
じい光景でした。
当日は悪天候により作業時間は短縮されましたが、土砂降りの
中、津波の被害を受けた水田に入り、手作業でがれきの撤去作業
を行いました。
今回被災地の状況を実際に見ることで、他人ごとではなく、復
興には日本全体で継続的な支援が必要であると感じました。
この水田でお米が収穫できる日が早く訪れることを、心から祈っ
ています。

日立国際電気　社会貢献活動 検索

日立青葉会清掃ボランティア活動に参加

恒例となった第8回日立青葉会清掃ボランティアが、2011年11月
12日（土）に開催されました。
今回も多くの方の関心を集め、46社525名の参加があり、当社
東北支社・（株）日立国際電気サ－ビス東北支店・八木アンテナ（株）
から計15名が参加しました。西公園に集合し、西公園から大町・
一番町（広瀬通り〜南町通り）までのエリアの清掃活動を行いました。

季節の地域行事メーデーのミサに参列

2012年5月1日にはブラジル／サンタヒタ市民の精神的な支えに
なっているサンタヒタ教会のミサに招かれ、日立国際リネアール社
の代表として、現地社員ほか10数名がユニフォームを着用して参
列しました。
市内の企業15社を含め、1,000名が参加するという規模の、冬
を前にしたメーデーの定例的なミサですが、日立国際リネアール
社は今回の参加と合わせ、毛布を寄贈しました。

社会性報告

食堂の自動販売機横に設置した回収ボックス

消防官の説明を真剣に聞く 当社グループの参加メンバー

東北ペプシコーラ販売(株)様から提供いただいた回収ボックス

ろ過器を配布し使い方の講習会を開く
写真提供：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

人形を使って負傷者搬送を説明

当社グループの参加メンバー

教会に集まった市民に融け込む

悪天候の中、集めたがれきとゴミを前に

日立国際電気グループの地域貢献をアピール

まばゆいばかりの菊の花
写真提供：しばた大菊花展実行委員会

伝統的な菊人形
写真提供：しばた大菊花展実行委員会
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ガバナンスとリスク対応
企業理念の体系を見直し、位置づけやCSRについての考え方とともにわかりやすくしました。

企業理念、経営理念および行動基準の改定 

当社は2005年に企業行動基準を改定、公開し、ＣＳＲ重視の経
営方針を明らかにしてきましたが、このほどこれを再度改定し、「企
業理念、経営理念および行動基準」としました。
これの全文は本報告書の第3、4ページに、社長メッセージとと
もに掲載しています。「企業理念、経営理念」に示した基本方針を、
「行動基準」と、2010年10月に制定した「日立国際電気グループ
行動規範」とに示す活動を通じて実現することにより、社会の期
待と信頼に応えることとしています。
またこれらを中心にしてお客様第一の企業文化醸成運動である

「HiKQイノベーション活動」を活性化し、中期経営計画「HK-AV10」
の実現に尽力しています。

企業理念、経営理念および行動基準の全文は本報告書の第３、
４ページ、またはインターネットサイトをご参照ください。

当社の考えるＣＳＲとその実践 

2010年11月のISO26000発行に続き、2011年5月にはOECD多
国籍企業行動指針の改定があり、グローバルに活動する企業に期待
される多様な社会的責任の内容が次第に明確になりつつあります。
「日立国際電気グループ行動規範」は第3章において社会との双
方向のコミュニケーションの促進、反社会的取引の防止、第4章で
人権阻害に関与しないよう、サプライチェーンも含めた配慮、社会
的責任に留意した雇用など、上記国際的な動向や国内の今日的な
課題に対応した内容が盛り込まれています。これをインターネット
で社外開示し、ステークホルダーの皆様との対話を通じ、また協
力をいただきつつ実践していくこととしました。
さらに、「日立グループＣＳＲ活動取り組み方針」を基準とした自
己評価ツールを用い、定期的なチェックと改善への取り組みを継
続しています。

リスクを把握し、適切に対応します

コンプライアンス
談合やカルテルは社会に対する企業の犯罪行為であり、これを
一切はねつけ、競争力強化を図ることは企業の体質改革、お客様
第一主義にも通じます。また、企業や個人の情報保護にも社会の
関心が高まっています。核開発問題など、国際情勢の不安要素を
反映して、輸出管理の重要性も増しています。当社のCSR推進本
部を中心に、教育や定期監査を、内容を更新しつつ実施し、コン
プライアンス（＝社会の信頼に応えること）に関するトップの強い
意志が当社グループの隅々まで徹底するよう取り組んでいます。

BCP（事業継続計画）
2009年度に策定したH5N1新型インフルエンザＢＣＰ、2010年
度に策定した大規模地震ＢＣＰを定期的に見直しつつ運用してい
ます。
2011年度は東日本大震災の経験を踏まえ、新たな被災シナリオ
や、部門別の状況を踏まえた見直しと改善を進めました。引き続
き多面的な課題に検討を加え、全社的対応により改善を図ります。

内部通報制度「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」

社内報や研修、イントラネットを通じ、「秘密を守る」「通報した
人に不利益となる扱いをしない」「誠実に対応する」方針とともに
各グループ会社を含め周知を図り、社外委員の弁護士を含む委員
会で運営、適切な対応により通報者の信頼に応えています。

財務情報の信頼性確保
財務情報の信頼性確保を主な目的とする内部統制については、
親会社である（株）日立製作所と連携し、日立グループの内部統制
の枠組みとツールを用いて整備し、また評価・改善を行っています。
2011年度は、新たにグループ会社に加わった海外の３社を含め
た評価、運用となり、ガバナンスやリスク評価、基本的な業務プ
ロセスの面を中心に計画的な改善を進めることで、財務情報の信
頼性確保だけでなく、グローバルな事業運営の有効性・効率性の
向上にも役立てています。

公正、積極的な情報開示をします

決算説明会など
機関投資家、証券アナリストの皆様向けに、四半期ごとの決算
説明会、個別取材などを通じ、当社グループについての理解を深
めていただく取り組みをしています。

CSR情報のインターネット開示
「日立国際電気グループCSR報告書2012」に載せ切れない詳し
い情報や、継続的にお伝えしたい内容は、当社インターネット・
ホームページの「CSR情報」サイトに掲載していますので、ぜひ折
に触れご参照の上、この報告書同様、ご意見、ご感想をお寄せく
ださい。

社会性報告

■企業理念体系と経営方針

第1章 誠実で公正な事業活動
1.1 高品質で安全性の高い製品・

サービスの提供

1.2 営業活動

1.3 調達活動

1.4 自社ブランドおよび日立ブランド

の尊重

1.5 技術者倫理の遵守

第2章 環境の保全
2.1 環境経営の推進

2.2 環境に配慮した事業活動・

環境管理の推進

2.3 ステークホルダーとの対話

第3章 社会との関係
3.1 企業情報の開示

3.2 地域社会への貢献

3.3 政治・行政との関係

3.4 反社会的取引の防止

3.5 贈物・接待などについて

3.6 各国・各地域の文化・慣習の尊重

と法令遵守

第4章 人権の尊重
4.1 人権の尊重に向けて

4.2 差別の撤廃

4.3 情報管理にともなう人権の尊重

4.4 労働における基本的権利の尊重

第5章 経営基盤
5.1 情報の管理と利用

5.2 内部情報の利用とその留意点

5.3 会社資産の管理と保全

5.4 従業員の力を引き出す環境の

整備

5.5 輸出入関連法令の遵守

第6章 行動規範の遵守の仕組み
6.1 ルールの徹底

6.2 自己チェック

6.3 内部通報制度

第7章 経営トップの責任
第8章 その他（改正、適用範囲等）

■日立国際電気グループ行動規範の構成

1　企業活動としての社会的責任の自覚 
2　事業活動を通じた社会への貢献 
3　情報開示とコミュニケーション 
4　企業倫理と人権の尊重 
5　環境保全活動の推進 
6　社会貢献活動の推進 
7　働き易い職場作り
8　ビジネスパートナーとの社会的責任意識の共有化

■日立グループＣＳＲ活動取り組み方針

日立国際電気グループ倫理ヘルプライン
電　 話： 03-3254-7391
eメール： rinri.helpline@h-kokusai.com
郵　 便： 〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1
　　　　 秋葉原UDXビル11Ｆ

　　　  ㈱日立国際電気 倫理ヘルプライン担当 宛
※全グループの従業員のほか、お取引先様よりの通報もお受けします。

(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
corporate/standard.html

(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
corporate/action.html

(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/

または または または日立国際電気　企業理念 検索 日立国際電気グループ行動規範 検索 日立国際電気　CSR情報 検索

グループ行動規範：経営者と従業員が守るべき具体的事項

グループ行動規範のそれぞれの項目の全文はインターネットサイ
トをご参照ください。

企業理念：当社グループのあるべき姿、存在意義を示すもの
経営理念：会社運営の基軸
行動基準：事業活動を進める上で重要と考えること

日立国際電気グループ
行動規範

行動基準

経営理念

企業理念

経営戦略
HK-AV10 HiKQの心

風土醸成活動
HiKQイノベーション活動

2012.4.1. 改定

企業理念等の紹介サイト グループ行動規範等の紹介サイト CSR情報の紹介サイト

2012年3月期決算説明会
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環境マインド＆グローバル環境経営
日立国際電気の行動基準と環境保全行動指針に則り、
環境マネジメントシステムの構築を柱に環境マインドの醸成に取り組んでいます。

環境報告

環境管理体制

環境担当役員、各工場長およびグループ会社の環境担当役員で
構成する「環境推進委員会」において、当社グループ全体の中長
期環境行動計画、年間目標、重点課題を審議・決定し、展開して
います。モノづくり統括本部環境統括室は、環境推進委員会での
決定事項をベースに計画を推進し、「環境管理責任者会議」および
「環境担当者会議」において進捗フォローアップを行っています。

2011年度環境活動目標と実績

「GREEN21-2015」2011年度評価結果

日立グループでは、環境活動レベルの改善や向上を図るために、
環境活動を自己評価する仕組みである「GREEN21」を運用してい
ます。GREEN21は、環境活動分野を8カテゴリーに分類し、環境
行動計画の目標達成度や活動内容を評価してレーダーチャートに
より結果を可視化する仕組みです。
2011〜2015年度は、「GREEN21-2015」として、環境事業の拡
大による経営への貢献や生態系の保全、サプライチェーンを通じた
環境情報の収集・伝達に関する活動を評価項目に加え、レベルの
引き上げに取り組んでいます。
当社の2011年度の実績は、日立グループの共通目標である
384GPに対して、468GPであり、目標を達成しました。

環境会計

｢日立環境会計指針｣に基づき、環境保全コストは環境にかかわ
る設備投資や研究開発費用などを対象とし、環境保全効果は、リ
サイクル売却益や省エネ設備投資などに伴う経費節減効果を把握
しています。これらの結果に基づき、投資対効果の向上に努めて
います。

環境教育ｅラーニング実施

当社グループでは、全社員を対象として2007年度より日立グ
ループのイントラネットによる環境教育プログラム（ｅラーニング）
を実施しています。一般的な環境の基礎から日立グループ独自の
環境への取り組みなど、幅広い学習内容となっています。2011年
度は当社グループで約4,600人が受講しました。
今後もｅラーニングを通じて環境教育を推進していきます。

■ISO14001認証取得状況
当社グループでは、1996年度からISO14001（環境マネジメントシステム）の認証取得を開始し、2006年度にはすべての製造・サービ
ス拠点で取得を完了しました。
2007年度は、お客様との接点である本社営業部門、2011年度には、支社・営業所の営業部門に適用範囲を拡大し、ISO14001認証を
継続しています。

カテゴリー 主要項目 行動目標 指　標
最終年度
(2015年度)
目　標

2011年度
目　標

2011年度
実　績

評　価

環境マインド＆グローバル
環境経営

環境管理システムの構築
環境活動レベルの向上
(GP：グリーンポイント)

GREEN21-2015のGP 640 GP 384 GP 468 GP

環境リテラシーの醸成
環境ｅラーニングによる
環境マインド醸成

受講率 98 % 90 % 98 %

次世代製品と
サービスの提供

エコプロダクツの推進 環境適合製品の拡大 環境適合製品売上高比率 88 % 60 % 64 %

環境に高いレベルで
配慮した工場とオフィス

地球温暖化の防止 CO2排出原単位改善
生産高CO2排出量原単位
(基準年度2005年）

−10 % ＋4 % −14 %  

輸送時のエネルギー削減 輸送エネルギー原単位改善
生産高輸送エネルギー原単位
(基準年度2006年)

−15 % −12 % −20 %

資源の有効活用

　

廃棄物等発生量原単位改善
生産高廃棄物等発生量原単位
(基準年度2005年)

−20 % −16 % −7 %

電子マニフェスト推進 登録(交付)率の向上 90%以上 70 % 83 %

評価基準 　　　　　:達成　　　　:達成率80%以上 　　:達成率80%未満

日立国際電気環境保全行動指針
【スローガン】

製品・サービスを通じて環境と調和した持続
可能な社会を実現するために、当社は製品
の全ライフサイクルにおける環境負荷低減
を目指したグローバルなものづくりを推進し、
地球環境保全に努めることにより社会的責
任を果たす。

(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/
environment/earth.html

または 日立国際電気 環境保全行動指針 検索

社 長

仙台分工場

グループ会社

環境担当役員

環境推進委員会

環境管理責任者会議 環境担当者会議

モノづくり統括本部環境統括室

（2回／年）

（1回／月）（1回／年）

小金井工場 富山工場 羽村工場本 社

支 社

2011年度環境行動計画主要項目の実績・評価は以下の通りです。

カテゴリー 主な評価内容

1 環境経営 環境管理、環境会計、法規制遵守

2 環境事業 1億トンCO2排出抑制、環境事業戦略

3 サプライチェーン サプライチェーンを通じた環境情報の収集と伝達

4 エコマインド 環境教育、環境エキスパートの育成

5 エコプロダクツ 製品・サービス等のアセスメント

6 地球温暖化防止 CO2排出量の削減、省エネ努力、輸送省エネ

7 資源循環 資源循環、化学物質管理

8 ステークホルダーとの環境協働 情報開示、コミュニケーション活動、
地球市民活動、生態系の保全

20

0

40

60

80

100
1.環境経営

2.環境事業
8.ステークホルダーとの

環境協働

6.地球温暖化防止

　  2011年度実績
---- 日立グループ共通目標値

3.サプライチェーン

4. エコマインド

5.エコプロダクツ

7.資源循環

■GREEN21評価項目

■グリーンポイント

項　目 2009年度 2010年度 2011年度 主な内容
事業所エリア内
コスト 188.1 197.0 204.4

環境負荷低減設備の維持管理費、
減価償却費など

上･下流コスト 0.1 0.2 0.1
グリーン調達費用、
リサイクル費用

管理活動コスト 75.9 67.3 43.8
環境管理人件費､
環境マネジメントシステム費用

研究開発コスト 310.8 166.7 215.6
製品・製造工程環境負荷低減の
研究・開発および製品設計費用

社会活動コスト 1.7 2.0 1.9
緑化･美化などの環境改善､
PR・広報費用

環境損傷コスト 0 0 0
環境損傷コスト環境関連の対策、
拠出金課徴金

合計 576.7 433.1 465.9 −

項　目 2009年度 2010年度 2011年度 主な内容
環境保全に対する
投資

42.3 9.2 57.4
省エネ設備などの直接的
環境負荷低減設備への投資

■環境保全コスト
費用［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

項　目 2009年度 2010年度 2011年度 主な内容

実収入効果 2.2 8.3 9.7 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減効果 85.9 10.0 10.3 省エネ設備による経費節減効果など

合計 88.1 18.3 20.0 −

■環境保全効果
経済効果［単位：百万円］

環境保全行動指針の紹介サイト
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地球温暖化防止(省エネルギー)

環境に高いレベルで配慮した工場とオフィス
製品の生産プロセス全体を通じて、節電や設備の改善による
地球温暖化防止対策、廃棄物削減活動などに取り組んでいます。

環境報告

事業活動と環境負荷

廃棄物等発生量の削減

当社および製造グループ会社では、2011年度から生産活動にお
いて不要物として発生する廃棄物等を抑制する取り組みとし…
て、廃棄物等発生量原単位を2015年度に2005年度比で20%削
減する目標を掲げています。
2011年度は、廃棄物等発生量原単位を16％削減する目標に対し
て、海外生産製品の木枠梱包材にともなう廃棄物が増加したた

め、実績7％削減となり、目標未達となりました。
改善策として、木枠梱包材からダンボール梱包材への切り替え
により、梱包材重量の10％削減と梱包荷姿あたりの製品数を50
％増加させる対策を2012年度から実施し、廃棄物等発生量の抑
制に取り組んでいきます。

当社グループでは、製品を提供するために、資源やエネルギー
などを投入し、結果としてCO2や廃棄物などを排出しています。当
社および製造グループ会社＊1では、これらの投入量や排出量を把
握し、有害化学物質の削減やエネルギー使用効率の向上に努めて

います。
なお、原材料の調達段階および製品の環境負荷削減について
は、それぞれ「サプライチェーンにおけるCSRの推進」のページお
よび「次世代製品とサービスの提供」のページで紹介しています。

当社および製造グループ会社では、製造段階のエネルギーを削減
する取り組みとして、生産高CO2排出量原単位を2015年度に2005
年度比で10％削減する目標を掲げています。2011年度は、当初生
産量増加見通しに基づき、生産高CO2排出量原単位を4％増加に抑
制する目標を設定していましたが、2011年度は東日本大震災にとも
なう電力不足への対応として、電力使用量の多い羽村工場や小金井
工場における独自のサマータイム制度(午前8時始業)の実施のほか、
輪番休日、LED卓上スタンドを使用した照明電力の削減などの効果
により、生産高CO2排出量原単位を14％削減し目標を大幅に達成し
ました。
設備面の取り組みとして、2011年度は、高効率空調機器の更新、
Hf照明器具への更新、電力監視システムの導入などを実施しまし
た。また、運用面の取り組みとしては、2005年から政府が推進す
る地球温暖化防止国民運動に賛同し、すべての事業所において
「クールビズ」「ウォームビズ」の実施、「ライトダウンキャンペーン」
への参加を継続しています。さらに、2011年度は節電意識の向上を
図るため、推進ポスターを作成し全事業所に配布・掲示しました。

PRTR法対象化学物質

2001年4月に施行された｢化学物質排出把握管理促進法（PRTR
法）｣に基づき、対象化学物質を一定量以上取り扱う事業所に届出
義務が課せられました。2010年度のPRTR法対象化学物質の改定
にともない､当社および製造グループ会社では、主にプリント基板
の表面処理に使用する化学物質、燃料に含まれる化学物質が対象
となっています。2011年度実績も、取扱量の把握と届出を行って
います。

電気
燃料油(重油・灯油) 
ガス(都市ガス・LPG)

紙

原材料

化学物質

水

エネルギー
32,267 MWh (‒19％)

273 kL (‒19％)
111 千m3      (2％)

76ｔ (‒24％)

PRTR＊2 化学物質取扱量

上水､工業用水､地下水

54ｔ (‒36％)

220千m3    (4％)

INPUT
CO2排出量
SOx
NOx

排出量
最終処分量

廃棄物・有価物

化学物質

排水

排ガス
12,760ｔ (‒18％)
232Nm3    (‒6％)
282Nm3 (‒23％)

1,118ｔ  (11％)
4ｔ (‒19％)

PRTR化学物質排出・移動・リサイクル量

排水量
BOD
COD

49ｔ(‒37％)

220千m3      (4％)
0.3ｔ(‒80％)
0ｔ   (0％)

OUTPUT

(　　)内は2010年度比を示します。＊1 製造グループ会社：八木アンテナ(株)、(株)日立国際電気エンジニアリング、(株)五洋電子
＊2 PRTR：Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)

当社および
製造グループ会社の

事業活動

製品

■PRTR法対象化学物質の排出・移動量実績 

化学物質名 取扱量 排出量 移動量 消費量 除去処理量 リサイクル量

塩化第二鉄 48,030 0 0 0 0 48,030

キシレン 1,436 28 11 1,398 0 0

1, 2, 4−
トリメチルベンゼン

1,901 0 0 1,901 0 0

トルエン 184 131 34 18 0 0

鉛 425 0 8 368 0 50

ふっ化水素及び
その水溶性塩

686 149 537 0 0 0

メチルナフタレン 1,423 0 0 1,423 0 0

(当社と製造グループ会社　合計）[単位：kg/年]

※主な取扱物質を表に掲載

■廃棄物等発生量と原単位の推移

2005 08 09 10 11 12 2015[年度]
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■廃棄物等発生量の抑制事例
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※CO2排出量の算定に使用したCO2排出係数は、環境省公表による各電力会社の係数を使用。
　2010年度以降のCO2排出係数は、日立グループで使用している0.36を使用しています。
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■CO2排出量および生産高CO2排出量原単位の推移

改善前の木枠梱包

LED卓上スタンド導入前の執務室

改善後のダンボール梱包

LED卓上スタンド導入後の執務室

■節電対策の実施事例
■節電推進ポスター
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次世代製品とサービスの提供
製品の素材製造・生産、お客様のご使用・廃棄にわたる一生を通じて、
環境に与える負荷を小さくする活動に取り組んでいます。

ステークホルダーとの環境協働
ステークホルダーへの情報開示と環境コミュニケーションを図っています。環境報告 環境報告

GREEN21 表彰　羽村工場 
部門賞｢スーパーエコファクトリー&オフィス｣受賞

日立グループでは、環境活動の活性化を図るとともに、先進事
例を展開するため｢GREEN21｣を活用し、表彰制度｢GREEN21表
彰｣を設けています。
2011年度の表彰では、日立グループ内より30件の応募があり、
大賞1件、部門賞4件、奨励賞4件、特別賞1件が表彰されました。
この中で羽村工場は｢エコファクトリー&オフィス｣の部門賞を受賞
しました。羽村工場では、組み立て現場のレイアウト改善による作
業効率の向上や同一敷地内にあるグループ会社との建屋の集約
化、施設の共同利用を進めることで、電力使用量の低減を図って
きました。さらに、高効率のHfインバーター蛍光灯や空調機など
の省エネ機器・設備を積極的に導入してきた結果、この表彰の対
象となった2010年度は5年間平均エネルギー利用効率原単位を年
間8.2%改善しました。また、全廃棄物発生量の20％以上を占め
る仕様書などの機密書類にあたる紙廃棄物は、湿式シュレッダー

を導入してコピー用紙
へのマテリアルリサイ
クル化を進めるなど、
分別の徹底とリサイク
ル処理を図り、2010
年度の最終処分量は0
％となりました。

小金井工場・仙台分工場ファミリーデー環境展示

2011年12月に小金井工場、2012年4月に仙台分工場でファミ
リーデーを開催しました。当社グループの環境の取り組みである環
境シンボルバッジの着用、環境適合製品、製品を通じた生態系保
全などを展示しました。
また、仙台分工場では、積極的に取り組んでいる廃棄物の分別
についても展示しました。
従業員のご家族の皆様にも当社グループの環境活動を紹介する

ことができ、非常
に良い機会となり
ました。今後もさ
まざまな機会を活
用し、環境活動を
紹介していきます。

夏季グリーンカーテンプロジェクト

日立グループでは、2011年夏に節電対策のひとつとしてゴーヤ
を栽培するグリーンカーテンプロジェクトを実施しました。
ゴーヤを栽培する上では不利な環境の事業所もありましたが、
土壌の改良や寒冷の潮風を防ぐ防風ネットを設置するなど、栽培
を工夫し当社グループも全体で取り組みました。植栽から収穫ま
でを記録した観察日記やゴーヤを使った料理をイントラネットで紹
介し、また収穫したゴーヤは食堂で無料提供しました。
このような活動を通じて節電効果はもとより、従業員の節電意
識の向上やコミュニケーションの向上にもつながりました。
ゴーヤの苗420本、700㎡の大規模で栽培を実施した羽村工場

では、第1回｢日立グ
ループグリーンカーテン
コンテスト｣において、
応募総数85件の中か
ら団体部門インスパイ
ア賞の奨励賞を受賞し
ました。

企業の森づくり活動表彰

当社グループでは、富山県にある事業所で(株)国際電気セミコン
ダクターサービスを中心に2006年より「企業のもりづくり活動」と
して、敷地の裏に広がる里山(日立国際電気の森)において、遊歩道
の開発・整備、緑地の草刈りや植林活動に取り組んできました。
その5年間の継続した活動が評価され、2011年5月26日｢第12回
とやまのもりの祭典｣の席上、もりづくり議長(富山県知事)より｢水
と緑の森づくり表彰｣を受賞しました。
2011年度も、4月から当社グループ北陸地区全体の取り組みとし
て月1回の活動を実施してきました。2011年10月16日晴天の下、
NPO法人｢きんたろう倶楽部｣との協業により緑地の草刈りや遊歩
道の整備に汗を流し、その集大成として念願であった日立国際電

気の森の緑地か
ら、敷地裏までの
約2kmの遊歩道が
ついに全線開通と
なりました。
なお、当日の活
動の様子は地元紙
北日本新聞で紹介
されました。

環境適合製品セレクト
環境適合製品セレクトとは、日立グループの環境適合製品の中
で、温暖化ガス(CO2などの温室効果ガス)の排出と資源の消費を
抑え、製品・サービスの価値を向上させる度合いを表す環境効率
が、特に高い製品、サービスをいいます。
具体的には、次の1〜4いずれかの項目を満たす製品、サービス
を環境適合製品セレクトとしています。2010年度までのスーパー
環境適合製品に比べ、より環境性能の高い基準となっています。
1.…温暖化防止ファクターまたは資源ファクターが10以上
　…(基準年度を2000年度から2005年度に変更、機能を厳選)
2.…業界トップクラス
3.…社外表彰、公的認定を受賞
4.…2005年度製品比CO2削減率50％以上
2011年度は、環境適合製品セレクト製品を生み出すための試行
を実施してきました。

環境適合設計アセスメントの拡大
環境適合設計アセスメントは、9つのカテゴリーは変わりません
が、2011年度にLCA＊評価をVer.2に追加し、製品のCO2排出量を
評価する仕組みを、Ver.4と併せて2つと充実させました。

エコプロダクツ（環境適合製品）

2011年度の環境適合製品
当社グループでは、製品のライフサイクルの各段階で、製品の環境負荷をできる限り軽減できるよう「環境適合設計アセスメント」を導入
し、製品開発を進めています。
2011年度には、新たに36機種、6業務の環境適合製品を登録しました。

環境適合設計アセスメント名称 LCA評価

1 環境適合設計アセスメントVer.4 有

2 環境適合設計アセスメントVer.2 有

3 エンジニアリング(保守等) 無

4 物　流 無

5 工　事（据　付） 無

6 修　理 無

7 営　業 無

8 ソフトウェア 無

9 受託・請負生産 無

■９つのアセスメント

＊ LCA(ライフサイクルアセスメント)：素材製造から生産、使用、廃棄・リサイクルに至るラ
イフサイクル全体を対象として、投入される資源・エネルギー及び排出量を定量的に把握す
る手法

ネットワークデジタルレコーダ
SR-N5010
❶CO2排出量（ライフサイクル）

1.1t-CO2 ：55％低減
❷新規資源量 ：41％低減
❸消費電力 ：56％低減
❹温暖化ファクター ：5.0
（2007年発売製品SR-N130B比）

地区放送用戸別受信機
ECF-5601
❶CO2排出量（ライフサイクル） 

0.02t-CO2 ：12％低減
❷新規資源量 ：3％低減
❸消費電力 ：20％低減
❹温暖化ファクター ：2.8
（2000年発売製品ECF-1601比）

770MHz双方向増幅器
MTB40A-45
❶CO2排出量（ライフサイクル）

3.3t-CO2 ：10％低減
❷新規資源量 ：0％低減
❸消費電力 ：20％低減
❹温暖化ファクター ：1.3
(2009年発売製品MT272-45比）

回線試験・切替装置
ZC-1
❶CO2排出量（ライフサイクル）

22ｔ-CO2 ：36％低減
❷新規資源量 ：53％低減
❸消費電力 ：9％低減
❹資源ファクター ：2.8
（1992年発売製品SW-1比）

屋外用PTZ＆電動ドーム型ネットワークカメラ
HC-IP3100
❶CO2排出量（ライフサイクル）

0.4t-CO2 ：68％低減
❷新規資源量 ：51％増
❸消費電力 ：70％低減
❹温暖化ファクター ：5.7
（2005年発売製品HC-350比）

1.5GHz/2.5GHz帯共用オムニアンテナ
VCL16-192501
❶CO2排出量（ライフサイクル）

0.04t-CO2 ：39％低減
❷新規資源量 ：80％低減
❸消費電力 ：―
❹資源ファクター ：9.3
（1996年発売製品VCL18-15002T比）

日立製作所より表彰される中村副事業部長（当時）（左）

羽村工場グリーンカーテンの様子

｢日立国際電気の森｣遊歩道整備の様子小金井工場展示の様子
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日立国際電気　CSR報告書 検索

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/er/

編 集 後 記

2012 年 6月

ブラジル放送機器メーカーがグループ会社に加わったことで、社会的責
任の範囲の拡がりも加速しました。新しい企業理念に照らして、当社グ
ループが社会の期待に、より早く、的確に応えようと取り組んでいるかど
うか、読者の皆様の判定を仰ぐ思いで編集しました。インターネットの当
社ホームページ、「CSR情報」も併せてご参照いただき、ご意見・ご感想をお
寄せくださいますよう、お願いいたします。

CSR報告書2012
日立国際電気グループ

グローバル化を加速し、社会の期待に応える
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