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　2014年度は、海外においては、先進国では緩やかな経済成
長が持続したものの、新興国には景気低迷が見られるなど、
全体としては流動的な状況が継続しました。一方、国内におい
ては、政府による経済振興策の継続により公共事業分野における
需要が堅調に推移しました。
　このような状況のもと、当社グループは、既存事業の競争力
強化とともに、グローバルビジネスの拡大や新事業の立ち上げに
向けた施策を推進してまいりました。映像・無線ネットワーク
部門では、堅調な公共事業投資を受け、着実な需要の取り込みに
努め積極的な営業活動を展開しました。さらに、ボツワナ共和国
の国営放送局から放送用送信機の受注を獲得するなどグロー
バルビジネスの拡大に注力しました。エコ・薄膜プロセス部門
では、アジアにおける半導体メーカーの堅調な設備投資を背景
に、顧客ニーズを捉えた製品やサービスの提案活動を推進し、

過去最高の売上、営業利益を達成することができました。
　これら拡販努力と、日立グループ連携によるコスト構造改
革の進捗により、2015年度を最終年度とする中期経営計画

「HK-AV10」は、その重点指標である営業利益率10％を含め
諸目標の達成を着実に視野に入れ推進しています。ステーク
ホルダーの皆様のご支援の賜物と感謝いたします。
　2015年度は、中期経営計画「HK-AV10」の最終目標達成に
向け、「スマトラプロジェクト（Hitachi Smart Transformation 
Project）」を通じてキャッシュ・フロー改善を促進し、事業の継
続的な成長を実現していくための資金確保に取り組むととも
に、以下の施策を推進してまいります。併せて、2016年度から
の次期中期経営計画の策定に取り組みます。
　映像・無線ネットワーク部門においては、防災行政無線シス
テム等の当社の強みとする事業を盤石なものとするため、当社
グループ内の連携や日立グループとの連携を強化し、小規模
化や高度化等刻々と変化する市場ニーズを先取りした製品や
ソリューション・サービスの高付加価値化を図り、国内ベース
ロード事業の強化を推進します。さらに、アジアにおける現地
法人設立による事業体制の強化、南米子会社のグローバル生
産体制の増強、北米子会社及び中東における提携先企業との
連携強化等を通じてグローバルビジネスを拡大し、当社の将
来の基盤確立に向けて海外売上高比率の増加をめざします。
また、IoT（Internet of Things）関連システム、高度広域セキュリ
ティーシステム等の分野において、事業の成長に向けて次世代
事業を立ち上げるべく、プロジェクト体制を整備して取り組み
ます。ソリューション・サービス事業においては、当社グルー
プ内の連携や日立グループとの連携を強化し、民需システムや
地域密着型の小規模ソリューション事業の拡大を図り、社会
イノベーション事業の拡幅に向けた取り組みを推進します。
　エコ・薄膜プロセス部門においては、顧客ニーズを先取りした
営業提案活動の推進や顧客との共同開発の強化を通じて、縦型
装置の特質を生かした攻めの事業展開を推進するほか、高生産
性次世代製品の投入により、縦型装置のシェアの維持・拡大を
めざします。さらに、半導体製造プロセスの急速な進化に伴う
微細化、三次元化などの新たなプロセスソリューションへの
顧客要求に応えるための取り組みを強化し、新プロセス、新分野
において次の柱となる事業の確立をめざします。また、品質管理
の高度化、生産能力の増強により顧客要求に即応できる体制を
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整備するとともに、原材料調達の最適化、設計の合理化などに
より市場環境の急激な変化にも耐え得る柔軟な生産体制を維持
します。完全子会社化を企図して公開買付けを実施した韓国
子会社においては、顧客からのご要求に、素早く的確にお応え
できるよう、現地での製造、調達、サービスを含め対応力を強化
し、顧客満足度の向上を図り事業の拡大をめざします。加えて、
プロダクト・ライフサイクル・ビジネスとして順調な拡大を
続けるサービス事業をさらに強化するとともに、既納入機器
の増加に伴うビジネス機会を生かし、売上高のさらなる拡大を
めざします。
　当社グループは、社会の持続的な発展に向けて果たすべき
役割を、企業理念において「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」と
定めています。自然災害や犯罪・テロの脅威、交通や産業の
発展にともなう各種のリスク増大に対応し、安心・安全な社会
を実現すること、またそのための技術革新や、より豊かで幸福
な生き方の追及を後押しすることが、当社グループが取り組む
主要な課題であると考えています。
　持続可能な社会の実現をめざす中長期視点から、上記事業
戦略の推進と並んで、生産活動に伴う環境負荷の低減、人権の
尊重や多様な人財の雇用・育成、法令遵守と清廉な企業文化の
醸成を重要と考え、当社の経営理念および行動基準の一部と
しても明記、全役員および従業員に周知し、またそのための内部
体制を整備しています。
　そうした中で誠に遺憾ながら、当社は昨年11月に消防救急
デジタル無線機器の入札に関する独占禁止法違反の疑いにより
公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。当社は公正取引
委員会の調査に全面的に協力しています。当社は、コンプライ
アンス遵守の管理体制のさらなる強化を図り、継続して「基本と
正道」を徹底し、社会から尊敬される清廉な企業文化づくりを
めざします。
　今後とも皆様のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

2015年6月29日
執行役社長
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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。

　株式会社日立国際電気（以下、「当社」）は、そのグループ 
会社とともに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）であると考えます。

日立国際電気が重要と考えること

■ 当社の経営とCSR 
　当社は、経営とCSRの中心となる企業理念、経営理念を決め
るにあたり、当社グループへの社会の期待と経営上の重要性と
の両面について検討・議論し、決定しました。
　企業理念、経営理念および行動基準とあわせて、中期経営計
画などの具体的な経営ビジョンと戦略、グローバルな行動規範
としてのグループ行動規範、活力ある風土醸成に向けたHiKQ
イノベーション活動の状況を公表し、広く当社の経営について
の対話を促進する材料としています。また、これらCSR推進全
般を評価し改善に取り組む上で、親会社である株式会社日立製
作所のCSRマネジメントのフレームワークを参照し、協力・連
携しています。

当社企業理念等の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/standard.html 
日立国際電気　企業理念 検索または

Web

日立国際電気グループ行動規範の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html

日立国際電気　グループ行動規範 検索または

Web

企業理念体系と経営方針

企業理念、経営理念および行動基準

企業理念 … 当社グループのあるべき姿、存在意義

経営理念 … 会社経営の基軸、当社グループの意志と価値観

行動基準 … 事業活動を進める上で重要と考えること

グループ行動規範 … 企業理念実現のために、経営者と
従業員が守るべき具体的事項

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

日立国際電気グループ
行動規範

企業理念

経営理念

行動基準
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■ 事業報告書
　各年度の財務報告は報告書、上半期の財務報告その他を中間
報告書でお届けし、ホームページにPDF版を掲載しています。

（英文では当社グローバルサイト「株主・投資家向け情報」で、四半
期報告とPDF版のアニュアルレポートを掲載・開示しています。）

■ インターネット・ホームページ（Webサイト）
　インターネットの当社ホームページでは、お客様向けの情報
に加え、「日立国際電気について」のページで各種の報告書等を
含め、財務情報、非財務情報を掲載しています。

■ 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。

　当社グループの事業活動についての情報は、財務情報
を中心に扱う事業報告書と、社会性や環境保全などの非
財務情報を中心に扱うCSR報告書に分け、定期的に開
示しています。
　また、インターネットの当社ホームページには報告書
のPDF版とともに、報告書に載せきれない詳しい情報
や、継続的にお伝えしたい内容を掲載しています。

当社のコミュニケーション・ツール 編集方針

■ 基本的な考え方
　この報告書は、当社グループとお客様、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の
対話のきっかけとなり、相互の理解と参画を促進する媒体とな
ることをめざしています。そのために、内容や項目を絞り込み、
読みやすく、わかりやすいものにするよう心がけています。

■ 参考にしたガイドライン等
■ GRI＊（Global Reporting Initiative）ガイドラインG3.1

「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第３．１版」
　GRIガイドラインによる自己評価と対照表については、追っ
て英文版CSR報告書の公表の時期（9月に予定）に合わせ、イ
ンターネットの当社「CSR情報」のページに掲載します。

■ その他
・ ISO（International Organization for Standardization）

26000（2010年11月発行）

・ OECD（Organization for Economic Co-operation and 
Development）多国籍企業行動指針（2011年5月改訂）

  ・ IIRC（International Integrated Reporting Council） 
統合報告フレームワーク（2013年12月発行）

＊GRI… ��オランダのNPO（Non�Profit�Organization）。国連環境政策の一環
で、企業や公的機関の環境報告書作成を支援する活動を続けており、
2000年からガイドラインを発行している。

■ 報告の対象範囲
対象期間
2014年度（2014年4月1日 ～ 2015年3月31日）を中心に作成

対象組織
当社およびグループ会社
※ 対象期間における組織の重要な変化については、この報告書の第6ページ
「グループネットワーク」への注記として記載しています。

実績データ範囲
個々に記載

計数データ表記
財務数値については、財務報告の慣例により表示単位未満
を切り捨てで表示、環境報告等、非財務報告部分については
表示単位未満を四捨五入して表示

■ 次回発行予定
　次回は2016年6月に発行する予定です。

2015年3月期決算説明会

インターネット・ホームページ（Webサイト）事業報告書

当社ホームページの検索は
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/

日立国際電気 検索または

Web
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枚葉プラズマ窒化・酸化装置

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
10,058百万円

連結売上高
183,632百万円

連結従業員数
4,943名

2014年3月期 2015年3月期2013年3月期

（単位：百万円）

総計
183,632百万円

映像・無線
ネットワーク
94,764百万円

その他
843百万円  0.5%

エコ・薄膜プロセス
88,025百万円

51.6%47.9%

本社（秋葉原UDXビル11F）

バッチEpi-SiGe装置 枚葉アッシング装置

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HD-SDI型監視カメラ ネットワーク型監視カメラ産業用カメラ

バッチサーマルプロセス装置

高速無線リピーターパケット通信端末 デジタル車載無線機

放送用送信機テープレスシステム
（放送局業務用サーバーシステム）

防災無線システム

映像・無線ネットワーク
無線通信システム、情報処理システム、放送システム、監視システム・画像処理

エコ・薄膜プロセス
半導体製造装置

放送用カメラ

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos 

Eletrônicos S/A 製

183,632
138,801

167,365

50,000
100,000
150,000
200,000
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防災無線システム

映像・無線ネットワーク
無線通信システム、情報処理システム、放送システム、監視システム・画像処理

エコ・薄膜プロセス
半導体製造装置

放送用カメラ

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos 

Eletrônicos S/A 製

183,632
138,801

167,365

50,000
100,000
150,000
200,000

■ 会社概要（2015年3月31日現在）

■ 主要製品

■ 連結売上高

■セグメント別連結売上高
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Hitachi Kokusai Electric 
Europe GmbH
[Head Office]

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.
[Beijing Branch]

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.
[Shanghai Branch]

Kokusai Electric Korea 
Co., Ltd.

Kokusai Electric 
Asia Pacific Co., Ltd.

Hitachi Kokusai Electric
Comark LLC＊2

Kokusai Semiconductor
Equipment Corporation

Hitachi Kokusai Electric
Canada, Ltd.

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos
Eletrônicos S/A

Hitachi Kokusai 
Electric Europe GmbH
[London Office]

海外ネットワーク
（グループ会社の主な拠点）

グループ会社数
国内5社、海外11社

事業所数
国内30拠点、海外25拠点

Hitachi Kokusai Electric
America, Ltd.Hitachi Kokusai Electric 

Turkey Elektronik Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

国内ネットワーク
（支社、工場、グループ会社等）

■ 北海道支社

■ ㈱五洋電子

中部支社 ■
東京事業所 ■
㈱日立国際八木ソリューションズ ■
国際電気テクノサービス㈱ ■

 ■ ㈱エッチエスサービス関西支社 ■

■ 中国支社

四国支社 ■

■ 九州支社

■ 富山工場
■ ㈱国際電気セミコンダクターサービス

東北支社■

本 社

支　　　社
工　　　場
グループ会社
営　業　所

Hitachi Kokusai Electric 
Asia （Singapore） Pte. Ltd.＊1

総計
183,632百万円

（

欧州他
10,664百万円

5.8％）

アジア
（韓国・台湾地域以外）
19,299百万円

（10.5％）

韓国
25,386百万円

（13.8％） （

日本
95,525百万円
52.0％）

米国
16,185百万円

（8.8％）

台湾地域
16,573百万円

（9.0％）

※お客様の所在地をもとに計算しています。

＊1 2015年4月1日付でHitachi Kokusai Electric Asia （Singapore）Pte. Ltd.を設立し、連結子会社としました。

＊2 2015年4月1日時点の当社出資先Comark Communications LLCを、2015年4月27日付でHitachi Kokusai Electric America, Ltd.の連結子会社とするとともに、
同日付で同連結子会社の社名をHitachi Kokusai Electric Comark LLCに変更しました。上記グループ会社数、事業所数には、4月1日現在出資先であった同社につき1社、
1拠点として算入して表示し、海外ネットワーク図には4月27日現在の名称を記載しています。

■ 主な開発、設計、生産拠点

■ グループネットワーク（2015年4月1日現在） ■  地域ごとの売上高（2015年3月期）

主な生産品目 ： 半導体製造装置
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
ユーザーからの最先端の高度な製品ニーズに 
対応しています。

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、設計の中核拠点で
す。映像・無線ネットワークの技術を通して、
安心で安全・快適な社会づくりを担うソリュー
ションを提供しています。

主な生産品目 ： 放送用送信機
ブラジルの主要大都市、サンパウロ、リオの中
間、自然豊かなミナスジェライス州サンタヒタ
ドサプカイ市。地上デジタル放送用送信機を開
発、設計、生産し、南米から北米・アフリカなど、
世界に向けてソリューションを提供しています。

富山工場 東京事業所 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos
Eletrônicos S/A 本社工場
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当社従業員のボツワナでの奮闘ぶりがテレビＣＭになりました。
スペシャルムービーとともに、当社ホームページのバナーからも
再生できます
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
日立国際電気 検索または

Web

1

2

　2014年5月、ボツワナ共和国全土を対象とした地デジ放
送用送信機の入札が実施されました。ボツワナ国営放送に 
よる審査を経て、9月にHitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrônicos S/A（以下「日立国際リネアール」）の名前が調達
先として官報に掲載され、10月に正式契約を締結しました。ボ
ツワナはアフリカ大陸で初めて、地デジ日本方式とも呼ばれる
ISDB-Tを採用した国です。
　日立国際リネアールにて製造・出荷された送信機を、2015年
4月より現地で設置据付工事をしています。ブラジルから日立
国際リネアールの技術者が指導のために現地に出張、滞在して
います。ISDB-Tはリモコンのdボタンを押すと、天気など身近な

　2014年9月から10月にかけて韓国（仁川）で開催された
第17回仁川アジア競技大会で、当社のカメラ約150台が活
躍し、日本をはじめ世界各国に臨場感あふれる映像が放送さ
れました。
　オーソドックスなHDカメラを中心に、特殊なハイスピード
カメラやサッカーのゴールポストを撮影するための小型BOX

情報を入手できますが、ボツワナでは「牛の効率的な育て方」
などもコンテンツとして期待されているそうです。当社は世界
中の人々がテレビ放送を通じて必要な情報を得られるように、
今後も地デジ放送機器の普及に貢献していきます。

カメラなど、撮影用途に合った各種カメラが使用され、さらに
新製品である４Kカメラもライブ中継で使用されました。
　放送局をはじめ撮影・中継スタッフの皆様への技術サ
ポートを行いながら、設営からリハーサル、本番まで、関係
者一同が一致団結し、成功裏に本大会の放送中継ができまし
た。今後も世界的なイベントとなるスポーツ大会など、映像
撮影の現場を支えるとともに、より美しく、より感動を与え
る映像をとらえるカメラを開発し、放送事業の発展に貢献し
ていきます。

ボツワナで地上デジタル放送が視聴可能な環境を実現

仁川アジア競技大会のテレビ放送に当社カメラが貢献

大会で活躍する当社カメラ

カルビン・ホイレツェ様（中央）と当社担当
者（2013年5月神奈川県横浜市で開催さ
れたアフリカン・フェア当社ブースにて）

ボツワナ国営 放 送 カルビ
ン・ホイレツェ様と握手を
交わす当社担当者
(2014年2月ボツワナ国営
放送にて撮影)
※ CM「1╱Hitachiシリーズ」

日立国際電気編より

　今回、縁あって日立国際リネアールの工場を訪問することができ、
日立国際電気グループの製品・システムについて理解を深めること
ができた。これからもボツワナの発展のために、継続的にご支援、
ご協力をお願いしたい。

　本大会のような大きなイベントで、約150台のカメラが同時期に
使用されるということは、当社にとって初めての経験であり、放送
への貢献を通じて製品力、技術力、サポート力を含めた一連の実力
が試されるものでした。今後は、４K/８K時代に
向けたカメラの開発を通じ、より美しい映像の提
供に貢献していきます。

ボツワナ国営放送　プロジェクト・マネージャー
カルビン・ホイレツェ 様

映像・通信事業部　グローバル統括本部
閔  晃寿

V O I C E

V O I C E

お客様との対話を通じた価値の創造
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

特集
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技術に求められる製品品質、またそれを実現するために必要な
インテルとの緊密な協力関係への当社の取り組みが認められた
結果と思います」と
述べ、当社関係者一
同本年も継続的に
更なる改善活動を
推進する決意を新
たにしました。

3

4

5

バッチ式縦型成膜装置の検査

インテル コーポレーション関係者と当社関係者
写真提供：Chip Holley氏

本社工場（忠清南道天安市） Pyeongtaek Factory（京畿道平澤市）

　Kokusai Electric Kokea Co., Ltd.（以下「KEK」）は2014
年度、当社の株式公開買い付けにより、当社グループの一員と
しての連携を強化しました。KEKは、1993年５月の設立以
来、当社の韓国における半導体製造装置の開発や製造、また納
入後の装置の保守・サービスを行っています。連携強化によ
り当社グループ内における機能分担の整備、人的交流の拡大
を進め、地産地消の精神のもと、現地での設計・生産や調達の
拡大、サービスの向上によりお客様満足度のさらなる向上と
ともに、地域の発展に貢献します。

　半導体デバイスの需要は、スマートフォンやデータセンター
などを中心に今後も拡大が予想されています。
　半導体デバイスは微細化により高集積化・高性能化を発展
させてきました。しかし、今後は微細化も物理限界が予想され
ておりデバイスは縦方向への3次元（3Ｄ）構造が必要となり

ます。従来構造（2Ｄ）よりウェー
ハ表面の凹凸が格段に大きくな
るため、成膜プロセスにおける段
差被覆性と膜厚均一性の確保が
困難となりデバイスの信頼性の
低下や生産歩留まりの悪化を招く
ことが懸念されかねません。
　これらの課題を克服すべく、当
社は新たな成膜技術の開発に努

め、良好な段差被覆性と膜厚均一性を持つ高品質絶縁膜の形成
プロセスを開発しました。
　この技術開発は富山工場のある、歴史と文化が育まれた富山
市八尾町で生まれたものであり、デバイス技術の開発を通じて
この地から世界に向け技術貢献していきます。

　2015年3月5日、米国カリフォルニア州サンタクララでイン
テル社から最高栄誉のサプライヤー・コンテニュアス・クオリ
ティー・インプルーブメント（SCQI）賞を受賞しました。2014
年度は11社が受賞しています。今回の受賞は、インテルの目
標に対し卓越した成績を達成したこと、ならびに品質、コスト、
供給体制、技術力、顧客サービス、労務・倫理システムならびに
環境持続性により評価されるすべての重点項目に対して、業界
を先導する重要な役割を果たしたことによるものです。
　当社電子機械事業部長は、「2014年度のインテルSCQI賞を
受賞できたことを、大変光栄に思います。 最先端の半導体製造

お客様との対話と地産地消を推進

成膜プロセス技術が未来の半導体を切り拓く

インテル コーポレーションよりSCQI賞を受賞

　私ども技術者はお客様と直接対話することで、今の製品の課題や将
来どのような装置・プロセスを望まれているかを考え開発につなげま
す。そのかいもあり今年、縦型成膜装置は10,000台目を富山市八尾町
の富山工場から出荷することができました。今後も
森づくり活動など地域貢献に努め、お客様に満足し
ていただける製品開発を行っていきます。

富山工場　量産設計本部
寺崎  昌人

V O I C E

CSR REPORT 2015
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DSRC車載器

DSRC路側無線装置（無線部）

DSRC路側無線装置（制御部）

6

7
■ 自動車との情報通信

　当社特機事業部は、2014年11月25日に「洋上無線ルー
タORQ-2シリーズ＊1 の開発」で防衛基盤整備協会賞を受賞
しました。
　この協会賞は防衛装備品に関連した自主的な研究開発や生
産技術等の向上などの成果について、部外の委員で構成され
た防衛基盤整備協会賞審査委員会の審査を経て決定されたも
のです。
　受賞した製品は、当社がこれまで培った無線通信や防衛通
信のノウハウを生かし、海上自衛隊掃海＊2 部隊の運用に適し
た通信器材として開発し、掃海艇、掃海母艦および掃海ヘリ
コプター向けに納入してきたものです。お客様へ新しい価値
として、広帯域化による高速・大容量の通信能力と自動中継

　交通手段として自動車が欠かせないものになっていますが、
事故や渋滞、環境対策など、道路交通にはさまざまな課題が
あります。その課題を解決する手段の一つが経路情報収集装
置（DSRC＊2無線装置）です。
　5.8GHz帯を利用したDSRC無線装置は、自動車と情報収集

サーバーの通信を実現し、自動車に対して「急ブレーキの操作
状況」、「落下物」、「渋滞末尾」、その他危険事象等に関する情報
を提供して安全運転を支援し、一方で最適な道路整備につなが
る情報の蓄積を可能にします。
　2014年度は、高速道路に加えて主要国道にこの無線装置を
設置しました。今後も、装置の増設や機能拡充を行い「安心・
安全」「環境・効率」「快適・利便」の実現に取り組みます。
＊１ ITS（Intelligent Transport Systems）… 高度道路交通システム
＊2 DSRC（Dedicated Short-Range Communication）… 狭域通信

等の利便性を提供できた点が今回の受賞につながったものと
自信を新たにしています。
＊１  洋上無線ルータORQ-2シリーズ … 海上自衛隊の掃海艇、掃海母艦および

掃海ヘリコプター間を無線ネットワークで結ぶための通信機器
＊2  掃海 … 重要港湾や海峡等に敷設された機雷を探知・除去し、海上交通の安

全を守る任務

防衛基盤整備協会賞を受賞

ITS＊1 技術の無線装置で道路交通の安心・安全を実現

DSRC路側無線装置
（制御部）

DSRC路側無線装置
（無線部）

防衛基盤整備協会賞

　今回の受賞にあたり、装置の提案～開発～納入～試験～運用と長期間にわたり、お
客様をはじめさまざまな関係者の方にご協力をいただきました。中でも海上試験で
は、経験したことのない強烈な船酔いの中、部隊の方々にサポートいただき、成果を
あげることができました。引き続き部隊運用に適した器材開発を通じて、安心・安全
な社会づくりに貢献していきます。

V O I C E

特機事業部　設計本部
中野  洋史

受賞式にて
（左から  庄司、中野、山本）

　この無線機は、2010年度に全国の高速道路への設置が始まり、
2014年度までに約200台を納入しました。2014年度は、全国の主
要国道へ配備されました。現段階では安全運転を支援するための装置
となっていますが、渋滞回避支援等、利用者にとって魅力的なサービス
を提供することが今後の普及につながると思います。渋滞回避、渋滞
緩和により、省エネルギーになり、利用者にとって快適で便利なシステ
ムとなるよう今後も全力を尽くしたいと思います。

映像・通信事業部　交通システム設計部
原本  亮喜

V O I C E

特集 お客様との対話を通じた価値の創造
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
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公共ブロードバンド帯 衛星回線

国道事務所
移動局（小型）

公共ブロードバンド可搬型基地局

8

9

　公共分野における重要通信は、現在、音声通信が主となって
いますが、災害現場等における状況の把握や緊急事案への迅速
な対応のため、映像伝送のニーズが急速に高まっています。
　公共ブロードバンド移動無線装置は、地上波テレビ放送のデ
ジタル化により空き周波数となったVHF帯の周波数特性を活
用し、従来映像伝送が困難であった見通し外区間およびモバイ
ル環境においてもリアルタイム映像伝送を可能にします。
　当社は、安心･安全な社会を実現するこうした移動無線装置
を開発し、国内はもとより、海外においてはデジタルデバイド
対策にも着目し、グローバル展開に取り組んでいます。

ワイヤレスブロードバンド技術で映像・無線ソリューションを提供

地域に応じた観光・防災情報をスマートフォンへ配信
　近年、大地震やゲリラ豪雨など大規模災害が発生し、住民に的確な災害情報を発信する
システムが要求されています。（株）日立国際八木ソリューションズは、蛍で有名な長野県
辰野町様と密に検討を行い、地域に密着し使い勝手を重視した観光・防災Ｗi-Ｆiステー
ションを開発、2014年12月に採用いただきました。このシステムは、町内指定避難所11
カ所に非常電源設備を備えた無線ＬＡＮ（Ｗi-Fi）、防災情報カメラ（監視カメラ）、気象観
測装置（風速風向、温度、雨量）等を設置し、各装置からの情報をセンターで収集・編集し
発信します。センター装置は、防災無線で放送された音声についても録音し、これらの情
報が簡単にスマートフォン等で画像や音声、文字で確認できるようにしました。
　住民の方々が必要な時に必要な情報を入手でき、安心していただくことに役立っています。
　今後は、平常時に観光客も利用できる機能を充実させ、地域の発展に貢献します。

観光・防災Ｗi-Fiステーションの開発・提案
■ スマートフォンの表示例

（実際に配信された画像・データを辰野町様の
ご了解を得て引用・掲載しています。）

■ 移動無線装置の利用シーン

　当社は、2014年度に国土交通省関東地方整備局様に公共ブロード
バンド初号機を納入しました。ダムや河川、道路等において災害・事
故時における迅速な映像伝送手段としての役割が期
待されています。今後も公共ブロードバンドを通じ
て、安心・安全な社会の実現に取り組んでいきます。

映像・通信事業部　業務通信営業部
春田  悠樹

V O I C E

　今回開発したシステムは、スマートフォンで見て、聞いて、読んで、町の情報を
ライブで確認できるようにしたものです。観光情報も同様に確認できるので、平
常時には観光に関する情報を提供し、災害時は、的確な情報提供や誘導を行うこと
で、減災に貢献できるものと考えています。

（株）日立国際八木ソリューションズ　ソリューション設計部
島津  一雄

V O I C E

　災害現場での過酷な状況のもとで、本システムが最大限の力を発
揮できるよう、フィールドにおける試験を繰り返し行いました。この
経験を生かし、迅速で確実なシステム構築を行って
いきます。

映像・通信事業部　業務システム設計部
川島  芳博

V O I C E

ライブカメラの画像

気象観測情報の表示
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Web

改善への取り組み（HiKQイノベーション活動）の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/hikq.html

日立国際電気　改善への取り組み 検索または

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
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kss/日立国際電気　お問い合わせ 検索または

Web
①（株）日立国際八木ソリューションズ ホームページ

②（株）国際電気セミコンダクターサービス ホームページ

※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。

●サービス会社

価値を付加する活動 情報の流れ

品質マネジメントシステムの継続的改善

•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
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測定・分析および改善

　HiKQ（ハイケイキュー）は、HiKE Quality（日立国際電気品質）
をあらわしています。これは、製品だけではなく、お客様の高度
な満足につながる業務品質全体を指します。
　この業務品質向上を追求する新しい企業文化の創造を目的
としたHiKQイノベーション活動をスタートして5年が経過し
ました。2014年度は前年度から継続した開発・生産部門を中
心にした業務プロセスの改革・品質向上策に加え、新たに一般
従業員のマインドアップ施策について活動を推進しました。
　「WLR2014」（ワーク・ライフ・レボリューション）として、
若手を中心とした一般従業員からの提案をベースに、今までの
働き方について見直す議論を行ってきました。朝の時間外勤
務導入による効率化のアップ（残業削減）、立会議スペースの導
入（だらだら会議防止）、育児サポートなど、この1年間でさま
ざまな施策を実現し成果をあげてきました。この活動は2015
年度も継続していきます。「働きがい」向上への取組として、ダ
イバーシティ施策、ボランティア活動支援などについても議論
していく計画です。
　HiKQイノベーション活動では、今後とも従業員の自主性に
よる活動の強化と、お客様の満足を第一とした企業文化の醸成
をより一層進めていきます。

　従業員の意識づけを目的 
に、グループ会社を含めた社員
をモデルとしたポスターを作成
し、全事業所に配布・掲示して
きました。
　2014年は、改革の取り組み
をする職場を紹介したポスター
を作成しました。

　お客様第一のものづくりに徹し、安全性・品質および環境
に配慮した製品・サービスを開発提供することでお客様と社
会の満足と信頼を獲得することをめざします。

　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活動を行っています。

　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。

　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。

　グローバル市場での地産地消の推進に伴い、品質保証に携わ
る人財の交流を図り、さらなる品質・サービスの向上に努めて
います。

お客様第一

安全な製品・サービスの提供

品質向上への取り組み

品質問題への取り組み

グローバル化への取り組み

2014年度版ポスター

HiKQイノベーション活動状況

■ 品質向上への取り組みの流れ

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社会性報告
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お取引先様向けサイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/procurement/

日立国際電気　資材調達の基本方針 検索または

Web

　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
推進します。

　お取引先様が大規模地震などの自然災害の発生によって被災
した場合、当社やお取引先様の事業活動にインパクトを与える
可能性があります。
　そのインパクトを最小限にとどめるため、調達BCP＊（徹底し
た標準化、複数購買の推進や代替品の検討など）を策定しまし
た。また（株）日立製作所と協調、策定した調達BCPが機能す
るかどうかを確認するため、デスクトップエクササイズ（震災
被害を想定し、グループ単位でなすべき行動を議論する机上演
習）を実施し、BCPの機能検証を行いました。
　2015年度は、当社グループ海外拠点へも展開を図り、グロー
バルに対応できる調達BCPの策定、推進をしていきます。
＊ BCP（Business Continuity Plan）… 事業継続計画

　当社は、日立グループの一員として、お取引先様とのCSRの
意識共有と、リスク対応を行うため、「日立サプライチェーン
CSR推進ガイドブック」（JEITA準拠）をお取引先様へ展開し
周知徹底を図っています。
　2012年より中国・アジアにおける主要お取引先様、2013年に
は国内主要お取引先様へCSRに関する書面調査を実施しました。
　また、書面調査を行った中国・アジア地区のお取引先様2社に
ついて、（株）日立製作所ならびに外部監査機関の支援を得、「人
権・労働」「環境」「安全衛生」「公正取引」「倫理」「品質」「安全性」

「情報セキュリティ」「社会貢献」を中心に点検を実施しています。

　当社は、コンゴ民主共和国（DRC）および隣接9カ国（DRC
諸国）から産出される鉱物（紛争鉱物）について責任のある対
応を行っています。
　サプライチェーンの透明性の向上を図り、人権侵害を行う武装
集団を利することのない調達活動に取り組んでいきます。

　当社では、お取引先様との相互関係に基づいたパートナーと
しての関係作りを推進しています。BPM（Business Partner 
Meeting）を通じ、公正な取引関係を維持し、より良いパート
ナーシップの構築に努めています。
　事業方針ならびに、CSRへの取り組みなど、積極的なコミュ
ニケーション活動によりお取引先様との双方にメリットのある

「Win-Win」の関係を深めていきます。

　当社は、世界の適所でモノづくりをして、各海外拠点が連携し
て販売していく「グローバル・ネットワーク型」ビジネス体制の
構築を進めており、2013年のトルコ、2014年のアメリカ、2015
年のシンガポールと海外拠点を拡大、ブラジル、韓国を含めたグ
ローバルでの競争力強化を図っています。
　グローバル調達施策として、グループ調達戦略の共有、海外
調達拠点の調達支援、グローバルサプライヤ情報収集および共
有化を推進し、グローバルな調達パートナーシップの確立・強
化を図っています。

　この度は、優秀ビジネスパートナーとして表彰をいただきまして、
大変光栄に存じます。このBPM会を通じて、貴社の事業展開の方向
性を明確にお示しいただき、それらに伴うQCD活動の推進が図られ
ており、各部会活動も充実しBPM会全体のレベルアップが図られて
いるものと判断しております。
　弊社は、高周波と光の伝送技術の専門メーカーとして、貴社事業
の発展に貢献できるように頑張ってまいる
所存でございます。
　今後とも、なお一層のご指導、ご鞭撻を賜
りますようよろしくお願い申し上げます。

　この度は図らずも2014年度最優秀サプライヤ賞を賜り、大変光栄
に存じますとともに身の引き締まる思いです。これもひとえに貴社の
長年にわたるご指導とご支援の賜物と深く感謝いたしております。
　今回の表彰を私どもへの叱咤激励と受け止め、今後ともグローバル
化時代のお客様のご要望にお応えすべく、貴社と緊密に連携をとらせ
ていただきQCD向上に努めてまいる所存
です。引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げますともに、貴社のますま
すのご発展を心よりお祈り申し上げます。

スタック電子株式会社 様

オリエンタル機鋼株式会社 様

2014年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様
V O I C E

資材調達の基本方針

グローバル化推進

調達BCPの展開

CSRの取り組み

紛争鉱物問題への対応

お取引先様との連携

映像・通信事業部表彰

電子機械事業部表彰

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
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仕事と生活の両立支援
　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・拡充を推進しています。

「働きがい」「生きがい」のためのワーキンググループ
　2010年度より「ワークライフバランス」推進のためのメンバー
公募型のワーキンググループを結成。2013年度より「働きが
い」「生きがい」を追求するグループとしてメンバーを再公募の
上リスタートし、2014年度は10項目を超える具体的な提案を行
い、実行してきました。2015年度もメンバーを入れ替え、新たな
提案活動、具現化に取り組みます。

■ 育児・介護支援制度

■ 育児休職取得者・短時間勤務利用者＊数（当社単独）

（下線部は制度内容もしくは制度の存在そのものが法定を超えるもの）

＊短時間勤務利用者…育児、介護等のために通常よりも短い勤務時間で働いている者

③ Global Selection（GS）制度の導入
　14年度から、将来のコア人財として選抜された若手社員
へのキャリアステップとして位置づける Global Selection

（GS）制度を導入しました。将来のグローバルリーダーとし
ての知識やスキル教育だけでなく、海外での業務経験も付
与し、早期からグローバルリーダー育成を図っていきます。

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

　3カ月間のシンガポールへの派遣プログラムに参加しました。1カ月
は現地語学学校通学と企業訪問、残りの2カ月は当社現地法人での現
場実習です。海外顧客や現地法人スタッフと円滑にコミュニケーショ
ンできる人財になることを目的としてプログラムに臨みました。本プ
ログラムを通じて、語学力の向上だけでなく、現地の業務や状況を理解
したことで帰国後は考え
方や視野が広がり、海外
顧客とも今まで以上にコ
ミュニケーションがとれ
るようになりました。

電子機械事業部
アジア営業部
三好  啓太

V O I C E

帰国後の社内報告会

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寄与する人財育成の取り組みを
継続しています。

① 新入社員のグローバルマインド教育
　新入社員研修では、英語スピーチコンテストや異文化
理解研修、TOEIC®受験、自己啓発支援など、新入社員から
グローバルマインドを醸成する各種研修を実施しています。
また、一定レベルの者は海外派遣プログラムへも派遣し
ています。
※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。

② 若手海外派遣プログラム
　若手社員を中心に、日立の海外派遣プログラムを利用
したグローバル人財育成を進めています。この研修では、
語学学校への留学や現地企業の就業体験、教育施設への
ボランディアのプログラムを中心に1カ月から3カ月の短
期派遣を行っています。2011年から4年間で派遣者数
は約50名となりました。派遣者を通じて周囲にグローバ
ルマインドを浸透させ、組織活性化につなげています。

「HiKQイノベーション」を実現する
人財開発施策を展開します

ワークライフバランス

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社会性報告
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人財の尊重と育成についての詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/staff.html

日立国際電気　従業員とともに 検索または

Web

　当社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、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、多くの社員が制度を利用していま
す。経験を生かして働くとともに、豊富なスキルを若い世代に伝
承し、活躍しています。
　また、障がい者雇用については、実習受入を行い、実習者、会社
双方で仕事のスキルや職場環境等を確認した上で雇用につなげ
るよう取り組んでいます。雇用率は現在2.14％と法定雇用率を
上回っております。今後も雇用機会の拡大に努めます。

　当社グループは、社長を本部長とする全社災害対策本部間
訓練を年1回実施しています。本訓練は、首都圏直下型地震を
想定し、本社に設置される全社災害対策本部と各拠点に設置
される災害対策本部間の情報共有と連携強化を図ることを狙
いとしています。従業員の安否確認を第一に地震発生後、災
害対策本部を立ち上げ、①災害発生フェーズ（1日後）、②業務
再開フェーズ（3日後）、③業務回復フェーズ（1週間後）の3つ
のフェーズで本部員の役割、帰宅困難者対応、要員支援や復旧
から事業継続対応などの幅広い要素を取り込み、訓練を行い
ました。今後も定期的に訓練を実施してBCP＊を検証し、実効
性を高めるとともに、継続的な維持・改善を図っていきます。
　また、各工場では、毎年秋に避難訓練を実施しています。近
隣消防署の合同演習や、自衛消防隊員も｢実際に災害が発生し
た｣ことをイメージし、従業員一人ひとりも目的を持って訓練
に参加し防火・防災体制の一層の充実に努めています。
＊ BCP（Business Continuity Plan）…事業継続計画（感染症や地震災害に備え、

対応から復旧までの手順・体制を記した行動計画）

富山工場自衛消防隊は、富山県の消防操法コンクールで3連覇という好成績を
収めました。

東京事業所での小平消防署との合同自衛消防隊訓練

　品質保証部で、パソコンを使用して、データの整理や品質保証部月報な
どの書類作成業務を行っています。会社では車椅子を使用していますが、
周囲の方の配慮もあり、不自由を感じることなく、働きやすい環境の中で
仕事を行っています。一日も早くいろいろなことを覚
え、仕事をこなせるようになりたいと思っています。休
日は友人と野球観戦を楽しんでリフレシュしています。

特機事業部　品質保証部
片桐  悠

V O I C E

　2014年度の安全衛生活動は、グループ会社を含め次の内
容について取り組みました。

1. 安全活動として、ルール遵守、休業災害の撲滅
　休業災害“ゼロ”を達成しました。

2. 衛生活動として、心身両面の予防活動
　従来から実施しているメンタルヘルス研修に加え、フィ
ジカル研修を新設。本研修は、赤石健康管理センター副セ
ンター長を講師とし、講演を3回実施しました。

3. 交通安全活動として、事故の撲滅
　業務上交通事故については、2013年比件数が増加して
いることから、2015年度新たに
① 当社グループ独自の安全運転強化月間
② 運転技能診断
③ スマート・ドライブレコーダを導入
等の施策を実施します。

フィジカル研修
「健診を生かして
いますか？」

防災活動 安全衛生

多様な人財の雇用促進
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　（株）国際電気セミコンダクターサービス福岡サービスステー
ションは、「歩きたくなるまち、訪れたくなるまち久留米」の実現
のため地元久留米市が主催する、「くるめクリーンパートナー」

と「くるめ花街道サポーター」に参加
し、事務所周辺の清掃活動、歩道沿
いの植栽帯への花苗の植付け、水や
りなどを2カ月に1回のペースで行っ
ています。 （2014年11月18日）

　富山県の高校生が、半導体製造装置の販売､保守サービスなど
を行うKokusai Semiconductor Equipment Corp.（KSEC）の 
米国ワシントン州にあるバンクーバーオフィスを訪問しました。
　富山県総合教育センターが企画する高等学校生徒海外派遣事
業の一環で今年はアメリカの西海岸が研修場所に選ばれました。
　高校生の皆さんは、同社社長のウェルカム・スピーチの後、
社員と一緒に英語で会話をしながらランチを楽しみ、その後
は半導体製造装置のトレーニング機の操作を体験、シリコン
ウェーハに触れ、半導体の基本を学ぶなど有意義な時間を過ご
しました。 （2015年3月9日）

　当社東京事業所では近隣の小学校6年生2名を、職場体験実
習のために受け入れました。
　パソコンを使っての作業のほか、今回は国際電気テクノ
サービス（株）の協力により売店とメール室の業務も体験し
てもらいました。 （2014年10月16日～17日）

　清掃ボランティア活動「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」に
（株）日立国際八木ソリューションズと（株）エッチエスサービス
が参加しました。マラソンに参加する選手や観客を「きれい
なまち」で迎えるため、始業前の30分間、事務所周辺の歩道を
中心に、植え込みや自動販売機周辺のゴミやタバコの吸殻など
を拾いました。 （2014年10月21日）

　当社中部支社と（株）日立国際八木ソリューションズは、毎
月第4水曜日に日立グループ企業と共同で名古屋市矢場公園
の清掃ボランティアを行い、空き缶、タバコの吸い殻、コンビニ
袋などのゴミを収集しました。 （2015年2月25日）

　また同支社の北陸営業所、（株）日立国際八木ソリューション
ズと（株）エッチエスサービスは「小松市木場潟クリーン作戦」
に参加、5月の「全国植樹祭石川2015」を前に、会場周辺のク
リーン作戦に協力しました。 （2015年4月18日）

　宮崎市の「オータム・フラワー・ウィーク(秋の花の週間)」のボ
ランティア活動に参加、植栽・プランターの整備を行いました。
 （2014年10月18日）

事務所前「明治通り」沿いの花壇に
花苗を植える

KSEC社長・社員を挟んで、高校生の
皆さんと引率の先生方

高校生からKSEC社長（右から2人目）
ほか同社社員へのスピーチ

清掃活動に参加した当
社グループのメンバー

名古屋市矢場公園清掃ボランティア 小松市木場潟クリーン作戦

当社グループからは工事担当を含め
３名が秋の花の植栽活動に参加

売店では商品の陳列を実習 メール室で仕分け作業の説明を受ける

　当日は絶好の晴天となり、一般の方々
と共に良い汗をかくことができ、充実し
た1日となりました。

九州支社
竹内  勲

V O I C E

くるめクリーンパートナー、くるめ花街道サポーターへの参加 「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」に参加

中部支社、北陸営業所の清掃ボランティア活動

「まちんなかフラワーパーク2014秋の植栽ボランティア」に参加

海外グループ会社で富山県の高校生の海外研修を受け入れ

小学生職場体験実習の受け入れ

社会性報告

地域社会との共生
地域の環境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
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社会貢献活動・環境活動の詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/action.html

日立国際電気　社会貢献活動または

Web

検索

　従業員と家族のためのイベントとして開催されました「富
山地区納涼祭（2014年8月23日）｣、｢(株)五洋電子秋田地区納涼
祭（2014年7月26日）｣において、環境社会貢献活動の一環として
当社グループの環境活動を紹介・PRしました。両イベントと
もに晴天に恵まれ、参加者の皆さんはイベント企画のゲーム
に参加し、職場や家族の方々と楽しい夏のひとときを過ごし
ました。
　環境ブースでは、当社グループの環境活動のパネル展示を行
い、子どもたちに興味をもってもらうために環境活動に関するク
イズと日立キッズサイトのエコキャラクター「きのぽん」のぬり
えを行いました。
　今後も各イベントの機会をとらえて、幅広く環境活動につ
いて対話を進めます。

　当社富山工場、(株)国際電気セミコンダクターサービス、国際
電気テクノサービス(株)の3社は2009年度から合同で富山市
の｢企業の森づくり事業｣に参画し、富山
八尾中核工業団地内の森林2ヘクター
ルの里山保全整備に取り組んでいます。
2014年度は遊歩道の新ルート開発と整
備、緑地の草刈り、苗木の植樹などの活
動を行いました。 （2014年10月25日）

　当社グループでは、日立グループ夏季節電運動の一環とし
て、2011年度からグリーンカーテン活動に取り組んでいます。
2014年度は、当社グループ一体となって活動内容の充実を図り、
栽培種類の多様化や生育状況のイントラネットへの公開、地域保
育園へのゴーヤ苗の寄贈を行うなど、積極的に推進しました。
　富山工場や東京事業所、グループ会社の6拠点では、合計約
960㎡のグリーンカーテンを設置しました。富山工場では地域保
育園にゴーヤ苗やプランターなどを寄贈し、園児と一緒にゴーヤ
の苗を植え込みました。

　労働組合の協賛を得て行う当社の「3（サン）デー貢献」ボラ
ンティア活動、今回は小平駅・武蔵小金井駅から東京事業所ま
でのゴミ拾いと、チューリップの植栽活動を行いました。今回
は子ども向けの企画を追加し、家族で楽しくボランティア活動
に励み、その後は手作りの豚汁をいただき、疲れを癒しました。
 （2014年11月15日）

　（株）五洋電子は、東北３県にまたがる栗駒山の清掃登山を、
秋田県の本社と天王工場、仙台工場からのボランティア合同に
より実施しました。好天に恵まれ、山頂手前の天狗平からは、
栗駒山北側の雲一つない晴天と南側の一面に広がる雲海、素晴
らしい景色を楽しみました。 （2014年10月12日）

地域保育園へのゴーヤ苗の寄贈、植え
込みの様子 （2014年6月20日）

通勤時に歩く道、木漏れ日を浴びなが
らゴミ拾い

作業後、｢日立国際電気の森｣出入り口に面した国際電気テクノサービス(株)の前で

東京事業所内のグリーンカーテン
 （2014年8月6日）

小平駅からのルートを担当した参加者

遊歩道内の階段の整備
作業に向かう

清掃登山終了後、秋田╱岩手県境の
須川高原温泉地区の登山道入口にて

登山道わきの茂みからゴミを拾い上げる

富山地区納涼祭、(株)五洋電子秋田地区納涼祭での環境ブースの様子

富山市｢企業の森づくり事業｣への継続参加

家族で清掃活動とチューリップ植栽を実施

栗駒山清掃登山を企画・実施

2014年度グリーンカーテン活動

富山地区納涼祭、（株）五洋電子秋田地区納涼祭に
おける環境活動紹介
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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　
　　　　 （株）日立国際電気倫理ヘルプライン担当　宛
※グループ従業員の他、お取引先様よりの通報もお受けします

人権の尊重についての詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/respect.html

日立国際電気　人権の尊重 検索または

Web

公正取引委員会の立ち入り検査
　当社は2014年11月、消防救急デジタル無線機器の入札に
関して、独占禁止法に違反している疑いがあるとの理由で、
公正取引委員会の立ち入り検査を受けましたが、直ちに社長
によるコンプライアンスを徹底するメッセージを全従業員に
発信し、公正取引委員会の調査に対しても全面的に協力して
います。また、コンプライアンス対応のさらなる強化策とし
て営業行動規範への具体性追加、報告手段の改善を実施する
とともに、加えて2015年度からは各営業部署ごとにコンプ
ライアンス管理担当を設置するなど、コンプライアンス遵守
の管理体制を強化しました。

財務報告の信頼性確保
　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。

　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
士を含む委員会が運営主体となり、適切な対応により通報者
の信頼に応えています。

コンプライアンス
　談合やカルテルは社会に対する犯罪行為であり、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善、お客
様第一主義にも通じます。また、国内外の公務員等に対する
贈収賄の防止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。これらのリスクについては当社の法務本部
を中心に、全グループを対象に教育や定期監査を、内容を更
新しつつ実施するとともに、リスクをはらむ事例が発生した
時は迅速にトップへ報告する体制を整え、コンプライアンス

（＝社会の信頼・要請に応えること）に対するトップの強い
意志が当社グループの隅々まで徹底するよう、トップダウン
とボトムアップの双方向から対応しています。
　また、自社や他社の機密情報の適切な管理・取り扱い、個
人情報の保護等については当社の情報セキュリティ委員会
が、その他の法令や社内ルールの遵守・不祥事防止について
は社内関連部門、法務部門と人事総務本部が連携して定期的
な教育や必要に応じた教育・啓発を行うとともに、監査室が
全グループを定期的に監査する体制としています。

　人権尊重の方針は「日立国際電気グループ行動規範」の中
にも示していますが、それを補完するものとして「日立国際
電気グループ人権方針」を2013年度に制定しました。
　人権方針の全文、人権啓発研修その他の具体的な取り組み
については当社のインターネットサイトで報告しています。

　会社の業務に関連した違法な行為、会社の規則に違反する
不適切な行為や人権に関する問題を当社グループの従業員や
お取引先様が知り、通常の方法で解決できない場合に通報で
きる内部通報制度を設けています。通報があった場合は事実
関係を調査し、必要な是正措置を実施します。

人権の尊重

リスクの把握と対応

内部通報制度「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」

人権の尊重、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社会性報告
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環境保全行動指針の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/environment/earth.html

日立国際電気　環境保全行動指針 検索または

Web

　当社グループの環境マインド醸成のために、ポスターを作
成し、国内62拠点・海外9拠点に掲示しています。

　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
を事務所ごとに開始し、2013年度には、当社グループ全体で統一的に、効果的に、環境活
動を推進するために統合認証を完了しています。
　その中で、内部環境監査員の力量向上・視点の統一のために2013年度から外部講
師を招き、当社グループ共通の内部環境監査員教育を実施しています。
　2014年度は、座学による講義に加えてグループ演習を取り入れて、内部環境監査員
のブラッシュアップを図っています。

　2014年度環境活動計画に対する実績・評価は以下の通りです。

2014年度 ポスター

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

2015年度 ポスター

グループ演習の様子

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。

カテゴリー 主要項目 行動目標 指　標
最終年度

（2015年度）
目　標

2014年度
目　標

2014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 640GP 576GP 604GP   

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 99% 99% 100%   

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 95% 93% 95%   

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 エネルギー使用量
原単位改善

エネルギー使用量原単位改善率
（基準年度2005年） 17% 16% 19%   

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
原単位削減（基準年度2006年） 15% 14% 27%   

資源の有効活用

廃棄物・有価物発生
量原単位改善

廃棄物・有価物発生量
原単位改善率（基準年度2005年） 38% 36% 48%   

電子マニフェスト推進 登録（交付）率の向上 100% 92% 94%   

スローガン

日立国際電気環境保全行動指針

2014年度環境活動目標と実績

内部環境監査員教育

環境マインドの醸成

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
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　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2014年度の実績は、日立グループの共通目標である
576GPに対して、604GPであり、目標を達成しました。
　今後は、ステークホルダーとの環境協働の評価向上のため、
生態系の保全活動について拡充を図っていきます。

　当社グループでは、2014年度に日立グループにおいて実
施しました生態系保全アセスメントにより、事業を通じた生
態系への貢献と自然保護に関する社会貢献活動について取り
組み状況を評価しました。
　今後も生態系保全に関する取り組みの継続的向上を図って
いきます。

　環境省の｢環境会計ガイドライン｣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。

　当社グループでは、環境省主催の「ライトダウンキャンペー
ン」に毎年参加し、夏至の日と七夕の日の夜、国内各拠点にお
いて看板照明等のライトダウンを実施してきました。
　今年からは、日立グループにおいて、2015年3月28日を「日
立グローバルライトダウンキャンペーン」として世界自然保護
基金（WWF＊）主催による｢Earth Hour｣に参加し、当社グルー
プにおいても国内拠点だけでなく海外製造拠点も含めてライト
ダウンを実施しました。
＊ WWF…World Wide Fund for Natureの略    

消灯前 消灯後

■ GREEN21評価項目

■ 環境保全コスト

■ 環境保全効果

■ Kokusai Electric Korea Co.,Ltd.の建物看板灯ライトダウン

■ グリーンポイント

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

項　目 2012年度 2013年度 2014年度 主な内容
事業所エリア内
コスト 187.9 141.7 239.5 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 0.3 0.0 0.0 グリーン調達費用、リサイクル費用

管理活動コスト 51.5 68.0 78.1 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 216.5 205.4 183.9 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 1.5 1.0 1.1 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 457.7 416.1 502.6 ─

項　目 2012年度 2013年度 2014年度 主な内容
実収入効果 9.0 12.7 8.4 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減 0.6 4.9 4.0 省エネ設備による経費節減効果など

合　計 9.6 17.6 12.4 ─

項　目 2012年度 2013年度 2014年度 主な内容
環境保全に
対する投資 20.4 131.1 150.9 省エネ設備などの直接的

環境負荷低減設備への投資

費用［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

「GREEN21-2015」評価結果

生態系保全アセスメント

環境会計

日立グローバルライトダウンキャンペーンへの参加

環境報告

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
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　当社グループでは、製品・サービスを提供するために、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。当社およびグループ会社の製造拠点で
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。

　当社およびグループ会社の製造拠点では、2011年度から
廃棄物・有価物発生量を抑制する取り組みとして廃棄物・有
価物発生量原単位の改善を図っており、2013年度取り組み
から日立グループの活動に合わせ、指標を変更し、2015年度
に2005年度比で38%改善する目標を掲げています。
　2014年度は、廃棄物・有価物発生量原単位を2005年度
比で36％改善する目標に対して、紙類・雑誌の再資源化、
e-Learningの実施による廃棄物分別指導、海外生産品の輸入
時梱包材の削減取り組みにより、実績48％改善となり、目標
を達成しました。

　工場や事業所の廃棄物管理においては、これまで効率的な運
用とコンプライアンスリスクを低減するため、電子マニフェス
トの導入を推進し、適用拡大を図ってきました。14年度から
は次のステップとして当社が全国で施工する機器の据付工事

の際に排出する工事廃棄物の管理強化を図るため、産業廃棄物
の一元管理サービスを導入しました。これにより工事におけ
る産業廃棄物の委託契約～排出～適正処理確認～支払いを見
える化し、コンプライアンスレベルの向上を図っています。

　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
ての取り組みは、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「環境にやさしい次世代製品」の
ページで紹介しています。

エネルギー
電気 32,421MWh （−1％）
 ［315,481GJ］

燃料油（重油・灯油） 176kL （−9％）
 ［6,752GJ］

ガス（都市ガス・LPG） 84千㎥ （−5％）
 ［6,670GJ］

原材料
原材料・部品 2,738t （28％）
梱包材 171t （−46％）
紙 45t （4％）

化学物質
PRTR＊1 化学物質取扱量 3.4t （−14％）

水
上水､地下水 149千㎥ （−6％）
 上水 135千㎥
 地下水 14千㎥

排ガス
CO2 排出量＊2 14,733t （−1％）
 直接CO2 排出量 825t
 間接CO2 排出量 13,909t
SOx 96N㎥ （3％）
NOx 235N㎥ （3％）

廃棄物・有価物
排出量 802t （−22％）
最終処分量 4t （12％）

化学物質
PRTR化学物質排出・移動・リサイクル 0.8t （17％）

排水
排水量 149千㎥ （−6％）
 下水 37千㎥
 浄化後河川 106千㎥
 地下浸透他 6千㎥
BOD 0.51t （82％）
COD 0t （0％）

Input Output

■ 廃棄物・有価物発生量と原単位の改善推移

＊1 PRTR（  Pollutant Release and Transfer Register）… 化学物質排出移動量届出制度
＊2 CO2 排出量 … 算出に使用したCO2 電力換算係数は、2005年のIEAの国別換算係数を使用

(　　)内は2013年度比を示します

当社および
グループ会社の

事業活動

製品・サービス

事業活動と環境負荷

廃棄物の削減

廃棄物一元管理サービスの導入

環境報告

環境に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
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　当社およびグループ会社の製造拠点では、製造段階のエネル
ギーを削減する取り組みを実施しています。2013年度からは日
立グループの活動に合わせ、指標を変更し、エネルギー使用量原
単位を2015年度に2005年度比で17％改善する目標を掲げて
います。2014年度は、エネルギー使用量原単位を2005年度比
で16％改善する目標を掲げ活動し、実績19％改善となりました。
　設備面の取り組みとして、2014年度は、昨年度当社東京事業
所に導入した既設の100kWの太陽光発電に加え、West-Wing
棟南側のアーケードに6kWの太陽光発電を増設しました。ま
た、高効率空調機器への更新、LED照明への更新などを実施し
ました。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。

　日立グループでは、先進的な環境活動や製品・サービスを表
彰することで、環境活動の活性化と先進事例の横展開による活動
水準の向上を図り、環境ブランド価値を向上させる目的で所定の
認定基準を満たす事業所について｢エコファクトリー＆オフィス
セレクト｣として認定しており、当社東京事業所は、2014年度日
立グループ「エコファクトリーセレクト」として認定されました。
　当社東京事業所は、再生可能エネルギー活用(再生可能エ
ネルギーを100kW設置)、及び廃棄物等循環利用(最終処分
率0.1％未満かつ電子マニフェスト登録100％ )の基準を満
たし、認定となりました。
　2013年度に建設した新棟(West-Wing棟)は、①全ての
照明にLEDを採用、②屋上に100kWの太陽光発電設備を設
置し、環境に配慮した建屋となっています。なお、太陽光発

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含有するトランス・コンデン
サー・蛍光灯安定器などを保有する事業者は、PCB特別措置法
により厳格な保管･管理および2026年度までに適正処分する
ことが義務付けられています。
　当社グループでは、紛失や漏洩を防止するために、施錠した
保管施設で適切に継続管理し、定期的な点検を行っています。
　2014年度は、当社東京事業所と（株）日立国際八木ソリュー
ションズ、（株）五洋電子仙台工場で保管していた低濃度PCB
を含有する高圧トランスと変圧器について、環境省より認可さ
れた低濃度PCB無害化施設へ委託し、処理を完了しています。
　当社グループで保管していた低濃度PCBを含有する機器の
処理はすべて完了しました。

電装置の稼働状況は、サイト内3カ所に設置したモニターに
表示することで、来社いただいたお客様に再生エネルギー活
用企業としてのアピールと、従業員の環境活動への意識向上
に繋げています。また、廃棄物等循環利用としては、2008年
度よりゼロエミッションを継続しています。

■ エネルギー使用量と原単位の改善推移

東京事業所 全景
「エコファクトリー

セレクト」認定証

低濃度PCB含有機器の搬出作業

地球温暖化防止（省エネルギー）

東京事業所 日立グループ｢エコファクトリーセレクト｣認定

PCB使用機器の適正管理

環境報告

環境に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
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　当社グループは、製品・サービスによる環境への負荷を低
減するよう「環境適合設計アセスメント」を実施し、従来製品
より低消費電力・省資源化に優れた製品・サービスとなるモ
ノづくりを行っています。

　また、お客様への製品・サービスの提供において、環境に
配慮した製品を提案し、低炭素社会の実現に貢献するよう努
めています。

SK-UHD4000

iMH-1000

■ 放送用4Kカメラシステム「SK-UHD4000」

■「ドコモビジネストランシーバ」対応�車載タイプ端末「iMH-1000」

　「SK-UHD4000」は、新たな高画素対応のレンズや特殊な変換アダプタ
なしに、直接標準HDレンズ（BTA S-1005-A規格レンズ）を装着できる
ため、既存レンズの有効活用に加え、従来型のHDカメラ（1920×1080）
と同様の操作性と運用性で、4K（3840×2160）の映像が記録できる仕様
となっており、既存資源の有効利用と運用の効率化を実現した画期的な
放送用4Kカメラシステムです。
　また、独自のデジタル映像信号処理及び光伝送技術・高効率電源技術
で、高感度・高解像度の映像を提供するとともに小型軽量化・低消費
電力化を実現しています。
　従来のHDカメラ（SK-3200P：2001年発売）のライフサイクルと比較
した場合、CO2排出量を29％削減、資源量を10％削減しています。
　2014年9月にオランダ・アムステルダムで開催された国際放送機器展

「IBC 2014」で、「SK-UHD4000」は「Best of Show TVBEurope 2014」の
アワードを受賞しました。

　「iMH-1000」は、株式会社NTTドコモ様が提供するFOMA® パケット
通信を利用したトランシーバ端末（業務用無線機）です。
　「iMH-1000」では、従来の業務用無線機と違い、FOMA® ネットワーク
を使用することで、専用の基地局設備が不要になるとともに基地局設置
の際に必要となる無線免許申請の手続きも不要となるため、無線設備
構築にかかる費用・資源が削減できます。
　また、従来の業務用無線機では、通話エリアを拡大するためには、無線機
の出力を上げる（消費電力を大きくする）必要がありましたが、FOMA®

ネットワークを利用することで、携帯電話なみの消費電力でFOMA®

エリア内のどこからでも通話が可能となっており、省電力で広範囲の
通話エリアを確保できます。
　従来の業務用無線機（MR無線機：1998年発売）のライフサイクルと
比較した場合、CO2排出量を42％削減、資源量を32％削減しています。
※FOMA®は、（株）NTTドコモの登録商標です。

2014年度の主な環境適合製品の紹介

エコプロダクツ（環境適合製品）

環境報告

環境にやさしい次世代製品
製品の素材製造・生産・お客様のご使用・廃棄にわたる製品の一生を通じて、
環境に与える影響を小さくする活動に取り組んでいます
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　昨年版でアンケートの内容を一新し、あらためて広く回答をお願いし
たところ、当社CSR報告書の９年の歴史の中では2番目に多い140件の
回答をいただきました。集計結果と自由記入欄のご意見への当社回答
をインターネットのCSR報告書のページに掲載しました。アンケート
のご意見を参考に、レイアウトを一部変更、また読みやすさの向上に力
を入れています。
　CSR報告書として10年目となる今回も、ご一読後はぜひアンケートへ
の入力・発信により、ご意見・ご感想をお寄せください。
　また、読みやすさに向けた改善に伴って、一部詳しい情報を当社のイン
ターネット・ホームページに移し、最新の情報や基本的な情報とともに
提供しています。セクションごとに掲載したリンクを活用いただき、当社
ホームページにお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お待ちしています。
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