
日立国際電気グループCSR報告書2016



平素より日立国際電気グループの事業にご支援を賜りあ
りがとうございます。

熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申
し上げます。また、被災地が一日も早く復興することをお
祈り申し上げます。

2015 年度は、海外において米国経済は堅調に推移した
ものの、中国経済の減速やブラジル等の新興国での景気低
迷等、全体としては流動的な状況が継続しました。また、
国内経済は緩やかな景気回復が持続する中で、年初からの
円高、株安等により景況感が悪化しました。

このような状況のもと、当社グループは、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する
とともに、国内外において受注獲得に向けた積極的な事業
活動に取り組みました。部門別の概況は、映像・通信ソ
リューション部門＊1 では、国内市場における東日本大震災
からの復興需要の収束、防衛分野や通信インフラの投資シ
フト、新興国の景気低迷など、市場環境の大きな変化に加
え、不採算案件の発生等により売上収益、営業利益ともに
減少しました。成膜プロセスソリューション部門＊1 では、
DRAM 関連の投資縮減はあったものの、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とした継続的な製品
受注に加え、サービス事業も堅調に推移したことから、売
上収益は過去最高となりました。営業利益については、積
極的な先行投資を行ったことなどにより減少しました。

2015 年度を最終年度とする中期経営計画は、事業構造
改革の推進等により各セグメントにおいて高いシェアを有す
る製品やシステムを創出することができ、2013 年度および
2014 年度には 2 年連続で経営目標数値である営業利益率
10％超を達成することができました。しかし、2015 年度は、
成膜プロセスソリューション＊1 において過去最高の売上収
益を達成したものの、映像・通信ソリューション部門＊1 にお
ける事業環境の急速な変化等により、計画未達となりました。

当社グループの今後の事業環境は、世界経済においては、
米国においては堅調な推移が見られるものの、中国の経済
動向に対する懸念、資源価格低迷の長期化等により、予断
を許さない状況が続くことが予想されます。また、国内経
済においても、東日本大震災からの復興需要の一巡などに
より関連市場は踊り場の局面に入り、国内外ともに競争の
激しさはさらに増すことが予想されます。

このような事業環境のもと、当社グループは新たな中期
経営計画を策定しました。新計画において、社会インフラ
の質的変化への対応やスマート社会の到来への半導体産業
の変革に対して、当社グループがこれまで培ってきた技
術や日立グループとの連携、お客様との協創などにより、
2018 年度の調整後営業利益＊2 率 12％の達成を目標とし
て以下の諸施策を推進してまいります。

映像・通信ソリューション部門では、映像と無線の技術
を軸として、システム製品からソリューションビジネスへ
の転換と、グローバル事業の拡大、新規事業の立ち上げを
図ります。防災行政無線システム、監視システム等の基盤
事業のより一層の強化を図り、さらに日立グループとの連
携やお客様との協創により、新規事業の創出にも積極的に
取り組みます。映像セキュリティソリューションや防災・
減災危機管理ソリューションなど、日立グループとの連携
により、トータル・ソリューション・ビジネスを推進します。

成膜プロセスソリューション部門では、主力事業である
縦型半導体製造装置のさらなる強化による究極のサーマル
プロセス創造と、プロダクト・ライフサイクル・ビジネス
の高度化に取り組みます。縦型半導体製造装置の新型装置
や新膜種の開発力強化により、先端デバイス向けの量産ラ
インでのシェア拡大をめざします。新分野への取り組みと
しては、低温処理したウエハーの膜質の改善を行うトリー
トメント製品等の開発を進め、新事業としての早期立ち上げ
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を推進します。また、順調な成長を続けるサービス事業に
ついては、部品や改造ビジネスのさらなる拡大を図るとと
もに、診断サービスなど IT を活用した予防保全やプロセス
改善支援など、お客様のオペレーションを支援する業務に
も範囲を拡大させ、より一層の高度化を進めます。

事業体質強化としては、グローバルでの厳しい競争に勝
てるコスト構造への変革をめざし、スマトラプロジェクト

（Hitachi Smart Transformation Project）に継続して取
り組みます。さらに、今後のさらなる事業の成長をめざし、
製品競争力の向上、新製品や新分野への取り組みも強力に
推進し、今後成長が期待される分野への積極的な研究開発
に取り組みます。

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求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ます。

持続可能な社会の実現をめざす中長期視点から、国際的
に認知されたガイドラインである ISO26000 をベースに、
上記事業戦略を推進する際の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、これらを当社の経営理
念および行動基準の一部として表明し、全役員および従業
員に周知しています。またそのための社内体制を整備して
います。地域ごとのステークホルダーの皆様とも密接な対
話を行い、持続可能な未来をめざす協創を進めます。

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。

2016 年 6 月 24 日
執行役社長

＊1  当社グループの今後の事業の方向性を見据え、2016 年度よりセグメ
ント名称を改めることとし、「映像・無線ネットワーク」を「映像・
通信ソリューション」に、「エコ・薄膜プロセス」を「成膜プロセス
ソリューション」に変更しました。本報告書では、セグメント名称を
全て新名称に置き換えて表記しています。

＊2  当社は、2016 年度から、経営の実態をより適切に表示するため、売
上収益から売上原価ならびに販売管理費および一般管理費の額を減算
して算出した「調整後営業利益」を指標として用いることとしました。
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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。

■当社の経営と CSR 
当社は、経営と CSR の中心となる企業理念、経営理念およ

び行動基準を定めるにあたり、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。

上記企業理念、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
経営について対話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
ています。

日立国際電気が重要と考えること

企業理念体系と経営方針

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

  

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。

企業理念、経営理念および行動基準

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

経営戦略
2018中計

HiKQの心
HiKE人の信条

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
各年度の事業概況・財務報告は事業報告書、上半期の事業

概況・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。）

■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 G4

「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第４版」
GRI ガイドライン対照表については、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
2015 年度（2015 年 4 月1日～ 2016 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、p6「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。
※ p5 および p6 に記載した連結売上収益は、国際財務報告基準（IFRS*）に

基づいて計算、表記しています。昨年版までは日本基準で連結売上高を表
示していましたが、2015 年 3 月期の有価証券報告書からグローバル標準
である IFRS を当社が任意適用したことから、この CSR 報告書 2016 では
過年度分を含め IFRS による連結売上収益を表示しています。

＊ IFRS…  International Financial Reporting Standards

■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など
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。

■次回発行予定
次回は 2017 年 6 月に発行する予定です。

当社グループの事業活動についての情報は、事業概況・
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

2016 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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■会社概要（2016 年 3 月 31 日現在）

■主要製品

■連結売上収益

■セグメント別売上収益

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

連結売上収益
180,740百万円

連結従業員数
4,980名

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期

（単位：百万円）

連結売上収益計
180,740百万円

映像・通信
ソリューション
89,218百万円

その他
959百万円  0.5%

成膜プロセス
ソリューション
90,563百万円

49.4%50.1%

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

デジタルFPU＊装置
＊ FPU：Field Pick-up Unit

フルハイビジョン
雲台一体型監視カメラHD-SDI型監視カメラ

フルハイビジョン
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

デジタルテレビ
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・通信ソリューション
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

成膜プロセスソリューション
半導体製造装置

放送用カメラ

180,740165,327 185,181

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

※ 2016 年 3 月まで、両セグメントはそれぞれ「映像・無線ネットワーク」、「エコ・
薄膜プロセス」という名称でしたが、この報告書では 2016 年 4 月に変更した新セ
グメント名称により表記しています。

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

連結売上収益
180,740百万円

連結従業員数
4,980名

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期

（単位：百万円）

連結売上収益計
180,740百万円

映像・通信
ソリューション
89,218百万円

その他
959百万円  0.5%

成膜プロセス
ソリューション
90,563百万円

49.4%50.1%

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

デジタルFPU＊装置
＊ FPU：Field Pick-up Unit

フルハイビジョン
雲台一体型監視カメラHD-SDI型監視カメラ

フルハイビジョン
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

デジタルテレビ
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・通信ソリューション
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

成膜プロセスソリューション
半導体製造装置

放送用カメラ

180,740165,327 185,181

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

※ 2016 年 3 月まで、両セグメントはそれぞれ「映像・無線ネットワーク」、「エコ・
薄膜プロセス」という名称でしたが、この報告書では 2016 年 4 月に変更した新セ
グメント名称により表記しています。
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■主な開発、設計、生産拠点

■ グループネットワーク（2016 年 4 月 1 日現在） ■ 地域ごとの売上収益（2016 年 3 月期）

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。

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。映像と無線の
技術を通じて、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。

韓国の首都ソウルから南に約 100km
の距離にある忠清南道天安市に位置
し、半導体製造装置の設計、生産、
改造を行って韓国のユーザーを中心
に製品を供給しています。また、京畿
道平澤市の Pyeongtaek Factory は
大手ユーザーに隣接しプロセス評価、
パーツの改良・修理、装置実習など
のサービスを提供しお客様と関係性
を深めています。

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。

Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 
本社工場
主な生産品目 ： 半導体製造装置

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A 
本社工場
主な生産品目 ： 放送用送信機

富山事業所＊1

主な生産品目 ： 半導体製造装置
東京事業所
主な生産品目 ： 映像・通信ソリューション

Hitachi Kokusai Electric 
Europe GmbH＊2

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.

Kokusai Electric Korea 
Co., Ltd.

Kokusai Electric 
Asia Pacific Co., Ltd.

Hitachi Kokusai Electric
Comark LLC＊4

Kokusai Semiconductor
Equipment Corporation

Hitachi Kokusai Electric
Canada, Ltd.

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos
Eletrônicos S/A

Hitachi Kokusai 
Semiconductor Europe GmbH＊2

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12社

事業所数
国内29拠点、海外23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、事業所、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

■ 富山事業所＊1
■ ㈱国際電気セミコンダクターサービス

東北支社■

本 社

支　　　社
事　業　所
グループ会社
営　業　所

Hitachi Kokusai Electric 
Asia （Singapore） Pte. Ltd.＊3

連結売上収益計
180,740 百万円

（

欧州他
10,710百万円

5.9％）

アジア
（韓国・台湾地域以外）
20,559百万円

（11.4％）

韓国
25,344百万円

（14.0％）
（

日本
91,787百万円
50.8％）

米国
12,807百万円

（7.1％）

台湾地域
19,533百万円

（10.8％）

※お客様の所在地をもとに計算しています。

＊1 2016 年 4 月 1 日付で富山工場を富山事業所に名称変更しました。
＊2 2015 年 9 月 11 日付で Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH を分割し、映像・通信ソリューションを扱う新会社が同名称を継承するとともに、従来の同社は

成膜プロセスソリューションに特化し、Hitachi Kokusai Semiconductor Europe GmbH に名称変更しました。
＊3 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。
＊4 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。
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列車無線システムは、さらなる列車運行の効率化や旅客サービスの向
上のため、データ伝送機能の拡充が求められています。当社は、このよ
うなお客様のご要望に対し、データ伝送に適し、多チャンネル通信が可
能な、デジタル無線を採用したシステムの提供・提案
に積極的に取り組み、お客様とともに安心・安全な社
会の実現に向け頑張っていきます。

映像・通信事業部 公共営業推進部
西脇 大記雄

VOICE

多くの人々が利用する公共交通機関としての鉄道ですが、
この数年にかけ、テロ対策やより安全な運行、輸送のニーズ
が一層高まることが見込まれます。

当社は、安全・安定輸送に寄与する保安通信設備である列
車無線システムと、駅構内、プラットホームなどの乗客の安
全を守るための映像監視システムによって鉄道の安心・安全
の実現に貢献しています。

近年はアナログからデジタルへのシステム切り替えに伴い、
音声／画像品質の向上、データ伝送能力向上、電波干渉の低減、
大容量の画像データ保存／解析、車両への監視映像伝送など、
システムの高度化による対応を進め、さまざまな鉄道事業者
様へデジタル列車無線システムや映像監視システムを納入し

ています。今後も映像と無線の融合技術をもとに、継続的に
高付加価値ソリューションを創出・提供します。

映像・無線の技術で、鉄道の安心・安全を実現

次世代４K 映像コンテンツ制作に当社のカメラが貢献

1

2
放送・映像の世界は、アナログ放送からデジタル放送への

移行に続き、４K、８K のさらに高画質で美しい映像提供に進
化しています。４K テレビの家庭への普及に向け、４K 映像
コンテンツの制作が進んでいます。2015 年 4 月韓国ソウル
で行われたメジャーグループ「BIGBANG」の大規模なコン
サートで、当社の４K カメラ 30 式を使用した映像収録が行
われました。お客様は美しい臨場感のある映像の提供をめざ
して４K カメラの採用を決断、当社も技術的な面のサポート
を行いました。

■ 鉄道向け連絡用無線、映像監視システムの構成例

現場でのカメラシステム構築、リハーサルを何度も行い、緊張感の中
で本番を迎えました。当社の対応を評価いただき、商品映像のテロップ
にサポートした当社担当者の名前を入れてい
ただきました。放送業界をはじめとし次世代
映像への取り組みは加速しています。美しい
映像をご家庭まで届けられるよう頑張ってい
きたいと思います。

映像・通信事業部　国際営業部
閔 晃寿

VOICE

会場でお客様にカメラ操
作を説明する

HUB

監視映像の表示や列車無線との
通話等を実現します。

自駅の監視業務を
行います。

指令所

デジタル列車無線

映像集中監視ソリューション
カメラによる監視で、プラットホームや駅構内の安心・安全を確保します。

プラットホーム監視映像の
ミリ波無線伝送
プラットホームの乗客監視映像を
運転台のモニターへ映します。

デジタル列車無線システム
列車運転士と地上指令員の通話、データ伝送を実現します。

車上モニター車上モニター

ネットワークネットワーク

駅務室 デジタル
列車無線 ミリ波無線

伝送装置

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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感謝状

感謝状とともに
受領した記念盾

2015 年度
PQS 賞トロフィー

当社富山事業所　新棟建設後の完成イメージ図
イラスト作成：（株）日立建設設計

半導体の微細化に伴い、近年、お客様より装置のさらなるクリーン化が
要求されています。今回、新棟の増築を機に生産の動線を見直し、よりクリー
ンな生産棟（＝半導体製造装置メーカーとして最先端工場）となるよう各
工程での問題点を整理し、新棟の設計に反映しています。
また、組立工程における安全面や生産工程を通じた省
エネに配慮した新生産棟をめざして建設を進めます｡

富山事業所　生産技術部
山崎 庄市

VOICE

陸上自衛隊 北海道補給処様より感謝状を受領

インテル  コーポレーションより PQS 賞を受賞

最先端の技術開発を通じて、世界のお客様の価値創造に貢献

3

4

5

2016 年 3 月 11 日、インテル コーポレーションからプリ
ファード・クオリティー・サプライヤー（PQS）賞を受賞しました。

インテル コーポレーション グローバル・サプライ・マネー
ジメント 業務開発 前工程戦略調達部長の
シャヒーン・ダヤル氏は「2015 年度、日
立国際電気は、品質システムへの投資なら
びに装置再利用支援への取り組みなどが
我々の期待を上回る結果となりました。さ
らに対応スピード、安全、環境、ソーシャ

当社の主力製品であるバッチサーマルプロセス装置は、最
先端半導体メーカーのお客様に採用され、高機能の半導体を
製造できるようにすることで電子機器の進化に貢献していま
す。開発・評価エリアを拡充し、お客様のニーズと次世代へ

のスピーディーな対応に備え、生産棟の新設を決定しました。
2017 年１月より稼働する予定です。工場内はクリーン生産
対応の強化、生産工程集約による作業効率の向上を図り、次
世代装置の量産を進めます。

富山事業所は富山市八尾町に位置し、歴史、文化、人とパー
トナー企業に育まれ、これからも世界最先端技術の発展に貢
献していきます。

当社特機事業部は、2015 年 6 月 28 日に陸上自衛隊北
海道補給処様より感謝状を受領しました。

当社は、1971 年より現在までの間、全国の陸上自衛隊に
対し訓練用装置＊等の教育訓練システムを納入してきました。

ルガバナンスプログラムにおいて継続的強化に努めました。
日立国際電気の支援に感謝します。」と述べています。

今回の感謝状は、有効かつ実用的なこれら訓練用装置等
の部品供給や修理の要請に対し、当社が迅速・適切に維持
整備に当たったことで陸上自衛隊から高く評価を受けたこ
とによるものです。
＊ 訓練用装置 … 陸上自衛隊が所有する各種装備品に装着し、実弾の代わりにレー

ザー光線を利用し、数百人規模で対抗訓練ができるシステム。

SCQI/PQS賞受賞は、今回で12年連続、16回目。装置技術、品質、コスト、
顧客サービスはもちろん、労務・倫理、環境持続性など比較的新しい項目
においても評価いただいた結果であり、大変名誉なことであり、光栄に思
います。来年以降も連続受賞すべく、さらなる改善、向上に努めていきます。

電子機械事業部  欧米営業部
池田 知樹

VOICE

本感謝状の受領により、訓練用装置に携わっていることに誇りを感じ
ました。陸上自衛隊の訓練は多岐にわたっており、任務拡大に伴い今後
もさまざまな改善要望などがあると思いますが、これまで培った技術を
ベースにして陸上自衛隊各補給処様に満足していただける装置を販売し
ていく決意をしました。

特機事業部　営業本部
下田 成浩

VOICE

新棟 既設部分
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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。

新しい企業文化の創造を目的とした「HiKQ（ハイケイ
キュー）イノベーション活動」は 2015 年度で 6 年目を迎え
ました。2015 年度は、前年度から継続して設計・生産部門
を中心にした業務プロセスの改革・品質向上策など個別テー
マと、ボランティアや若手社員中心の「WLR2015」（ワーク・
ライフ・レボリューション）、「グローバル若手会」など全社
共通の活動を推進してきました。

また、2015 年度は日立国際電気創立 15 周年にあたり、今
後さらに一人ひとりがいきいきと行動するための心構えを

「HiKE（ハイケイイー）人の信条」として制定しました。これ
は、有志プロジェクトメンバーが従業員のアンケートを元に、
当社グループが掲げる「企業理念、経営理念および行動基準」
を支え実現するために必要な当社グループ従業員の共通の心
構えをまとめたものです（本報告書 p3 概念図「企業理念体系
と経営方針」参照）。この「HiKE 人の信条」は英語、中国語、
韓国語、ポルトガル語、トルコ語に翻訳し、グループ社員全
員に携帯カードにして配布しました。あわせて「HiKE人の信条」
を素材にしたポスターを作成し普及に努めています（下図）。

　HiKQ イノベーション活動では、今後とも社員の自主性
による活動を強化し、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。

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。

国内全生産拠点および海外の主な生産拠点において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・ネットワーク型の事業展開に伴い、品質保証
に携わる人財の交流や活動支援を図り、さらなる品質・サー
ビスの向上に努めています。

2015 年度版ポスター

■ 品質向上への取り組みの流れ

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

HiKQ イノベーション活動状況

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/

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

品質マネジメントシステム

顧 客

製品および
サービス

顧客満足
Plan Do

CheckAct

QMSの
結果

顧 客

不適合および
是正処置
継続的改善

改善

リーダーシップリスクおよび
機会への取組み
品質目標

計画

計画通りに実施

支援・運用

監視、測定、分析
および評価
内部品質監査

パフォーマンス評価

密接に関連す
る利用関係者
のニーズおよび
期待組織

組織および
その状況

アウトプット

顧客要求
事項

インプット

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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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。

当社は、（株）日立製作所と協調してサプライチェーンにお
ける CSR 強化活動を推進しています。「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、
サプライチェーン全体での CSR 意識の共有を図っています。

2015 年度までに主要お取引先様 512 社に対し書面調査、
2 社について外部機関による調査を行いました。今後は、調査
対象範囲を拡大し、定期点検を定着させていきます。

新規取引の開始に当たり、当社はお取引先様の人権・労働
慣行・倫理・法令遵守といった CSR 調達対応力を重視しま
す。サプライチェーン全体でのリスク管理を掌握することで
グローバル安定調達の実現をめざします。

当社は日立グループの一員として、コンゴ民主共和国
（DRC）および周辺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みます。

当社は、お取引先様との相互関係に基づくパートナーとし
ての関係作りを推進しています。BPM（Business Partner 
Meeting）の場を通じて、公正な取引関係を維持し、パート
ナーシップの強化に努めています。

事業方針説明、CSR の取り組み、技術交流など、積極的な
コミュニケーションの浸透により、お取引先様と当社の双方
にメリットのある「Win － Win」の関係を深めていきます。

当社は、従来の輸出型を見直しグローバル・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し、グロー
バル市場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、海外の生産・販売・サービスの
各拠点と調達戦略を共有し、連携・支援を強化しています。昨
年 10 月より当社のスタッフがブラジルを拠点に駐在し、地産地
消型グローバル調達と現地スタッフ育成強化に取り組みました。
グローバル調達一体運営の取り組みを今後拡大していきます。

当社グループの事業は社会インフラに深くかかわっているた
め、事業の共同運営者である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
動だけでなく社会に大きな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、調達事業継続計
画（Business Continuity Plan：以下「BCP」）（徹底した標準化、
複数購買の推進、代替品の検討など）を策定・整備しました。
現在国内グループ会社を含め登録情報を常に最新版へ更新し、
定期的な機能検証により BCP を改善・強化しています。

2015 年度は、BCP の海外調達拠点への一部展開を図りま
した。今後その範囲を拡大していきます。

資材調達の基本方針

グローバル化推進

調達 BCP の展開

パートナーシップ強化

紛争鉱物問題への対応

CSR の取り組み

信越石英株式会社 様 電子機械事業部表彰

この度は 2015 年度最優秀サプライヤ賞を賜り大変光栄に存じま
す。これも一重に貴社のご指導ご支援の賜物と深く感謝いたします。

この受賞を貴社装置の心臓部に入る石英部品メーカーとしての弊社
への叱咤激励と受け止め、今後もグローバル
市場の御客様のご要望に応えるべく QCD の
向上に努め、貴社事業の発展に貢献できるよ
う頑張ってまいる所存でございます。今後と
も一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

ダイナックスエンジニアリング株式会社 様

2015 年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様

映像・通信事業部表彰

この度は、貴社ビジネスパートナーとして 2015 年度表彰を賜り、
大変光栄に存じます。社員一同大変嬉しく感じておりますとともにさ
らなる励みとなり、重ねて感謝申し上げます。弊社は常に技術力の向
上を社是として日々努力をしております。

その中で貴社ご指導のもと、貴社が掲げておりますグローバル展開に
対して、さらなる努力を続け、時代の変化にも即応し、「納期」「品質」「コ
スト」と合わせ「開発提案」も大きなテーマと
して貴社製品開発にますますの貢献を果たした
いと、社員一同この表彰を機に改めて決意して
おります。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。

VOICE

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

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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当社グループは、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーと積極的な対話を進め、相互に信頼する関係を築き、価値
創造への参画を仰ぎます。

ステークホルダーと当社のコミットメント 対話の例 対応体制 / 部署

お客様 お客様と社会の満足と信頼を獲得します。 営業担当者のお客様訪問、展示会での商談、お客
様の各種照会・相談への対応 各営業部門、品質保証部門

従業員 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。

労使協議会、小集団提案活動、同報告会、従業員
サーベイ（意識調査）結果共有と対応、イントラ、
社内ＳＮＳの活用

人事総務本部

お取引先 公正、透明、自由な競争および適正な取引を行い、
適切な内部統制を実施します。

ビジネスパートナー・ミーティング、個別の資材
購買折衝、お取引先 CSR 調査

グループ調達本部、各事業所資
材部門

地域社会 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。 地域活動への参加、防災訓練の消防署との共催 各事業所総務部門

株主・投資家 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。

株主総会、決算説明会、IR 活動、インターネット
による情報開示 法務本部、CSR 本部

　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。

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、関連法令

を遵守することは企業としての責務です。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
例が発生したとき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。

コンプライアンス委員会の設置
当社は、2014 年の公正取引委員会による立入検査を受けて、

社内体制・業務管理方法の見直しや従業員への再教育を行うと
ともに、外部の専門家にも意見を聴取し、コンプライアンスの
強化を図ってまいりました。今般、社外の弁護士を招聘し新た
に「コンプライアンス委員会」を設置し、グローバルな観点を
含めて、当社グループのコンプライアンス施策や遵守状況につ
いて定期的に検証と助言を受け法令遵守に万全を期します。

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。

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。

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。

人権の尊重

リスクの把握と対応

ステークホルダーとの協働

内部通報制度「日立国際電気グループ 
倫理ヘルプライン」

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

日立国際電気　人権の尊重 検索または

Web

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

社会性報告

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
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コーポレート・ガバナンス体制 
当社は、意思決定の迅速化と経営の透明性確保のため、指

名委員会等設置会社形態を採用しています。
社外取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針を定め、

執行役に対して業務の決定の権限を委ねて業務の効率性を促
進させる一方で、指名委員会、監査委員会および報酬委員会（以
下総称して「各委員会」という。）とともに業務執行の監視・
監督に当たる体制により、業務の適正性の確保を図ることで
経営改革を促進しています。社外取締役は、上記の体制のもと、
当社から独立した立場、客観的な見地から積極的に意見を述
べることで、経営の透明性や健全性をより一層高めるための
役割・機能を担っています。

体制の概要 
１．業務執行

意思決定の迅速化のため、業務の決定に関する事項は法令
の範囲内で大幅に執行役に委任しています。

執行役は、取締役会の定める職務分掌に従い、それぞれが
担当する業務の決定および業務執行を行っていますが、特に
重要性の高い事項については、その意思決定の適正を期すた
め、執行役全員で構成される執行役会の審議による多面的な
検討を経た後に、執行役が決定することとしています。

その他の執行役による業務の決定についても、決定事項の
種類や内容に応じて社内規則が定められており、当該規則に
従って必要な手続がとられます。

２．監督・監査
取締役会は、その内部機関である各委員会とともに、業務

執行を含めた経営全般について監督を行っています。
また、取締役会および各委員会にはそれぞれ事務局となる

部門が活動を補助していますが、特に監査委員会については、
監査の適正と実効性確保のために専属の部門を設け、執行役
の指揮命令に服しない使用人を置いています。 

（1） 取締役会
各委員会からその活動状況について報告を受けるほか、執

行役からもその職務の執行状況について直接に報告を受ける
などして、経営の監督を行っています。 

（2） 指名委員会
株主総会における取締役選任議案に関し、取締役候補者を

決定しています。候補者の選定にあたっては、より良い経営
判断が可能となるよう、当社の経営に資する人材として求め
られるべき人格、経験、見識、能力等を総合的に検討し、社
内外から広く人材を確保するようにしています。 

（3） 監査委員会
監査方針および監査計画等を定めるとともに、当該方針・

計画等に沿って指定された監査委員が実施した監査内容につ
いてフォローしています。また、内部監査部門や会計監査人、
グループ子会社の監査役に対しても、それらが実施する監査
について情報共有その他の連携を図ることにより、監査委員
会による監査の実効性を確保しています。 

（4） 報酬委員会
取締役および執行役の報酬決定に対する基本方針を定める

ととともに、取締役および執行役各人について評価を行い、
報酬額を決定しています。

■ コーポレート・ガバナンス体制図（2016 年 4 月 1 日現在）

コーポレート・ガバナンス

2015 年 12 月、当社グループの持続的成長と中長期
的な企業価値の向上を実現するためのコーポレート・ガ
バナンスに関する基本的な考え方および枠組みを示すこ
とを目的として、「日立国際電気コーポレートガバナンス・
ガイドライン」を制定しました。

本ガイドラインにつきましては、当社ホームページに
おいて開示していますのでご参照ください。

TOPIC

監督

株主総会
取締役の選任・解任 会計監査人の選任・解任

取締役会 （取締役６名 うち社外取締役４名）

指名委員会（取締役 3 名 うち社外取締役 2 名）
取締役選任議案の決定

報酬委員会（取締役 3 名 うち社外取締役 2 名）
取締役および執行役の報酬の決定

執行役の
選任・解任

監査

会計監査

業務監査

報告

補助

連携

報告

執行役会（執行役９名）
業務執行

経営戦略統括本部
コンプライアンス

監査委員会事務局

連携

監査室

代表執行役

執行役

会
計
監
査
人

監査委員会（取締役 3 名 うち社外取締役 2 名）
職務執行の監査

コーポレート・ガバナンスについての情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/corporate/

日立国際電気コーポレートガバナンス 検索または

Web
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2015 年度の安全衛生活動は、国内の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．安全活動としてのルール違反、類似災害の撲滅
災害防止に取り組んでいますが、拠点によっては休業

災害が発生していることから、安全基準・作業手順の見
直しや安全教育の強化などの取り組みを継続しています。

２．衛生活動としての心身両面の予防管理強化
メンタルヘルス研修の継続実施に加え、フィジカル面の

健康管理を実施するために、「（HiKE）健康増進活動 2018」
を策定し、従業員の健康増進活動と健康意識の醸成を計画
的に推進します。

３．交通安全活動としての加害事故の撲滅
日立国際電気グループ安全運転強化月間を設定し、加

害事故撲滅に向けた各種活動を展開し、前年比 57% 減と
なりました。

以上の取り組みを継続的に行う一方、東京事業所では 1997
年 11 月から無災害を継続したことにより、2015 年 1 月に第
５種無災害記録時間＊を
達成し、同年４月に厚
生労働省労働基準局長
より表彰を受けました。

＊ 第５種無災害記録時間 … 厚生労働省が無災害記録証授与の対象として業種
ごとに定める５段階基準の最上位、電気機械器具製造業では 3,550 万時間

国内のグループ会社を含め、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。従来、地震発生を想定し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 つのフェーズを中心とした訓練を行っていましたが、
2015 年度からは次のステップである④全面復旧フェーズ（事
業回復）を中心とする BCP（Business Continuity Plan：事業
継続計画）へと訓練内容を移しました。被害が想定された生産
活動を他の事業所へ移管し、また、IT 関連の被害も想定し、実
機を用いてシステムの動作確認を行い、生産が再開できるまで
の 3 カ月後までを想定した訓練を行うことで、事業継続に向け
ての検証を含めた訓練を実施しています。

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 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
ボランテ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。

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

タフな環境に身を置きたいと考え、１カ月間のインドプログラムに参
加しました。

現地では、携帯ウォシュレット® の市場調査を行い、販売店等に訪問
聴取を実施、調査結果をビジネススクールで発表しました。

衛生用品、かつ新製品であることから、アポイントを取り付けること
も困難でしたが、直接訪問して製品 PR を行うなど、積極的に行動でき
たと思います。

積極的な姿勢については、海外取引
先との折衝で役立っています。

※ ウォシュレット® は TOTO 株式会社の登録
商標です。

調達本部 東京調達部 
原田 学

VOICE

2016 年度新入社員研修での
体験談講義

「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

安全衛生

防災活動

東京事業所での第５種無災害記
録時間達成記念植樹

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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部品手配業務などの設計補助業務を行っています。
義足での歩行ですが、自席での PC 操作や作業が中心で、周囲の方の

サポートもあるので、社内で不便を感じることはほとんどありません。
仕事は、技術的な専門用語も多く理解するのが大変ですが、職場の方

の指導のおかげで少しずつできることが増えてきました。これからもっ
と職場の力になれるよう頑張りたいと思っています。

休日や定時後には、1 年ほど前から始めた陸上短
距離のトレーニングをしています。大会へ出場する
ことが目標です。

映像・通信事業部　放送設備設計部
渡邉 珠美

VOICE

女性社員向けキャリアセミナー
（2015 年 1 月 8 日）

「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」を追求するためのグループとしてメ
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実行、2015 年度にメンバーを入れ替
え、新たな提案活動を行い、2016 年度は提案内容の具現化
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）

（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・介護等のために短い勤務時間で働いている者

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。

ワークライフバランス

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、実習受け入れを行い、実
習者、会社双方で仕事のスキルや職場環境などを確認した上
で雇用につなげるよう取り組んでいます。法定雇用率（2.0％）
につき、当社は 2016 年 3 月 1 日現在満たしていますが、今
後さらに雇用機会の拡大に努めます。

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、いきいきとした職場環境の整備に努めます。

当社は、女性従業員のキャリア形成に対するモチベーショ
ン向上を目的として、2014 年度より総合職女性従業員全員
を対象に 2 日間のキャリアセミナーを実施し、2014 年度に
17 名、15 年度に 17 名が参加しています。セミナーでは、
客観的な指標となる診断手法を用い、自分自身の強み、弱み
を認識、キャリアの考え方や自身の今後のキャリアについて
考える機会を提供しています。

また、女性のキャリア形成のためには、本人だけでなく職
場の理解が重要なことから、2015 年度は管理職を対象とし
た女性活躍推進に関する講演会を実施しました。グループ会
社を含む管理職 82 名
が参加し、女性従業
員の活躍につながる
よう管理職層に対す
る意識醸成を推進し
ています。

多様な人財の雇用促進

女性活躍推進の取り組み

育児
休職

妊娠

出産

妊娠通院休暇
妊娠障害休暇
通勤緩和のための
短時間制度　等

出産休暇
(産前・産後８週間） 

職場
復帰

育児休職
(子が小学校1年生を終えるまで通算3年）

短時間勤務
（4、5、6、6.5、7hr から選択可。最大小学校卒業まで）
フレックスタイム制勤務(最大小学校卒業まで)
子の看護休暇、家族看護休暇
半日年休(回数制限なし)
配偶者海外転勤休暇

出産看護休暇
（通算５日） 

介護
休暇

職場
復帰

短時間勤務
子の看護休暇
家族看護休暇
年次介護休暇
半日年休

　介護休職
　(通算１年、
　 分割取得可)

≪介護支援制度≫
女性が利用可能 男性が利用可能

≪育児支援制度≫

2013 2014 2015 ［年度］0

10

20

30

40
（人） 短時間勤務

利用者数

短時間勤務利用者数 育児休職取得者数

育児休職
取得者数

35

15 15 15

37
34
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近年、働く女性の活躍推進が話題になっています。当社グ
ループは、ボトムアップ提案型業務改革活動を推進する「ス
テップアップ活動」を行っています。（株）日立国際八木ソ
リューションズ（以下「HYS」）は合併・統合の経緯と、新業
務システム導入の背景もあり、女性社員全員が参加するステッ
プアップ活動グループ「なでしこ HYS!」を結成、2014 年 5
月に女性同士のネットワーク強化や個々のレベルアップ、業
務効率向上を目的とし、女性視点による部門を超えた活動を
スタートしました。勤務地、業務内容、勤務時間が異なる部
門横断型グループのため、まずはメンバーを対象としたアン
ケート調査から始め、本社で開催した意見交換や勉強会、懇
談会における要望事項をまとめ、これらを反映したテーマ別
活動へと展開しました。成果のひとつとして、新業務システ
ム導入約半年後、利用者のニーズやノウハウ等を盛り込んだ
利用者目線の HYS オリジナルマニュアルを作成し、掲示板に
掲載、共有することで大幅な作業時間の短縮を実現しました。
活動の成果は 2015 年 7 月、日立グループ業務改革・改善活
動交流大会でも報告することができました。

HYS 本社で開催した勉強会

当社は、｢日立国際電気グループ労働組合｣ と労働協約を締
結し、定期的に労使協議の機会を設け、労働条件や人事制度
について協議するなど、職場規律の確立、職場環境の維持・
改善に、労使一体となって取り組んでいます。

会社と労働組合は、相互の意思疎通を図り、経営の円滑な
運営と事業の発展、社員の労働条件向上を図ることを目的と
して、定期的に労使協議会を行うことを労働協約に定めてい
ます。労使協議会では、経営方針や事業運営などの諸課題に
ついて、建設的な意見交換を行い、健全で安定的な労使関係
を構築しています。

■ 人員構成（当社）

■ 労働組合の組合員数（国内当社グループ）

■ 事業別人員割合（当社グループ）

■ 地域別人員割合（当社グループ）

■ 映像・通信
ソリューション

■ 成膜プロセス
ソリューション

■ その他
■ 全社（共通）

■ 日本
■ アジア
■ 北米
■ 中南米
■ 欧州・その他

｢女性視点｣ による業務効率向上をめざして 労働組合との対話

人員構成（2016 年 3 月 31 日現在）

この活動を通じて、今まで改善してほしいと思っていた“声”が届き、
実現に結びついたことは大きな成果だったと思います。また、アンケー
トでは働く女性ならではの、仕事と育児・介護の両立に関することや職
場環境への意見なども多数寄せられました。当活動で自分たちでは解決
できないものもありましたが、女性社員の“声”を会社へ届ける役割と
して事務局を務め、発表会を通じて会社に提
言をすることができました。

（株）日立国際八木ソリューションズ 
サービス本部戦略室

渡邊 理香子
調達部

吉田 麻里子 左から吉田、渡邊

VOICE

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

連結
就業人員
4,980人

日本
80.0％

アジア
10.2％

欧州、その他
1.2％

中南米5.0％
北米3.6％

連結
就業人員
4,980人

映像・通信
ソリューション
61.1％

成膜プロセス
ソリューション
32.2％

全社（共通）2.9％
その他3.8％

連結
就業人員
4,980人

日本
80.0％

アジア
10.2％

欧州、その他
1.2％

中南米5.0％
北米3.6％

連結
就業人員
4,980人

映像・通信
ソリューション
61.1％

成膜プロセス
ソリューション
32.2％

全社（共通）2.9％
その他3.8％

男 女 合計

就業者数 2,240 人 223 人 2,463 人 

管理職 506 人 7 人 513 人

うち部長職以上 197 人 1 人 198 人

取締役・執行役 16 人 0 人 16 人

平均年齢 44.0 歳 40.9 歳 43.7 歳

平均勤続年数 18.8 年 16.7 年 18.6 年

離職者数 14 人 7 人 21 人

労働組合の名称 組合員数

日立国際電気グループ労働組合 2,778 人 

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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開発途上国の子どもたちと時間と空間を越えて食事を分か
ち合う日本発の社会貢献運動、TABLE FOR TWO（TFT）に
賛同し、富山事業所は 2015 年 10 月より TFT 対応の食堂メ
ニュー、飲料自販機を導入しました。

① 社員食堂での TFT 対応食堂メニューの提供
週 2 回、手作りヘルシーメニューを数量限定で社員食堂利

用者に提供しています。同メニューを選ぶと 1 食当り 20 円
が寄付され、アフリカなど開発途上国の子どもたちの給食 1
食分に相当し、支援に役立てられます。

2016年3月までの半年で給食1,185食分の支援となりました。

② TFT 対応自販機の事業所設置
自販機で飲料を 1 本購入すると、約 2 円が寄付されます。
こちらも同じ半年間で、給食1,187食分の支援となりました。

東京事業所は、従業員家族を招き、職場を紹介する目的で「ファ
ミリーデー」を開催しています。その中の活動として、労使共催
で「補助犬 ( 介助犬・聴導犬 ) ご紹介」「切手・古書・衣類の寄付」
のブースを設置しました。補助犬の講演に熱心に聞き入る人が
多く、講演を実施した NPO 団体から、「企業内講演はめずらしく、
意欲的な取り組みでした」と評価いただくとともに、「小さなお
子さんが参加してくれたことが活動の励みになりました」という
お礼の言葉もいただきました。また、「切手・古書・衣類の寄付」
では、葉書 81 枚、使用済切
手 202 枚、古 書 50 冊、衣
類 54 点が集まり、NPO や
適正と認めた団体へ寄付しま
した。 （2015 年 12 月19 日） 

（株）五洋電子は、2015 年７月７日から８日の２日間、秋田市
立秋田北中学校の職場体験学習として、２年生１名を人事総務部
にて受け入れました。

初めは緊張した面持ちの実習生
でしたが、徐々に仕事に慣れてくる
と緊張も解けてきた様子で、積極
的に作業に取り組んでいました。

また、構内放送のアナウンスとい
う大役も立派に務めてくれました。

ドイツ、エアクラート市で半導体製造装置の販売・サービ
スを行う、Hitachi Kokusai Semiconductor Europe GmbH 

(HKSE) のボランティア 8 名は、地域
の児童が放課後自由に過ごす施設の
補修をするボランティア活動に参加
しました。庭やバルコニーへの花の
植栽、遊具の新設などの作業を児童
たちも加わり、楽しく行いました。
 （2015 年 9 月 4 日） 

小平市の社会福祉法人が運営しているパン・クッキー製造
販売店の出張即売会を東京事業所内で行いました。同店では
障がいを持つ方が多く勤務されていて、商品を購入することで
働く方々を間接的に支援できることから、企画しました。

趣旨に賛同した多くの従業員が立ち寄って買い求め、用意
した商品全てが売り切れる大盛況でした。

同店で働く方々にも販売のお手伝いをしていただき、大きな
声で元気よく呼び込みや会計をされました。その姿に、企画し
た国際電気テクノサービス（株）担当者を含め居合わせた当社
グループ従業員も元気づけられ、温かい気持ちになりました。

初回はわずか 20 分で完売！
（2016 年 2 月 5 日）

2 回目は広い場所に変え、商品もたく
さん用意していただだきました

（2016 年 3 月 9 日）

聞きやすいアナウンスを心掛けて
くれました

バルコニーへの植栽作業を
する HKSE の社員

補助犬勉強会と切手・古書・衣類の寄付

中学生の職場体験受け入れ

放課後児童クラブの補修

TABLE FOR TWO による
アフリカの子どもたちの給食支援

障がい者就労施設で作られたクッキーの
出張即売会

冷蔵庫から飲み物を取り出す補助犬の様子

2015 年 10 月、 事 業 所 内 の
電子掲示板に掲載した TFT メ
ニュー

ボランティア活動推進の提案活動
2015 年度は、社員が自主的に行っている小集団活動

で、ボランティア活動の推進策について話し合いました。
それにより国内グループ会社を含め全社で 45 件の提案
が挙がり、その中から事業所が取り上げ実施したものと
して、当年度中には「障がい者支援クッキー即売会」「補
助犬勉強会」「東北物産の社内販売会」などがありました。

TOPIC

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
— チャリティ、人づくり支援 ―

社会性報告
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従業員家族に職場を紹介する「ファミリーデー」の被災地
支援活動として、東京事業所は労使共催の東北物産展を開催
しました。これまでも同様に 2012 年と 2013 年、陸前高田

特産品展を実施し、継
続的な催しとなってい
ます。今回も、東北名
物「いぶりがっこ」「牛
タン」「南部せんべい」

「ずんだ餅」など、計
41,750 円の売り上げ
がありました。

 （2015 年 12 月 19 日） 

宮城県柴田町では、町のシンボルである館山城址公園を会
場とした植栽活動“みんなでつくろう花のまち柴田”を町民
や企業団体が一体となって開催しています。

さくら名所百選の地、白石川堤一目千本桜には春先のお花
見スポットとして、多くの観光客が訪れるので、桜だけでな
く四季折々の草花で楽しんでもらおうと、町をあげて植栽活
動を行っています。

今回も 2015 年 10 月
31 日、（株）五洋電子
仙台工場の従業員は家
族を含め 20 名が参加
し、手つかずの遊歩道
沿いの斜面に、全員で
水仙の植栽活動を行い
ました。

四国日立グループは、2010 年より香川県が推進している
｢フォレストマッチング協働の森づくり事業｣ に参画し、香川
県、綾川町、綾川町羽床財産区との連携のもと、森づくり活
動を実施しています。　2015 年 10 月 17 日には、日立グルー
プ 13 社の従業員、家族総勢 52 名が参加、当社からは 2 名
参加し、ヒノキの間伐や枝打ち、竹の伐採を行いました。今
回は、これまでの活動で植林したコナラの木にドングリの実
がなっていることを初めて確認し、約 5 年間の地道な活動の
成果を大いに実感することができました。

東京事業所のボランティアが中心になり、2011 年 3 月の
東日本大震災で被災した東北地方の学校を支援する目的でベ
ルマークを集め、寄付する活動をしました。2015 年 12 月の
ボランティア月間に、社内 SNS＊を利用して呼びかけ、当社と
国内グループ会社から集まったベルマークを、公益財団法人

ベルマーク教育助成財団様（ベル
マーク財団）あて「震災寄贈」と
記して郵送し、被災地の学校が備
品や教材を購入するのに役立てて
もらいました。
＊  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

東北物産展のブース

斜面を開墾し水仙を植栽

社内 SNS を開くパソコンとベルマーク回収箱
（「ベルマーくん」を用いた回収箱、集まったベ
ルマークの画像、またこの記事の掲載につき、
ベルマーク財団の了解をいただきました。）

綾川町にある「四国日立グループ香川の森」入口付近にて

2015 年 9 月の連休にラオス人民民主共和国の首都ビエン
チャンを訪問し、日本・ラオス国交樹立 60 周年記念行事に
オーケストラの一員としてボランティア参加しました。現地
の音楽家たちと合同での練習、公演や情報交換、現地ではあ

まり演奏されないモー
ツァルトの交響曲・ピ
アノ協奏曲、邦人作品、
邦人編曲のラオス民謡
等のプログラムを招待
客・来場者とともに楽
しむなど、有意義な文
化交流となりました。

東北物産の社内販売会

ベルマークの震災復興支援寄付

日立グループの森プロジェクト in 四国

ラオスで文化交流

柴田町館山城址公園植栽活動

舞台上右端が当社従業員、現地に眠っていた楽
器を補修して弾きました（2015 年 9 月 21 日）
写真提供：歯科医学教育国際支援機構

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

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
— 被災地支援、人づくり支援、生態系保全、地球温暖化防止 —

社会性報告
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左：2015 年度 ポスター
右：2016 年度 ポスター

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

ISO14001-2015 年版対応合宿の様子

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

2015 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 651GP   

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% 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% 96%   

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% 21%   

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% 32%   

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% 55%   

電子マニフェスト推進 登録（交付）率の向上 100% 100%   

スローガン 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 60・海外 11 箇所に掲示しています。

2015 年度と比較し、2016 年度は設立等による海外 3 拠点
（Hitachi Kokusai Electric Comark LLC、Hitachi Kokusai 
Semiconductor Europe GmbH、Hitachi Kokusai Electric 
Asia（Singapore）Pte. Ltd.）を追加し、配布しています。

ISO14001は、2015 年 9 月15 日、戦略的な環境経営や環境
パフォーマンスの改善等の強化をめざし、規格が改訂されました。

当社グループは、2016 年 4 月から新規格で運用するため
に、環境マニュアルの改正準備を進めてきました。その中で、
2015 年 12 月には当社グループの環境担当者による合宿を
行い、環境マニュアルの内容について集中的に検討しました。

2016 年 1 月から改正した環境マニュアルを試行し、4 月
1 日から運用を開始しました。

2015 年度の環境活動計画に対する実績・評価は以下の通りです。2011 年度から中期的に取り組んだ環境活動が 2015 年度
で最終年度となりました。2016 年度からは新たな中期計画として 2018 年までの目標を設定し、取り組んでいきます。

日立国際電気環境保全行動指針 環境マインドの醸成

ISO14001-2015 年版改訂対応

2015 年度環境活動目標と実績（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

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

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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■ GREEN21 評価項目

■ 環境保全コスト

■ 環境保全効果

■ グリーンポイント

費用［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

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きました。

当社の 2015 年度の実績は、日立グループの共通目標であ
る 640GP に対して、651GP であり、目標を達成しました。

2011 年度からの 5 年間においては、特に環境事業のうち
CO2 排出抑制への貢献やエコプロダクツのうち環境適合製品
の拡大について向上することができました。

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、日立グループで
作成した「事業を対象とした生態系の保全アセスメント」により、

「事業を通じた貢献」と「自然保護活動を通じた貢献」について
取り組み状況を評価しました。
「事業を通じた貢献」では、環境適合設計を推進し、製品に

おける生態系への負の影響を低減するための設計に取り組ん
でいます。また、製造プロセス・生産設備に関する生態系保
全活動としては、省エネ活動や廃棄物削減、化学物質の適正
管理に継続的に取り組んでいます。「自然保護活動を通じた貢
献」では、富山地区における企業の森づくり活動による森林保
全活動等に取り組んでいます。

この生態系保全アセスメントを通じて事業活動のさまざまな
視点から生態系保全の取り組みを把握することができ、今後取
り組むべき方向がわかりました。

当社は、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。

｢GREEN21-2015｣ 評価結果（当社） 環境会計（当社）

生態系保全アセスメント
（当社およびグループ会社の国内製造拠点）
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2014年度
2015年度

2011年度

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 環境適合製品の拡大、
ライスサイクル CO2 排出量評価の推進

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 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容

実収入効果 12.7 8.4 8.8 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減 4.9 4.0 3.6 省エネ設備による経費節減効果など

合　計 17.6 12.4 12.4 ─

項　目 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容
環境保全に
対する投資 131.1 150.9 87.7 省エネ設備などの直接的

環境負荷低減設備への投資

項　目 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容
事業所エリア内
コスト 141.7 239.5 284.9 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 0 0 グリーン調達費用、リサイクル費用

管理活動コスト 68.0 78.1 70.5 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 205.4 183.9 189.4 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 1.0 1.1 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 416.1 502.6 545.9 ─

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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エネルギー
電気 33,716MWh� （＋4％）
 ［328,010GJ］

燃料油（重油・灯油） 124kL� （－29％）
 ［4,797GJ］

ガス（都市ガス・LPG） 84千㎥� （＋1％）
 ［6,540GJ］

原材料
原材料・部品 2,018t� （－26％）
梱包材 154t� （－10％）
紙 45t� （＋1％）

化学物質
PRTR＊1 化学物質取扱量 2.4t� （－30％）

水
上水､地下水 173千㎥� （＋16％）
 上水 153千㎥
 地下水 20千㎥

排ガス
CO2 排出量＊2 15,165t� （＋3％）
 直接CO2 排出量 701t
 間接CO2 排出量 14,464t
SOx 95N㎥� （－1％）
NOx 186N㎥� （－21％）

廃棄物・有価物
排出量 796t� （－1％）
最終処分量 3t� （－38％）

化学物質
PRTR化学物質排出・移動・リサイクル 0.4t� （－52％）

排水
排水量 173千㎥� （＋16％）
 下水 43千㎥
 浄化後河川 122千㎥
 地下浸透他 8千㎥
BOD 0.4t� （－29％）
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 2014 年度比を示します

当社および
グループ会社の
国内製造拠点

事業活動

製品・サービス

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、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。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国内製造拠点は、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指数の改善を図っており、2013 年度か
ら日立グループの活動に合わせ、指標を変更し、2015 年度
に 62（2005 年度比で 38% 改善）とする目標を掲げて取り組
んできました。

2015 年度は、ｅラーニングの実施による廃棄物分別指導、
紙類・雑誌の再資源化等の取り組みにより 45（55％改善）と
なり、目標を達成しました。

従業員と家族のためのイベントとして開催した ｢富山地区
納涼祭｣（2015 年 8 月 22 日）、｢東京事業所ファミリーデー｣

（2015年12月19日）、｢（株）五洋電子秋田地区納涼祭｣（2015
年 7 月 18 日）において環境活動の紹介・PR を行い、廃棄物
リサイクルの流れやリサイクル品の展示により廃棄物の削減
推進について啓発しました。

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。

事業活動と環境負荷（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

廃棄物の削減（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

「東京事業所ファミリーデー」
環境ブース
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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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■エネルギー使用量と原単位の改善推移

空調機器の簡易点検（フロン類の漏えい点検）の様子

富山事業所のグリーンカーテン

園児とのゴーヤ植え付け

グリーンカーテン部門優秀賞 
表彰状

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、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
使用量原単位指数を 2015 年度に 83（2005 年度比で 17％改
善）とする目標を掲げて取り組んできました。2015 年度は、
本目標の最終年度となりますが、エネルギー使用量原単位指数
は 79（2005 年度比で 21％改善）となり、目標を達成しました。

設備面の取り組みとして、2015 年度は、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。

オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の大気
への放出を抑制するため、2015 年 4 月から「フロン排出抑
制法」が施行されました。業務用の空調機器および冷凍冷蔵
機器の所有者等は、機器の簡易点検の実施やフロン漏えい量
の行政への報告などが義務付けられています。

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、業務用の空調
機器や冷凍冷蔵機器を所有しており、これらの機器の管理者
として、この法規制の適用を受けるため、施行前に対象機器
の洗い出し・リスト化を行い、簡易点検や定期点検を実施・
記録し、設備の維持保全、フロン漏えい量の把握などを確実
に行っています。

日立グループでは、環境活動の活性化と先進事例のグループ
への展開を図るために、グループ内の先進的な環境活動や製品・
サービス、環境に配慮した事業所を表彰する「GREEN 21 大賞」
制度を設けており、2015 年度からはこれまで別に表彰してい
たグリーンカーテンが ｢GREEN21 大賞｣ に加わりました。

当社グループは、従来、夏季節電運動施策の１つとして各
事業所、グループ会社毎にグリーンカーテン活動に取り組ん
できましたが、2014 年度以降はグループ一体で取り組み、
地域保育園へのゴーヤ苗寄贈、園児へのゴーヤに関する環境
教育、社内 SNS＊等によるグリーンカーテン活動の紹介等、
積極的に活動してきた結果、グリーンカーテン部門優秀賞を
受賞しました。
＊ 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

地球温暖化防止・省エネルギー（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

フロン排出抑制法対応（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

2015 年度 ｢GREEN21 大賞｣ グリーンカーテン部門 優秀賞受賞
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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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バッチサーマルプロセス装置

HC-IP3100HD

高スループット化を実現
■ バッチサーマルプロセス装置

フルHDでの省電力化を実現
■ 屋外電動ドーム型ネットワークカメラ「HC-IP3100HD」

環境にやさしいバッチサーマルプロセス装置として、さらなる低 CoO＊と次世代デバイスに
向けたプロセス品質向上の市場ニーズに応えるため、縦型装置のメリットである高生産性と信
頼性をさらに向上させ、新たな成膜技術により、高品質なプロセス提供を実現した縦型装置です。

従来縦型装置と同等のフットプリント（装置占有面積）を維持し、最大生産処理枚数を増
す長尺高速制御炉やウェーハバッファ棚、搬送時間を短縮する高速ロボット採用によりス
ループット（時間当たりの生産枚数）を約 30% 向上させ、1 枚当たりの消費電力を大幅に
削減しています。

従来縦型装置（QUIXACE-Ultimate：2010 年度発売）に比べ、CO2 排出量を 21％削減
しています。
＊ CoO …   Cost of Ownership　装置導入・運用管理に必要な全費用

「HC-IP3100HD」は、監視カメラ市場のニーズである映像信号のデジタル化、フル HD
（1920 × 1080）化に応えるため、電動ズームレンズ、電動雲台の機能に加え、フル HD の
画像をライブ配信できる機能を備えた監視用カメラです。

デジタル映像処理により、既存のカメラと同じ容積で高解像度を実現し、電動雲台の節電
技術により、LAN ケーブルでの電源供給につき PoE+＊（IEEE802.3at 準拠）に対応できる
までに消費電力を削減しています。

従来のドーム型カメラ（HC-350：2005 年発売）に比べ、CO2 排出量を 58％削減しています。
＊ PoE+ …   IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）で策定された PoE（Power over Ethernet; LAN

ケーブルを利用して電源を供給する技術）に関する規格

2015年度の主な環境適合製品の紹介  

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・省資源などに優れた製品・サービスとな
るものづくりを行っています。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A
（以下「HKL」）では、グローバルなものづくりに対応するため、
EU RoHS 指令（以下「RoHS」）に対応したものづくりの準
備を完了させました。

HKL は、RoHS 対応の製品を製作していなかったため、ノ
ウハウがなく、RoHS に対応したものづくりの体制をいちか
ら構築しました。

RoHS／非 RoHS の部品保管エリアおよび作業エリアの分離
から始まり、RoHS に対応したサプライチェーンの構築、もの

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。

づくりの作業工程見直し、工作機械を含めた設備の RoHS 専
用化、鉛フリーはんだの使用、作業者への教育の実施を行い、
RoHS に対応した
ものづくりの体制
を構築しました。

エコプロダクツ（環境適合製品）

海外製造拠点における含有化学物質の適正管理

現地リーダーによる作業者
への教育

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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編集後記
2016 年 4 月に発生した熊本地震の被災地支援のため、当社も義援金

や従業員募金などにより対応しています。続く 5 月はマスメディアの報
道で、企業等の社会的責任に関わる事件が相次ぎ、編集作業の手を止め
ては考え込み、思いを新たにすることもありました。

10 年来言い習わした CSR ですが、見方、考え方もさまざまですし、
事業を通じた社会貢献からリスク対応、ボランティア活動推進まで、範
囲の広さ、内容の深さも果てしないものに思われます。年に一度、前年
度分を中心に当社グループの主な対応に絞って報告しています。ご一読
後はアンケートへの入力・発信により、ぜひ皆様のご意見・ご感想をお
寄せください。

また、インターネットの当社ホームページでお知らせする情報につき
ましても、この報告書の各セクションに掲載したリンクからいつでもお
気軽にお立ち寄りいただき、ご参照くださいますようお願いいたします。

お問い合せ先 ：〒101‒8980 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル11F
　　　　　　　 株式会社日立国際電気 
　　　　　　　 経営戦略統括本部  CSR本部  広報室
　　　　　　　 TEL.03-6734-9401　FAX.03-5209-6160

発行                                                  ：2016年6月

■ 本報告書は、インターネット上での公開のみとし、印刷した冊子の作成は
   行っていません。
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