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■営業種目■
●受変電設備 ●制御システム ●調相設備 ●環境関連装置 ●半導体製造装置 ●電子線照射装置

アロマフリー型大豆油インキを使用
しています。

表紙のイラスト

「5つの信頼」について

日新電機は「お客様からの信頼」

「株主からの信頼」「社会からの信

頼」「パートナーからの信頼」「社員

相互の信頼」の、「5つの信頼」の実

現を行動の原点としています。これ

を通して、社員の成長と会社の成

長を目指します。

2008.6.8000 BC



2007年度は、2006年度に策定した「日新電機グループの

CSR基本方針」に則って、アクションプランを実行し、その成果が

徐々に表れ始めました。

本報告書では、当社グループのCSRの考え方を表明するとともに、

当社が重視しているCSRの活動領域ごとに、2007年度の実績と

2008年度の目標を9～10ページ記載の表にまとめました。

各ステークホルダーに対する責任と行動を、当社の企業理念のコア

となる「５つの信頼」の切り口で紹介しています。また、環境保全活動に

ついては、2005年12月に定めた「2010年目標」の到達点に向けた

2007年度の取り組みと活動の成果を報告しています。

当社は、皆様からのご意見を参考に、今後とも日新電機グループ

らしいCSR活動とはなにかを考え続け、社会への責任を果たしてい

く所存です。忌憚のないご意見、ご鞭撻をいただければ幸いです。

会社概要
編集方針
トップメッセージ
日新電機のルーツ
企業理念・5つの信頼

日新電機グループのCSR活動
　ＣＳＲ活動の基本方針・企業行動憲章
　コーポレート・ガバナンス／
　ＣＳＲ推進委員会
　ＣＳＲ活動の目標とテーマ
　内部統制システムの構築
　コンプライアンスの徹底

事業概況
製品紹介

編集方針

1

2

3

5

6

7

7

8

9

11

12

13

15

17

19

21

22

23

お客様からの信頼のために

社会からの信頼のために

株主からの信頼のために

パートナーからの信頼のために

社員相互の信頼のために

免責事項
本報告書には、日新電機株式会社とその関係会社の過去と現在の事実だけでなく、
発行日時点における計画や見通し、経営方針・経営戦略に基づいた将来予測が含ま
れています。
この将来予測は、記述した時点で入手できた情報に基づく仮定ないし判断であり、諸与
件の変化によって、将来の事業活動の結果や事象が予測とは異なったものになる可能
性があります。読者のみなさまには以上をご了解いただきますようお願いいたします。

1917年（大正6年）4月11日
102億5,284万円
4,432人（連結）
1,773人（単独）
国土交通大臣許可（特-19）第1882号

1億783万株

6641（東証1部、大証1部上場）

配電盤／変圧器／変成器／計器／
継電器／遮断器／開閉器／
ガス絶縁開閉装置／
太陽光発電システム　など

コンデンサ設備／フィルタ設備／
リアクトル／無効電力補償装置／
瞬低・停電対策装置　など

監視制御システム／
車両ナンバー読取装置　など

イオン注入装置／
イオンドーピング装置／
電子線照射装置／電子線照射サービス
／薄膜コーティング装置／
薄膜コーティングサービス　など

会社概要 （2008年3月31日時点）

受変電設備 43.2%

調相設備 14.6%

ビーム・真空応用装置 
25.4%

創立
資本金
従業員数

建設業許可
発行済
株式総数
株式コード

営業品目

日新受配電システム株式会社／
日新テクノス株式会社／
日新電機商事株式会社／
株式会社日新システムズ／
株式会社日新ビジネスプロモート／
日新イオン機器株式会社／
日本アイ・ティ・エフ株式会社／
株式会社エコトロン／
株式会社NHVコーポレーション

日亜電機股份有限公司／日新電機タイ株式会社／日新電機（無錫）有限公司／
日新（無錫）機電有限公司／北京宏達日新電機有限公司／
日新電機ベトナム有限会社／日新電機タイ販売会社／
日亜聯合離子機器股份有限公司／日新高性能塗層（東莞）有限公司／
日新高性能塗層（瀋陽）有限公司／日新（大連）高性能塗層技術有限公司／
日亜意旺机械（上海）有限公司／NHVアメリカ会社／
日新馳威高能電機（上海）有限公司／日新イオンコリア株式会社／
日新高性能塗層（天津）有限公司／Nissin Advanced Coating Indo Co., Ltd.／
日新電機（呉江）有限公司

日新電機グループ （2008年6月25日時点）

国内拠点 海外拠点

（2007年度）

売上構成（連結）

環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
GRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」

参考にしたガイドライン

●社会的側面
日新電機株式会社および以下の国内関係会社9社
日新受配電システム株式会社／日新テクノス株式会社／
日新電機商事株式会社／株式会社日新システムズ／
株式会社日新ビジネスプロモート／日新イオン機器株式会社／
日本アイ・ティ・エフ株式会社／株式会社エコトロン／
株式会社NHVコーポレーション

●環境的側面
 日新電機株式会社および以下の国内関係会社6社
日新受配電システム株式会社／日新テクノス株式会社／
株式会社日新ビジネスプロモート／日新イオン機器株式会社／
日本アイ・ティ・エフ株式会社／株式会社NHVコーポレーション

報告対象分野と報告対象範囲

発　 行 　月 ： 2008年6月
次回発行予定 ： 2009年6月
前 回 発 行 月 ： 2007年6月

報告対象期間 ： 2007年4月1日～2008年3月31日

広報グループ  （電話：075-864-8849   fax：075-864-8571）
環境グループ （電話：075-864-8913   fax：075-864-8431）
総務人事部  （電話：075-864-8310   fax：075-864-8312）

本報告書に関するお問い合わせ先

ホームページURL ： http://nissin.jp/

制御システム 16.8%

北京宏達日新電機有限公司

日新高性能塗層（天津）有限公司

日新（大連）高性能塗層技術有限公司

日新イオンコリア株式会社

日新高性能塗層（瀋陽）有限公司

日亜電機股份有限公司
日亜聯合離子機器股份有限公司

NHVアメリカ会社

日新電機タイ株式会社
日新電機タイ販売会社

日新電機ベトナム有限会社

日新電機（無錫）有限公司
日新（無錫）機電有限公司

日亜意旺机械（上海）有限公司
日新馳威高能電機（上海）有限公司

日新電機（呉江）有限公司

Nissin Advanced Coating 
Indo Co., Ltd.

日新高性能塗層（東莞）有限公司
日新電機商事株式会社

東京

京都

日新電機株式会社
日新受配電システム株式会社
日新テクノス株式会社
株式会社日新システムズ
株式会社日新ビジネスプロモート
日新イオン機器株式会社
日本アイ・ティ・エフ株式会社
株式会社エコトロン
株式会社NHVコーポレーション

省エネ・リサイクル活動の推進と
温室効果ガス排出量の削減

これまでの発行と次回発行予定
日新電機グループは、2004年5月に初めての報告書「環境報告書
2003」を作成して当社ホームページで公開しました。2005年3月に
は、社会的側面にも言及した「環境報告書2004」を公開するとともに
冊子版も発行しました。2006年6月からは、社会的側面の報告を充実
させ、名称も「CSR報告書」と改めて発行しています。
次回発行は、2009年6月を予定しています。
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Contents

合計
105,274
（百万円）

0

50,000

100,000

売上高
連結単独

84,112

57,633 53,304 61,380

96,420 105,274

2005 2006 2007 （年度）

0

経常利益
連結単独
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2005 2006 2007 （年度）

6,000

3,000

0

2,500

5,000

従業員数
連結単独

3,888

1,659 1,744 1,773

4,280 4,432

2005 2006 2007 （年度）

環境への取り組み
環境理念・方針
目標と結果／2010年目標（ビジョン）
環境に配慮した製品開発

化学物質の管理
環境会計

25

25

26

27

28

29

30

（百万円）

（百万円）

（人）

下記の電気機械器具の製造・販売
　受変電設備

　調相設備

　制御システム

　ビーム・
　真空応用装置



ステークホルダーの皆様の満足度向上を目指し、
４つの側面からCSR活動を強力に推進しています。

「製品づくり」「人づくり」で
新たな取り組みをスタート
CSR（企業の社会的責任）とは当社にとって、企業理念（ミッション

と行動理念）を実現することであり、まさに経営の根幹をなすもの

であると考えています。当社ではCSRを、「本業を通じての社会貢

献」「人材育成」「日新らしい社会貢献活動」「コンプライアンス」の４

つの側面で捉え、活動を進めています。

まず「本業を通じての社会貢献」では、人と環境に優しい製品と

サービスの提供に力を入れ、とりわけ省エネルギーという観点から

製品のコンパクト化を進めています。一例ですが、昨年は非常にコ

ンパクトなユニット形コンデンサ装置「スーパーユニバールツイン」

を開発しました。こうした製品づくりで重要になってくるのがライフ

サイクルアセスメントです。これは素材段階から製造、輸送、使用、

廃棄に至る製品の全ライフサイクルを評価して、最も環境負荷の

少ない製品づくりを目指す手法で、当社では今年からこのライフ

サイクルアセスメントを本格的に導入していく計画です。

「人材育成」では、働きがいのある職場を実現し、社会に通用す

る人材を育成するために、社員の人間的成長を支援しています。

昨年からは新たにジョブローテーションを中心としたキャリアパス

制度を導入しました。本人と上司が話し合って自分の「ありたい

姿」を描き、育成計画に基づきジョブローテーションや教育をする

もので、本人のやる気を持続し、目標到達を後押しするのが最大

の目的です。また、女性が活躍できる職場づくりを目指す活動も

継続しています。

さらに今年から、グループ会社も含めて全員参加の小集団活動

を始めました。グループで知恵を出し合い、コストダウンや省エネな

どさまざまな問題の解決に取り組んでいます。全員が参加すること

で、個々人の問題解決能力を高めていくことも狙いとしています。

一方、当社においても団塊世代の社員の退職が始まっており、

技術の伝承は大きな課題となっています。このため2006年に技

術研修所「日新テクノアカデミー」を開所しました。実物の製品を

使って五感に訴える実践的な教育を実施しており、これまで女性

も含めた社員約1,200人が受講し、学習成果を挙げています。

グローバル化と事業基盤強化で
さらなる企業価値向上を

最後になりましたが、日新電機は2007年12月に、住友電気工業

株式会社の子会社となりました。当社は戦前に住友電工と技術・資本

提携を結んでおり、戦後には住友電工からコンデンサ事業を譲り受

けるなど、永年にわたって提携を継続してきた歴史があり、これまで

住友電工が第一の株主として当社株式の33%を保有していました。

この度の公開買付けによって住友電工グループの保有株式は

51％となりましたが、当社は上場を維持しますし、経営の自主性

も保持します。連結子会社化によって、両社が保有する経営資源

を有効に活用し、従前にもまして連携を強化することで、お互いの

経営計画をより効率的かつ効果的に実現していきます。

私たちはこれからも企業理念に掲げる「５つの信頼」の実現を行

動の原点とし、すべてのステークホルダーの皆様の満足度向上を

図ってまいります。今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げます。

当社は2006年７月、社員全員が参画して中長期計画「ビジョン

2010」を策定しました。2007年度はその２年目にあたりますが、

おかげさまで日新電機グループとしても単体としても増収・増益を

達成し、順調な歩みを続けています。

当社が主力とする電力エネルギー関連事業は国内では成熟産

業ですが、世界に目を向けると、私たちの技術が多くの発展途上

国の発展に貢献できるものと考えています。したがって、需要が

あって採算がとれる国・地域があれば積極的に事業展開していく

方針です。昨年はインドのニューデリーと中国の天津に生産拠点

を設けました。今年も中国の呉江に受変電機器の生産工場を新

設し、今年中に稼動を始める予定です。

これら当社事業のグローバル化の特徴は、現地で生産し、現地

のお客様に販売する「アウト・アウト」と呼ばれるスタイルにありま

す。単なる製造コスト削減のための施策ではなく、その国の発展

に寄与することを第一の目的としています。このため現地社員の

教育にも力を入れ、リーダークラスは日本研修で技術やスキルを

地域社会に根ざした活動と
コンプライアンス徹底に注力
「日新らしい社会貢献活動」という面では、地域社会に根ざした

主体性のある活動に取り組んでいます。昨年は90周年記念事業

の一環として本社外周塀を改修しました。周囲の環境に配慮した

「見える塀」は、社会に開かれた企業にしたいという私たちの決意

の象徴ともいえます。

また、当社の企業風土が外から見えるようにすると同時に、社員

が積極的に地域社会に出ていくことを推奨する目的で、「あなた

代表取締役社長
2008年6月

創立90周年記念行事の一環として、職場・周辺
地域環境の改善のために、本社の外周塀を改修
し、「見える塀」としました。

2007年度のCSR活動ハイライト

「見える塀」で開かれた企業に P19

製品の全ライフサイクルでの環境負荷低減を目
指し、独自技術を駆使して製品のコンパクト化を
追求しています。

コンパクト化で環境に優しく P15～16

自主的な小集団活動で現場力を強化し、コスト削
減を積み重ねるとともに、社員一人ひとりの問題
解決能力を養っています。

全員参加の小集団活動 P23

代表取締役社長

天野 嘉一

トップメッセージトップメッセージ

も私も広報パーソン」をスローガンに、社員の文化体育活動の支

援を強化しました。スポーツ大会や文化行事などを通じて社員が

地域社会に関わる機会を拡大することで、地域社会との共生を図

るとともに、社内コミュニケーションの活性化と会社の知名度向

上にも効果があるものと期待しています。

これら地域社会に根ざした活動を攻めのCSRとするならば、守

りのCSRといえるのが「コンプライアンス」です。コンプライアン

ス──法令・企業倫理の遵守ということでいえば、昨年は企業の

不祥事が相次いで世間を騒がせました。企業の信用は築くのに長

い月日を要しますが、失うのは一瞬です。そこで昨年はコンプライ

アンスの一層の徹底を図るべく「企業行動指針」を改訂し、全社員

に配布しました。

磨いています。また、海外拠点においても日本と同様の小集団活

動や改善活動を実施し、成果をあげています。
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社会からの信頼
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日々、新しい技術を追い求める̶̶創業時からのゆるぎない想い すべての人から信頼される企業を目指します

日新電機の企業理念

ミッション─人と技術の未来をひらく
日新電機は、人と環境にやさしい永続的な社会
の実現を目指して、独創的な技術を生み出し、社
会と産業の基盤を支えます。

行動理念─誠実・信頼・永いお付き合い
私たちは以下の「5つの信頼」の実現を私たちの
行動の原点とします。これを通して、社員の成長と
会社の成長を目指します。

株主からの信頼
私たちは、日新電機を資本面から支え
てくださる株主のために、適切な水準
の配当と長期的な株主価値向上に努
力します。

社員相互の信頼
信頼を生み出す原点は私たち社員で
す。私たちは、意欲のあるすべての社員
が仕事を通して安定した生活、生きが
い、成長を実現できるようお互いに
協力します。

パートナーからの信頼
私たちは、協同でビジネスを行うパー
トナーとの関係を大切にします。誠実か
つフェアな対応を心がけ、ともに成長
することを目指します。

5つの信頼

私たちは、法律等の社会的規範を遵守
し、自然環境との調和に努め、地域社会
と良好な関係を築くことに心がけ、社
会の良き一員として認められる会
社を目指します。

創業者と初代社長
日新電機の創業者である富澤信は1876年に静岡県沼津に生ま

れました。東京工業大学の前身である東京工業学校機械科を卒業

後、兵役、京都帝国大学の電工掛、企業勤めなどを経て、1910年

11月に日新工業社を創業しました。1917年4月に日新電機株

式会社を創立し、自らは常務取締役に、藤井善助が初代社長に就

任しました。

藤井善助は1873年に滋賀県五箇荘村に生まれ、京都市立商業、

東亜同文書院に学びました。関西実業界で活躍し、代議士として国

政に携わっていたこともあり、近江倉庫や大津電車、江商、島津製作

所など、多くの企業の社長、取締役を兼任。京都・岡崎には藤井が収

集した中国のコレクションを展示する美術館「有隣館」があります。

社名「日新」の由来
「日新」という社名の由来は、中国の古典である四書の一つ「大

学」に記された、殷王朝（紀元前17～11世紀）の創始者である湯

王が使っていた盤（洗面器）の銘文にあります。

名高い聖天子であった湯王は、毎朝使う洗面器に「苟に日に新

にせば、日日に新に。又日に新なり」と刻み、自らを戒めました。こ

れは、1日自分を新しくすることに努力した後は、次の1日1日も新

たにし、さらに毎日新たにしていく̶つまり、「少しでも新しくし

ようとする努力を、途切れなく続けなくてはいけない」という意味

が込められています。

この精神に則って日々独創的な技術を生み出し、人と技術の未

来をひらくことを志し、「日新」と名づけられました。

初代社長　藤井善助創業者　富澤信

配電盤 油遮断器電流計計器用変成器

湯之盤銘曰「苟日新　日日新　又日新」

湯王の盤のレプリカ

創業の地 ： 東山区小松町
車坂工場 ： 中京区車坂町
現在の本社・工場 ： 右京区高畝町

中国の四書の一つ「大学」

日新電機の歩み

創立当時の主要製品

1910年11月 : 日新工業社として創業

1917年  4月 : 日新電機株式会社創立

　　　　12月 : 車坂工場を建設

1937年  2月 : 住友電気工業と提携開始

　　　　11月 : 京都市右京区に本社工場を建設

1945年12月 : 住友電気工業からコンデンサ事業を譲り受け

1963年  4月 : 前橋製作所を建設

1968年  2月 : 立正電機製作所と合併。久世工場を新設

1987年10月 : タイに日新電機タイ株式会社を設立

1991年10月 : 台湾に日亜電機股份有限公司を設立

1995年12月 : 中国に無錫日新電機有限公司を設立

2005年10月 : ベトナムに日新電機ベトナム有限会社を設立

2007年11月 : インドにNissin Advanced Coating Indo Co., Ltd.を設立

1
2
3

創立以来、当社は社名の示す通り、日々新たな技術開発を重

ね、変化する環境に対応しながら社業を発展させ、社会と産業の

基盤を支えてきました。

2005年11月に、5つの信頼を基本とする「日新電機の企業

理念」を策定しました。日々の業務遂行にあたっては、常に「日新

電機の企業理念」と「企業行動憲章」の徹底を図り、当社に関わ

るすべての方々から信頼いただけるよう、公正な事業活動に努

めています。

P21

P19～20

P22

P23～24

日新電機のルーツ 企業理念・5つの信頼

とう

おう

まこと

私たちは、お客様の役に立つ安定
した品質の製品・サービスを提供しま
す。そのために、私たちがお客様に提供
する価値の源である技術の向上に努力
します。さらに常に誠実な対応を心が
け、お客様から永く付き合っていた
だける会社を目指します。

お客様からの信頼

P17～18



CSR推進委員会の様子

●委員長 ： 常務取締役
●委員（10名）： 経営企画担当部門長／経理担当部門長／
 調達担当部門長／品質・環境担当部門長／
 技術開発担当部門長／事業担当部門長／
 前橋製作所長／営業担当部門長
●幹　事 ： 総務・人事・安全担当部門長
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日新電機グループらしいCSR活動の推進に努めます

CSR活動の基本方針

●ミッション ： 人と技術の未来をひらく
●行動理念 ： 誠実・信頼・永いお付き合い

②上記の基本的な考え方のもと、社員一人ひとりがCSR活動を
　自主的・着実に実践すること

①日新電機グループのCSRは、企業理念であるミッション と
　行動理念を実現すること

企業行動憲章
当社の企業活動の基本となる「企業行動憲章」は、すべてのステークホルダーに対する約束が明文化されたもので、
当社の「CSR憲章」と位置付けることができます。

企業倫理・社会的
責任に関する
取り組み

事業活動を
通じての取り組み

日新らしい
社会貢献活動

日新電機グループのCSRキーワード

優しさをつくりこみ、そして夢をかたちに。
2007年 3月、日新電機グループのCSRに対する取り組みの基本方針を端的に表わす言葉として、

社員からCSRキーワードを募集し、審査の結果、上記の通り決定しました。

このCSRキーワードの実現を目指し、日新電機グループが一体となったCSR活動を推進してまいります。

1997年12月
2003年 1 月
2004年 8 月

： 「企業行動規準」を策定しました。
： 前年10月の（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」改定を受け、「企業行動規準」を改定したうえ、「企業行動憲章」としました。
： 同年5月の（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」改定を受け、「企業行動憲章」を改定しました。

■「企業行動憲章」策定の状況

日新電機株式会社は、わが国経済、社会の基盤を支える電機、電子および情報関連産業を担う一員であることを強く自覚し、人権を尊重し、関係法令、
国際ルールおよびその精神を遵守するとともに、今後とも誠実かつ公正な事業を展開し、広く社会にとって有用な存在となり社会との信頼関係をゆる
ぎないものとするため、ここに企業行動憲章を定め、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

製品安全の確保、環境保全および個人情報・顧客情報の保護に十分配慮しつつ、社会的に有用な製品・サービスを開発・提供し、顧客などの満

足と信頼を獲得し、もって国民生活の向上および経済・社会の発展に貢献する。

環境問題への取り組みは、人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、地球環境問題、資源のリサイクルな

ど、幅広い視野に立ち、事業活動全般にわたり自主的・積極的に環境保全に取り組む。

株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。

社員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境を確保するとともに、社員の多様性、人格、個性を尊重する。

「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。

国際的な事業活動にあたっては、国際ルールおよび現地の法律ならびにそれらの精神を遵守するとともに、その国の文化や慣習を尊重し、現地

の発展に貢献する。

政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。

関係法令を厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行し、公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。

経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内に徹底するとともに、グループ企業や取引先にも周

知させる。また、社内外の声を常時把握し、実行ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

経営トップは、万一、本憲章に反するような事態が発生したときは、経営トップ自らが解決にあたり、原因究明、再発防止に努める。また、社会への

迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、責任と権限を明確にしたうえで、自らを含めて厳正な処分を行う。

コーポレート・ガバナンス
当社はグループ会社を含め、コーポレート・ガバナンスを経営上

の最重要課題と位置づけ、2005年11月に企業理念として定め

たミッションと行動理念のもと、その実現に向けて企業価値の増

大に努めることとしています。

当社は、コーポレート・ガバナンス上の経営機構として、執行役

員制度を導入したうえで、「監査役設置会社」の体制をとっていま

す。取締役会の経営方針決定機能や業務執行への監督機能と、業

務執行自体の機能を基本的に分化させ、各機能の強化や機動性

アップを図るため、取締役の人数を2000年6月以降漸減させ、

現在は8名としています。今後も、会社法や金融商品取引法など

の法令や社会の動向などを踏まえて、一層的確かつ効率的な経

営判断や業務執行を行える体制づくりを目指しています。また、内

部監査については、社長直轄の組織として「業務監査室」を設けて

おり、監査役や会計監査人と連携を取りつつ当社グループ全体の

監査を実施しています。

コーポレート・ガバナンスを確実に機能させるため、会社法や金

融商品取引法に基づき、内部統制システムの整備を図るととも

に、透明性を一層向上させるべく、経営などに関する重要事実を

迅速・適切に情報開示していくことにしています。また、併せて、一

層社会に貢献すべく、CSR活動を積極的に推進する体制を整え

ています。

CSR推進委員会
日新電機グループらしいCSRの基本方針を検討し、活動領域、

活動目標、活動テーマを決定するために、2005年12月にCSR

推進委員会を設置し、2006年度から名実ともにCSR活動をス

タートしています。

2006年8月の委員会では、当社グループのCSR基本方針に

ついて議論し、当面積極的に取り組む4つのCSR活動領域と、具

体的な活動テーマを決定しました。

［4つのCSR活動領域］

①人と環境にやさしい製品とサービスを提供する

②社員の働きがいの場の実現と、社会に通用する人間的成長を

支援する

③日新らしい主体性のある社会貢献活動に取り組む

④企業活動を進めるうえで常に公明正大であること

2007年度は、上記の4つのCSR活動領域を検証したうえで、

前年の活動テーマを見直し、具体的な活動を推進しました。

2007年度の主な実績と、2008年度の目標は次ページ（P9～

10）をご覧ください。

CSR推進委員会の構成

取締役会

社長

執行役員

株主総会

監査役会 会計監査人

常務会

業務監査室

支
援
部
門

事
業
部
門

CSR推進委員会

コンプライアンス委員会

ヘルプラインデスク

リスク管理委員会

情報セキュリティ委員会

人材開発委員会

品質管理委員会

中央安全衛生委員会

全社環境委員会

コーポレート・ガバナンス体制

企業理念の実現

日新電機グループのCSR活動

企業行動憲章
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CSR活動の目標とテーマを設定し継続的に推進しています

CSR活動のテーマと2007年度の実績・2008年度の目標
活動テーマ 2007年度の実績 2008年度の目標活動領域 活動目標

人と環境にやさし
い製品とサービス
を提供する

在来事業を通じたソーシャルニーズの探索により、
「人と環境にやさしい」をコンセプトにした製品と
サービスを提供する

将来的なソーシャルニーズを探索し、当社のコア
技術の適用可能性を追求して、新規テーマを探索する

社員の自ら伸びようとする意欲を支援して、
自己実現の場を提供する

社内コミュニケーションを活性化する

安心・安全・快適な職場環境に改善する

地域密着型の社会貢献活動に取り組む

社員参加の社会貢献活動に取り組む

日新独自の人材育成を支援する

産官学連携を通じて社会貢献活動に取り組む

コンプライアンスを徹底する

会社法および金融商品取引法に基づく内部統制
システムに関する施策を推進する

リスク管理体制を強化する

●コンパクト化プラスワンの製品開発活動推進

●環境ラベル（タイプⅡ）の適用推進

●英語版ホームページの更新

●当社コア技術をベースに、環境に配慮した新エネ分野の新事業開発推進

●ジョブローテーション制度構築　●教育体系の見直し・整備
●マイスター制度構築・実施

●各部門で女性活躍支援の方針策定、改善活動実施(WING活動※1）
●WINGフォーラム開催

●具体的次世代育成システムの検討

●広報活動に資する活動「あなたも私も広報パーソン」に奨励金支給

●既存のネットワークの継続実施
●新規取組：家族工場見学会、小集団活動

●本社周辺美化（塀の改修）

●食堂の整備（本社）
●トイレの整備 （本社：優先順位をつけて順次実施）

●分煙対策実施、喫煙室設置

●マスコミ・文学研究者などの見学受け入れ実施
●谷崎の小説「夢の浮橋」文庫本の出版に協力

●地元サッカーチーム「京都サンガF.C.｣の活動支援

●「祇園祭クリーンキャンペーン」に協賛
●京都市の「パーク＆ライド」に協力

<本社> ●体育館の開放
<前橋> ●グランドの開放　●前橋市主催「親と子の工場見学会」受け入れ

●技術交流会、研修講演会の実施

●短期インターンシップ受け入れ

●（社）京都工業会などへ講師派遣
●京都ジョブパーク推進協議会へ派遣

●同アカデミーの外部開放試行実施

●ベトナムのフエ市の小学校へ、奨学金を贈呈

●社員向け全国コンプライアンス研修会実施
●役員向けコンプライアンス研修会実施

●社内報へコンプライアンス記事掲載
●イントラネットへコンプライアンス・メッセージ掲載

●「企業行動指針」改定版の冊子発行・配布
●「建設業法遵守マニュアル」の研修会実施

●管理・評価体制を再構築・推進
●責任者配置、教育実施　●各部門で自己点検実施

●リスク監視体制案作成

●安否連絡網のシミュレーション実施
●既存マニュアルの見直し

●BCPガイドラインに基づきアウトライン作成

コンパクト化、省エネ、高品質、高効率、資源有効利用をキーワード
とした製品・サービスを開発する

「環境配慮設計基準」のレベルアップと活用を推進する

CSR調達を推進する

企業理念を訴えかける広告、ショールームを検討する

老齢化社会、少子化社会における人と環境に配慮したビジネスチャンスを
追求する

キャリアパスシステム（ジョブローテーション、教育、評価）を構築し、
推進する

女性活躍支援活動を推進する

次世代育成支援システムを充実する

文化体育活動に対する支援システムのあり方を見直し、推進する

組織横断ネットワークづくりを推進する

工場の周辺を美化する（塀の美化を含む）

食堂、トイレなどを整備する

分煙を徹底し、喫煙室を改善する

谷崎潤一郎の旧邸「石村亭」を活用した文化貢献活動に取り組む

地元スポーツチームの活動を支援する

行政や地域社会の活動に協力し、支援する

施設を地域に開放する

人的および金銭的な参加機会を創出する

大学、高専、NPO、行政、学会などの活動に協力し、支援する

大学、高専、高校などからの研修生を受け入れる

（社）京都工業会、京都商工会議所、NPOなどの活動に協力する

日新テクノアカデミーに研修生を受け入れる

当社海外製造拠点で奨学金を支給する

徹底のための巡回説明会を開催する

社内報、イントラネットなどでの啓発活動を強化する

「企業行動指針」を改定し、徹底する

必要な施策を推進する

リスク予防体制を整備する

リスク対応マニュアルを充実する

BCP（事業継続計画）を構築する

●同左継続

●LCA（ライフサイクルアセスメント）実務者の育成と、実施体制構築

●取引先へCSRアンケート調査実施
●CSR調達ガイドラインの制定

●企業理念を訴えるビジュアル制作
●日本語版ホームページの更新

●同左継続

●ジョブローテーション制度運用
●同左継続

●WING活動の推進
●次世代育成システムの充実

●育児休暇復職支援プログラムの構築と運用

●同左継続
●文化体育活動の再構築

●同左継続
●「イベントカレンダー」の公開

●前橋、九条、久世工場の周辺美化

●本社、前橋、九条、久世工場の食堂・トイレなど環境の整備

●同左継続

●同左継続
●書斎・茶室改修計画の立案

●同左継続

●同左継続
●京都モデルフォレスト協会の活動に協力

<本社> ●体育館の開放　●トレーニング室設備充実
<前橋> ●グランドの開放　●見学会の受け入れ

●地域の清掃活動や募金活動への参加・あり方を検討
●社員へ参加を働きかけ

●同左継続

●同左継続

●同左継続

●同アカデミーの外部開放実施拡大

●同左継続

●同左継続

●同左継続

●「輸出管理ガイドライン」の発行・説明会実施

●同左継続

●リスク監視体制構築

●同左継続
●緊急対応訓練実施

●パイロット部門でBCP構築　●他事業部への展開

社員の働きがいの
場の実現と、社会
に通用する人間的
成長を支援する

日新らしい主体性
のある社会貢献活
動に取り組む

企業活動を進める
うえで常に公明正
大であること

1

2

3

4

本業を通じての
社会貢献

本業をやり遂げ、
社会に通用する
人材育成

日新らしい
社会貢献活動

企業倫理・
社会責任

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

29）

30）

（1）

（2）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（3）

※1 WING活動の「WING」は「私たちが活き活き日新でがんばる活動」の頭文字。

P15～16

P27

P23

P24

P24

P24

P19

P20

P19

P19

P19～20

P20

P19

P20

P12

P12

P11

P11

P11

日新電機グループのCSR活動



内部統制についての社内報連載記事 コンプライアンス研修会

建設業法遵守マニュアル

社会から信頼いただける企業を目指して
内部統制システムを充実させています

社員一人ひとりが、コンプライアンスを徹底するよう
関係施策を強化・推進しています

情報セキュリティの強化・拡充
2006年2月に施行した「企業情報管理規程」に基づき、当社各

部門で各基準によって個人情報や企業秘密の管理を徹底すると

ともに、今後はグループ会社への拡大を推進していきます。

さらに、当社は2008年4月から、私用パソコンの使用禁止、外

部持ち出しパソコンの暗号化を定めた「情報セキュリティ対策要

則」を施行し、情報セキュリティの一層の強化を図っています。
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会社法に基づく内部統制システムの
構築に関する基本方針
当社は、業務の適正を確保するための必要な体制「内部統制シ

ステムの構築に関する基本方針」の整備に関し、2006年5月12

日開催の取締役会の決議に基づいて制定しました。

その後、2008年2月22日開催の取締役会において、各職場

にコンプライアンスをきめ細かく浸透・徹底させる体制を強化す

るための追加・変更を中心に改訂しました。

重要な業務プロセスを文書化し
各部門で自己点検を実施
「決算財務報告」「販売」「購買」「棚卸資産管理」をはじめとする

重要な業務プロセスについては、業務と財務情報の流れを記載し

た「業務記述書」と「業務フロー図」を作成しました。また、財務報

告の信頼性を歪める可能性のあるリスクと、そのリスクの低減対

策との関係を示した「リスクコントロールマトリックス」を文書化し

ました。

文書化した内部統制については、各部門で自己点検を実施し、

発見された不備を改善しています。

内部統制の評価を担う
「内部統制評価グループ」を設置
2008年4月から、それまで社長直轄の内部監査部門で内部

統制の構築を指導、推進してきたJSOXグループを、「内部統制

推進室」と「内部統制評価グループ」に分け、各々の役割を明確に

しました。

内部統制推進室は、全社的な立場で財務報告に係る内部統制

システムの構築を推進・指導し、改善を促します。内部統制評価

グループは、当社における全社的な内部統制や、業務プロセスの

整備状況および運用状況を独立的な立場でモニタリングし、不

備を指摘するとともに、その改善状況を再点検します。また、同グ

ループは、主要な関係会社における内部統制の状況もモニタ

リングし、これらを踏まえて当社グループ全体の年度末時点での

財務報告にかかる内部統制の状況について評価し、当社社長・

CFOに報告します。なお、社長・CFOはこれを最終的に「内部統

制報告書」としてまとめ、会計監査人の監査を受けた後、政府に

報告します。

コンプライアンスの徹底を目指し
委員会にて関係施策を推進
当社は、2006年1月に改組・強化した「コンプライアンス委員

会」を年4回以上開催し、次の構成メンバーが、法令や企業倫理の

遵守などに関する各種施策を企画・推進しています。

エリア・コンプライアンス・マネージャーを設置、
ヘルプラインデスクを継続して運用
コンプライアンスに関する施策を、各職場に一層浸透させるた

めに、当社国内グループの職場ごとに「エリア・コンプライアンス・

マネージャー」（ACM）を配置しています。新たに2008年3月に、

部門長・子会社社長の全員、また遠隔地の職場においては部門長

を代行する管理社員15名を加え、合計57名がACMに就任しま

した。

今後ACMは、コンプライアンス委員会の活動に協力しながら、

日常の職場においては、コンプライアンス違反が発生しないよう、

予防保全などの業務にあたります。

また、当社グループでは2004年1月にヘルプラインデスクを

設置し、2007年2月、女性専任担当者のラインも追加しました。

社員などからの問い合せや相談などに、随時、スピーディーに対

応しており、今後も引き続き運用していきます。

社内報とイントラネットを活用して
全社員に向け、啓発活動を展開
2003年10月から社内報毎号に、コンプライアンスに関連し

た記事を掲載しています。また、2008年1月から、毎月初めに

イントラネットを使用して「コンプライアンス・メッセージ」を発信

するなど、全グループ社員に向けた啓発活動を強化しています。

研修会参加者の声を取り入れ、
「建設業法遵守マニュアル改訂版」を作成
「建築業法遵守」に関する「コンプ

ライアンス研修会」で使用したテキ

ストを、研修会参加者の意見・要望な

どを織り込んで改定し、「建設業法遵

守マニュアル改訂版」としてまとめま

した。　

2008年3月、この改訂版を当社

国内グループの関係役員・社員に配

布し、同法遵守の徹底を図りました。

経団連の「企業行動憲章実行の手引き」
などを踏まえ、「企業行動指針」を改定
（社）日本経済団体連合会が2007年4月に見直した「企業行

動憲章実行の手引き」などを踏まえ、2007年10月、当社グルー

プの企業行動指針を「日新電機グループ・企業行動指針」と改称

し、内容も一部改定しました。

同改定後の同指針では、「反社会的勢力との対決」や、「独占禁

止法の遵守」などに関する内容の拡充を図っています。また、当社

グループの全役員・社員に、改定版を印刷した文書を配布し、周知

を図っています。

役員・社員を対象に、
「コンプライアンス研修会」を実施
当社は毎年、「全国企業倫理月間」にあたる10月を中心に、社

員向けに「コンプライアンス研修会」を開催しています。

2007年度は、「建設業法遵守」などのテーマで、全国の事業

所、支社、支店など12箇所を巡回して実施しました。また、2007

年12月、外部の弁護士を招いて、当社の役員を対象とした研修

会を開催しました。参加した役員は、独占禁止法の内容や経営者

として留意すべき点など

を確認し、コンプライアン

ス徹底の重要性を再認識

しました。

リスク管理委員会の統括のもと、
リスクマネジメントを計画的に推進
当社は、内部統制システムの一環として、リスク管理委員会の

統括のもと、リスク管理・対策を推進しています。

地震、台風、テロなど、企業がその存続を左右するようなリスク

に巻き込まれた時にも、主要な事業を継続させるためのBCP

（Business Continuity Plan：事業継続計画）については、

2006年度から策定の検討に入っています。2008年度はパイ

ロット部門での策定を経て、当社の主要事業部への展開を計画し

ています。

2007年度は、セキュリティ体制の見直しに着手しました。さら

に、本社、前橋製作所では構内の主要建屋の耐震診断を2008年

3月中に完了しました。今後は診断結果に基づき、必要な補強工

事を進める予定です。

財務報告の信頼性の維持・確保を目指し、
管理・評価体制を再構築
2008年4月からの金融商品取引法の全面施行にともなって、

当社グループは財務報告の信頼性に係る管理・評価体制の再構

築や実務レベルでの対応を推進しています。

2007年度は、当社グループの重要拠点における全社的な内

部統制システム構築、重要な業務プロセスの文書化、デザインレ

ビュー、各部門による自己点検を実施しました。さらに、これらの

基盤である「IT全般統制」を含め、内部統制の状況を事前に調査

し、財務報告の信頼性を損なう可能性のあるリスクを発見した場

合は、その重要性に応じて適切な改善を施しました。

「財務報告に係る内部統制規程」を策定し
全社員へ周知
2008年3月、当社は財務報告の信頼性確保を目的として、取

締役会で「財務報告に係る内部統制規程」を審議のうえ、策定しま

した。同規程では、内部統制の管理・評価体制を定義したうえで、

リスク管理を基本として信頼性のある財務報告に取り組む姿勢

を、明確に示しています。

同規程を確実に運用するために、社員への周知活動を展開し、

各部門に内部統制推進責任者、自己点検責任者を配置し、責任

者に対しては「内部統制教育」を実施しました。さらに、社内報に

内部統制の要点を掲載することで、全社的な周知活動を実施し

ました。

●委員長 ：　　　　　専務取締役（代表取締役）
●副委員長 ：　　　　常務取締役
●委員（5名） ：　　　経営企画・営業推進担当部門長／
　　　　　　　　　 総務・人事・安全担当部門長／
　　　　　　　　　 経理担当部門長／調達担当部門長／
　　　　　　　　　 品質・環境担当部門長
●社内アドバイザー ： 監査役（常勤）2名／内部監査部門長
●社外アドバイザー ： 顧問弁護士（必要な都度）
●幹事 ：　　　　　　法務担当部門長

コンプライアンス委員会の構成（2008年5月31日時点）
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日新電機グループは、電力エネルギーの関連設備を中心に、豊かな社会・産業基盤を支える製品・サービスを提供しています。
９０年もの長きにわたって培ってきた、高電圧技術・真空技術・監視制御技術を駆使して、
世の中になくてはならない製品・技術を創造し続けます。

最先端機器の高機能化に貢献

発
電
所

ビーム・真空応用装置事業

インフラの安全・最適化に貢献
高速道路のトンネル換気や照明などを遠隔制御するシステムや、自動車
のナンバープレートを読み取る装置、上下水道プラントの集中監視制
御システムや、雷事故などの電力系統の異常を検知するコンピュータ
応用装置などを提供。大規模なシステムのデータを集約し、プラント
機器をコントロールする高度な技術を駆使しています。

長年培ってきた高電圧技術と真空応用技術を、最先端分野の製造
機器に活用したのがビーム・真空応用装置事業。半導体や携帯電話の
液晶パネルの製造に用いられる各種機器のほか、タイヤの耐磨耗性
向上や医療器具の殺菌・滅菌に使用される電子線照射装置などを
開発。また、薄膜コーティングサービスにも注力、今後も応用が期待で
きる分野です。

制御システム事業

電気を安定的に供給
電気需要の変動の影響を最小限にとどめ、電気のゆがみを取り除き、
高品質な電気を安定して供給する調相設備を提供。電力会社向け
電力用コンデンサは国内シェアの90％を占め、「コンデンサの日新」と
呼ばれています。コンデンサ・パワーエレクトロニクス・電力系統技術の
集大成である新幹線のスピード化を支える高品質電源も評価いただ
いています。

調相設備事業

電気を安全に効率的に供給
発電所からの電気エネルギーを安全に効率的に供給するために、
設備に適した電圧に変換し、それを監視・制御する受変電設備を提供。
独自の高電圧技術をもとに、世界トップレベルのコンパクトサイズを
実現し、国内で高いシェアを占めています。近年は太陽光発電や風力
発電などの新エネルギー分野への活用も進んでいます。

受変電設備事業

事業紹介

社会・産業の基盤である「電気」を扱う企業として、
「安全」「効率化」「安定」に貢献する事業を展開しています

日新電機CSR報告書 2008 日新電機CSR報告書 200813 14

オフィスビル

工場

高速道路

住宅

パソコン デジカメ 乗用車

新幹線

上下水道

新エネルギー

変電所 変電所

77kV 高調波
フィルタ設備

リアクトル コンデンサ設備500kV コンデンサ形
計器用変圧器

168kV ガス絶縁
開閉装置

6.6kV スイッチギヤ 77kV ガス絶縁
変圧器

33kV スポット
ネットワーク受変電設備

24kV ガス絶縁開閉
装置 XAE2

66kV受変電設備

66/77kV ガス絶縁
開閉装置XAE7

単独運転検出装置太陽光発電システム

瞬時電圧低下
対策装置メガセーフ

ユニット形コンデンサ
装置

200／400V系
コントロールセンタ

154kV 無効電力
補償装置

高速自動車道
監視制御システム

車両ナンバー読取装置水処理集中監視
制御システム

排水処理プラント 常時監視形BODs
計測器

7.2kV スイッチギヤ
XAE.6

遮熱断熱コーティング

薄膜コーティング装置イオンドーピング装置 イオン注入装置 電子線照射装置



設置スペースの縮小と省資源化のために

50年以上前から環境に配慮し、
「コンパクト化」「低損失」「電気の品質改善」をテーマに
製品の改良に努めています

６６/７７kV受変電設備（XAE7）

コンパクト化を追求し、国内トップシェアに

ユニット形コンデンサ装置（スーパーユニバールツイン）

独自技術でエネルギー損失を大幅に削減

製品のコンパクト化は、設置面積を減らせるだけでなく、建設時

の手間やコストの削減、運搬時の省エネルギー化にもつながりま

す。当社は、電力を安定的に供給するために高い信頼性を保つの

はもちろんのこと、製品のコンパクト化に向けて積極的に取り

組んできました。

なかでも66/77kＶ受変電設備は、常に時代を先取りしたコン

セプトで製品開発してきた結果、1960年代に比べて約1/5以下

のコンパクト化を実現。現在国内トップシェアを占めています。製

造から設置、運用、廃棄までのライフサイクル全体の環境負荷低

減を図るライフサイクルアセスメントの考え方を基本に、これか

らも製品のコンパクト化を追求します。

当社では、電力用コンデンサの豊富な納入実績を背景に、誘電

体の改良を重ねて、オールフィルム技術を確立、エネルギー損失

を大幅に低減したコンデンサを提供しています。

この技術を進化させた「スーパーユニバールツイン」では、

1970年代に比べて1/2の設置スペースを実現。電力の損失も

62％まで抑え、受変電設備全体のコンパクト化とともに環境負荷

低減にも貢献しています。

コンパクト化

新エネルギーの普及のために

太陽光発電システム

実用化に必須のパワーコンディショナを開発

当社は、これまで7MWを超える太陽光発電システムおよび機器を

納入しています。2007年度は、西日本高速道路㈱様の吹田インター

チェンジ上りランプに、100ｋWの太陽光発電システムを納入しまし

た。高速道路としては国内最大規模（2008年3月現在）となります。

また、当社は太陽光発電システムの実用化に必須である系統連系

用パワーコンディショナの開発にも従来から取り組んでおり、このた

び業界最高レベルの変換効率を達成したパワーコンディショナの販

売を開始しました。

電気の品質改善

安定した高品質の電気を供給するために

瞬時電圧低下対策装置（ユニセーフ）

省スペース・省メンテナンス・高効率を追求

ユニセーフは、落雷など生産ラインに悪影響を及ぼす瞬時電圧

低下の対策装置です。不足電圧補償、常時商用給電、コンデンサ

によるエネルギー蓄積などの機能に加えて省スペース、省メンテ

ナンス、高効率を追求しています。

過去10年の間に設置面積を1/2以下に縮小、スペースの制約

が厳しい場所への設置が可能になったのはもちろんのこと、ライ

フサイクル全体で省エネルギー・省資源化を推進することで、環

境負荷を低減しています。

新技術

省エネルギー・省資源に貢献するために

DLCコーティング加工

自動車エンジンの長寿命・省エネ・省資源を実現

日新電機のグループ会社である日本アイ・ティ・エフ株式会社

は、水素フリーＤＬＣ（ダイヤモンド状炭素膜）を自動車のエンジン

部品にコーティングし、部品間の滑りをよくすることで自動車の燃

費改善に貢献する技術を提供しています。

2007年度は、日産自動車様、リケン様、日立製作所様との連

名で、経済産業省の「第２回ものづくり日本大賞優秀賞」や、（財）

機械振興協会の「第５回新機械振興賞会長賞」を受賞しました。

電気を無駄なく使うために

昼夜や季節による電圧変動や軽負荷時の電圧上昇を改善し、送

電線のエネルギー損失を軽減するリアクトルは、電力会社の大容

量変電所に必須の設備です。

当社は、1960年に分路リアクトルを製品化して以来、新規技術の開発

に努め、低損失・コンパクト化・低振動などの社会的ニーズに対応した製品

を開発し、国内電力会社設置台数の過半数にのぼる納入実績があります。

コンデンサ設備

国内電力会社設置台数の90％以上に納入

電力用コンデンサは1933年に住友電線製造所（現住友電気

工業）で開発、1945年に当社へ事業が移管されました。

その後、コンデンサ本体の低損失、コンパクト化に注力し、大幅

に改善を続け、50年前に比べると電力損失は約1/4、設置面積

は1/5以下となりました。これまでに国内電力会社設置台数の

90％以上に納入実績があります。

リアクトル

電圧変動を改善、エネルギー損失を軽減

低損失

66/77kV受変電設備の
設置面積の推移
（66kV2回線受電5MVA×2バンクの例）

スーパーユニバールの設置面積と
電力損失の推移

リアクトルの設置面積と
電力損失の推移
（77kV 30MVAの例）

コンデンサ設備の設置面積と
電力損失の推移
（66kV 40Mvarの例）

ユニセーフの設置面積の推移
（200kVAの例）
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電力損失
58年比 73％減

設置面積
58年比 84％減



納入前のお客様確認の様子

電気設備の診断

お客様満足を目指した当社の取り組み
お客様に安心してご使用いただける製品づくりを目指して、当

社では品質方針を定めています。

お客様満足度向上にむけて、品質方針に基き社員一人ひとり

が、さまざまな取り組みを実施しています。

お客様満足度向上活動
●品質マネジメントシステム

当社では、1994年から下表のとおり順次ISO9001による品質

マネジメントシステム（QMS）の認証を取得し運用しています。

品質向上活動
●製品不良低減活動

お客様に信頼いただける製品づくりを目指し、品質改善年度計

画のなかで不良低減目標を定めて低減に努めています。

特に、重要な問題は再発防止対策を確実に実施するなどで失

敗レス化を推進しています。

専門性と総合力を活かしたサービスを提供
●お客様サービスセンター

「お客様サービスセンター」では、「電気設備のライフコンサル

タント」として専門性と総合力を活かし、お客様ニーズ・社会的

ニーズ・環境ニーズを考慮した、シームレスなフィールドサービス

を提供。据え付けから廃棄まで設備のライフサイクル全般にわ

たって、お客様をサポートしています。

2007年には、福岡にも技術サービス事務所を開設しました。

●24時間フリーダイヤルによる緊急サポート

お客様からの苦情やお問い合わせはフリーダイヤルで24時間

受け付け、各製品事業部の品質保証部門が迅速に対応しています。

特に苦情については「顧客情報・苦情処理システム」を用いて、対

応の進捗状況を常にフォロー・管理し、早期対応に努めています。

●電気設備の「ドクター」としてコンサルティングサービス

設備の保守・運用にあたっては、設備の寿命を正しく予測し、早

い時点で最も効果的な処置をとる必要があります。

当社では長年の経験と蓄積したデータを基に、設備診断を実

施し、お客様の設備の劣化状況を把握したうえで最適な延命／

リニューアル方法を提案しています。

①運転支援　
　年間保守メンテナンス、リモートメンテナンス
②ライフサイクルを見据えたメンテナンス
　初回点検／普通点検／精密点検／臨時点検
③緊急出向　
　事故など緊急事態発生時には現場対応
④延命化　
　寿命部品取替／機器取替／設備システム改良・改造

●電子メールによるサポート

電子メールによるお客様からのご質問やご要望に対しては、

適確かつ迅速に回答しています。

また、要望があったお客様には月2回、技術情報、障害事例、

メンテナンス情報などの技術情報を、電子メールの「テクノレ

ター」として配信しています。2008年5月末現在、1,080件の

お客様（事業所）に配信しました。

●お客様アンケート

当社にお越しいただいたお客様に対し、当社のサービスや製品

などに関する意識・満足度についてアンケートを実施しています。

いただいた評価は、すばやく

ものづくりの現場に伝え、お客

様に満足していただける製品づ

くりや、仕組みづくりを目指して

います。

●高度なメンテナンスを提供するフィールドサービス

電気設備の突発的なトラブル発生は、人々の生活環境や生産・

流通など社会全体の活動に大きな打撃を与えるだけでなく、事後

の復旧にも多大な時間と費用を要します。これらのリスクを回避

するため、電気設備の信頼性を確保することは極めて重要な課題

です。

当社では下記のサポート

メニューを取り揃え、お客

様のニーズに合わせたメン

テナンスサービスを提供し

ています。

フリーコールの受付件数
（内）休日夜間総件数（件）

お客様の意見を反映するしくみ

お客様からの信頼を中心とした取り組み

電気設備のライフサイクル

サービスネットワーク

お客様からの苦情件数の推移 不良の件数の推移

お客様からいただいたメールの例

お客様
サービス
センター

経営トップ

お客様情報
データベース

顧客情報・苦情
処理システム

生産部門

品質保証部門
（品質管理部門）

お客様

営業
部門

点検・修理
操作問合せ
苦情・不満
改善要望
アンケート

製品情報

仙台

京都

福岡

：サービスセンター
：サブサービスセンター
：サービスステーション
：福岡技術サービス事務所

広島

沖縄

前橋

熊本

東京

フリーダイヤル24時間サポート
「テクノレター」（電子メールサポート）

製品設計と製作
更新
ご提案

設備
改善

現地
搬入

調整
試験

据付
工事

設備
診断

保守
点検

昨年は、当社変電所における高圧配電盤不具合について、
素早く対応をしていただきありがとうございました。おかげさ
まで安心して新年を迎えることが出来ました。
技術員の方に来ていただくまでに、原因調査過程をいかに

正確に技術員の方に伝えることが出来るかが重要であると
再認識しました。今後とも宜しくお願いいたします。
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品質方針

法令・規制の要求事項および顧客要求事項を満たすことの

重要性を理解し、顧客に信頼される製品・施工・サービスを

技術力と誠実な対応で提供するとともに、品質マネジメント

システムの有効性を継続的に改善して、顧客満足の向上を

目指す。

本社・関係会社の品質マネジメントシステム認証取得状況
認証取得年月

日本

中国

台湾

タイ

地域 会社名

株式会社NHVコーポレーション

日新イオン機器株式会社

日本アイ・ティ・エフ株式会社

北京宏達日新電機有限公司

日新電機（無錫） 有限公司

日亜電機股份有限公司

日新電機タイ株式会社

本社　1996.  6

前橋　1994.  1

1995.  4

1996.11

2004.  1

2004.  9

2005.  4

1996.  2

1999.  1

～お客様アンケートより～
要望などにも色々と対応していただき、大変助かっていま
す。今後もお互い良い製品を求め協力しあえればと考えてい
ます。（電力会社様より）
日頃から、66kV GISをはじめCVT、CSなど、技術的・価格
的にも魅力ある製品を製作いただきありがとうございます。
（電気メーカー様より）

お客様
からの
信頼

●

●

お 客様アン
ケ
ー
ト

不良
低

減
活
動

改
善

活動

品
質
向
上

顧

客
満
足
度
向上

日新電機株式会社
（日新受配電システム株式会社を含む）

品
質ＭＳ
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お客様からの信頼のために

お客様に満足いただける品質と安全を提供します

お
客
様
か
ら
の
信
頼



毎年夏に、本社・前橋合わせて約15名のインターンシップ生

を大学・高専から受け入れ、好評をいただいています。

2007年11月には、伏見工業高校からインターンシップ生2名

を受け入れました。2008

年3月には、就業体験場所

の提供と職業意識育成の

推進に貢献したとして、京都

市教育委員会教育長殿から

感謝状をいただきました。

インターンシップ生受け入れに対して
京都市教育委員会から感謝状を授受

創立90周年記念行事の一環として、「安心・安全・快適な職場

環境づくり」のために、本社外周塀の北側約380メートルを改修

しました。これまでは、防犯機能を重視した「隠す塀」でしたが、今

回、開かれた企業体を象徴する「見える塀」へと改修としました。ま

た、地震などによる万が一の倒壊時にも、歩行者の安全を図って

います。

さらに、塀に沿ってさまざまな植物を植栽し、通行者の方々にも

楽しんでいただけるよう、植物名を記した札を歩道側からも見え

るよう配置しています。

本社外周塀を「見える塀」へと改修

本社の新しくなった外周塀

子どもたちに「ものづくり」に興味を持ってもらう目的で、前橋

市が主催する「夏休み親と子の工場見学」が2007年7月26日に

開催されました。市内から抽選で選ばれた小学生とその親40名

（17組）が参加し、近隣の漬物工場と当社前橋製作所を見学しま

した。

超高圧試験場で放電試験を見学し、自然界でしか見たことのな

い雷が工場内部で見られたことに興味を示していました。また、働

く人の真剣な姿に感動したと

いう感想もありました。将来

の「ものづくり」を担う子ども

たちのために、継続して工場

見学を受け入れていきます。

前橋製作所を地元の親子が見学

前橋製作所の超高圧試験場で記念撮影

当社は、中国でも積極的な産学連携による社会貢献を目指し

ています。グループ会社であるNHVコーポレーションでは、四川

省成都市にある四川大学内に「四川大学－NHVコーポレーション

電子線応用研究センター」を設立し、電子線応用技術の共同研

究を、また、日新電機（無錫）有限公司（NW）は、上海交通大学内

にNW研究所上海交通大学研究開発

センターを設置し、新エネルギー技術

の委託研究を実施しています。

さらに、本社と前橋製作所では、大連

理工大学からのインターンシップ生3名

を受け入れ、設計手法や製造・検査部門

の実務を体験していただきました。

中国で産学連携を強化

大連理工大学からの
インターンシップ生の様子

当社は同志社大学大学院工学研究科の教育・研究活動の充実

やその成果の普及促進などを目的として、大学院生1名を受け入

れて修士論文研究を指導しています。

指導にあたっては技術開発研究所の野川修一技師長が、同志

社大学から客員教授の委嘱を

受けています。同研究所システ

ム研究センターの社員数名が、

技師長の指揮のもと、パワーエ

レクトロニクスについてきめ細

かい指導を実施しています。

大学院生に研究指導を実施

パワーエレクトロニクスについての
指導の様子

感謝状

当社は、1956年に、文豪谷崎潤一郎氏がこよなく愛した邸

「石村亭」を譲り受けて以来、当社の迎賓館として当時の佇まい

の維持保存に努めています。2007年12月11日には、石村亭に

同志社大学の米国留学生を受け入れ、随筆「陰翳礼賛」に通じる

日本家屋の雰囲気を体験していただきました。

また、石村亭を舞台とした谷崎氏の小説「夢の浮橋」が、このた

び中央公論新社から出版されました。当社も出版に協力し、口絵

の写真6枚と挿絵4枚を提供。解説ページでは当社のCSR活動

の一端が紹介されました。

旧谷崎邸「石村亭」に留学生を受け入れ、
「夢の浮橋」の出版に協力

留学生が石村亭で谷崎氏の世界を体験 中公文庫「夢の浮橋」

2008年3月19日、日新電機（無錫）有限公司(NW)は(社)京都

工業会主催の「中国ものづくり研修・見学」に協力しました。参加者

に、変革の中にある中国の「企業のものづくり」の将来について考

えるきっかけを与えることを目的に、中国に製造拠点がある日本企

業の現状や製造現場を知り、社員と実際に交流する研修です。

(社)京都工業会設立50

周年記念論文コンテスト「も

のづくりの未来を拓く」で最

優秀賞・優秀賞を受賞した6

名の学生が参加し、工場見

学や質疑応答などを行いま

した。

日新電機（無錫）有限公司が工場見学に協力

NWでの工場見学の様子

『ベトナムの「子どもの家」を支える会』（代表：小山道夫様）を介

して、ベトナムフエ市のフールー小学校へ奨学金を贈りました。

小学校の校長先生からは、「奨学金

をもらった子どもたちは、安心して通

学し勉強できるようになりました」との

お礼のメッセージとクリスマスカードが

届きました。これからもベトナムへの奨

学金制度を継続していきます。

海外製造拠点ベトナムの小学校へ奨学金

送付されてきたお礼状と
クリスマスカード

2008年1月30日、当社環境管理グループのメンバーが、「地

球温暖化防止でみんなができること」をテーマに、京都市立養正

小学校で出前授業を実施しました。子どもたちはグループに分か

れて、白熱球と蛍光球のどちらの照明が省エネに優れているのか

を調べる実験などを行い、エネルギーや地球環境の大切さにつ

いて学びました。また、今回初の取り組みとして、社員と子どもた

ちが気軽に交流できる「給食交流会」も実施しました。

子どもたちに「科学

する心」、「協力しあう

心」、そして「環境を大

切にする心」を大切に

してもらうため、今後

も活動を継続します。

小学校で環境出前授業を実施

環境の授業を受ける子どもたち

観光客で賑わう紅葉シーズンの交通渋滞緩和のため、2007年

11月の土日の4日間、京都市の施策「パーク＆ライド」に協力しま

した。本社の駐車場50台分を開放し、そこから最寄りの京福電車

「蚕ノ社」駅まで京都市の無料タクシーで移動。嵐山や竜安寺方面

の紅葉の名所に公共交通機

関で訪れていただけます。

昼過ぎにはほぼ満車とな

り、好評をいただきました。

今後も積極的に協力してい

きます。

京都市のパーク＆ライドに協力

パーク＆ライドに協力

2005年3月から、京都府職業能力開発協会や日本溶接協会

の依頼を受けて、当社の阪口武史マイスターが、京都府内の高校

などで溶接技能指導を実施しています。阪口は、平成19年度京

都府優秀技能者表彰を受賞し、「京都府の現代の名工」の称号を

授受しています。

生徒のみならず教職員の

方々にも指導を実施してお

り、受講された方からは「プロ

の溶接を見ることで、とても

勉強になった」などの感想を

いただいています。

京都府の高校などで溶接技能指導

溶接技能指導の様子

九条工場外壁に掲示しているAEDの案内看板

塀に沿って植えられた植物

当社では、本社の正門保安室と診療所の入口、九条工場（京都

市南区）の食堂の3箇所にAED（自動体外式除細動器）を設置し

ています。また、もしものときに地域の皆様にもAEDをご利用い

ただけるよう、本社と九条工場の外壁にAEDの案内看板を掲示

しています。

2007年度は、京都市

消防局の方を講師にお

招きし、AEDを併用した

心肺蘇生法の講習会を

計4回開催し、本社とグ

ループ会社の社員延べ

約90名が参加しました。

本社と九条工場にAEDを設置

社
会
か
ら
の
信
頼

中国四川大地震に義援金を寄付
中国には、当社の製造拠点が多数あります。2008年5月12日
に発生した四川大地震の被害に対して、会社からの義援金と社
員からの募金を中国紅十字会(中国における赤十字組織）などを
通じて寄付しました。

社会からの信頼のために

地域の皆様や、未来を担う子どもたちのために
環境保全や技術伝承を通じた社会貢献活動に取り組みます
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パートナーからの声

より多くの株主の皆様に株主総会に出席していただけるよう、

集中日は避け、2007年度は6月26日に、2008年度は6月25

日に株主総会を開催しました。総会では、ビジュアル機器を併用し

て、株主の皆様に事業内容や業績をわかりやすく説明するととも

に、質問しやすい雰囲気づくりを心がけ、双方向のコミュニケー

ションを図っています。

また、株主の皆

様の議決権行使の

利便性の向上を図

るため、2007年

度から、議決権行

使の電子化を採用

しました。

開かれた株主総会
迅速かつ適切なIR情報を、株主や投資家の皆様に開示するた

めに、当社ホームページに「IR情報サイト」を設けています。IR情

報サイトでは、財務情報や株主情報、IRカレンダーなどを掲載して

います。

また、当社の株価が容易に検索できるよう、証券会社のサイト

にもリンクさせています。

インターネットでの情報開示
当社は公明正大、機会均等の原則に立ち、国籍や企業規模、取引

実績の有無に関係なく、常に優秀なお取引先を求めています。

判断基準(取引開始に当たっての判断基準)

1. 経営の安定　2. 要求仕様、品質、性能の確保　3. 価格競争力

4. 納期その他の対応力　5.メンテナンス、サービス体制　

6.グリーン調達対応力(EMSの取得など)　7. CSRへの取り組み

法の遵守と機密保持

下請代金支払遅延等防止法、建設業法、関税法などの各種関

連法規について「法の遵守」は確実に行います。また、取引を通じ

て知り得た機密情報は一切外部に開示することはありません。

基本姿勢（購買方針）
当社は、下請代金支払遅延等防止法を遵守するため、当社の調

達関係者に対して定期的な教育を展開するほか、「自主業務検

査」を実施しています。特に新任の購買担当者に対しては実際の

業務を始める前に、調達部主催の「バイヤーセミナープログラム」

により、関連法規を含めた法令遵守を徹底的に教育しています。

また、コンプライアンス体制を維持し、確実に実行するため、部

材調達システムの中にコンプライアンス上のリスクが無いか、調

達部と業務監査室が共同で点検しています。

コンプライアンスの徹底

当社では、毎年上期と下期に主要なお取引先様を対象とする

「お取引先懇談会」を開催し、半期ごとの操業計画や発注方針、各

事業部の今後の動向を説明しています。同懇談会で提供した情

報は、お取引先様での経営の安定化や生産の平準化に活用して

いただいています。

また部材の共

同購買や仕入先

の紹介など、お取

引先様における

部材調達活動の

支援にも取り組ん

でいます。

パートナーとのコミュニケーション、共同活動

当社のお取引先企業で構成される「協同組合日新電機協力会」

は、1951年4月に任意団体として創立され、1964年6月に事業

協同組合として大阪通産局長（当時）の認可を受けて改組、現在34

社が加盟しています。設立当時から継続して、現場改善や品質・生

産性向上のための活動や、ISO14001、KES、ISO9000sなど

各種認証取得を支援するなど、共存共栄を図っています。

また、2004年には優良協同組合として「経済産業大臣賞」を受

賞。各種の商談会・展示会で共同製作品を発表するなど、会員企業

間での結束力と連携を常に高めています。当社グループも「真の良

きパートナー」として、同協同組合の発展に協力していきます。

パートナーとの関係

ホームページ上に個人投資家、機関投資家を対象にした「お問

い合わせ窓口」を設けています。

そこではIR担当者名と問い合わせ電話番号、FAX番号、電子

メールアドレスを公表しています。

お問い合わせ窓口

海外の投資家向けに、英語版の財務報告書「アニュアルレポート」

を発行しています。

アニュアルレポートは当社IR情報サイトからPDFでダウンロード

できます。

海外の投資家に向けて

株主総会の様子

アニュアルレポート2007

株主の皆様への配当は、業績結果を踏まえて、今後の業績見通

しや経営環境、内部留保水準などを総合的に勘案したうえで、決

定・実施しています。また、当社グループ中長期計画「ビジョン

2010」内の2010年度の数値目標の一つとしては「1株当たり

配当：年10円以上」を掲げ、株主の皆様への利益還元に努めてい

ます。

内部留保については、経営体質の強化と将来の事業展開に備

えることを基本とし、株主資本利益率の向上を図っています。

配当性向と利益配分

2007年12月に住友電気工業株式会社による当社普通株式

の公開買付け（TOB）が実施されたことによって、法人株主の持

株数・持株比率が増加しています。

なお、このTOBにともない、当社は同社の連結子会社となりま

したが、引き続き上場を維持します。

株主構成

「お取引先懇談会」の様子

近年、石油や金属などの高騰が製造原価を押し上げ利益を圧迫し
ており、また、後継者問題や金融問題も加え、私たち中小製造業で
は、非常に厳しい経営環境となっています。半世紀以上の長きにわ
たり「ものづくり」を営んできた私たちにとっても、現在の経営環境
の急激な変化は予測がつかない状況です。「実業」の世界で地道に
生業を営んできた中小製造業にとっては、健全な市場原理を超える
投機などの「虚業」がこれほど強い影響力を持つ時代になることは
想定していませんでした。逆説的に考えれば、中小製造業の経営に
おいて、「変化」を見据えて経営環境の揺れと加速する技術革新を敏
感に捉える努力を怠ってきたことも否めません。中小企業の強みは
変化に俊敏に対応できることと言えます。「ものづくり」の場におい

中小企業の特性を活かし
良きパートナーを目指す

安藤源行 殿
協同組合日新電機協力会　理事長

（株式会社オーランド代表取締役社長）

て広い視野で経営環境を見据え、個々の企業が保有する技能・技術
にさらに磨きをかけ、市場のニーズに即応することが、これからの中
小製造業の発展にとっては必要であり、生き残る術ではないかと考
えます。
親事業者である日新電機様と私たち日新電機協力会とは、すでに

半世紀以上にわたってお取引をしています。2005年11月に策定
された「日新電機の企業理念」に掲げられている「パートナーからの
信頼」は、日新電機協力会の会員企業にとって、責任と昂揚を感じる
ものです。今後も、会員企業34社は「自助努力」を第一義として意識
し、日新電機様の「真の良きパートナー」として個々の企業の特性を
活かして、さらなるWIN－WINの関係を構築していきます。そして、
会員企業が連携してこの難局を乗り越えていきます。
日新電機様におかれましては、引き続きまして、なお一層のご支
援とご指導をお願い申し上げます。

当社ホームページと
IR情報サイト
http://nissin.jp./ir/index.html

証券会社（38名）
0.4％（431千株）

住友電気工業グループ
51.0%（54,991千株）

その他の法人（78名）
7.1%（7,706千株）

自己名義株式（1名）
1.1％（1,211千株）

外国法人等（96名）
6％（6,498千株）

個人その他（5,413名）
14.5％（15,600千株）

金融機関（45名）
19.8％（21,395千株）

計
107,832千株

株主数
5,673名

株
主
か
ら
の
信
頼

パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
信
頼

株主からの信頼のために

開かれた企業を目指して、
迅速かつ適切な情報開示に努めています
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パートナーからの信頼のために

法令を遵守した公正な取引はもちろんのこと、
技術支援や認証取得支援で共存共栄を目指します

（2008年3月31日時点）

所有者別株主状況
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全製造業におけるデータ（休業4日以上）

当社は、「社員の人材価値向上と企業価値向上のスパイラル

アップを通じて、企業文化の変革を図る」ことを目指しています。

具体的には、異動、評価、教育システムなどの人事諸制度を連携

させる仕組みとして｢キャリアパスシステム｣の構築を推進してい

ます。

「夢を描き、やる気を持続し、目標への到達を後押しする仕組

み」であるキャリアパスシステムの柱となるのが、ジョブローテー

ション制度です。同制度の本格的運用開始は2008年度以降の

予定ですが、自己のキャリアパスに主体的に取り組めるよう

2007年8月からはキャリアデザイン研修をスタートさせました。

なりたい自分への成長支援

2007年9月3日から7日の5日間、「第3回グローバルNPS大

会」を開催しました。「改善の横展開」をテーマとして「日新独自の

ものづくり文化」を社員一人ひとりが考え、情報共有と人の交流

を促進する場です。改善事例発表会では海外の5社からも発表が

あり、上位に入賞しました。また、社内の改善現場や関係会社・社

外先進企業を見学し、現場・現物から改善事例を学びました。

また、2008年2月には、第1回「08年中国語圏改善事例交流

会」を日新電機（無錫）有限公司で開催しました。「知恵と工夫を共

有し相互に刺激しあって、さらなる改善と業績向上に取り組む

ジャンプ台とする」ことを目的に、中国の日新電機グループ6社と

無錫の協同組合日新工業会が相互に改善事例を発表しました。

「日新独自のものづくり文化」活動を育てる

2003年5月から定期的に社員意識アンケートを実施し、

2007年6月の第6回アンケートの回答率は72.5％でした。

約70％の社員が「この1年の間に会社がよい方向に変わりつ

つある」と感じている一方、「育成を目的とした人員配置替え」

「キャリア育成」「仕事を効率よく進める仕組み」の項目で課題が

認められました。アンケートの詳細データは、イントラネットで開

示し、各職場で課題を分析し対応しています。

社員満足度調査

2007年11月23日、日新電機労働組合京都支部が主催する

「家族工場見学会」を開催しました。社員の子どもたち66名、大人

(社員と家族)63名が参加。会社概要や製品について子ども向け

に説明した後、配電盤工場、コンデンサ工場、変圧器工場、日新テ

クノアカデミーを見学しました。午後からの親子工作･実験教室で

はコイルモーターの製作を体験しました。

今後も定期的に家族工場見学会を開催する計画です。

20年ぶりに本社で家族工場見学会を開催

当社は安全衛生管理を経営の重要事項の一つと位置づけ、「全

員参加の安全衛生活動によって安全で快適な職場をつくる」を基

本方針として安全衛生活動に取り組んでいます。

労使で構成する中央安全衛生委員会の方針に基づいて、各事

業所では安全衛生委員会を毎月開催。職場を巡視して安全衛生

事項を審議し、決定事項を製造・品質保証部長や各職場の安全衛

生推進委員を通じて、全社員に周知・徹底しています。また、各職

場で毎月活動テーマを決めて安全衛生活動を推進し、職場に潜

在する危険要素を探し出して、事故の可能性を計画的に排除して

います。

2006年10月からはリスクアセスメントによる高危険度作業

の危険因子を削除するなど、災害防止に努めています。

安全衛生活動で労働災害を未然に防止

当社は2007年度に法定障害者雇用率1.8％を達成し、

1.83％となりました。

今後も多様な人材を積極的に採用するとともに、人権を尊重す

る職場環境の構築を進めます。

多様な人材の活用

「技術の日新」「品質の日新」の良き伝統・技術の早期伝承を目

的として、2006年11月に日新テクノアカデミーが開所しまし

た。座学研修に加え、設備の操作や点検を五感で理解し、受変電・

監視制御システムの基盤技術を総合的に習得できる「現場体験

型研修施設」です。基礎教育から設備異常発生時の模擬訓練ま

で、多様なカリキュラムを網羅し、広範囲かつ実践的な技術を学

べます。現地出向前の事前トレーニングによる不具合の撲滅や、

若手の即戦力化に加え、お客様の電気技術ご担当の方の育成も

支援しています。

2007年度からは社内公募で受講者を募集し、開所以来140講

座を開講、女性も含め延べ1,200

名が受講しました。

2008年度は昨年度の受講者か

らのアンケート結果を踏まえ、講座

メニューをブラッシュアップする計

画です。

日新テクノアカデミー本格稼動

日新テクノアカデミーの様子

当社は、現在実施している組織的なプロジェクト活動に加えて、

２００８年１月から、全社員が自発的に業務改善活動に取り組む小

集団活動ＡＳＴ２１（All the members’ Small Team 21）を立

ち上げました。

この活動は、課長と課員の関わり合いをより強化して、職場の

問題を解決することで個人の成長を図り、顧客価値の高い製品作

りに反映していきます。

活動開始から３ヶ月で

１６０以上のテーマが登録さ

れ、順調なスタートとなりま

した。さらに、２００８年４月か

ら国内関係会社にも活動を

広げています。

自主的な改善・解決を促す「小集団活動」

工場での小集団活動の様子

性別にとらわれず、一人ひとりが活き活き働く会社にしたいと

いう考えのもと、2004年に発足した女性活躍支援チームを事務

局とする小集団活動「WING活動」（私たちが活き活き日新でがん

ばる活動）を開始しました。これは部門長と女性部員が議論するこ

とで「快適な職場」のイメージを共有し、見つけた問題に対し女性

が中心となって改善に取り組むものです。

2007年6月・12月には、社内へのWING活動の周知と、女性

のネットワークづくりを目的として「WINGフォーラム」を開催しま

した。このような女性活

躍支援活動や各種制度

の充実の結果が少しずつ

データにも表れ始めてい

ます。

女性社員が中心に「WING活動」を展開
当社の知名度向上と社内活性化を目的として、2007年度から

「あなたも私も広報パーソン」を開始しました。これは企業広報の

観点から効果が認められる社

外活動に対して奨励金を支給

する制度です。

2007年4月からの1年間

で82件の申請があり、うち32

件に奨励金を支給しました。

「あなたも私も広報パーソン」で奨励金を支給

当社は健康保険組合と共催で、35歳以上を対象に「健康づくり

ドック＆セミナー」を実施しています。セミナーでは検査結果の見

方や自身の取り組む事柄について学べます。

関係会社の日新ビジネスプロモートでは、メタボリックシンド

ローム予防のために、1食当り

600kcal以下、国産の魚・野菜を

中心とした30の食材を使用し大変

おいしく仕上がった、低脂質（16g

以下）、低糖の「メタ美弁当」を低価

格で提供しています。

メタボ対策としてメタ美弁当を開発

WINGフォーラムの様子

日新電機のロゴ入りユニフォームを着て
のぼりを持つ天野社長

家族工場見学会の様子

メタ美弁当

中国語圏改善事例交流会の様子グローバルNPS大会改善事例展示会

※1 出向者を除く日新電機本体のみ

＜参加者の声＞
●子どももパパの会社すごいネと
　言っていました。

●実験は素晴らしく、母親の私も
　楽しめました。

●実際にパパが働いているとこ
　ろが見たいです。

社
員
相
互
の
信
頼

社員相互の信頼のために

優れた人材の育成と、
働きやすい職場環境の整備に努めています

データで見る女性活躍の状況※1

うち勤続10年以上の女性
女性人員

育児休職・短時間勤務取得者

管理社員および主任級人員数

50

0

100

150

200

250障害者雇用率

休業度数率※2
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0
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0
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ISO14001環境マネジメントシステムの拡大
当社の環境マネジメント体制は、国内の関係会社を含むすべて

の製造サイトを一貫して管理することで、シンプルに、かつトップ

ダウンが強くはたらく体制をとっています。

2007年度は、新たに梅津の構内常駐取引先である（株）オー

ランド、（株）協進精機、京都精工電機（株）を編入しました。今後は

海外グループ各社も順次ISO14001に編入し、グループ全体で

の環境経営を推進していきます。

 ［環境理念］

　日新電機およびその関係会社は地球環境の保全が人類共通の
重要課題と認識し、企業活動のあらゆる面で、環境の保全と調和
に配慮して行動する。

［環境方針］

I N PU T

OUTPU T

水資源投入量

2,493t 17.4t2,680t
総排出物量

地下水 62,574m3

上水
 
173,268m3

化学物質投入量（PRTR対象）

総物質投入量

50.8t

0

6,000

12,000

18,000
（t-CO2）

リサイクル量 埋立廃棄物量

（t）

CO2

2005 2006 2007

電力  330,235

（年度）

その他  15,908
重油  26,428
都市ガス  62,621

総物質投入量とその内訳の
把握を開始しています。

（当社取扱物質数37物質の総量）

エネルギー使用量 種類別内訳（2007年度）

エネルギー起源CO2排出量

19,609t-CO2

0

100

200

400

300

（TJ）

2005 2006 2007（年度）

総エネルギー投入量 435TJ

0

（t-CO2）

SF6

2005 2006 2007（年度） 2005 2006 2007（年度）

22,075t-CO2

SF6排出量

総排出物量 リサイクル量 埋立廃棄物量

10,000

20,000

40,000

30,000

0

100

1,500

2,000

2,500

※1 当社では、製品開発に当たって、対象製品を環境基準に定めた評価基準に照らして、評価項目ごとに評価(1～5点)し、あらかじめ設定した重み付け（1～5点）との積を総和した
値が10点を超えることをひとつの目標としています。この点数が大きいほど、環境負荷が小さいと評価しています。

活動項目

1． 環境に配慮した
 製品づくりの
 推進

2．省エネルギー
 活動の推進

3． 省資源・
 リサイクル活動
 の推進

4． SF6の大気排出
 削減

5． 有害化学物質に
 よる環境汚染の
 防止

2010年度

…目標未達

生産高CO2原単位を90年度に
対して25.0％削減
（1990年度基準0.304
（t-CO2/百万円））

廃棄物のリサイクル率を92%以上
（1999年度基準=68.1%）

大気排出率 2.0%以下
（1999年度基準=25.5%）

揮発性有害化学物質（VOC）の
大気への排出量30％削減
（VOC2000年度取扱量=42t）

ゼロエミッション
・埋立廃棄物を1％以下に維持

全製品対象
・環境配慮設計実施
・鉛等6物質フリー化
・含有有害化学物質を把握でき  
る体制の確立

グリーン調達体制確立
（EMS体制確立企業からの調達）

製品の環境配慮設計を推進し、改善効果
点を向上する
・製品部門：1製品以上活動
・改善効果：10点up※1
…（継続活動）…
鉛等6物質フリー化は上記の活動の中
で実施

更新グリーン調達ガイドラインに基づいて、
お取引先様に対しての要請・指導を実施…
（継続活動）…

省エネルギー活動の推進
・生産高CO2原単位を1990年度に対し
て、5.0％ 削減する（電力主体）（原単位
0.289）

・間接部門は全社のCO2排出量の削減を
推進するための計画を立案して実行する

省資源・リサイクル活動の推進
・再資源化出来ていない廃棄物の排出量
を197トンにする（599トン削減）
（1999年度の廃棄物量基準数値＝796t）

ゼロエミッション活動
・埋立廃棄物1％以下を継続

SF6ガスの大気排出の削減
・大気排出率 2.8 ％ 以下にする

大気排出量を2000年度比30％削減す
る施策を立案する

・評価点平均19点UP
・有害物質調査実施

お取引先様への指導を
実施

4.1％削減
原単位0.292（目標未達）

排出量187トン
（609トン削減）

ゼロエミッション
・埋立廃棄物0.6％

大気排出率1.9%

施策を立案
（2008年度活動に反映）

・鉛等6物質フリー化
・再資源化
・省資源化
・省エネルギー化
・美観向上

・分別の徹底
・RPF化による削減（RPF:Refuse Paper   
& Plastic Fuel）
・処分量の削減（木くず、OA）

・廃棄物の分別徹底（職場内教育）
・改善施策の立案および実行

・回収装置による充気、回収の徹底（取扱者教育）
・回収用フィルター装置の導入
・大容量タンク製品に対応した回収装置の
導入

・適正購入（小ロット購入徹底）
・取扱改善（補修用スプレー缶活用）
・標準色の適用拡大
・電着塗装、粉体塗装の適用拡大

・環境認証取得状況調査
・環境認証取得要請

・照明OA機器の省エネ（不用時OFF）
・空調機の省エネ（インバータ化）
・生産設備の作業工程の省エネ（時間短縮）
・蒸気ロスの低減活動（蒸気トラップの更新）
・蛍光灯のインバータ化、水銀灯の高効率化
・工場照明用水銀灯の高効率化
・乾燥工程の合理化
・送水ポンプの強制発停（吸収式冷温水器）
・定時デーの推進

2007年度

…目標達成

環境目的 環境目標 実績 評価 活動事例

日新電機（株）

（株）NHVコーポレーション

日新テクノス（株）

日新イオン機器（株）

（株）日新ビジネスプロモート

日新受配電システム（株）

日本アイ・ティ・エフ（株）

梅津構内の構内常駐取引先3社 ※4

報
告
対
象
○

○

○

○

○

○

○

○

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1,550

143

7

386

90

81

109

122

有

有

無

有

無

有

有

有

○（2001.6.13）

○（2001.6.13）

○（2001.6.13）

○（久世2003.5.21／滋賀2006.5.12）

○（2001.6.13）

○（2001.6.13）

○（2006.5.12）

○（2008.4.28）

※3 すべての国内製造拠点で取得。　※4 （株）オーランド、(株)協進精機、京都精工電機(株)

生
産
工
場

ISO取得状況（取得年月）※3

審査機関：JACO
登録番号：EC01J0057

京
都
九
条

サ
イ
ト

京
都
梅
津

サ
イ
ト

京
都
久
世

サ
イ
ト

京
都
滋
賀

サ
イ
ト

前
橋
サ
イ
ト

社
員
数
(人)

海外での認証取得状況
日新電機タイ株式会社（タイ国)
取得日2007年1月24日
認証機関 NQA、登録番号 E1340

今後の海外拡大予定
日亜電機股份有限公司（台湾）
日新電機（無錫）有限公司（中国）
日新（無錫）機電有限公司（中国）
北京宏達日新電機有限公司（中国）
日新電機ベトナム有限会社（ベトナム国）

環境管理総括者

環境管理責任者

事  務  局

全社環境委員会

専門部会※2

内部環境監査員

梅津 九条 久世 滋賀

京都地区 前橋地区

ものづくり支援部
環境管理グループ

環境部門
責任者

環境部門
責任者

環境部門
責任者

環境部門
責任者

環境部門
責任者

前橋

環境対策
責任者

環境対策
責任者

環境対策
責任者

環境対策
責任者

環境対策
責任者

※2 専門部会は、省エネルギー部会、省資源・リサイクル部会、環境にやさしい製品部会など
　  を含みます。

国内でのISO14001認証取得状況

目標と実績／2010年目標（ビジョン）

1. 環境配慮製品創出
製品の設計から使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにお
いて、環境に配慮した製品づくりを行う。

2. 温暖化防止
 （1） 省エネルギー

省エネルギー活動により、エネルギー使用量の低減を
促進し、CO2の発生量を削減する。

 （2） SF6の大気排出抑制
電気絶縁ガス（SF6）の大気への排出を抑制する。（SF6

　当社は受変電設備、調相設備、制御システム、ビーム応用装置等
の開発、設計、製造、販売、据付、保守・点検およびサービスを行っ
ていることを踏まえ、次の環境方針に基づき行動する。

　ISO14001に基づく環境マネジメントシステムに従い、環境汚
染の予防を推進するとともに、環境負荷の低減とシステムの継続
的改善に努める。事業活動全般の環境影響評価を行い、環境目
的・目標を定め、定期的に見直しを実施する。環境関連の法規、規

の大部分を回収すれば、機器のコンパクト化によるCO2
削減効果の方が大きい）

3. 排出抑制
 （1） 省資源・リサイクル

資源を有効に活用するため、資源の節約と廃棄物の削
減・再利用を促進する。

 （2） 環境汚染防止
揮発性有機化合物（VOC）、排水、油および化学物質の
排出、漏洩等による環境汚染を防止する。

環境理念・方針

事業活動に関わる環境への影響
日新電機グループ国内７社の事業活動が、2007年度に環境に

与えた負荷を以下に示します。

2007年度は生産量の増大によって総エネルギー使用量は増

加しましたが、温室効果ガスであるSF6排出量や省資源・リサイク

ルは、さまざまな活動によって改善を図っています。（詳細はP26

～P29をご覧ください）

開発・製造・検査

輸  送

納入

環
境
へ
の
取
り
組
み

合計
435,192GJ

制および協定、受入を決めたその他の要求事項を遵守するととも
に、自主基準を設けこれを管理する。
　環境負荷の低減を目指した次の活動を重点的に取り組む。

）

化学物質排出量

30.8t

総排水量

209,742m3

当社取扱物質37物質のうち、
大気へ放出する物質の排出量（

環境への取り組み

環境マネジメントシステムを運用し
環境にやさしい企業を目指します
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環境への取り組み

ライフサイクルアセスメント（LCA）の考え方で
環境に配慮した製品開発に努めています

省エネ・リサイクル活動の推進と
温室効果ガス排出量の削減に努めます

日新電機CSR報告書 2008 日新電機CSR報告書 200827 28

環
境
へ
の
取
り
組
み

環境影響評価項目
詳細項目

温暖化防止

省エネ性

ガス排出防止

省資源化

長寿命化

再資源化

処理容易性

アメニティー

情報開示

資源循環

グリーン化環境汚染防止

環境保全向上

目的分類 評価項目

部材省エネ化／生産省エネ化
低消費電力化
回収性
減少化
減量化／減容化／梱包合理化
歩留り
保守容易性／耐久性／信頼性
可能性／材料統一／材料表示
再生材の利用／再資源化促進
運搬・処理性
分解性／分別性
有害物レス／漏洩防止／回収処理性
美観・操作性
騒音・振動・悪臭レス
解体情報提供／廃棄情報提供
環境データ開示

LCAの概念図

ＬＣＡ手法の枠組み

コンパクト化の効果が大きい項目 コンパクト化の効果が特に大きい項目

列盤形
GIS

「XAE2V形」
GIS

「XAE2G」形
GIS

二酸化炭素（CO2）排出量比較
素材製造・組立
使用（SF6ガス漏れ）
廃却（SF6ガス漏れ）

エネルギー使用量／CO2原単位

製品ライフ
サイクル
ステージ

リサイクル

資
源
採
取

材
料
加
工

製
品
製
造

流
通・販
売

使
用・消
費

廃
棄輸

送
輸
送

輸
送

輸
送

輸
送

輸
送

投入
資源・エネルギー

排出
大気汚染物質・水質汚濁物質、固定廃棄物

環境負荷・影響
人体、生態系、自然環境への影響、資源枯渇

①
目的と範囲設定

②
インベントリ分析

③
影響評価

④
解釈

目的とする用途
・製品開発および改善
・マーケティング
・戦略企画
・政策立案

⑤報告書作成 ⑥クリティカルレビュー

0 0
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41.4

1.01.01.0
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45.6

※2 総排出物とは、当社から排出されるすべての不要物のことです。
　  総排出物＝有価物＋一般廃棄物＋産業廃棄物

総排出物量

（t） （％）

総排出物量※2／リサイクル率／埋立率

20

SF6取扱量・排出量／大気排出率
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省エネルギー活動の推進
2007年度は生産量の増大によって、総エネルギー使用量は

増加しました。また、CO2生産高原単位は目標値（0.289）に対し

て実績値0.292となり、目標を達成できませんでした。（1990

年度基準＝0.304ｔ-CO2/百万円）

未達成の原因は増設設備の立ち上げや開発要素の高い製品の

操業負荷が高かったためと考えられます。今後、これらのラインの

エネルギー効率を高めるよう努めていきます。

ライフサイクルアセスメント（LCA）とは、製品の原料採取から

廃棄までの一連の過程（ライフサイクル）における環境負荷を定

量的に把握し、その影響を評価する手法です。

当社はLCAの考え方を導入し、独自の社内環境配慮設計基準

に基づいた環境設計を推進しています。特に大型製品のコンパク

ト化に注力しており、製造・使用時の省資源化・省エネ化のみなら

ず、機器輸送時や施設建設・解体時のエネルギー削減にも貢献し

ています。

LCAを重視した独自の環境設計
官民需向け24kV受変電設備用GIS（ガス絶縁開閉装置）

「XAE2G形」は、当社が独自に開発したGISです。

高圧SF6（六ふっ化硫黄）ガス※1を使用することでコンパクト化

を実現した「XAE2G形」GISは、従来機種である列盤形や「XAE2V

形」に比べ、設置面積で約25％、重量で約45％削減しました。そ

の結果、ライフサイクル全体でのCO2排出量は「XAE2V形」GIS

に比べて約47％削減できました。

新型ガス絶縁開閉装置でCO2排出量削減

LCAの実務者向け講習会を2007年4月と2008年1月の

2回にわたって開催しました。この講習会を通じて国内の当社

グループ各社の事業部門、関係会社の実務担当者がLCAの概

念・手法学び、LCAに基づ

いて実際の製品やサービ

スの環境影響評価を行い

ます。

今後もこの講習会を定

期的に実施する予定です。

LCA実務者向け講習会

省エネタイプ水銀灯（九条工場）

LCA実務者向け講習会

ガス絶縁開閉装置（XAE2G）

当社で排出している主な温室効果ガスは、燃料起源によるCO2

と絶縁材料として使用しているSF6ガスです。SF6ガスの取扱基

準の改善・強化や、ガス回収装置の能力向上を図るなど、大気へ

の排出量削減に努めた結果、目標値2.8％に対し、2007年度の

大気排出率は1.9％となり、目標を達成することができました。

今後も引続き、ガス回収装置の追加導入を図るなど、排出量の

削減に取り組んでいく予定です。

温室効果ガスの排出量削減

　※1 SF6ガスは優れた絶縁材料として多くの電気機器に使用されていますが、二酸化
炭素の23,900倍の温室効果があるといわれています。 ［具体的な活動事例］

●照明器具（蛍光灯、水銀灯）の
　高効率化機器導入（108GJ/年削減）
●高効率変圧器の導入（173GJ/年削減）
●蒸気系統（蒸気トラップ）の
　省エネ診断による改善活動
　（196GJ/年削減）

リサイクル率のさらなる向上を目指して、「リサイクルできない

事業ゴミ」の削減活動を展開しています。

2007年度は特にRPFの適用拡大(京都地区)などを図った結果、

リサイクル率は93.0％、

また埋立率は0.6％とな

り、いずれも目標を達成し

ました。

リサイクル活動の推進

廃棄分別の例（前橋工場）

「LCA実務者向け講習会」では、LCA研究の専門家に分かりや
すく講義していただき、系統的に学ぶことができました。また演習
では自部門の製品を実際にLCA評価してみることで、さらに理解
が深まりました。
LCAと開発を両輪として、今後の製品開発を進めていきます。

社員の声

遮熱塗装や断熱材による空調負荷の低減
（日新受配電システム株式会社）

部分空調を導入している工場の屋根に、遮熱塗装を塗布
して屋根からの温度上昇を抑えることで、空調設備の負荷
低減を図っています。また、西日対策として西側の内壁に断
熱材を組み込んで西日による温度上昇を抑えるなど、省エ
ネや作業環境の改善に努めています。
さらに、同工場では、自動塗装ラインでの脱着作業エリ
アに専用の空調設備を設置し、夏場における作業環境の改
善を図るとともに、省エネ活動にも積極的に取り組んでい
ます。

グループ会社での取り組み

遮熱塗装した屋根 断熱材を取付けた壁

専門家の講義を受け、
LCAへの理解が深まりました

阿部健治
産業・電力システム事業本部

開閉機器事業部技術部

TOPICS



環境への取り組み

各種法令・条例を遵守して
化学物質などを適正に管理しています

グループ全体での効果・効率的な環境保全活動に向けて
環境会計に取り組んでいます
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環
境
へ
の
取
り
組
み

環境会計
当社では2004年度から環境会計を導入し、環境保全への取り

組みを把握してきました。また、2007年度からは、国内グループ

会社（6社）にも環境会計を導入し、集計範囲に含めるようにして

います。

2007年度の環境保全コストは、当社と国内グループ会社（6

社）を合わせて設備投資額3.4億円、費用額13.8億円でした。特

当社グループは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）」に基づいて、化学

物質の適正管理に努めています。

2007年度におけるPRTR法の報告対象となる化学物質（年

間使用量1t以上）は下記の通りです。

化学物質の適正管理
当社は、PCB油を使用した電気機器などを過去に使用してお

り、現在はそれらを廃棄物として所有しています。これらの廃棄物

は、廃棄物処理法やPCB特別措置法に基づいて適切に保管し、自

治体へ届け出ています。

なお、期間内にこれら廃棄物を適正に処分するため、環境安全

対策費を引き当てています。

PCB使用機器などの保管・管理

当社は、土壌・地下水汚染の原因となるテトラクロロエチレン、

トリクロロエチレン、トリクロロエタンの使用を1994年に全廃し

ました。

本社工場、久世工場、前橋製作所には計4本の地下水検査用井

戸を設置しており、これらの物質に関連する有機塩素化合物を自

主的に検査しています。また、工場排水についても自主基準を設

けて検査しており、これらの検査結果は行政に報告しています。

土壌・水質汚染への対応

当社は、グリーン調達ガイドラインを定めて、環境負荷の少な

い製品・部材・材料・原料・サービスを優先的に調達するとともに、

有害化学物質の不使用や削減を推進しています。

また、主要なお取引先様を対象に年2回「グリーン調達」説明会

を開催し、ISO14001やKESなどの認証取得を呼びかけていま

す。さらに、認証取得に向けた活動のサポート体制を確立してお

り、認証取得を支援しています。

グリーン調達の推進

当社は、製品・機器へのアスベストの使用を2004年8月に完

全禁止しています。過去に納入した製品については、購入品も含

めてアスベスト含有調査を実施し、使用箇所を特定しています。

お客様に使用上の注意や廃却方法などの情報を報告できる体

制を確立し、使用上での対応が必要なお客様に対してはすべて連

絡をとり、適切な措置をお願いしています。

アスベストの使用状況と実績調査

環境保全コスト（2006年度、2007年度実績）

[日新電機]    

※ 集計範囲は、当社および国内グループ会社（6社）となります。
※ 集計期間は、2006年4月1日～2007年3月31日（2006年度）、および2007年4月1日～2008年3月31日（2007年度）です。
※ 環境保全コストの分類および算出基準については環境省作成の環境会計ガイドラインを基準にしています。
※ 費用額のうち、環境に関する研究開発費は、当社と国内グループ会社（6社）の合計で、4.5億円（2006年度）、10.6億円（2007年度）です。
※ 費用額には減価償却費は含んでいません。
※ 環境省による「環境会計ガイドライン2005年版」に基づいて、各種事例なども参考にしました。

全社員の環境意識の向上を目指します

環境ガイドブック
地球環境問題の重要性やISO14001の概要を知らせるための「環境

ガイドブック」を作成し、ISO14001サイト内の全社員に配布し、教育し
ています。

地球環境問題意識向上のための講義
社員の地球環境問題へ意識向上を目指して、中堅社員（入社3～5年

目）には、2007年度までに約140名に対して、講義を実施し、地球温暖
化問題の重要性、LCAの概念を周知させています。

エコピープルの育成
環境に対する幅広い知識を持つ人材を育成するため、東京商工会議所

が主催する「環境社会検定試験（eco検定）」の受験を推奨しています。
2007年度は勉強会を8回開催し、53名が合格しました。

環境教育の充実

TOPICS

eco検定の勉強会

環境ガイドブックを使った新人教育

に公害防止や地球環境保全のための設備投資および開発の強化

（事業エリア内コスト）などによって、前年度比100%（PCB引当

金を除く）の増加となりました。

今後は、経済効果などについても集計することで、環境保全費

用対効果の分析など、環境経営に役立つ環境会計となるよう、さ

らに改善・充実を図っていきます。

（単位：百万円）

事業エリア内コスト

　公害防止コスト

　地球環境保全コスト

　資源循環コスト

　修繕・点検コスト

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応

　　合　　　計

64.1

26.2

37.9

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

70.4

大気・水質・土壌汚染防止など

SF6ガス規制、省エネルギー設備導入および研究資金など

廃棄物の外部委託処理

環境に寄与する設備の修繕・点検

環境マネジメントシステムの整備・運用、CSR報告書作成、ISO更新審査など

環境負荷発生防止の研究開発活動など

社会貢献活動人件費、支援費など

PCB関連機器に対する産業廃棄物処理費用相当額の引当金

407.3

162.8

136.1

85.6

22.8

0.0

63.9

109.0

2.0

286.0

867.2

321.6

178.6

143.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

0.0

325.1

368.8

160.7

94.8

91.3

22.0

0.0

87.2

134.6

2.9

0.0

593.5

20.7

2.8

17.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.7

大気・水質・土壌汚染防止など

SF6ガス規制、省エネルギー設備導入および省エネルギー製品の開発など

廃棄物の外部委託処理

環境に寄与する設備の修繕・点検

部材の回収・リサイクルなど

環境マネジメントシステムの整備・運用、ISO更新審査など

電子線照射応用材料による環境対応材料の研究開発活動など

145.5

11.0

7.8

117.8

8.9

8.8

22.1

13.8

0.0

0.0

190.2

16.6

2.9

13.7

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

16.8

739.8

6.3

636.9

84.7

11.9

13.1

23.0

12.2

0.0

0.0

788.1

設備投資額 費用額 設備投資額 費用額
分　　類 主な取り組み内容

2006年度 2007年度

（単位：百万円）[国内グループ会社6社合算] 

事業エリア内コスト

　公害防止コスト

　地球環境保全コスト

　資源循環コスト

　修繕・点検コスト

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応

　　合　　　計

設備投資額 費用額 設備投資額 費用額
分　　類 主な取り組み内容

2006年度 2007年度

日新電機グループにおける
PRTR法に基づく事業所別対象化学物質（2007年度）

本社工場

前橋製作所

九条工場（日新受配電システム（株））
日新イオン機器（株）
（株）NHVコーポレーション
日本アイ・ティ・エフ（株）

事業所 PRTR法報告対象物質

トルエン・キシレン・エチルベンゼン
無水フタル酸・ビスフェノールA型エポキシ樹脂（液状）
亜鉛およびその化合物
エチレングリコールモノメチルエーテル

トルエン・キシレン・エチルベンゼン
無水フタル酸・シアン化ナトリウム
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

対象物質の報告を要する量まで達しておりません
 〃
 〃
 〃

91.1 1,057.4 341.9 1,381.6

（単位：百万円）[日新電機と国内グループ会社6社の合計] 

設備投資額 費用額 設備投資額 費用額

2006年度 2007年度

合　　計



FAX. 075-864-8571
ＣＳＲ推進委員会事務局
〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地　TEL. 075-864-8849

　当社の企業理念である「５つの信頼」―お客様、株主、社会、パートナーからの

信頼と社員相互の信頼―に加え、当社の環境保全活動について、わかりやすく報

告するよう努めましたが、まだまだ改善すべき点は多々あると思います。できる限

り皆様からのご意見・ご要望を積極的に取り入れ、当社のCSR活動を報告書に反

映させていく所存です。

　当社「CSR報告書2008」をお読みになった、率直なご意見・ご感想を裏面の

アンケートにご回答いただき、FAXでお送りいただければ幸いです。

ご送付先ならびにお問い合わせ先

日新電機「CSR報告書2008」を
お読みいただき、ありがとうございました。
皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。



性　別 年　齢

Q1.

Q2.

Q3.

Q4.

Q5.

Q6.

Q7.

ご職業（勤務先・学校名など）

お差し支えなければ、下記にもご記入ください。

歳男　・　女

 CSR報告書をお読みになってどうお感じになりましたか?  （該当する項目に□を入れてください）
 ①わかりやすさ：
 □ 大変わかりやすい □わかりやすい □普通 □わかりにくい □大変わかりにくい

 ②内容の充実度：
 □ 大変充実している □充実している □普通 □不足している □大変不足している

 ③読みやすさ：
 □ 大変読みやすい □読みやすい □普通 □読みにくい □大変読みにくい

 日新電機のCSR活動について、どのように評価されますか？  （該当する項目に□を入れてください）
 □大変評価できる　　□評価できる　　□普通　　□あまり評価できない　　□評価できない
 （理由）

 特に興味を持たれた項目に○を、不要と思われる項目に×を□の中に記入してください。
 □トップメッセージ（P３～４） □日新電機のルーツ（P５）　
 □企業理念・５つの信頼（P６） □ CSR活動全般（P７～12）　
 □事業紹介（P13～14） □製品紹介（P15～16）　
 □お客様からの信頼（P17～18） □社会からの信頼（P19～20）　
 □株主からの信頼（P21）  □パートナーからの信頼（P22）
 □社員相互の信頼（P23～24） □環境への取り組み（P25～30）

 もっと詳しく知りたいところ、不足に感じるところがあればお聞かせください。

 この報告書や日新電機のCSR活動全般に対する、ご意見・ご感想・改善すべき点など
 ございましたらお聞かせください。

 この報告書をお読みになって日新電機に対するイメージは変わりましたか？
 □ 大変よくなった　　□よくなった　　□かわらない　　□悪くなった　　□大変悪くなった

 この報告書をどのような立場でご覧になりましたか？
 □ お客様　　 □株主・投資家　　 □パートナー　　□企業・団体のCSR担当者　
 □政府・行政関係　　□環境NGO・NPO　　□報道関係者 □学生　　□研究・教育機関
 □当社事業所近隣にお住まい　　□当社グループ社員または家族　
 □その他（　　　　　　　　　）

ご協力ありがとうございました。

日新電機株式会社（ＣＳＲ推進委員会事務局）行　 FAX. 075-864-8571

日新電機「CSR報告書2008」アンケート
以下のアンケートにご回答のうえ、ファックスでお送りください。

 （複数回答可）


