
優しさをつくりこみ、 そして夢をかたちに。

CSR報告書2007 

〒615-8686  京都市右京区梅津高畝町47番地
TEL（075）861-3151（代表）　FAX（075）872-0742　http://nissin.jp/

■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。

古紙配合率100％再生紙を
使用しています。
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　2006年度は、「日新電機グループのCSR基本方針」とアクショ

ンプランを策定し、CSRの周知・浸透のためのCSRキーワード

「優しさをつくりこみ、そして夢をかたちに。」を決定するなど、当

社グループのCSR活動が名実ともにスタートを切った年と言え

ます。

　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、さまざまなステークホルダーに対する責任と行動を「信

頼」というテーマで紹介しています。

　また、CSRの一環である環境保全については、2005年12月に

定めた「2010年目標」の到達点に向けた取り組みと2006年度

の活動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。
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お客様からの信頼のために

株主からの信頼のために

社会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

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

グリーン調達／環境会計

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

4,280人（連結）

1,744人（単独）

国土交通大臣許可（特-14）第1882号

国土交通大臣許可（特-17）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／

薄膜コーティング装置　など

会社概要（2007年3月31日時点）

発　 行 　月：　2007年6月
次回発行予定：　2008年6月
前 回 発 行 月：　2006年6月

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10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／
日新エキスパート株式会社／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

環境省「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」
GRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002」

受変電設備 41.1%

調相設備 12.7%

ビーム・真空応用装置 28.1%

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／
日新エキスパート株式会社／
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／
株式会社エコトロン／株式会社NHVコーポレーション

日亜電機股　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　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

日新電機グループ

国内拠点 海外拠点

売上高

2004

69,491
82,010

57,633

84,112

53,304

96,420

2005 2006
0
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4,175

3,104

5,552
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4,000
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2004

1,659

3,736

1,659

3,888

1,744

4,280

2005 2006
0
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2,000
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4,000

（年度）

経常利益（百万円）

（2006年度）

売上構成（連結）

従業員数（人）

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）

参考にしたガイドライン

これまでの発行と次回発行予定

報告対象分野と報告対象範囲

報告対象期間：2006年4月1日～2007年3月31日

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/

単独 連結

単独 連結

単独 連結

合計
96,420百万円

制御システム 18.1%

北京宏達日新電機有限公司

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　有限公司
日亜聯合離子機器股　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
日新エキスパート株式会社
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
株式会社エコトロン
株式会社NHVコーポレーション

省エネ・省資源・リサイクル活動と
温室効果ガス排出量削減

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、2008年6月を予定しています。

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



代表取締役社長

社員一人ひとりがCSRの担い手となり、
「社会から信頼される日新電機グループ」を
目指してまいります。

2007年6月

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。

ト ッ プ メ ッ セ ー ジ 企 業 理 念 ・ 5 つ の 信 頼

お客様からの信頼
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。

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。

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。

社会からの信頼

P13～14

P19～20

P16～17

P15

P18

5つの信頼

　2007年4月に日新電機は創立90周年を迎えました。

電力用コンデンサをはじめ受変電設備、制御システ

ム、ビーム･真空応用装置など電気に関する多くの製

品を開発・供給する。──こうした事業を通して社会

と産業の基盤を支え続けることこそが当社が社会に

負っている最大の責務である、という創業以来の考え

方は、「CSR（企業の社会的責任）」の重要性が叫ばれ

る今日も変わっていません。

　例えば、受変電設備をコンパク

ト化することで省資源化・省コス

ト化し、工具や金型、自動車部品

などに特殊なコーティングを施

すことで長寿命化し、自動車の燃

費を向上させるなど、独創的な

技術を駆使してお客様ニーズを

満たしていくことで、人と環境に

やさしい社会づくり、持続可能

な社会づくりに貢献しています。

もちろん、製造時の環境負荷低

減、働きやすい職場づくり、周辺地域との調和などに

努めていることは言うまでもありません。このよう

に、人と環境に貢献するものづくりを実践していくこ

とが日新電機グループの社会的責任であると考えて

います。

　そんな当社は、当社グループのCSRへの取り組みを

いっそう強化していくために、創業以来の考え方を盛

り込んで、2005年11月に「日新電機の企業理念」を策

定しました。すなわち「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。──」と、当社グループがどのように

社会に貢献していくかを宣言しました。また、お客様・

株主・社会・パートナーからの信頼に、社員相互の信

頼を加えた「5つの信頼」を行動の原点として、社員の

成長と会社の成長を目指すことを当社グループの行

動理念としました。

　そして2006年7月には、社員全員が参画して中長期

計画「ビジョン2010」を策定し、1．グローバル戦略の

強化、2．新製品・新技術の創出、3．グループ経営の強

化、4．CSR・人材育成体制の強化、を具体的な数値目

標とともに定めました。この計画の初年度である2006

年度は、以前から取り組んできたコストダウン活動や

社員の意識改革の成果と国内外の需要増に支えら

れ、好調なスタートを切ることが

できました。

　しかし、今後も2010年に向けた

目標を達成し続けるためには、社

員一人ひとりの意識改革と成長が

欠かせません。そこで今、人材育

成・活用に力を注いでいます。技

術を着実に伝承するための「日新

テクノアカデミー」を発足させ、実

機を使っての技術教育を進める

一方、「日新塾」「スーパー日新塾」

では次世代のリーダーを養成す

るなど、多様な教育機会を設けています。また「女性活

躍支援チーム」の活動では、女性社員がいきいきと働

ける環境づくりをサポートしています。これら人材育

成・活用策を通して、CSRの担い手である社員一人ひと

りの意識改革と成長を図っていきたいと考えています。

　私たちは、創立90周年という節目の年を新たな出

発点として、これからも「社会から信頼される日新電

機」を目指して努力を続けてまいります。また、これま

での90年間同様、全てのステークホルダーの皆様と

「永いおつきあい」を続けていきたく存じます。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。

京都労働局長優良賞を受賞 P20

CSRハイライト

無錫市の経済発展に貢献 P16日新テクノアカデミー開所 P19

　性別にとらわれず、個々人が強みを発揮で
きる職場づくりを目指す「女性活躍支援チー
ム」が、男女雇用均等推進企業として厚生労
働省京都労働局長優良賞を受賞しました。 

　実物の製品と画
像を併用した五感
で学ぶ実践教育を
通じて、システム設
計や保守技術の向
上と技能継承を図
る技術研修所「日新
テクノアカデミー」
が開所しました。

　当社会長、位高が中国・無錫市から海外の
友人（企業）に贈られる最高名誉の「つつじ
賞」を受賞。同市の
経済建設に多大な
貢献をしたことが評
価されました。
（左：当社会長 位高
  右：貢培興 無錫市
        常務副市長）
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コーポレートガバナンス体制（2007年5月31日時点）

株主総会

取締役会 監査役会 会計監査人

業務監査室

常務会

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

執行役員

品質管理委員会

全社環境委員会

中央安全衛生委員会

CSR推進委員会

社　　長

事
業
部
門

支
援
部
門

ヘルプラインデスク

コンプライアンス委員会

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

日 新 電 機 グ ル ー プ の Ｃ Ｓ Ｒ 活 動

5 日新電機CSR報告書 2007 6日新電機CSR報告書 2007

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

事業内領域

企業の社会的責任を自覚し、日新電機グループらしい
CSR活動を推進します。

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

CSR推進委員会の構成（2007年5月31日時点）

事業外領域

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

CSR推進委員会の活動 コーポレート・ガバナンス

日新電機グループのCSRキーワード

2006年11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。

活動領域 活動目標 活動テーマ（取組事例）

人と環境にやさしい製品と
サービスを提供する

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

地域社会に根ざした主体性の
ある社会貢献活動に取り組む

企業活動を進める上で
常に公明正大であること

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、
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する製品とサービスを
提供する

「環境配慮設計基準」のレベルアップと活用の推進取組事例

高齢化社会、少子化社会における(人・環境配慮）ビジネスチャンスを追求する

ソーシャルニーズに対し、日新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

女性活躍支援の推進

取組事例

取組事例

社内コミュニケーションを活性化する

文化体育活動に対する支援システムの見直しと支援の実施取組事例

安心・安全・快適な職場環境に改善する

工場周辺の美化（塀の美化を含む）取組事例

地域密着型の文化貢献活動に取り組む

谷崎潤一郎旧邸「石村亭」の維持・管理取組事例

地域密着型の社会貢献活動に取り組む

行政の地域活動への協力と支援取組事例

産官学連携を通じて社会貢献活動に取り組む

大学、高専との連携による出張授業の企画・運営取組事例

施設・人的資源・技術知識を提供する

（社）京都工業会、京都商工会議所、NPO等の活動に対する講師派遣等の協力取組事例

海外における人材育成を支援する

当社海外製造拠点における奨学金の拠出取組事例

コンプライアンスを徹底する

巡回説明会の開催取組事例

内部統制システムを構築して、機能させる

社内報、社内Web、説明会等での啓発活動の実施取組事例

リスク管理体制を強化する

リスク予防体制の整備取組事例

事業活動を
通じての取り組み

日新らしい
社会貢献活動

企業倫理・
社会責任に関する

取り組み

　日新電機グループらしいCSRの基本方針を検討し、活動目標

と活動テーマを決定するために、2005年12月にCSR推進委員会

を設置しました。

　委員会で議論した結果、当社グループのCSR活動の基本方針

は「企業理念を実現すること」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」であるとの結論にいたりました。

　具体的な活動目標として以下の4項目を掲げました。

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地域社会に根ざした主体性のある社会貢献活動に取り組む

④企業活動を進める上で常に公明正大であること

　4つの活動目標を実現するために、活動テーマを決めて活動

を進めています。具体的な取り組み事例は左ページ（P.5）の一

覧表をご覧ください。

　当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題と位

置づけ、ガバナンス体制の強化に努めています。

　当社は取締役会を監査するために「監査役会」を設置してお

り、「監査役会」の独立性と客観性の確保を目的として4名の監

査役のうち2名を社外監査役としています。また、万一の社外監

査役の欠員に備えて、補欠監査役を1名選任しています。さら

に、社長直轄の組織として「業務監査室」を設置し、社内のコン

プライアンス（法令･企業倫理の遵守）状況などの内部監査にあ

たらせています。

　また当社は、取締役会の経営方針決定機能と業務執行への

監督機能を高めるため、取締役とは別に、業務執行に責任を負

う「執行役員」を置いています。現在、取締役は9名（うち代表取

締役が5名）、執行役員は12名（うち2名は専務取締役が兼任、3

名は常務取締役が兼任)という役員体制となっています。（2007

年5月31日時点）

　2006年度は、内部統制システムの構築とコンプライアンスの

推進に注力しました。その詳細はP.7～8をご覧ください。

・委員長： 常務取締役

・副委員長： 常務取締役

・委員（10名）： 経営企画担当部門長／品質・環境担当部門長

 経理担当部門長／調達担当部門長

 技術開発担当部門長／事業担当部門長（2名）

 前橋製作所長／営業担当部門長（1名）

 支店長（1名）

・幹事（事務局）： 総務・人事・安全担当部門長

CSR推進委員会



　当社は、2006年5月の常務会で、内部統制システムの構築に

関する基本方針について協議しました。

　その主な決議内容は以下の通りです。

日 新 電 機 グ ル ー プ の Ｃ Ｓ Ｒ 活 動

7 日新電機CSR報告書 2007 8日新電機CSR報告書 2007

内部統制システムの構築 コンプライアンスの推進

内部統制についての社内報連載記事

コンプライアンスカード

コンプライアンス委員会の体制を強化 「女性専任担当によるヘルプラインデスク」を増設

　当社では2006年1月、「コンプライアンス委員会」の体制を強

化。従来の委員に、調達担当部門長を追加するとともに、社内ア

ドバイザーとして、監査役（常勤）を追加しました。また、内部監

査部門長と社外アドバイザーである顧問弁護士が、必要に応じ

て参画する体制としました。

　以下に示す拡充した体制で、コンプライアンス研修などの立

案・実施などをいっそう強力に推進しています。

コンプライアンス委員会の構成（2007年5月31日時点）
・委員長： 専務取締役（代表取締役）

・副委員長： 常務取締役

・委員（6名）： 総務・人事・安全担当部門長／

 経営企画担当部門長／経理担当部門長／

 営業推進担当部門長／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

・幹事： 法務担当部門長

役員・社員への「コンプライアンス研修会」実施

　入札に係る法令違反の再発防止を徹底するため、2006年1～

3月開催に続き、同年10～11月には全国の事業所、支社・支店

等を巡回し、当社グループの役員・社員に対して、同年の改正部

分を含めた独占禁止法の内容、他社の同法違反の事例などを

説明し、コンプライアンス徹底を図るための研修会を実施しま

した。

　また、同年12月には当社役員に対しても、顧問弁護士から独

占禁止法の内容やそれに係る経営者としての留意点などを説

明する研修会を開催しました。

　両研修会につい

て、今後は毎年10

月（全国企業倫理

月間）に行う予定

です。

独占禁止法遵守マニュアル改訂版の配布

　コンプライアンス研修会でテキストとして使用し、その後の出

席者からの意見を踏まえ一部修正した「独占禁止法遵守マニュ

アル改訂版」を、2007年2月、当社グループの全役員・社員あて

に配布し、同法遵守の徹底を図りました。

内部統制システムの構築に関する基本方針

　当社では、内部統制システムの一環として、リスク管理委員会

の統括のもとでリスク管理および緊急事態の対応についての

対策を推進しています。

　2006年度は緊急事態に備えて、4月から、主要リスクについて

のマニュアルの見直しを各主管部門で進めました。また10月に

は、社員の安否情報を収集するための「緊急連絡網」と「社員安

否情報（電子メールでイントラネットに報告）」のシミュレー

ションテストを国内の11ブロックで実施しました。2007年3月25

日に発生した能登半島地震では、幸いにも被害はありませんで

したが、「緊急連絡網」と「社員安否情報」が社員の安否確認に

有効であることが立証されました。

　近年、企業が地震、台風、テロなどの会社の存続を左右する

ようなリスクに巻き込まれた時にいかにして主要な事業を継続

させるかというBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）

が注目されています。

　当社においても、2006年度からBCP策定の検討に入り、ガイ

ドラインを参考にして、2007年度中にパイロット事業部でBCP

構築を進めることを計画しています。

リスク管理体制の整備

　当社は、財務報告の信頼性を維持･確保するためのプロジェ

クトを2005年9月に開始、2006年4月からは、それまでの体制を

改め、最高財務責任者直轄の「J-SOXグループ」を設置して、財

務報告に関する内部統制システムの整備を進めています。

財務報告の信頼性維持･確保のための
内部統制の整備

　通常の業務ラインとは別にコンプライアンスに関する重要情

報を現場から経営層に伝えるためのルートとして、2007年2月、

従来の「ヘルプラインデスク」（2004年1月設置）に加えて、新た

に「女性専任担当によるヘルプラインデスク」を設置しました。

　また、この2つのラインの活用を促進するために、2007年4

月、ポスターを作成し、当社グループ各社に掲示しました。

コンプライアンスカード改訂版の配布

　2005年3月、国内グループ会社を含む全役員・社員に「企業

倫理徹底のお願い」「企業行動憲章」「企業倫理遵守体制」「ヘ

ルプラインデスク利用」などを掲載した名刺サイズの携帯用

「企業倫理カード」を配布しま

した。

　この「企業倫理カード」を

2007年1月に「コンプライアン

スカード」と改称したうえで、内

容の見直しと「女性専任担当に

よるヘルプラインデスク」の新

設案内などを加え、改めて配布

しました。

社内報とホームページでの啓発活動

　2003年10月以降、社内報でコンプライアンスに関する記事を

掲載し、社員への啓発を推進しています。

　2006年度も「コンプライアンスを考える」と題し、毎号法令遵

守やCSRに関する啓発記事を掲載しました。また、社員向けの

ホームページに設けている「コンプライアンスサイト」の内容も

適宜見直し、更新しています。

情報セキュリティ委員会

　個人情報保護の重要性に関しては従来から、「企業行動指

針」に具体的な留意事項をとりまとめ、社内での周知徹底を

図っています。

　また、2004年10月には「情報セキュリティ委員会」を設置し、

「個人情報保護ポリシー」をホームページなどで公開しました。

さらに2005年4月からは企業向けに適用された「個人情報保護

法」への対応をはじめとして、企業秘密管理などを徹底する施

策を推進しています。

　J-SOXグループは、各事業部門、グループ会社、情報システム

部、経理部、調達部などと連携して、財務報告に関する業務を可

視化するとともに、内部監査部門である業務監査室との連携に

よる評価体制を構築しました。こうして可視化された業務につ

いて、随時、財務報告の信頼性を歪めるリスクのリスク評価を実

施し、有効にコントロールされているか否かを検証しています。

今後、問題や改善を要する部分が発見されれば、適切な対応を

講じていきます。

　また、J-SOXグループは、財務報告の信頼性の基礎となる営

業部門･事業部門のグループ長や部長などに対して、内部統制

の重要性についてのE-ラーニングや集合研修を実施していま

す。 2007年度以降は関係会社への展開を進めていきます。

　さらに、財務報告の信頼性を維持･確保することの重要性を全

社員に理解してもらうために、社内報の2006年秋号で、日新電機

グループの内部統制システムを紹介する記事を掲載しました。

2007年度は、春号、夏

号、秋号、冬号に連載

記事を掲載し、内部統

制の要点について全

社に浸透させていき

ます。

役員・社員に対してのコンプライアンス研修会

　「企業行動憲章」、「日新電機・企業行動指針」、「コンプライ

アンス規程」を定め、「同規程」に基づいて設置しているコンプ

ライアンス委員会は、随時、憲章･指針･規程や法令遵守マニュ

アルなどを見直し、研修会などを実施する。また、「ヘルプライン

デスク」の運営を継続し、寄せられた情報を適切に調査したうえ

で必要な対策を講じる。

　「企業行動憲章」、「日新電機・企業行動指針 」などの各グル－

プ会社への適用を徹底し、法令や企業倫理の遵守を始めとする

適正な業務運営が各グル－プ会社で行われるように努める。ま

た、各グル－プ会社を指導・支援する当社取締役を定める。

　監査役の職務を補助する使用人を原則として専任で置く。ま

た、この使用人の任命、人事異動、人事評価、懲戒処分に際して

は、事前に監査役会の意見を求め、その意見を最大限に尊重す

る。また、その使用人による監査役補助業務の遂行については、

取締役の指揮命令からの独立性を確保する。

　常務会・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会などの重

要な各種会議の運営に関しては、監査役が適宜出席できると共

に、関連資料を閲覧できる体制とする。また、突発の法令違反行

為、内部統制システムの重要な変更など、当社の業務・業績に

影響を与える重要な事項については、取締役・使用人が適宜遅

滞なく監査役に報告する体制とする。

■取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に
　適合することを確保するための体制

■企業集団における業務の適正を確保するための体制

■取締役・使用人が監査役に報告する体制

■監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを
　求めた場合における当該使用人に関する体制



事 業 紹 介

9 日新電機CSR報告書 2007 10日新電機CSR報告書 2007

日新電機グループの製品と技術が、
豊かな社会と産業の基盤を支えています。

日新電機グループの4つの事業

受変電設備事業

日新電機グループは、電力エネルギーの関連設備をはじめとした社会基盤を支える製品・サービスをお客様に提供しています。
数十年の長期にわたって信頼性を維持できる製品ライフサイクルの確保を基本とし、独自の技術で製品のコンパクト化や
環境保全への配慮、高効率化を図ることで、お客様の要求に応え、社会に貢献しています。

調相設備事業 制御システム事業 ビーム・真空応用装置事業
　電気エネルギーを供給する受変電設備において、当社は独自の高電

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。日本国内

における66/77kV級変電所への導入で、No.1のシェアを誇っています。

　また、太陽光や風力発電エネ

ルギーを既存の電力系統に供

給するパワエレ分野でも高い

評価をいただいています。

　昼夜の大幅な電気需要の変動に影響されず、安定した電気を供給

する装置が調相設備です。国内シェアの90%を誇り「コンデンサの日

新」と言われるほど、当社の電力会社向け電力用コンデンサは、国内

外で数多くの納入実績を誇っ

ています。

　現在は、中国をはじめ東南

アジアへの拡大進出を積極的

に進めています。

　高速道路のトンネル換気や照明、インターチェンジの照明設備など

を遠隔制御する制御装置や、上下水道プラントの集中監視制御シス

テム、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

を提供。

　このほか自動車のナンバープ

レートを認識する車両ナンバ読

取装置など、さまざまな制御シ

ステムを開発･提供しています。

　ビーム・真空応用装置事業は、受変電設備や調相設備事業で培った

高電圧技術と真空応用技術から生まれました。半導体製造や携帯電

話の液晶パネルに用いられる各種設備機器のほか、タイヤの耐摩耗

性の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。今後も応用範

囲の拡大が期待できる事業分

野です。

■ 500kV コンデンサ形
　 計器用変圧器

新エネルギー

デジカメ
パソコン

乗用車

■ 遮熱断熱コーティング

■ 車両ナンバ読取装置■ 高速自動車道
　 監視制御システム

■ 154kV 無効電力
　 補償装置

■ 6.6kV スイッチギヤ

■ 66kV受変電設備 

■ 単独運転検出装置

■ イオン注入装置 ■ イオンドーピング装置

変電所

変電所

オフィスビル

上下水道 工 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／
薄膜コーティング装置　など

■ 168kV  ガス絶縁
　 開閉装置

■ コンデンサ設備

■ 無効電力補償装置

■ 77kV 高調波
　 フィルタ設備

■ リアクトル

■ 7.2kV スイッチギヤ
　 XAE.6

■ 66/77kV ガス絶縁
　 開閉装置 XAE7

■ 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 

■ 瞬時電圧低下
　 対策装置メガセーフ

住 宅

■ 太陽光発電システム

高速道路

新幹線

発電所

■ 200／400V系
　 コントロールセンタ

■ 常時監視形BODs
　 計測器

■ 水処理集中監視
　 制御システム

■ 排水処理プラント

■ 電子線照射装置

■ 薄膜コーティング装置



新型スカイライン薄膜コーティング装置

イオン注入装置 イオンドーピング装置

沖縄県糸満市役所に納入
瞬時電圧低下対策装置（ユニセーフ）

施工前

電子線照射装置

施工後

ユニセーフ 従来器 バッテリー式UPS

50％ 100％ 140％以上

製 品 紹 介

電力流通分野を主力に、独自の応用技術で
幅広い製品を産業社会に提供しています。
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　当社では、環境負荷の低減を目指すコンパクト受変電設備
「XAEシリーズ」の開発を進めており、この度、高圧クラスで世界最
小クラスの7.2kV超縮小形スイッチギヤ「XAE.6（エックス・エー・
イー・ドット・シックス）」を製品化しました。
　XAE.6は、従来の気中スイッチギヤに比べ、設置面積比で32%、
容積比27%の大幅なコンパクト化を実現。ライフサイクルCO2換
算排出量で約60%の低減を可能にした、地球環境にやさしい製
品です。

7．2kV　超縮小形スイッチギヤ（XAE．6）

　数々の縮小形機器の開発で、受変電設備のコンパクト化を実
現してきた当社では、自社工場の受変電設備においてもコンパク
ト化を追求。本社工場では2005年に22kV特高設備を「24kV縮小
形SF6ガス絶縁開閉装置（XAE2G）」に、2007年に3kV高圧設備を
「7.2kV超縮小形スイッチギヤ（XAE.6）」に更新、併せて進相用コン
デンサ設備も新形コンパクトタイプの「スーパーユニバールツ
イン」を設置しました。これらコンパクト機器の採用で、従来に比
べ約50％のスペースに設備が集約でき、大幅な縮小化を実現し
ています。

22kV　受変電設備（日新電機本社工場）

　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、従来の1/2の
設置スペースを実現。受変電設備全体のコンパクト化と共に
環境負荷低減にも貢献しています。

ユニット形コンデンサ装置（スーパーユニバールツイン）

コンパクト化技術で省資源・省スペースを実現

電力流通の高品質・高効率化に貢献

資源の有効利用と環境に優しい技術の開発

省エネルギーに貢献する新たな技術開発

　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。今回、従来比1/2の
設置スペースに抑えたコンパクトモデルの開発に成功。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、製造から運用、廃棄に至るライフサイクルの全ての段
階で省エネルギー、省資源化を進めることで環境負荷を低減
しています。

瞬時電圧低下対策装置（ユニセーフ）

　物質に電子線を照射することで様々な特性変換をもたらす
電子線照射装置は、タイヤ、電線、発泡シートなどの製造に使
用されています。エネルギー効率に優れ、クリーンな電子線技
術は、大気中の有害物質除去、殺菌滅菌などの幅広い分野で
ますます注目されるテクノロジーです。

電子線照射装置

　当社は、太陽光発電システムの実用化に必要な系統連系用
パワーコンディショナの開発に取り組み、これまでに7MWを超
えるシステム、機器を納入しています。
　豊富な実績に基づくエンジニアリングとコア技術である系
統連系・変換器技術により、今後ますます重要となるクリーン
エネルギーの普及拡大に貢献していきます。

太陽光発電システム

　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、
2006年から水素フリーDLC膜（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するサービスを開始。日産自動車様の
新型スカイラインに採用され、エンジン部品の摩擦抵抗を従来製
品より40％低減しており、燃費向上に貢献しています。このコー
ティングには、日新電機が製造する薄膜コーティング装置が使用さ
れています。同装置は切削工具、金型、機械部品などのファインコー
ティングにも用いられ、製品寿命の向上、油の使用量削減、滑り抵抗
の低減など、多くの面で省エネ・省資源のニーズに応えています。

DLCコーティング加工

　イオン注入装置は、不純物をシリコンウエハに注入する半導体製
造に不可欠な装置です。イオンドーピング装置は、デジタルカメラな
どの画面に使われる液晶パネルの製造に使用されます。いずれの
装置も、自動省エネモード切替機能や消費電力リモート監視機能を
備え、SEMI S2規格はもとより、高い性能と安全性を確保しています。

イオン注入装置／イオンドーピング装置

　太陽光熱エネルギーの85％を反射し、残りの熱エネルギーの内
部への熱伝導も抑えるケミカルカチオンパック工法は、屋根の表面
及び室内の温度を効果的に低下させ、省エネ・省コスト・CO2削減に
貢献しています。また、スレートの強度回復やスレート表面に露出し
たアスベストの飛散防止機能を併せ持つ安全・安心の工法です。

遮熱断熱コーティング

変電所のスペース
50％縮小化を実現

独自のオールフィルム技術で、
省スペースを実現

省スペース化を実現した
瞬時電圧低下対策装置

自動車エンジンへの採用で
燃費向上に貢献しています。

ユニット形コンデンサ装置
（スーパーユニバールツイン）

7.2kv 超縮小形スイッチギヤ（XAE.6）

日新電機本社工場受変電設備



お客様に満足いただける品質と安全性の提供。

お問い合わせ内容
日新電機のGCB※において、設備変更に伴い撤去
することになりました。
以前に御社からSF6ガスの処理について、解説等が
あったように思い、遮断器はそのままの状態で保管
してあります。アドバイスをください。お願いします。
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お 客 様 か ら の 信 頼 の た め に

　お客様に安心して使用していただける製品づくりを目指し

て、当社では「品質方針」を下記の通り定めています。この方針

に基づき、営業部門、調達部門をはじめ、生産部門（技術、設計、

製造）、品質保証部門、工事部門、アフターサービス部門の社員

一人ひとりがお客様満足の向上を目指して、さまざまな取り組

みを実施しています。

全部門でのお客様満足への取り組み

　「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

を活かしたサービスを提供する「お客様サービスセンター」で

は、お客様ニーズ・社会的ニーズ・環境ニーズを考慮しつつ、お

客様サービスセンターが持つ6機能（工事・試験・改造・点検・診

断・顧客情報管理）を効果的に運用して、シームレスなフィール

ドサービスを提供。設備の据え付けから設備廃棄に至る設備の

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。

　また、お客様の便宜を図るため、サービスネットワークも拡充

し、京都のサービスセンターと東京・前橋のサブサービスセン

ター、熊本、仙台、沖縄のサービスステーションに加え、2006年

には広島にもサービスステーションを開設しました。

専門性と総合力を活かしたサービスを提供

調整試験

※ GCB：ガス絶縁遮断器

現地搬入

お客様ニーズに合わせた
据付工事・調整試験サービスの提供

お客様サービスセンターのミッション

サービスネットワーク

お客様の意見を反映するしくみ

電気設備のライフサイクル
24時間フリ－ダイヤルによる緊急時サポート
　お客様からの苦情やお問い合わせはフリーダイヤルにより

24時間体制で受け付け、各製品事業部の品質保証部門が迅速

に対応しています。とくに苦情については「顧客情報・苦情処理

システム」で、対応の進捗状況をつねにフォロー・管理し、早期

処理に努めています。

お客様サポート
お客様のニーズにあわせた高機能なメンテナンスの提供
　電気設備の役割は、高品質で安定した電力の供給により、

人々の生活や企業・自治体等の活動に寄与することです。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。

　そのため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。

フィールドサービス

電気設備の“ドクター”として設備の延命化／
リニューアルを提案
　人に寿命があるように電気設備にも寿命があります。そのた

め設備の保守・運用にあたっては、寿命が尽きる時期を正しく

予測し、早い時点で最も効果的な処置を行う必要があります。

　当社では長年の経験と蓄積されたデータを基に設備診断を

行い、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。

コンサルティングサービス

　電子メールによる平常時サポートを要望されるお客様から

のご質問やご要望に対しては、電子メールで回答しています。

電子メールによる平常時のサポート

　電子メールによるサポートを要望されるお客様には、技術情

報、障害事例、メンテナンス情報などの技術情報をテクノレター

として月に2回配信しています。2007年5月末現在、累計で1035

のサポートを実施しました。

テクノレターのテーマ
■電力品質について（高調波／瞬時電圧低下）

■受変電設備の計画と運用　

■スイッチギヤの保守・点検

■電気設備の予防保全（トラブル未然防止）　

■適切な保全の進め方　など

電子メールによるテクノレターの提供

　施工にあたっては、お客様の仕様、各種規格・基準の遵守は

もとより、環境条件への配慮も忘れず実施することが要求され

ます。当社では、工事設計から総合調整試験まで、最新のエンジ

ニアリング技術と豊富な経験を生かし、「環境に優しい」をテー

マに、最適の施工コンサルティングサービスを提供しています。

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）

巡回訪問サポート、
お客様情報データベース

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

工 事 設 計

現 地 搬 入

据 付 工 事

調 整 試 験

お 引 き 渡 し

総 合 試 験

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。

点検・修理
操作問合せ
苦情・不満
改善要望

お客様 経営トップ

生産部門

品質保証部門

営業
部門

お客様
サービス
センター

（品質管理部門）

お客様情報
データベース

顧客情報・苦情
処理システム

製品情報

継続使用
（延命化）リニューアル

設 備 診 断

劣 化 度 評 価

省エネルギー

環境に配慮

安全性向上

信頼性向上

寿命部品交換

寿命機器交換

精密点検実施

点検周期見直し

★

仙台

京都

★ ： 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

広島

沖縄

前橋

熊本

東京

日新電機CSセンターです。（回答事例）
お問い合わせいただきましたGCBのSF6ガスの処
理についてお答えいたします。GCBに使用してい
るSF6ガスは大気への排出を抑制する対象ガスと
なっています。従って、GCBを廃棄する際は、先に
ガス回収装置にてGCB内部のガスを回収いただく
必要があります。また、有料となりますが、弊社前橋
工場にGCBをご返却いただき、弊社でガスを回収
することも可能です。

24時間フリーコールの件数

2005上期

213

（156）

0

50

100

150

200

2005下期

166

（124）

2006上期

218

（154）

2006下期

182

（107）

（年度）

250

総件数（件） （内）休日・夜間受付

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

④延命化　

　寿命部品取替／機器取替／設備システム改良・改造



公平・公正な情報開示に努めています。 地域の環境保全や文化活動に貢献しています。

所有者別株主状況（2007年3月31日時点）

その他の法人（92名）
40.2％ （43,376千株）

証券会社（37名）
1.0％（1,038千株）

自己名義株式（1名）
1.3％（1,450千株）

外国法人等（79名）
10.1％（10,924千株）

個人その他（6,773名）
21.2％（22,836千株）

金融機関（44名）
26.2％（28,208千株）

計
107,832千株
株主数
7,026名
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株 主 か ら の 信 頼 の た め に 社 会 か ら の 信 頼 の た め に

　京都市の「パーク&ライド」は、京都の名所を訪れる観光客に、

観光地手前の駐車場の利用を求め、そこから目的地まで公共交

通機関を利用することで渋滞の緩和を図る施策です。当社で

は、この施策に無料駐車場の提供で協力しています。2006年

は観光シーズンの11月に土日

4日間の駐車場無料開放を実

施。紅葉が見ごろの嵐山や龍

安寺を訪れる多くの観光客に

ご利用いただきました。

京都市のパーク＆ライドに協力

　多くの株主の皆様に出席していただけるように、集中日は避

けて株主総会を開催しています。

　2006年度は6月28日に開催しており、株主の皆様には、ビジュ

アル機器などを併用した丁寧なご説明を行うと共に、質問しや

すい雰囲気づくりを心がけました。

　2007年度の株主総会においては、新たに「議決権行使の電

子化」を採用し、株主の皆様の議決権行使の利便性向上を図り

ます。

株主総会

　株主の皆様に迅速かつ適切にIR情報を開示するために、当社

ではインターネット上に「IR情報サイト」を設けて、財務情報、株

主情報、お問い合わせ窓口、IRカレンダー等を掲載しています。

　また、当社株価が容易に検索できるよう、証券会社のホーム

ページにリンクしています。

ホームページでの開示

　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、担当者名と問い合わせ電話番号、

FAX番号、および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

　業績結果を踏まえ、今後の業績見通し、経営環境、内部留保

水準などを総合的に勘案して、株主の皆様への配当内容を決

定、実施しています。

　内部留保については、経営体質の強化および将来の事業展

開に備えることとし、株主資本利益率の向上を図っていきます。

　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である「1株当たり配当：年10円以上」を目

指し、邁進します。

配当性向と利益配分

株主構成

　京都商工会議所主催の「平成18年度小学校への環境学習授

業」の一環として、2006年10月16日、京都市立正親小学校にお

いて5年生を対象に環境学習を行いました。同校は、創立135年

以上の歴史と伝統を持ち、環境教育の取り組みも非常に盛んな

学校です。環境学習の

当日は、当社社員が省

エネ実験を交えて地球

温暖化防止について

授業を行ったほか、生

徒からの発表もあり、

約3時間の授業を盛況

のうちに終えることが

できました。

小学校での環境教育支援

　群馬県・前橋製作所の敷地内（19万㎡）には、当社野球部の

メイングラウンドがあり、地域の皆様に貸し出しています。近

隣の野球チームが頻繁に利用するほか、外野域ではサッ

カーコートとして

も使用できますの

で、地元少年少女

サッカーチームも

使用しており、元気

な声が飛び交って

います。

前橋製作所のグラウンドを地域に貸し出し

　前橋製作所では、2006年9月11日から約3週間、群馬県立高

等養護学校の生徒を受け入れ、就業体験実習を実施しました。

実習では紙巻コンデンサ素子の絶縁仕上げや補助部材の加

工、抑制負担の巻線などを行いましたが、実習生の前向きな姿

勢に、チャレンジする

気持ちを逆に教えら

れる場面もありまし

た。今回の経験を踏

まえ、知的障害者に

対する接し方や指導

方法を学習し、継続

的な支援に結び付け

ようと考えています。

前橋高等養護学校の就業体験実習を受け入れ

　地球温暖化防止を謳った「京都議定書」。京都を語る新しい

キーワードの市民生活への浸透を目指して、2006年8月9日～

15日、京都高島屋で「びっくり！エコ100選」が催されました。当

社も「省エネ進歩にびっくり！エ

ジソン電球から…」と題して、京

都の竹を使ったエジソン電球と

現代の電球を出展。当社社員が

省エネ実験や環境を守ることの

大切さを説明しました。

「びっくり！エコ100選」に協賛

無錫市の経済発展に貢献「つつじ賞」を受賞

　当社では、理工系大学生・工業高等専門学校生を対象に、夏

休み期間中、京都本社と前橋製作所で、インターンシップを受

け入れています。2006年度は「当社の事業と社会貢献・世代間

コミュニケーションの重要性」をテーマに15名の学生が開発設

計業務を体験しました。2007年度は京都本社で高校生の就業

体験も実施します。

インターンシップの受入れ

アニュアルレポート

2006年度の株主総会の様子

「びっくり！エコ100選」会場

就業体験実習（前橋製作所にて）

前橋製作所メイングラウンド

京都市立正親小学校での環境学習

パーク＆ライドに駐車場を提供

　当社会長の位高光司は、2006年10月17日、中国・無錫市から

無錫の経済社会発展に多大な貢献をした海外の友人（企業）に

贈られる最高名誉の「つつじ賞」を受賞しました。この受賞は、

位高が社長在任中に無錫の日新電

機企業を迅速に拡大し、長年にわた

り無錫市機械局（現WMAC）のグッド

パートナーとして、同市の経済建設

に多大な貢献をしたことが評価され

たものです。
左：当社会長  位高光司
右：貢培興  無錫市常務副市長



産官学の連携による社会貢献を目指して。 グループの成長はいつもパートナーと共に。

中国・無錫での開業式
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社 会 か ら の 信 頼 の た め に パ ー ト ナ ー か ら の 信 頼 の た め に

　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、つねに優秀なお取引先を求めて

います。

基本姿勢（購買方針）

　協同組合 日新電機協力会殿は、1951年4月に任意団体として

創立され、1964年6月事業協同組合として改組、現在34社となっ

ています。当時から当社では現場改善や品質・生産性の向上な

どの支援を継続しており、最近ではISO14001、KES、ISO9000sな

どの認証取得を支援するなど共存共栄の道を歩んでいます。　

　また、組合設立40周年となる2004年には優良組合として「平成

16年度経済産業大臣賞」を受賞されました。今後も組合組織を

通じた連携を強め、経営環境に応じた「変革」を共に推進します。

パートナーとの関係

　バブル崩壊後、国内に多数あり

ました親事業者を中心に構成す

るいわゆる「協力会」系事業協同

組合のほとんどが相次いで解散

していきました。当然、私共組合

員企業も不況の嵐をまともに受

け、非常に厳しい経営環境にさらされました。

　しかし、日新電機協力会は解散という選択肢を採らず、むし

ろこの苦境を乗り越えるため、中小企業の生き残りをかけ

「CHALLENGE　FOR　CHANGES」のスローガンのもと組合

員一丸となり活動を続けることを選択し、組織の再編と事業

集約化を図り、より実効のあがる方策を推進して「自助努力」

をキーワードに意識の改革を進めました。

近江商人に「買い手良し、世間良し、売り手良し」の「三方良

し」という有名な家訓がございます。企業間取引におきまして

WIN－WINの関係が継続できなければいずれ破綻いたしま

す。親事業者であります日新電機様と私共協力会が半世紀以

上にわたりお取引をさせていただいておりますことは、ひと

えに親事業者のご支援とご指導の結果と厚く御礼を申しあげ

ます。

　「日新電機の企業理念」に「パートナーからの信頼」を掲げ

ていただいており、この言葉の意味の重みを感じ「頑張らな

ければ！」と意識の高揚を感じます。

　日新電機様におかれましての「真の良きパートナー」を目指

し組合員一同、努力を重ねて行く所存でございますので、今後

とも、なお一層のご支援とご指導をお願い申しあげます。

「真の良きパートナーを目指す」

　産学連携の社会貢献活動の一環として、2007年5月24日、当

社事業に関わりの深い分野を研究する同志社大学工学部電気

工学科の教授・学生のみなさん約70名と当社技術者による「技

術懇談会」を開催しました。

　当日は、当社会長の位髙光司による「転換期にあった日新電

機の経営」の講演と技術者から当社のパワーエレクトロニクス

技術を紹介しました。

　今後もこのような

技術懇談会を継続

し、産学連携活動を

積極的に推進してま

いります。

同志社大学で技術懇談会を開催

　2006年4月に中国・大連市に設立した日新（大連）高性能塗層

技術有限公司は、研究型現地法人で、ファインコーティング技

術や半導体薄膜材料の研究開発を主な事業内容としています。

　同社は2006年5月、大連理工大学と共同で「日新電機・大連理

工大学共同開発センター」を開設し、ファインコーティング技術

の研究開発や装置の開発、人材育成など、中国におけるファイン

コーティング技術の事業化を多岐にわたって支援しています。

大連理工大学と共同で開発センターを開設

石村亭の特別公開

　2006年10月7日、当社会長の位髙光司は、立命館大学大学院

経営管理研究科において「転換期における日新電機の経営」と

題した講義を行いました。講義では、2000年6月から6年間の社

長在任時に起きた困難な経営課題について、どのような経営判

断でどう解決したか

具体的事例を挙げて

紹介。約60名の研究

生が熱心に聞き入っ

ていました。

立命館大学大学院経営管理研究科で講義

　当社は、社団法人京都工業会の人材育成事業の中で、京都高

等技経学院での短期製図研修へ講師を派遣し、製図の初心者

を対象にした年2回（夏と冬）の講義を開催しています。

　講義内容は、JIS機械製図の基礎について、実習を交えて行っ

ており、京都所在の大企業から中小企業の設計・製造・生産技

術担当者のほか、最近では資材調達部門の担当者も受講され

ています。今後も地域社会への貢献を目指し、本講義を継続し

てまいります。

京都高等技経学院の製図研修に講師を派遣

　関係会社を含む社内関係者に対しては、2005年7月7日に改正

下請法の説明会を開催し、法令遵守の周知徹底を図っています。

　2006年6月からは、業務監査室および調達部が各事業部門に

対し同法の遵守状況を内部監査し、各関係部門の遵法意識と

コンプライアンス体制をよりいっそう高める取り組みを行って

います。

下請代金支払遅延等防止法遵守の徹底

　当社では2006年8月22日、日新電機（無錫）有限公司におい

て、奥蘭特（無錫）電抗器有限公司、協進（無錫）機械有限公司、

富士　接（無錫）有限公司の日新工業会3社の開業式典を開催

しました。　　　

　日新工業会は、日新電機協力会の会員企業の中で、中国事業

展開に挑戦する企業で構成され、長年当社との協業で築いたノ

ウハウと経験を中国での「ものづくり」に活かし、中国の技術発展

に役立つ企業グルー

プを目指しています。

　式典には、無錫市

政府関係者、現地住

友電工グループ会

社、近隣各市の日系

企業約180名のご臨

席をいただきました。

日新工業会、中国・無錫での開業式

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の取得等）

判断基準（取引開始にあたっての判断基準）

　各種関連法規について「法の遵守」は確実に行います。また、

取引を通じて知りえた機密情報は一切外部に開示することはあ

りません。

法の遵守と機密保持

　拝啓　花の頃よりも華麗な紅葉の京都はグラビアの絵その

もので、愛で行き交う女性達の頬をもほのかに染めているかの

ようでした。過日は石村亭へ夫婦でお招き頂き、２時間におよ

ぶ持て成しに浴し、深い感銘を受けましたことを厚くお礼申し

上げます。（以下略）

ご招待したお客様からのお便り

香川県坂出市からお越しいただいた
大屋秀雄・泰子様御夫妻からのお手紙（一部）

同志社大学での技術懇談会

立命館大学大学院での講義

特別公開の様子

大屋様御夫妻

協同組合日新電機協力会
理事長　安藤源行（株式会社オーランド代表取締役社長）　世界遺産「糺（ただす）の森」と下鴨神社の境内に面した石

村亭は、文豪谷崎潤一郎が「潺湲亭（せんかんてい）」と名づ

けてこよなく愛した邸です。1956年、「そのままの姿を残して

ほしい」の言葉とともに谷崎氏から石村亭を譲り受けた当社

は、同氏の遺志を誠実に守り、当社迎賓館として当時の佇ま

いの維持保存に努めてまいりました。譲渡から50年の節目に

あたる2006年、当社はここを本拠に「潤一郎新訳源氏物語」

や「少将滋幹の母」「鍵」などの名作を残した谷崎の世界を広

く紹介するために、11月18・19の両日、石村亭を特別に公開

しました。50年間で初めての公開となるため、50人の定員に

対して全国から4,700名以上のご応募をいただきました。当

選された方々は関西・関東・四国・九州などから秋の京都を訪

れ、谷崎潤一郎が愛した空間をご堪能いただきました。今後

も多くの方のご期待に沿えるよう、節目ごとの特別公開を検

討してまいります。

捍烙



優れた人材の育成を企業の使命として。 働きやすい職場環境の整備に努めています。
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きょうと男女共同参画推進宣言事業者の
登録証発表者と海外からの参加者

日新テクノアカデミー（本社工場）
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社 員 相 互 の 信 頼 の た め に

　当社では、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り、安全で快適な職場をつく

る」との基本方針のもとに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

員会の方針に基づき、各事業所で

は安全衛生委員会を毎月開催。職

場巡視と安全衛生事項の審議を行

い、決定事項を各職場に周知・徹底

しています。

　日新電機グループでは、「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」ため、自主的研修プログラ

ムと階層別研修プログラムを準備しています。

安全衛生活動の推進

　労働災害を未然に防止するため、各職場では毎月活動テー

マを決めて各種の安全衛生活動を推進。職場に潜在する危険

要素を探し出し、事故の可能性を計画的に排除しています。

2006年10月からリスクアセスメントによる高危険度作業の危険

因子の削除を行い災害防止に努めています。

労働災害の未然防止

女性活躍支援チームの取り組み：京都労働局長優良賞を受賞、テレビ番組に出演

日新電機グループの教育・研修制度

　日新電機グループでは「学びたい気持ち」を持つ社員一人ひ

とりを支援しています。自主的研修プログラムとして、2003年6

月に、「日新テクノカレッジ」を開講し、社員の基礎的な能力向上

を図っています。

　昨年秋には新たに「日新テクノアカデミー」を開講し、座学だ

けでなく、機器の操作・点検を五感で理解するために体験型研

修設備を設けました。総合的な学習支援のための場として、日

新テクノカレッジと日新テクノアカデミーを通して、自ら手を挙

げる社員の「人材価値向上」を図っています。

社員のキャリア開発支援

　2006年9月4日～8日の5日間「日新独自のものづくり文化」を

社員一人ひとりが考える、変化と成長の場として、第2回グロー

バルNPS※大会を開催しました。

　「つなげよう！みんなの思いを！育てよう！知恵と情熱で創る　

日新のものづくり」をスローガンに今回は、12チーム延べ1000

人以上が参加。改善事例発表や改善に取り組む社員の交流会、

社外の工場見学など、多くのイベントを実施しました。

　今後もタイムリーな情報を提供できるようさらに内容を充実

させて開催します。

「日新独自のものづくり文化」活動

　京都市では、男女がともにいきいきと働くことができる職場

づくりを積極的に進める企業を「きょうと男女共同参画推進宣

言」事業者として登録。企業の

取り組みを広くPRするととも

に、企業への情報提供などの支

援を行っています。

　2007年3月、当社も登録事業

所となりました。これを機会に、

女性も男性もますます働きが

いのある、元気な会社となる取

り組みを一層推し進めてまいり

ます。

「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者に登録

日新テクノアカデミー開所

　当社では、法令を遵守した労使協定の締結による労働時間

管理を行っています。定期健康診断については、法定項目を上

回る検査項目を実施するとともに、本社および前橋製作所内の

産業医、メンタルヘルスカウンセラー、看護師、保健師による有

所見者への事後措置や健康相談

を実施しています。2007年度から

はメタボリックシンドロームにつ

いての健康指導を開始しました。

健康管理

　2007年4月16日、会社創立90周年の記念行事として、京都府

長岡京市の西山浄土宗本山光明寺において、「日新電機物故者

慰霊祭」を執り行いました。この慰霊祭は、過去当社に在籍し、

今は故人となった方々の回向のために、10年ごとに実施してい

るもので、今回は1997年以降在職中に亡くなられた方を含む

104名を対象にした法要となりました。当日は、諸先輩の苦労と

功績への感謝と今後の社業発展を誓いました。

創立90周年記念行事　物故者慰霊祭

　2006年11月2日、本社工場と前橋工場に技術研修所「日新テ

クノアカデミー」を開所しました。

　この研修所設立の背景には、当社の技術・技能伝承に対する

危機感がありました。従来当社はOJTや座学を中心に技術教育

や技能伝承を行ってきましたが、システム製品の外注化や分業

化が進む昨今、当社内にお客様が実際使用されているシステ

ムや設備の全容がそろっていない状況が見られるようになりま

した。システムの製品設計や保守技術・技能の向上と継承は、

実際の設備で操作・点検しながら教育を重ねることが重要とな

るため、実践教育の場を早期に設ける必要がありました。

　このため、本研修所には変電所に設置されている実物の受

配電設備や監視制御システム、開閉装置などを設置。また、製

造を終えた旧機種や部品も揃えて、画像などを併用しながら五

感に訴える実践教育を

行っています。

　今後は顧客や電設

工事、メンテナンス業

者にも開放し、受配電

に関する総合研修所

を目指します。

五感で学び、技術を継承

キャリア開発体系

健康相談

自主的研修
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日新テクノカレッジ
日新テクノカアカデミー

配電盤製造グループの安全活動板

※1「日新塾」：グループ長対象　※2「スーパー日新塾」：部門長対象

※1 ※2

※NPS（Nissin Production System）

　性別にとらわれず、個々人が強みを発揮できる環境を作り

上げれば、女性も男性も輝きながら、やりがいをもって働ける

はず─。この考えのもとに2004年に発足した当社の「女性活

躍支援チーム」の活動が、女性の能力発揮促進に積極的に取

り組む全国の企業に贈られる平成18年度男女雇用均等推進

企業として厚生労働省京都労働局長優良賞を受賞しました。

　2006年6月26日、京都市内で行われた表彰式で、当社会長

の位髙光司（当時社長）は「21世紀に会社が成長するために

は、女性の活躍が不可欠」と挨拶し、その後行われた「男女雇

用機会均等推進セミナー」では、当社女子社員がこれまでの

取り組み事例と女性の声を紹介。企業の人事労務担当者を

はじめ、多くの出席者から賞賛を受けました。

　また、この受賞がきっかけとなり、京都府人権啓発推進室

からテレビ番組「京都人権情報」（KBS京都）への出演依頼を

いただき、女性活動支援チームと実際に家庭と仕事を両立し

ている女性社員が取材を受けるなど、当社の「女性の能力発

揮」への取り組みは社内に留まらず、広く社外にも活動の場

を広げています。

（京都労働局からのコメント）

　職場での活躍に男女差は無く、女性に大いに期待している

という経営者の本気が明確なメッセージとして伝えられたと

き、組織と管理者は動き、女性は勇気をもらいます。

　今後とも更なるポジティブ・アクションの取り組みを進めて

いただき結果を積み重ねられることを御期待いたします。

会場の様子



 ［環境理念］

環境理念・方針

　日新電機（株）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。

　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。

［環境方針］
1.　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、環境負荷の低減とその継続的改善に努める。

2.　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。

3.　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。

4.　環境関連の法規、規制および協定、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。

5. 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。

　①省エネルギー活動により、電力を主体としたエネルギー使用量の低減を促進し、併せて炭酸ガスの発生量を削減する。

　②資源を有効に活用するため、資源の節約と木屑、紙屑、廃プラスチック等の廃棄物の削減・再利用を促進する。

　③地球温暖化に影響をおよぼす電気絶縁ガス（SF6）の大気への排出を抑制する。

　④排水、油および化学物質の漏洩等による環境汚染を防止する。

6.　この環境方針は、社内教育および啓発活動等を通じて全従業員ならびに全構成員に周知するとともに、 一般にも開示する。

※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。

目標と結果／2010年目標（ビジョン）
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
 （電力主体）

3． 省資源・
 リサイクル活動
 の推進

4． SF6の大気排出
 削減

5． 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
善効果ポイントを向上する
製品部門：1製品以上活動
改善効果：10ポイントup※

・グリーン調達ガイドラインに基く、取
引先に対する要請および指導の実施

・生産高CO2原単位を90年度に対し
て、0.0％削減する（電力主体）
（原単位0.304）
・間接部門のCO2排出量削減を計
画化して実行する

・再資源化出来ていない廃棄物の排
出量を202tにする（594t削減）
　（1999年度の基準数値＝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

・化学物質（トルエン、キシレン、エチ
ルベンゼン）取扱量12％（1,324kg）
削減
（2001年度基準=11,034kg）

・評価点平均28点UP
・有害物質調査実施

取引先への指導を実施

3.4％削減達成
原単位0.294（t-CO2百万
円）

排出量190t達成
（606t 削減）

ゼロエミッション
・埋立廃棄物0.6％達成

2.9%（目標を若干オー
バー）
（業界目標3.0％は達成）

7.5％（822kg）削減

・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
・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（余材有効活用）

・回収装置による充気、回収の徹底
・回収用フィルター装置の導入
・回収装置の部門間融通活用
・大容量タンク製品における削減検討実施

・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）
・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）
・空調機、蛍光灯のインバータ化、高効率化
・送水ポンプの強制発停（吸収式冷温水器）

2006年度

…目標達成

事業活動に関わる環境への影響

ISO14001環境マネジメントシステムの拡大
　当社のISO14001体制の特徴は、国内の関係会社を含めた全

ての製造サイトを対象としていることと、単一の体制で運営して

いることです。これにより、シンプルかつトップダウンが強力に

働く体制を実現しています。

　2006年度は、新たに関係会社となった日本アイ・ティ・エフ株

式会社と新設サイトの滋賀サイトを編入しました。

　また、海外サイトでは、日新電機タイ株式会社（タイ国）で

ISO14001認証取得を行いました。

　順次海外グループ各社にISO14001の対象を広げ、グループ

全体で環境経営を推進してまいります。

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）
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グループの総力をあげて、
環境に優しい企業を目指します。

ISO14001認証取得状況
日新電機株式会社と国内関係会社6社
日新電機タイ株式会社（タイ国）

今後の海外拡大予定
日亜電機股　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）

海外認証取得関係会社／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
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水資源投入量

2,088t 13.7t2,277t
総排出物量

地下水 90,760m3

上水
 
164,644m3

化学物質投入量（PRTR対象）

総物質投入量

29.6 t

（GJ）

0
3,000
6,000

12,000

18,000

9,000

15,000

（t-CO2）

リサイクル量 埋立廃棄物量

（t）
CO2

2004 2005 2006

電力  301,832都市ガス  63,543

（年度）

灯油  5,690
LPG  357
ガソリン  3,422

重油  23,459
軽油  348

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36物質の総量）

化学物質排出量

13.1t

総排水量

232,409m3

（当社取扱物質（36物質）のうち、
  大気へ放出する物質の排出量）

開発・製造・点検

輸  送

エネルギー使用量 種類別内訳（2006年度）

エネルギー起源CO2排出量

19,043t-CO2

0
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（TJ）

2004 2005 2006（年度）

総エネルギー投入量 399TJ
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（t-CO2）

SF6
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31,405t-CO2

SF6排出量

総排出物量 リサイクル量 埋立廃棄物量

0

100

1,500

2,000

2,500

合計
398,651GJ

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※

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

※ 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。

※詳細はP23～p25の報告をご覧ください。

　日新電機グループ国内7社の事業活動が2006年度、環境に与えた負荷を示します。

　本年度は温室効果ガスSF6排出が、大型化を図った製品開発に伴い増加、化学物質取扱量削減目標も生産量の増大により達成して

いませんが、省エネルギー、省資源･リサイクルの目標は達成しています。



コンパクト化技術を駆使して
環境に配慮した製品開発を進めています。

省エネ・省資源・リサイクル活動の推進と
温室効果ガスの排出量削減に向けて。
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省エネルギー活動の推進

　当社では、製品設計において、環境に与える影響に関する評

価項目を設定した社内環境配慮設計基準に基づいて、独自の

環境設計を進めています。長期の製品ライフサイクルにも高い

信頼性を保ちつつ製品のコンパクト化を図ることで、省資源化・

省エネ化に貢献し、また資源の回収性を高めることによって、環

境への負荷を抑え、地球温暖化対策にもつながる製品が提供

できると考えています。

　2006年度はグループ会社 日本アイ・ティ・エフ株式会社（ITF）

の新規参画および滋賀サイトの本格稼動により、総エネルギー

量は増加しましたが、目標の原単位※については、目標値：

0.304に対して実績値：0.294となり、目標を達成することができ

ました。（1990年度基準＝0.304t-CO2/百万円）　

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（231GJ/年削減）

●高効率変圧器の導入

　（159GJ/年削減）

　リサイクル率の更なる向上を目指し、「リサイクルできない事

業ゴミ」の削減活動を展開しました（サーマルリサイクル化の導

入：前橋地区）。

　2006年度のリサイクル率は91.7％、

また埋立率は0.6％といずれも目標を達

成することができました。

　当社で排出している温室効果ガスは、燃料起源によるCO2以

外にはSF6（六ふっ化硫黄）ガス※1だけです。SF6ガスについて

は、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活動に取り組んできましたが、2006年度

の大気排出率は新製品の開発などによる影響で2.9％となり、目

標値2.8％を超える結果となりました※2。

独自の環境設計で、環境保全・温暖化対策に貢献

　車両ナンバ読取装置では、可搬形・移動形で要求されるコン

パクト化、軽量化に重点を置いた開発を行っています。

　今回、交通量調査向けに開発した移動形製品は、コンパクト

化に加え、開発時から環境への影響に配慮し、30%の消費電力

削減の他、環境影響評価項目で下表のような改善効果を達成し

ました。

　また、ユーザーでの頻繁な移

動設置で発生する工数の削減

や輸送エネルギーの低減にも

貢献。ユーザーから高い評価を

いただいています。

車両ナンバ読取装置の消費電力を30％削減
　タイプ　環境ラベルは、企業が

「環境配慮型」と主張する製品に貼

るラベルです。当社では、社内で定

めた「環境ラベル認定基準」を満た

す製品へのタイプ　環境ラベルの

適用を開始しました。

タイプ  環境ラベルの適用を開始

　2007年電設工業展出品の低圧用瞬時電圧低下対策装置（ユ

ニセーフ）は、製品容積を従来比50%に抑えた世界最小・最軽

量のコンパクトサイズを実現。運転効

率98%以上の高効率達成と併せ、省資

源化・省エネ化に貢献しています。

　また、製品解体および廃棄時の処置

情報の公開、交換部材の廃棄量削減な

ど、使用後の処理までを考慮した製品

設計で、環境負荷の低減にも貢献して

います。

環境配慮型「低圧用瞬時電圧低下対策装置」

　官民需向け24kV受変電設備用GIS（ガス絶縁開閉装置）

（XAE2G）は、当社独自の※AE技術による新開発の遮断器です。

薄型ロータリー式3位置断路器/接地開閉器、高圧SF6ガス絶縁

方式および主要機器の高集積配置により、受電ユニット一面の

設置面積を従来比25％、設備全体で45％に縮小しています。

　また充電部にアルミ製収納容器を使用し、受電ユニットを

45％軽量化。これにより、材料や製造時消費エネルギーを削減、

機器運搬・搬入時の輸送

車両の重機によるCO2

発生量も抑えています。

　コンパクトな受変電機

器は、受変電設備全体の

コンパクト化につなが

り、施設建設・解体時の

エネルギー削減にも貢

献しています。

世界最小クラス、高圧SF6ガス絶縁方式 廃棄物削減の取り組み

温室効果ガスの排出量削減

環 境 へ の 取 り 組 み

　人の健康や環境保全に悪影響のある揮発性有機化合

物（VOC）による大気汚染は、深刻な状況にあります。そ

のため2004年、大気汚染防止法の改正でVOC規制が強

化されました。VOCの発生源は塗装時、大気に揮発放出

される塗料の溶剤が最も多く、その化学物質はPRTR第1

種指定の対象にもなっているキシレン、トルエンです。

　当社グループではVOC削減に早くから取り組み、主に

配電盤製作の塗装プロセスで、1990年にはキシレン、ト

ルエンの溶剤を全く使用しない粉体塗装を採用するな

ど、大気汚染の防止に努めてきました。また、資源の

有効活用のため、

オーバースプレー

の粉体塗料を自動

回収し、再利用して

います。

粉体塗装による化学物質の削減

車輌ナンバ読取装置の設置事例

日新電機グループ タイプ  環境ラベル

メタルハライドランプ導入
（前橋工場）

廃棄物の分別
（日新テクノス事務所内）

適用製品（配電盤）

ガス絶縁開閉装置（XAE2G）

瞬時電圧低下対策装置（ユニセーフ）

　※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23900倍の温室効果があるといわれています。

※2目標値を超えた原因は開発品（大容量器）の絶縁検証試験が通常より多数回実
施されたことによります。検証試験ではSF6ガスを繰返して使用するため、その
都度未回収となるSF6ガスが発生します。対策については、回収作業基準を強
化し、更に回収装置の能力アップを図る予定です。

※グループ会社（ITF）の新規参入により、原単位の実績及び目標値は基準年度にさか
のぼって見直しをしています。従って2006年度のCSR記載数値と異なっています。

※総排出物とは、当社から排出される全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）

詳細項目
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

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

コンパクト化の効果が特に大きい項目

コンパクト化の効果が大きい項目

環境影響評価項目

詳細項目 当社従来同等
機能品との比較
30％削減
60％削減
60％削減
70％削減
50％削減

低消費電力化
減量化
減容化
素材量削減
梱包合理化

温暖化防止 省エネ性

省資源化資源循環

目的分類 評価項目

環境影響評価項目での従来品との比較評価

※AE（Auto－Expansion）技術：開閉装置内部に保持されている絶縁ガスを自動的
に噴出させる技術。装置内部にコイルを設けることによって磁力と圧力を生み出
し、磁力とガスの吹き付けで帯電アークを消す仕組み。



各種法令・条例を遵守し適正に管理しています。

PRTR法報告対象物質

前橋製作所

九条工場（日新受配電システム㈱）

久世工場（日新イオン機器㈱）

㈱NHVコーポレーション

日本アイ・ティ・エフ㈱

本社工場

トルエン・キシレン・エチルベンゼン   

対象物質の報告を要する量まで達しておりません

　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　〃

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型樹脂

事業所

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（2006年度）

主 な 取 り 組 み 内 容

（単位：百万円）

分　類

環境保全コスト（2005年度、2006年度実績）

日新電機CSR報告書 2007 日新電機CSR報告書 200725 26

土壌および水質汚染への対応

リターナブルスチールコンテナの導入

アスベストの使用状況と実績調査

PCB使用機器等の保管・管理

化学物質の管理 グリーン調達

環境会計

環 境 へ の 取 り 組 み

　「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）」に基づく報告対象となる対象

化学物質（2006年度・年間使用量1t以上）は下記の通りです。

　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本地下水

検査用の井戸を設置し、これらの物質に関連する有機塩素化合

物の検査を自主的に行い、その結果を行政に報告しています。

　工場排水についても自主基準を設け、同様に、その結果を行

政に報告しています。

　当社はPCB油を使用した電気機器などの廃棄物を所有して

います。これら廃棄物については廃棄物処理法およびPCB特別

措置法に基づいて適切に保管を行い、自治体へ届け出ていま

す。当社では廃棄物の期間内の適正処分に向け、環境安全対策

費として引き当てています。

　当社が製作している製品・機器へのアスベストの使用は、

2004年8月に完全禁止としています。

　過去に納入した製品についても、購入品も含めアスベスト含

有調査を行い、使用箇所を特定して、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ています。

　また、使用上での対応が必要なお客様に対しては、すべてご

連絡をとり、適切な措置をお願いしています。

　当社では、グリーン調達ガイドラインを定め、環境負荷の小さ

い製品・部材・材料・原料および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めざしています。また、

主要な取引先には「グリーン調達」説明会を毎年開催していま

す。2006年11月には当社の中小規模の取引先を中心に、

ISO14001、KESなどの認証取得をサポートする説明会を実施し

ました。

● 集計範囲は日新電機単体のみです。
● 集計期間は2005年4月1日～2006年3月31日（2005年度）、及び2006年4月1日～2007年3月31日（2006年度）です。
● 環境保全コストの分類及び算出基準については環境省作成の環境会計ガイドランを基準にしております。
● 費用額のうち、環境に関する研究開発費は、2．9億円（2005年度）、4．1億円（2006年度）です。
● 費用額には減価償却費は含んでおりません。
● 環境省による「環境会計ガイドライン2005年版」に基づき、各種事例等も参考にしました。

　当社では2004年度より環境会計を導入し、環境保全への取り

組みを明らかにしてきました。2006年度の環境保全コストは、

設備投資額0．7億円、費用額8．7億円でした。特に公害防止対策

や地球環境保全活動の強化（事業エリア内コスト）などにより、

前年度比70％（PCB引当金を除く）の増加となりました。

　今後は、集計の範囲を国内グループ全体まで拡大することや、

今回割愛した経済効果等についても集計することにより、グルー

プ全体の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、引き続き改善・充実を図っていきます。

「グリーン調達」説明会

　日新イオン機器株式会社（NIC）は、半導体製造設備のイ

オン注入装置や液晶など大型パネル製造設備のイオンドー

ピング装置を製造しています。NICでは従来、部材の輸入用

に木枠梱包を採用していましたが、開梱時の釘抜作業や木材

の切断、廃棄処理など、コストや環境面の問題に注目し、自社

設計によるリターナブルスチールコンテナを導入しました。

　このコンテナは、自社用に製品部材据付レイアウト、重量、

組立作業性を考慮して設計したもので、リフターに加えク

レーンでの運搬も可能になり、開梱作業工数の短縮と運搬作

業性が飛躍的に向上しました。

　今回の置き換えにより、NICでは年間約1,000万円のコスト

削減が可能と試算しています。

　また環境面では、木材を使用しないことで森林資源の浪費

を避け、コンテナの再利化により廃棄物を大幅に削減できま

した。

グループ会社での取り組み①　日新イオン機器株式会社

ゴミ計量システムでゼロエミッションに貢献

　日新電機グループ各社のさまざまな事業をサポートする

株式会社日新ビジネスプロモート（NBP）では、ゼロエミッ

ション活動を支援する「ゴミ計量システム」の導入と普及を推

進しています。

　このシステムは、各部署から排出されたゴミを分類して、

バーコードによる集計・分析を行い、得られた計量データを

直ちに各部署へフィードバックします。

　各部署ではこの計量データを廃棄物の排出量やリサイク

ル率、処理コストなどの目標管理に役立てています。NBPで

は今後も、埋立廃棄物ゼロを目指す日新電機グループの環

境保全活動をサポートします。

グループ会社での取り組み②　株式会社日新ビジネスプロモート

廃棄物の計量作業バーコードの読取り作業
クレーンでの搬送

コンテナの組み立て

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
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
6.3
0.0
0.0
70.4

407.3
162.8
136.1
85.6
22.8
63.9
109.0
2.0

286.0
867.2

41.3
19.1
19.8
2.4
0.0
0.0
11.6
0.0
0.0
52.9

165.2
4.2
58.2
75.9
26.9
53.3
113.8
1.1
0.0

333.2

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、環境報告書作成、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

費 用 額設備投資額
2006年度

費 用 額設備投資額
2005年度


