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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。

2009.7.7000 BC

CSR報告書 
2009



「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、一日自分を新しくすることに努力した後は、次の一日一日

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。

中国の四書の一つ「大学」から
とう  おう

まこと

湯王の盤の推定復元品

湯之盤銘曰　苟日新  日日新  又日新

報告書では日新電機グループのＣＳＲの考え方を表明しています。当
社が重視しているＣＳＲの活動領域ごとに、２００８年度の実績と今後の
予定などをP7～8記載の表にまとめています。２００８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」に基づくアク
ションプランを実行し、その成果が確実に表れ始めました。
また、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

のコアである「５つの信頼」を軸にまとめています。2008年度に大き
な進展のあった取り組みについては、写真を大きくし、スペースを割い
てできるだけわかりやすく紹介しました。また、巻末にはデータ集を設
け、網羅性にも配慮しています。環境保全活動については、２００５年１２
月に定めた「２０１０年目標」の達成に向けた２００８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、今後も日新電機グループらし

いＣＳＲ活動とは何かを考え、社会への責任を果たしていく所存です。
添付しましたアンケートで、忌憚のないご意見をいただければ幸甚に
存じます。

会社概要
編集方針
トップメッセージ
企業理念
CSRマネジメント
コンプライアンス
CSR活動の目標と実績
事業・製品紹介
特集：海外グループ会社の取り組み
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「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。読者の皆様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

4,458人（連結）

1,794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）

会社概要（2009年3月31日時点）

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

（2008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・レポーティング・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グループ会社8社
株式会社NHVコーポレーション／株式会社日新ビジネスプロモート／
日新電機商事株式会社／株式会社日新システムズ／
日新イオン機器株式会社／日新受配電システム株式会社／
株式会社エコトロン／日本アイ・ティ・エフ株式会社
●環境的側面
 日新電機株式会社および以下の国内グループ会社5社
株式会社NHVコーポレーション／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／日新受配電システム株式会社／
日本アイ・ティ・エフ株式会社

報告対象分野と報告対象範囲

報告対象期間 ： 2008年4月1日～2009年3月31日

広報グループ／TEL：（075）864-8849  FAX：（075）864-8571
環境グループ／TEL：（075）864-8913  FAX：（075）864-8431
総務人事部  ／TEL：（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

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月に初の「環境報告書2003」を作成
し、ウェブサイトで公開しました。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、2010年6月を予定し
ています。
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環境への取り組み
環境理念・方針／INPUT＆OUTPUT

環境マネジメントシステム／環境会計

環境配慮製品の開発

温室効果ガスの排出削減／
廃棄物の削減

化学物質の管理／環境教育

データ集
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受変電設備

ビーム・真空応用装置 

調相設備

制御システム 

社名「日新」の由来

19.5%

14.7% 51.7%

14.1%

109,673
売上高

（百万円）

発　 行 　月
次回発行予定月
前 回 発 行 月

： 2009年6月
： 2010年6月
： 2008年6月

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

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
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トップメッセージ

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ます

人と環境にやさしい製品とサービスを
　まず「本業を通じての社会貢献」では、人と環境にやさしい

製品とサービスの提供に力を入れ、当社製品・技術の特長

であるコンパクト化だけでなく、環境に配慮した製品の開発

や設計、製品ライフサイクル全体での省資源化などを進め

ています。

　「社会に通用する人材の育成」では、社員にとって働きが

いのある職場を実現し、その人間的成長を支援しています。

2008年から開始した全員参加の小集団活動「ＡＳＴ２１」で

は、コスト削減を積み重ねるだけでなく、社員一人ひとりの日

常業務での問題発見力、問題解決力を養っています。2009

年からはこの活動を海外グループ会社にも広げました。

　「日新らしい社会貢献活動」では、地域に根ざした主体性の

ある活動に取り組んでいます。当社グループが保有する資産、

知識、技術などを広く社会の皆様に役立てていただこうとい

うもので、本社のある京都市内の小学校に社員が出向いて

環境をテーマに授業を行ったり、製造拠点のあるベトナムの

小学校に奨学金を贈呈するなどの活動を続けています。ま

た、大学や高等専門学校などからのインターンシップや工場

見学の受け入れ、大学と共同で開催する技術講演会・技術

交流会なども継続しています。

社会から信頼される
日新電機グループを目指して
　そして「企業活動を進めるうえで常に公明正大であるこ

と」、これはコンプライアンスの徹底です。毎年１０月を中心

に全国の事業所の社員を対象に、また１２月には当社役員を

対象に、コンプライアンス研修会を継続して実施しています。

さらに、２００９年４月には「日新電機グループ・独占禁止法

遵守マニュアル」の第４改訂版を制作し、国内事業所の全

役員と社員に配布し、より一層の周知を図りました。今後

も、法令・企業倫理の遵守の徹底に努めていきます。

　私たちは、これからも「社会から信頼される日新電機

グループ」を目指して、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いきます。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あげます。

代表取締役社長2009年6月

　「日新電機の企業理念」を実現するためには日々の事業活動

の現場でどう行動すべきか、どういう考えのもとに社員それぞ

れが業務に取り組めばよいのか、ということを、具体的な行動

指針として全11条にまとめたのが「企業行動憲章」です。

　これは、すべてのステークホルダーに対して当社が果たすべき

約束を明文化したものです。それを「いつでも」「どこでも」実行

できるように、全社員は全文を記載した「日新電機グループコン

プライアンスカード」を常時携行しています。

　当社は創業以来、独創的な技術と高品質な製品・サービス

の提供を通じて確かな信頼を獲得し、社会と産業の基盤づく

りに貢献することを目指してきました。

　右に掲げる「日新電機の企業理念」と「５つの信頼」は、社業

に取り組む基本姿勢と、不変の事業精神を集約したものです。

企業理念

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。

企業行動憲章

企業理念と「５つの信頼」

業務遂行のよりどころです

企業行動憲章

ステークホルダーへの約束です

「5つの信頼」と「企業行動憲章」を礎に
社会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。

「5つの信頼」 
  （2005年11月策定）　

株主からの信頼パートナーからの信頼

社員相互の
信頼

社会からの
信頼

お客様からの信頼

（1997年制定、その後2度改定。「日新電機グループ・企業行動憲章 改定履歴」 ⇒データ集P27参照）

ＣＳＲは企業活動の根幹
　日新電機グループの製品やサービスは日常生活で目

に触れることはあまりありません。しかし、人々の暮らしや

産業の発展に不可欠な電力の安定供給を支える「縁の下

の力持ち」のような存在といえます。

　そんな当社グループは企業理念において「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──」をミッションとし、「誠実・信

頼・永いお付き合い」を合言葉に、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います。

　当社グループのCSR（企業の社会的責任）とは、この企業

理念と「５つの信頼」を追求することであり、まさに企業活動

の根幹を成すものだと、私は考えています。当社グループで

は、ＣＳＲを「本業を通じての社会貢献」「社会に通用する人

材の育成」「日新らしい社会貢献活動」「企業活動を進めるう

えで常に公明正大であること」という４つの側面で捉え、活
動を進めています。
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CSRマネジメント

グループ全体、社員一人ひとりに向けて
CSR活動の浸透と定着を図っています
CSR活動の基本方針

４つの領域で基本方針を定めています
　当社では、主体的にCSR活動に取り組み、確実に展開する

ために「日新電機グループのCSR活動基本方針」を制定して

います。また、4つのCSR活動領域を設定し、当面取り組む

べき重要課題として実践しています。

① 企業理念であるミッションと行動理念を実現すること
 　● 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 ①の基本的な考えのもと、社員一人ひとりがＣＳＲ活動
を自主的・着実に実践すること

CSR推進体制

年度ごとに活動方針を決定しています
　当社は2005年12月にＣＳＲ推進委員会を設置し、本格的

なＣＳＲ活動をスタートさせました。

　ＣＳＲ推進委員会では、ＣＳＲ活動の４つの領域ごとに前年度

の活動実績を評価したうえで、新年度の活動目標・テーマを

決定し、それらに基づいて具体的に活動しています。2008年度

の活動実績および今後の予定などについてはＰ7～8をご覧

ください。

　なお、2008年度から毎年７月を「ＣＳＲ月間」と定め、社内

でCSR活動に関する多彩な取り組みを実施しています。

　2008年7月には、CSR活動の基本方針を記載した「CSR

カード」と「CSR報告書2008」の配布、社員への「CSR

アンケート」の実施、社内報やイントラネットを通じてのCSR

活動全般に関する情報発

信などの取り組みを集中

的に実施しました。これか

らも日新電機グループ全

体でＣＳＲマインドの醸成

と定着を図っていきます。

コーポレート・ガバナンス
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（「コーポレート・ガバナンス体制図」⇒データ集P27参照）。

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
社会貢献活動の
取り組み

企業理念の実現

ＣＳＲ活動基本方針

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

ＣＳＲ活動領域

パスポートサイズのＣＳＲカード

● 委員長 ： 常務取締役
● 委員（10人）： 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

CSR推進委員会の構成
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企業倫理と法令の遵守を確保するための
体制整備に取り組んでいます

コンプライアンス

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス徹底のための体制を
整えています
　企業倫理や法令を遵守するため、「企業行動憲章」を基本にま

とめた小冊子「日新電機グループ・企業行動指針」を全役員・社員

に配布しています（1998年6月制定。その後3度改訂。「日新電

機グループ・企業行動指針 改訂履歴」⇒データ集P27参照）。

　2008年３月にはエリア・コンプライアンス・マネジャーを各

職場に配置し、コンプライアンス委員会およびその事務局で

ある法務室と一体となって、法令や企業倫理の遵守状況を

チェックする体制を整えました。万一、違反行為が明らかとなっ

たときは直ちにコンプライアンス委員会にはかり、必要な対策

を速やかに講じることにしています。また、「日新電機グループ・

企業行動指針」の周知や指針の改訂、社員教育や啓発活動な

どを含む施策も推進しています。

　業務監査室ではコンプライアンスの状況を監査（モニタリング）

し、その結果を社長およびコンプライアンス委員会に報告して

います。

内部統制への対応

「財務報告に係る内部統制」を評価しました
　日新電機グループは2008年度の「財務報告に係る内部

統制」を業務監査室の専任チームで評価しました。

　発見された不備は期中に改善し、「財務報告に係る内部統

制」が有効に機能していることを確認し、監査法人の適正意見

を取得しました。今後とも内部統制を維持改善していきます。

役員・社員への教育

社内教育を実施し万全を期しています
　毎年10月を中心に全国の事業所・支社・支店などの社員を

対象に、また、12月には当社役員を対象に、コンプライアンス

研修会を開催し、継続的に実施しています。

　2008年度は、社員向けの研修で独占禁止法、官製談合

防止法、政治資金規正法などをテーマに取り上げました。また、

役員向けには、社外から弁護士を招き、独占禁止法について

の研修会を実施し、経営幹部として遵守するうえでの留意事

項を全員で再認識しました。

　また、調達業務に携わる社員には、適正な下請取引などを定

めた「下請法」の研修（2008年8月～11月）を、輸出関連業務

に従事する社員には「役務取引・キャッチオール規制」の研修

（2008年12月～2009年1月）をそれぞれ実施しました。な

お、「キャッチオール規制」とは、

すべての貨物・技術を対象と

して、大量破壊兵器や通常兵

器の開発製造などに用いら

れる恐れがある場合には、経

済産業省に輸出許可の申請を

求める規制です。

新型インフルエンザ感染予防マニュアルと
海外出張者用の緊急時対応用品

リスクマネジメント

大地震や新型インフルエンザ対策に
取り組みました
　大規模地震などの自然災害の発生時に、事業活動の継続や

早急な復旧を目的とした事業継続計画（BCP）の構築に取り

組んでいます。

　2009年度は特定建築物の耐震診断で補強が必要となっ

た独身寮（前橋市内）を建て替えます。これ以外の建築物も

診断し、必要な対策に取り

組む予定です。

　新型インフルエンザ対策

では予防マスクを備蓄し

たほか、海外出張者用に感染

予防マニュアルを配布し

ました。

東京支社で開催された
コンプライアンス研修会

　誠に遺憾ながら、当社は２００３年から2００５年の

札幌市の下水道電気設備工事の入札に関し、独占禁止

法第３条の違反により、公正取引委員会から２００８年

１０月に、排除措置命令と課徴金納付命令を受けました。

　お客様、株主の皆様はじめ関係の皆様方に多大なご

迷惑とご心配をおかけし、心より深くお詫び申しあげま

す。この事実を厳粛・真摯に受け止め、引き続き従前に

も増して、一層のコンプライアンス徹底を図り、再発防

止と信頼回復に全力を注いでまいります。

日新電機CSR報告書 2009 6
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活動テーマ 2008年度の実績 今後の予定など活動領域 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

•LCA（ライフサイクルアセスメント）実務者の育成拡大と、実施体制構築

•取引先へ当社のCSR方針説明会・アンケート実施

•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

•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運用　•教育体系の再編
•キャリアデザイン研修実施

•WING※活動の推進

•育児休職復職支援プログラムの構築と運用

•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
•小集団活動「AST21」

•本社工場の緑地整備
•前橋、九条・久世工場の周辺美化

•本社、前橋、九条・久世工場の食堂環境の整備
•トイレの整備 （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
•書斎と茶室の全面改修

•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
•（社）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
<前橋> •グランドの開放

•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

•技術交流会、研修講演会の実施

•インターンシップ受け入れ
•大学院生の修士研究指導

•（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

•日新テクノアカデミーの外部開放実施

•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　•グローバル法務チーム拡充

•社内報にコンプライアンス記事掲載　•ヘルプラインデスク運営
•イントラネットへコンプライアンス・メッセージ掲載

•「輸出管理ガイドライン」の発行・周知
•「独占禁止法遵守マニュアル」の改訂・周知

•管理・評価体制を再構築・推進
•責任者配置、教育実施　

•リスク監視体制構築

•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分科会立ち上げ・策定着手
•新型インフルエンザ感染予防マニュアル作成・周知

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

高齢社会、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

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」を徹底する

必要な内部統制を特定し、再構築および評価・維持改善活動を推進する

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

•同左継続

•取引先へのアンケート分析
•CO2が削減できる物流の検討・導入

•2008年度で終了

•同左継続

•同左継続

•同左継続

•次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・実施
•全社一斉退社・消灯日「ECO（エコ）ワークの日」実施

•同左継続

•同左継続

•同左継続

•同左継続

•同左継続
•庭園の整備

•同左継続

•同左継続

<本社> •同左継続　•トレーニング室などの設備充実
<前橋> •同左継続　•見学会の受け入れ

•同左継続

•同左継続

•（社）京都工業会、京都市内小学校などへ講師派遣

•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

•「独占禁止法遵守マニュアル」の周知・徹底

•同左継続
•各部門で自己点検実施

•リスク管理体制強化

•同左継続
•緊急対応訓練実施

•BCPの問題点洗い出し・レベルアップ
•新型インフルエンザ対策（緊急時対応用品の追加・啓発活動など）

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
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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・
社会的責任

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）

※ WING活動の「WING」は「私たちが活き活き日新電機グループでがんばる活動」の頭文字。

P21

P24

P18

P17

P20

P20

P19

P16

P16

P27

P27

P15

P15

P20

P16

P6

P5

P6

P6

CSR活動の目標と実績

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
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2008年度は、2006年度に定めた4つの活動領域に沿って着実に取り組みました。

以下に2008年度の実績と、今後の予定などを報告します。
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最先端機器の高機能化に貢献インフラの安全確保・最適化に貢献電気を安定的に供給電気を安全かつ効率的に供給

日新電機CSR報告書 2009

受変電設備事業 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

事業・製品紹介

発
電
所

オフィスビル

工　場

住　宅

パソコン デジカメ 乗用車

新幹線

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

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

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

上下水道

ユニット形コンデンサ
装置

太陽光発電用
パワーコンディショナー

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。

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近年国内シェアのほぼ100％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。

発電所からの電気エネルギーを安全かつ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。

高速道路

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。
数十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。

社会・産業の基盤である「電気」を扱う企業として
「安全」「安定」「効率」を追求しています
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　2008年8月に開催された北京オリンピック
は、中国の発展を世界にアピールする国家的一
大イベントとなりました。万が一にも、その期間中に
停電事故が発生し、競技や市民生活に支障をきた
すことは、絶対に避けなければなりませんでした。
　そこで当社は、北京電力の保電活動（緊急予備品
準備、緊急出動対応）に24時間体制で協力し、大
会の成功に微力ながら貢献しました。

保電活動に24時間体制で協力し
北京オリンピックを陰で支えました

　会社と社員の一体感を生むためには充実した
社内コミュニケーションが欠かせません。そこで、
当社では社長と全社員110人との個別面談を
開始しました。
　会社のことや自分の仕事についてどう考えてい
るのか、一人ひとりの社員から直接聞き、楽しく、
働きがいのある職場をつくっていきたいと思い
ます。あわせて労働環境の改善、優秀な人材の確保
にも結びつけていきたいです。

コミュニケーション不足を解消し
働きがいのある職場づくりを推進しています

特集：海外グループ会社の取り組み

日新電機のグループ会社はアジアを中心に世界に広がっています。
それぞれの事業活動の根幹にあるのは、共通の企業理念である「5つの信頼」です。
中国（北京・無錫）、ベトナム、タイ、台湾における「５つの信頼」を実現するための取り組みをご報告します。

全世界のグループ会社が一丸となって
「5つの信頼」を守っています

海外関係会社の地域別売上高 海外関係会社の地域別社員

　2008年10月から半年の予定でタイ国エネル
ギー開発局の研修を受け、その成果をもとに生
産活動の現状分析やエネルギー削減計画など、
全社員が参加するアクションプランを策定しました。
　活動に先立ち、社員各自が会社と家庭でのエネ
ルギー削減プランを考え、もっとも効果的と思わ
れるものを表彰しました。プラン発表会のプレゼン
テーション資料には、すべて廃材を利用して、省資
源にも配慮しました。

日新電機タイ株式会社（NET）
Nissin Electric （Thailand） Co., Ltd.

北京宏達日新電機有限公司（BNS）
Beijing Hongda Nissin Electric Co., Ltd.

地球環境保全のため
CO2削減活動に取り組んでいます

日新電機ベトナム有限会社（NEV）
Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.

セールス・アシスタント
Ms.Tuentra U-Ninkam

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

日新電機（無錫）有限公司／北京宏達日新電機有限公司／
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（大連）技術開発有限公司／日新高性能塗層（瀋陽）有限公司／
日新高性能塗層（天津）有限公司／日新電機（呉江）有限公司／
日新電機タイ株式会社／日新電機タイ販売会社／
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／日新イオンコリア株式会社／
日新電機ベトナム有限会社／Nissin Advanced Coating Indo Co., Ltd.

国内関係会社 海外関係会社

エネルギー削減プラン発表会。材料はすべて廃材

　台湾で買物をした時に受け取るレシートには
一連の番号が印字されています。これは宝くじの
番号と同じようなもので、2カ月ごとの抽選に当た
ると1等で200万元（約600万円）を受け取るこ
とができます。慈善団体の「創世基金会」ではこ
のレシートを集め、当選金を貧しい人、寝たきり状
態にある患者さんなどの支援に充てています。
　当社でも2006年から社員食堂にレシートの
収集箱を設置し、集まったレシートを「創世基金
会」に送っています。

何気ないレシート1枚から
社会貢献活動を始めています

日亜電機股份有限公司（NAC）
Nissin Allis Electric Co., Ltd.

総務 管理師　
林 餘青

243

2008年度
売上高

中国

58%
1,102人

台湾

6%

114人

中国

75%

182億円

その他

5%

12億円22億円 その他

9%

171人

タイ

27%

513人

台湾

9%

タイ

11%

27億円

BNS董事長・総経理
里見 昌男

（億円）
1,900

2008年度
社員

（人）

社長との面談でコミュニケーション

CVT事業部技術処長　
種 正亮

ゼネラルマネージャ
Mr. Dang Tran Khnah

日新電機（無錫）有限公司（NW）
Nissin Electric（Wuxi） Co., Ltd.

収集箱にレシートを入れるNAC社員

　地面と送電線の間を絶縁しながら、コンデンサ
を収納する磁器製の筒を碍管と言います。当社
製のコンデンサ形計器用変圧器（CVT）に使って
いる碍管は日本製よりも直径が大きく、重いなど
の問題がありました。　
　そこで絶縁油を最新の化学合成油に換え、内蔵
するコンデンサに使う絶縁紙とPPフィルムの厚さ
や枚数を最適化することで、直径を約20%短く、
重量を約45%軽くすることができました。資材
使用量を大幅に削減しています。

製品のリニューアルを実施し
省資源で環境負荷の低減を実現しました

新しく開発したCVT（右）と
従来のCVT（左）

緊急予備品

北京オリンピックの
メインスタジアム

がいかん
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「お客様からの信頼」のために

「設備ドクター」がお客様の設備を診断
お客様の立場に立ったサービスに
取り組んでいます

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」のために

品質方針

納入先での「設備ドクター」診断

お客様満足の向上を目指しています

「なぜなぜ分析研究会」の活動風景

　お客様により良い製品を提供するため、昨年から「失敗レ

ス」を基本とした全社品質改善活動を強化しています。その中

で、「なぜなぜ分析研究

会」を設置し、不良やク

レームの「真の原因究明」

と「再発防止対策の徹底」

に取り組んでいます。

　当社では、お客様が安心してご使用いただける製品をお届

けするために品質方針を定めています。さまざまな部門の社

員一人ひとりがこの方針を共有し、高いお客様満足の実現に

向けた製品づくりに取り組んでいます。

①24時間フリーダイヤルによるサポート（緊急時）

　お客様からの苦情や問い合わせを受け付け、専門部署が迅速

に対応しています（「24時

間フリーダイヤルによる

受付件数」⇒データ集

P27参照）。

②電子メールによるサポート（平常時）

　技術情報や障害事例、メンテナンスに関するお役立ち情報

などを編集したメールマガジン「テクノレター」をご希望のお

客様に配信しています。お客様から「毎回楽しみにしてい

る」「社内教育資料として活用したい」などのお言葉が届き、好

評をいただいています。

　メール配信時のアンケートでは、「新技術や機器のコンパク

ト化を限りなく追求している姿勢を強く感じます」（電気メー

カー）、「質問や疑問点に答えていただけるだけではなく、別の

角度からの提案などもあり、非常に参考になりました」（設備

メーカー）などのご回答を寄せていただきました。

　製品づくりだけでなく、製品の現場での据え付け、調整と改造、

点検時にも品質向上活動に取り組んでいます。

①据付工事の安全品質の事前検討

②管理者による計画的
な安全品質パトロール

③協力会社を含めた安
全品質教育

④現場における不具合
事例の見える化

現場での作業前全体ミーティング

「失敗レス化推進」と「なぜなぜ分析研究会」

お客様をサポートする2つの窓口があります

アフターサービスを充実させています

不具合は24時間フリーダイヤルで受け付け

　日新電機には「設備ドクター」というサービス・スタッフが存

在します。設備ドクターの仕事はお客様のところで稼動してい

る当社製の電気設備を調査し、評価することです。

　他の機械設備と同様、電気設備にも寿命があります。しかも

設備の稼動停止などのトラブルは突発的に発生することが多

く、暮らしや生産活動に打撃を与えるだけでなく、復旧には多

大な時間と費用を必要とし、周辺環境にも深刻な影響を及ぼ

しかねません。

　これを未然に防ぐのが設備ドクターの仕事です。設備ドク

ターは電気設備の劣化状況を詳細にチェックし、寿命を延長す

るための方法や設備の改修など、稼動状態を最善に保つため

のプランを提案します。また、簡易設備診断から精密診断まで

幅広い診断サービスを実施し、安定した電力供給の維持とい

うお客様の最大ニーズにお応えします。

現場作業の品質向上活動

お客様とのコミュニケーション

①なぜなぜ分析活用の活発化
②問題解決力の水準アップ
③改善意識の向上・定着化

①不良問題などの真の原因を究明
②確実な再発防止策の実施と定着

指導・支援

協力会社

なぜなぜ分析研究会 製品部門のＱＡ会

各職場
なぜなぜ分析の実践

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。 品質保証部門

設計・製造ほか

品質管理部門

部門代表メンバー

品質保証体制図

サービスネットワーク

「いつかはプロの目で本格的な点検をしてもらおうと思ってい
たので、迷わず設備ドクターに設備診断してもらい、VCB（高圧
真空遮断器）の分解点検、老朽部品の取り替え、部分修理と機器
の分解掃除までお任せしました。
その結果、機器のすべてがリフレッシュされ、外観まで見違え

るようにきれいになってびっくりです。永い間、機器を点検してい
なかったことが気になっていたのですが、お願いしてよかったと
満足しています」

電鉄会社のお客様からのコメント

活動と運営体制

仙台

京都

：お客様サービスセンター
：サービス拠点

福岡
広島

沖縄

前橋

熊本

東京

名古屋

札幌

営業
技術 設計 製造 品質

保証
納品
工事
サービス

製
品
実
現

引
渡
し

受注

製品情報

仕様決定 設計 製作 出荷検査 出荷

ＱＡ推進委員会・分科会
（苦情・検査不良など分析／対策）

お客様対応
（苦情・提案・要望など）

お客様
サービス
センター

お客様情報
データベース

お
客
様

デザインレビュー
（DR1、DR2、DR3）

発売
判定

工事
調整

■「品質マネジメントシステム認証取得状況」⇒データ集P27参照
■「お客様からの苦情件数の推移」⇒データ集P27参照

日新電機CSR報告書 200913 日新電機CSR報告書 2009 14



「社会からの信頼」のために

技術の水脈を絶やさないために

私たちは、法律をはじめとした社会的規範を遵守し、自然環境との調和に努めています。
また、地域社会と良好な関係を築くことを心がけ、社会の良き一員として認められる会社を目指します。

海外での取り組み

「社会からの信頼」のために

国内での取り組み

プロからガス溶接技術の直接指導を受ける生徒たちは真剣そのもの

クレーンの安全運転競技会のために
会場を提供しています
　毎年、京都府下の企業を対象に実施されている「ホイスト

クレーン安全運転競技会」（日本クレーン協会主催）は、

クレーンの運転技術を向上させ、運転者の安全意識を高める

ために欠かせないイベントとなっています。

　社会インフラの構築に欠かせない電力用コンデンサなど、

大型で重量のある設備機器を製造している当社でもクレーン

を日常的に使用すること

から、同競技会の会場と

して当社工場を、普段使

用しているクレーンとと

もに提供し、運転技術の

向上と安全意識高揚の

一翼を担っています。

中国で産学連携活動を推進しています
　当社では社会貢献活動の一環として産学連携を推進して

いますが、2008年度も複数の生産拠点がある中国で積極的

な活動を展開しました。

　日新電機（無錫）有限公司（NW）が上海交通大学（上海市）と

共同で開設した「NW研究所上海交通大学研究開発セン

ター」では、新エネルギーの研究と開発を推進しました。また、

日新電機(大連)技術開発有限公司（NED）は、2006年度か

ら大連理工大学（遼寧省大連市）と自動車部品の工具・金型な

どの高付加価値化を実現する薄膜技術の共同研究を進めて

おり、2008年度には新たな研究テーマに向けての活動をス

タートさせました。

　グループ会社のNHVコーポレーションでは、四川大学

（四川省成都市）と「四川大学－NHVコーポレーション電子線

応用研究センター」を設置し、同大学の研究者と電子線応用

技術に関する共同研究に取り組んでいます。

　2007年度に引き続き、ボランティア団体『ベトナムの「子ど

もの家」を支える会』（代表：小山道夫様）を通じて、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。

　当社ではこれからもベト

ナムへの奨学金制度を継

続して実施していきます。

クレーン安全運転競技会

　九条工場（京都市南区）では、毎月2回、社員が始業前の30

分間、工場外周を掃除しています。

　清掃も大切な地域と

のコミュニケーションで

あることから、社員は「安

全確認」「挨拶励行」など

のゼッケンを付けて作業

しています。

海外生産拠点ベトナムの小学校へ奨学金を寄贈工場外周の清掃活動を実施しています

谷崎潤一郎ゆかりの邸「石村亭」の
保存に努めています
　当社は1956（昭和31）年に文豪・谷崎潤一郎がこよなく

愛した京都・下鴨の邸「石村亭」を譲り受けて以来、迎賓館とし

て整備・保存に努めてきました。

　文豪がこの地に移り住んで60年目となる2009年を前

に、「新訳源氏物語｣｢鍵｣

などの名作を生んだ書

斎を往時の面影を残した

まま大規模改修しまし

た。今後も当社の宝物と

して、この文化遺産を守

り続けます。 改修工事を終えた書斎 中国での共同研究

清掃活動
フールー小学校の子どもたちから贈られた

色とりどりのお礼状京都市内の小学校で行った環境学習 前橋製作所内を見学する地元工業高校の生徒 同志社大学で定期的に行う技術懇談会

　若い人たちにものづくりのすばらしさを伝えることは、

メーカーに課せられた重大な責務であると考えます。

　当社が京都府職業能力開発協会（京都市）からの依頼を受

け、京都府下の高校へ技術者を派遣するようになったのは

2005年3月のこと。派遣先では、次代に継承すべき優れた熟

練技能を保持していると京都府から認定された高度熟練技能

者が、生徒一人ひとりに直接指導にあたっています。2008年に

は京都府立田辺高校工業技術科2年生8人に、ガス溶接技術

のひとつである肉盛溶接法を指導しました。

　こうした取り組みはものづくりへの関心を生むだけでなく、

卒業後の進路を決定する時の参考にもなり、将来的には若年

技術者の裾野の拡大につながるものと確信しています。

高校生に技術を教えています

大学 2校5回　2008年 4月8日、7月18日、9月29日、12月15日
　　　　 2009年 3月10日

技術講演

大学

高専

工業高校

78人 　　 11校　　　

 124人　　　3校

  54人　　　5校

受入実績（2008年度）

インターンシップ

工場見学

大学

高専

工業高校

高等養護学校

中学

 8人 6校

 13人 9校

 1人 1校

 1人 1校

 3人 1校

■「地域に密着した協賛一覧」⇒データ集P27参照
■「住友グループ広報委員会の一員として活動を支援」⇒データ集P27参照
■「公的機関からの受賞一覧」⇒データ集P27参照
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積極的な情報開示とコミュニケーション

開かれた株主総会の開催を心がけています

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。

私たちは、共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。

「株主からの信頼」のために

加工技術セミナーの講義

　株主の皆様への利益還元は企業としての重要な経営方針

の一つです。配当は業績連動を基本とし、今後の業績見通しや

経営環境、内部留保水準、株主資本配当率などを総合的に勘

案したうえで決定しています。

　１株当たりの配当は、2006年度は期末の普通配当５円と

記念（創立90周年）配当１円の計6円、2007年度は中間配

当3円、期末配当4円の計7円としました。2008年度は中間・

期末配当とも３.５円の計７円を予定しています（「配当金と配

当性向の推移」⇒データ集P28参照）。

安定配当に努めています

　ウェブサイト上に個人投資家、機関投資家の皆様を対象に

した「お問い合わせ窓口」を開設し、ご質問・ご要望にお応えし

ています。

お問い合わせ窓口を充実させました

　海外の投資家向けに英語版の「アニュアルレポート（投資家

向け年次報告書）」を発行しています。アニュアルレポートは当

社ウェブサイト上の「株主・投資家情報」ページからＰＤＦ形式

でダウンロードできます。

英語版「アニュアルレポート」を発行しました

「パートナーからの信頼」のために

　より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、定時株主総

会は集中日を避けて開催しています（2008年度は6月25日

に開催。2009年度は6月24日に開催）。

　株主総会では事業活動への理解を深めていただくために、

パワーポイントなどのビジュアル機器を使用して、業績動向や

事業の取り組み方針などを、株主の皆様にできるだけわかりや

すく説明するよう努めています。

　株主の皆様からのご質問については、議長（代表取締役社

長）あるいは所管役員が誠実かつ真摯に回答し、双方向のコ

ミュニケーションに万全を期すよう心がけています。また、書面

による議決権行使に加えて、2007年度からインターネットに

よる「議決権行使の電子化」を採用しています。今後とも株主

の皆様の議決権行使の利便性を向上させるという観点から、

継続して実施していきます。

配当政策

　投資家の皆様に迅速かつ適切に情報を開示するという狙

いから、ウェブサイト上に「株主・投資家情報」ページを設けて

います。

　2008年度はホームページをリニューアルし、トップページ

ウェブサイト上に
「株主・投資家の皆様へ」ページを開設しました

株主・投資家とのコミュニケーション

に「株主・投資家の皆様へ」と大きく表示して、よりわかりやす

い配置にしました。

調達に関わるコンプライアンスを徹底

教育を実施し、各種法令の周知を
徹底しています

生産計画立案や生産の平準化のお役に立つよう、
「お取引様先様懇談会」を年2回開催

第150期定時株主総会（2008年6月）

　お取引先様との取引開始は、公明正大・機会均等・法の遵守・

機密保護を原則に、以下の判断基準に基づいています。

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取得など）　

⑦CSRの取り組み

すべての企業に公平な機会を提供しています

　企業の社会的責任（CSR）の基本となるのがコンプライアンス

と考え、調達部では下請代金支払遅延等防止法、建設業法、関

税法などの各種法令を遵守するため、社内の調達関係者に対

して定期的に教育を実施しています。

　調達業務に関わる新任者を含めた経験者全員を対象と

し、「バイヤーセミナープログラム」を開催し、関係法規を含め

た法令の遵守について厳しく指導しています。

　また、調達システムの中にコンプライアンスの徹底を阻害す

るものがないかどうかを明らかにするために、調達部と業務監

査室が共同で随時点検しています。

購買方針（基本姿勢）

　お互いの技術向上のため、お取引先様の幅広い加工技術の

ノウハウを共有することを目的に、協同組合日新電機協力会

青年研究会と協賛して「加工技術セミナー」を開催しました。

　協力会のメンバーによる講義の後、お互いが意見を出し合

いました。当社にとってはコスト削減の観点から非常に興味深

いものだったことから社員に

も好評で、今後も引き続いて

開催する予定です（「協同組合

日新電機協力会加盟企業一

覧」⇒データ集P28参照）。

積極的に技術交流を図っています

お取引先様との連携を強化

　事業活動の中で社会的責任を果たすには、お取引先様も

含めたサプライチェーン全体での取り組みを推進する必要

があります。

　当社では主要なお取引先様に取り組みの必要性を説明す

るとともに、協力を要請しています。CSR調達方針について

は、お取引先様にアンケートを実施し、その結果に基づいて

作成する予定です。コンプライアンスについては調達部から

制度の周知とその活用をお願いしていますが、CSR調達も

今後さらに重点的に取り組んでいきます。

　また、EMS（環境マネジメントシステム）についても取得を

推奨しています。

お取引先様にアンケートをお願いしました

CSR調達への取り組み

100年に一度といわれる金融危機が世界に波及し、先の見え
ない不安感が漂う中、私たち中小企業もかつて経験したことの
なかったような経営環境の激変に翻弄されています。
協同組合日新電機協力会34社では、こんな時こそ「ものづく

り屋」の原点に戻り、「変革」の好機と捉えて、協力会が一丸となっ
て未曾有の難局を乗り越えなければならないと考えています。

大変な時代だからこそ
協力会が一丸となって連携を

安藤源行 様
協同組合日新電機協力会 理事長
（株式会社オーランド会長）

http://nissin.jp/ir/index.html

■「株主構成」⇒データ集P28参照
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社員相互の信頼のために

全員参加の小集団活動で「現場力」を向上
チーム活動で個人が成長しています

安心・安全な職場

「社員相互の信頼」のために

働きやすい職場づくり

産前休暇・育児休職前から
職場復帰までサポートしています

早朝立唱で安全運転の呼びかけ

　当社では、「安全はすべてに優先する」をモットーに、安全で

快適な職場環境づくりを最優先課題として取り組んでいます。

具体的には、災害ゼロを目標とした職場の安全巡視による問

題箇所の解消や改善、危険予知（KY）活動、リスクアセスメント

活動などがあります。また、安全意識の高揚のために安全教育

や早朝には立唱で安全運転を呼びかけ、構内の交通安全にも

取り組んでいます。

　今後も安全で快適な職

場環境づくりを全員で推

進していきます（「休業度

数」⇒データ集P28参照）。

　子育てしながら働く社員をサポートするために、本社に育児

コーナーを設けました。

　このコーナーは、近く復帰を控えた社員が上司と面談する

場として利用できるほか、乳幼児連れでもゆっくり話せるよ

う、ベビーベッドや玩具などを用意しています。イントラネット

にアクセスできるようにパソコンも設置しています。

　当社では育児休暇、子どもが小学第3学年を修了するまで

の短時間勤務制度などの環境整備に取り組んできましたが、

2008年4月からは「育休サポート体制」を確立し、産前休暇・

育児休職前から復帰後まで、本人とその上司をサポートす

る「育休アドバイザー（総務、人事スタッフ）」を主な拠点に配

置しました。両立支援

制度や、復帰までの流

れについて情報を提

供しています（「女性

社員活躍の状況」⇒

データ集P28参照）。

　当社では2003年5月から定期的に社員の意識調査を実

施しています。2008年6月の「第7回アンケート」では回収率

が前回より5ポイント高い77％となり、年を追うごとに社員の

関心が高まっていることがわかりました。

　今回の調査では70％の社員が「会社がよい方向に変わり

つつある」とする一方、「育成目的の人員配置替え」「キャリア

育成」などに会社としての課題があることがわかりました。

調査結果は各職場で職場改善のために生かすとともに、詳細

な調査データはイントラネットで開示しました。

大きな実機を間近で見学

　2008年11月8日、日新電機労働組合の主催で家族工場

見学会を実施し、19組の家族合わせて63人が参加し、工場

見学や工作教室での実験や製作を体験していただきました。

　日新電機と当社製品

に関係する「電気」につ

いての理解を深めてい

ただく絶好の機会とな

りました。

本社の育児コーナー

　「日新テクノアカデミー｣は、創業以来培ってきた「技術の日新」

「品質の日新」という企業遺伝子を伝え、コア技術・技能の早

期継承を目的に2006年11月に開設し、受講生は延べ

1,700人を超えました。

　講座内容は毎年増やしており、2008年度には高電圧絶縁

の基礎コースを加え、2009年度は受変電・監視制御、高電圧

電界技術に関する専門コースを追加する予定です。あわせて

ものづくり技能を継承する講座も開設するなど、内容の充実

を図っています。

　同所には旧型の電気設

備を保存し、ここで同型機

の設定や調整作業に取り

組んでから、現場に向かう

社員も増えています。 実機を使った作業実習

安全で快適な職場環境づくりを
最優先に取り組んでいます

当社の事業を理解していただくため
本社で家族工場見学会を開催しました

回収率が5ポイントアップしました

「日新テクノアカデミー」で
コア技術・技能を継承しています

　2008年1月から職場や仕事上の問題を発見し、それを

チーム全員で解決することを目指す小集団活動「AST（All 

the members’  Small Team）21」がスタートしました。この

取り組みはチームワークを醸成し、一人ひとりの問題解決能力

を高め、リーダーシップなど個人の成長にも直結する活動で

す。現在、国内ではグループ会社を含めチーム数は500以上、

8割以上の社員が参加し、2009年度からは海外のグループ

会社でも同様の活動が始まりました。

　これまでは海外のグループ会社も含めて改善成果を横展開

するグローバルNPS（Nissin Production System）大会

や、中国語圏改善事例交流会などを通じて情報の共有を図っ

てきましたが、今後は自主的に業務の改善に取り組む「AST21」

を推進し、その成果を生かす仕組みづくりを推進します。 社員教育

社員家族の工場見学

社員満足度調査

「AST21」での委員長巡回 中国語圏の改善事例交流会 グローバルNPS大会表彰式
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2008年下期「AST21」参加者と参加率（管理職を除く）

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。

NSリレーU字ラインの社員

■「障害者雇用率」⇒データ集P28参照
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（66kV2回線受電5MVA×2バンクの例）
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環境理念

環境方針

　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。
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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の大部分

　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、規制および協定、

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。

開発・製造・検査

輸  送

納入

）
化学物質排出量

38.7t

総排水量

236,957m3

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（

　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。

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。

日新電機本社工場の22kV受変電設備

66／77kV受変電設備の設置面積の推移

66／77kV受変電設備

エネルギー使用量 種類別内訳（2008年度）

電力  314,055

その他  14,283
重油  24,428
都市ガス  58,875

411,641
合計

（GJ）

環境への取り組み

環境への負荷を低減し、社会の持続的な発展に貢献するために
時代に先駆けて環境に配慮した製品開発に取り組んでいます。

環境への取り組み

コンパクトになった新型従来型

環境配慮型製品の開発　
～コンパクトな受変電設備～
製品のライフサイクル全体を考えています
　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。当社では、電力を安定して供給するために高い信

頼性を保つのはもちろんのこと、製品開発にも環境への配慮

が不可欠であるとの考えから、ビルや工場に設置する受変電

設備のコンパクト化を通じて省資源に取り組んでいます。

　なかでも66／77kV受変電設備は、約50年前から時代を

先取りしたコンセプトで製品開発してきた結果、1950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

シェアの納入実績を築いています。

　今後も、製造から設置、運用、さらには廃棄までを視野に入

れた製品のライフサイクル全体の環境負荷低減を図るLCA

（ライフサイクルアセスメント）を基本に、製品のコンパクト化

に取り組みます。

INPUT & OUTPUT

環境理念・方針

コンパクト化

日新電機CSR報告書 200921 日新電機CSR報告書 2009 22



日新電機CSR報告書 200923 日新電機CSR報告書 2009 24

　

活動項目

 製品づくりの
 推進

 活動の推進

 リサイクル活動
 の推進

6の大気排出
 削減

 よる環境汚染の
 防止

2010年度

…目標未達

生産高CO2原単位を1990年度
に対して25.0％削減
（1990年度基準
0.304t-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%）

揮発性有機化合物（VOC）の
大気への排出量30％削減
（2000年度取扱量=42トン）

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※3
…（継続活動）…

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
•

•間接部門は全社のCO2排出の削減を
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
•再資源化できていない廃棄物の排出量
を209トンにする（587トン削減）
（1999年度の廃棄物量基準値＝796トン）

ゼロエミッション活動
•埋立廃棄物１％以下を維持

SF6ガスの大気排出の削減
•大気排出率2.3％以下にする

大気排出量を2000年度比16％増以下
に抑制する

•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

7.5％削減
原単位0.281

排出量150トン
（646トン削減）

ゼロエミッション
•埋立廃棄物0.4％

大気排出率1.4%

大気排出量2000年度比
6%増(目標達成)

•鉛等6物質フリー化
•再資源化
•省資源化
•省エネルギー化

•分別の徹底
•RPF化による削減（RPF：Refuse Paper
＆Plastic Fuel）
•不良の低減による廃棄物の削減

•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

•ガス取扱作業の管理徹底、回収精度向上
•高真空回収能力回収装置導入
•ガス使用工程の使用量の削減および省略化

•静電塗装ガン導入
•水系塗料の適用
•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

•蛍光灯のインバータ化、水銀灯の高効率化
•空調機の省エネ（インバータ化）
•生産の作業工程の省エネ（製品充填率向上）
•省エネ変圧器への更新
•コンプレッサー設定圧力調整
•残業時間、休日の省エネ推進
•エコドライブの拡大

2008年度

…目標達成

環境目的 環境目標 実績 評価 活動事例

環境への取り組み

環境マネジメントシステム

環境会計

対象となる国内事業所を拡大しました

環境保全コストは12.7億円でした

省エネ除湿器「バンロム」

環境配慮製品の開発

環境に配慮した製品開発に取り組んでいます

成田暢彦 様
LCA実務者講習講師
名古屋産業大学教授

環境管理総括者

環境管理責任者

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

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

福岡

環境部門
責任者

環境対策
責任者

環境対策
責任者

環境対策
責任者

事務局
ものづくり支援部
環境管理グループ

※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。

※1 （株）オーランド、（株）協進精機、京都精工電機（株）

※3 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点を超えることを一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。

※ ぺルチェ効果：異なる金
属を接触させ電流を流す
と、その金属面に熱の移
動が生じる現象のこと。

LCA実務者講習で
100万トン以上のCO2削減効果を発見

屋外設置型配電盤の結露防止・防湿として利用されているス
ペースヒーター。当社では、これに代わるぺルチェ効果※を用いた
省エネ除湿器「バンロム」を1985年より開発・販売しています。
LCA実務者講習を受けたことで、この除湿器がスペース

ヒーターに比べて電力使用量が少ないことを知りました。仮にこ
の除湿器を国内すべての配電盤に用いると、スペースヒーター
を用いた場合に比べて年間100万トン以上のCO2を削減できる
ことがあらためて浮き彫りになりました。今後も温暖化防止のた
め、この省エネ除湿器
の普及に取り組みます。

製品ライフ
サイクル
ステージ

リサイクル

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

資
源
採
取

材
料
加
工

製
品
製
造

流
通・販
売

使
用・消
費

LCAの概念図

ＬＣＡ手法の枠組み
環境保全活動 目標と実績／2010年目標

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

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

環境影響評価項目

環境配慮製品の
一層の普及を期待

1． 環境に配慮した

2．省エネルギー

3． 省資源・

4． SF

5． 有害化学物質に

　2008年度の環境保全コストは、日新電機グループ全体で

設備投資額2.0億円、費用額10.7億円でした。2007年度は、

突出した支出が重なったため、例年に比べ設備投資額、費用額

とも増加していましたが、2008年度は通常の水準に戻ったた

め、前年度比で26%の減少となっています（「環境会計」⇒

データ集P28参照）。

　LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、ある製品が製造、

使用、廃棄あるいは再使用されるまでのすべての段階におけ

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。

　日新電機グループ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事業所を一貫して管理し、トップダウンが

強く働く体制をとっています。

　2008年度には構内に常駐しているお取引先様3社※1を新

日新電機では、この数年間会社のCSR活動の一環として定め
られた環境方針に沿って、「環境配慮製品の創出」を進めてきま
した。環境配慮製品であることを定量的に評価するため、LCAを
積極的に導入され、自らが責任のある製造段階ばかりでなく、製
品使用段階も考慮して、主に地球温暖化に及ぼす製品の影響を
評価されました。
今後も、環境配慮製品が一層普及することを期待しています。

当社はLCAの考え方を導入し、社内独自の環境配慮設計基準

に基づいた環境設計を適用することにより、環境に配慮した

製品開発に取り組んでいます。

　特に受変電設備などの大型製品のコンパクト化には早くか

ら注力し、それによって省資源化だけでなく、機器の輸送や

施設の建設時、解体時のエネルギー削減にも貢献しています。

　2008年度は、2009年2月にLCAの実務者向け講習会を

開きました。国内グループ各社の事業部門、関係会社の実務

担当者が担当製品を評価することで、LCAの概念・手法を

学び、全社でLCA評価ができる体制が整いました。

TOPICS

環境への取り組み

生産高CO2原単位を1990年度に対
して、7.2％削減する（電力主体）（原単
位0.282）

たに加えました。これにともない、今回から、3社を含んだ報告

にしています。また、今まで主に新たな製造サイトなどを編入し

てきましたが、今後はそれ以外に支社、支店へも対象を広げる

ため、2008年度は福岡サイト（九州支店）を編入しました。

　これからも国内支社、支店や海外グループ各社にISO14001

認証取得の対象を広げ、グループ全体が一体となって環境経

営を推進していきます。
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0.9

SF6取扱量・排出量／大気排出率
取扱量 大気排出率排出量

1999 2006 2007 2010
目標達成年度基準年度

（年度）2008

総排出物量※／リサイクル率／埋立率

［具体的な活動事例］
●照明器具（蛍光灯、水銀灯）の
　高効率機器導入
　（517GJ／年削減）

●高効率変圧器の導入
　（953GJ／年削減）

●空調省エネ設備
　（室外機散水装置）の導入
　（59GJ／年削減）

ものづくり支援部が中心となり環境パトロールを実施

社内各部門ではゴミの分別を徹底していますが、間違えて分
別されることも少なくありません。
そうした分別間違いを減らすため、ものづくり支援部の小集団

活動で、品目ごとの分別方法を徹底して明確化。分別に迷う品目
についてもひと目でわ
かる「ゴミ分別表」を作
成しました。
各部門でその公開・

説明を行い、普及に取
り組んでいます。

PRTR法報告対象物質

本社工場

前橋製作所

（株）NHVコーポレーション

（株）日新ビジネスプロモート

日新イオン機器（株）

日新受配電システム（株）

日本アイ・ティ・エフ（株）

（株）オーランド京都工場

事業所

対象物質の報告を要する量まで達していません

対象物質の報告を要する量まで達していません

対象物質の報告を要する量まで達していません

対象物質の報告を要する量まで達していません

対象物質の報告を要する量まで達していません

キシレン・エチルベンゼン・ビスフェノールA型樹脂

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
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
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

PRTR法に基づく事業所別対象化学物質（2008年度）

TOPICS 「eco検定」に101人が合格
TOPICS
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※ 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

1999 20072006 20102008
目標達成年度基準年度

（年度）

環境への取り組み

温室効果ガスの排出削減 廃棄物の削減

省エネルギー活動を強化しています
　2008年度のCO2の排出原単位の目標値は0.282に定め

ていました。生産量の増大によって総エネルギー使用量が増

加したものの、実績値は0.281で、目標を達成しました。

　今後もさらに省エネルギー活動を強化していきます

（1990年度基準＝0.304t‐CO2／百万円）。

CO2以外の温室効果ガスの
排出削減もしています
　高電圧機器の絶縁に用いるSF6ガス（六フッ化硫黄ガス）を排

出しています。これは温室効果ガスとして規制の対象になって

いるもので、その削減に努めた結果、2008年度は大気排出

率の目標値2.3%に対して1.4％となり、目標を達成しました。

　廃棄物のリサイクル率をさらに高めるために「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。また、分別間違

いのないことをチェックするために各部門で環境パトロール

を実施しました。

　2008年度のリサイクル

率は94.7％、埋立率（最

終処分率）は0.4％で、と

もに目標を達成すること

ができました。

リサイクル率の向上を図っています

環境教育

　環境内部監査員養成講座を本社と前橋製作所で毎年開催

し、これまでに約190人の環境管理の実務者を育成しました。

　このほか、公害防止管理者資格、eco検定を受験する希望

者のための勉強会も開

催しています。

環境実務者を継続的に育成しています

省エネ型の水銀灯を使用（本社工場）

分別用のゴミ箱

環境内部監査員の養成講座

化学物質の管理

適正な管理に努めています
　「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）」に基づき、指定化学物質

（PRTR対象物質）の適正な管理に努めています。

　2008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1トン以上）は以下の通りです。

グリーン調達に積極的に取り組んでいます
　「グリーン調達ガイドライン」を定め、お取引先様と協力しな

がら環境に配慮した部品や素材の積極的な調達に取り組んで

います。

　また、主要なお取引様を対象に「グリーン調達説明会」を開

催し、ISO14001やKES（中小企業を対象とした環境マネジ

メントシステム）などの認証取得を支援し、そのためのサポート

体制を確立しています。

PCB廃棄物の処分を開始しました
　かつて電気機器の絶縁材などに広く利用されたPCB

（ポリ塩化ビフェニール）が、全面的に使用中止になって以後、

当社では廃棄物として適正に保管しています。

　PCB廃棄物は一定期間内（2016年まで）に処分することが

保管事業者に義務づけられているため、今年から当社保管品を

日本環境安全事業株式会社（JESCO）で処分開始しました。

土壌・水質汚染防止に努めています
　土壌・地下水汚染を放置すれば近隣の方々への健康被害が

懸念されることから、当社ではその原因物質であるテトラクロ

ロエチレン、トリクロロエチレン、トリクロロエタンなどの使用

を1994年度に全廃しています。

　現在、本社工場、久世工場、前橋製作所には計4本の地下

水検査用井戸があり、自主的な検査体制を確立しています。

また、工場排水についても独自で検査に取り組んでおり、結果

はその都度、行政機関に報告しています。

環境に対する幅広い知識を持つ人材育成のため、東京商工会
議所が主催する「環境社会検定（eco検定）」の受験を奨励して
います。過去5回実施された試験で合計101人が検定に合格し
ました。
合格者の感想で一番多いのは「環境に関するニュースの内容

がよく理解できるようになった」というものです。今後は検定で
得た知識を活かして、
積極的にお客様や社会
の環境ニーズに応えて
いきます。

eco検定に合格した社員

環境パトロールの様子

環境への取り組み
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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

ベトナム

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

日新電機ベトナム有限会社

本社　1996.  6

前橋　1994.  1

1995.  4

1996.11

2004.  1

2004.  9

2005.  4

1996.  2

1999.  1

2007.12

お客様からの苦情件数の推移

日新電機株式会社
（日新受配電システム株式会社を含む）

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

100 105 84 8181

公的機関からの受賞一覧

日新電機
全製造業

休業度数

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
0.00
0.99

0.39
1.01

0.79
1.02

0.00
1.09

0.70
1.12

障害者雇用率

障害者雇用率

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
1.13 1.35 1.47 2.141.83

女性社員
うち、勤続10年以上の社員
育児休暇・短時間勤務取得者
管理社員および主任級人員数

女性社員活躍の状況

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
186
143
55
1

189
145
55
4

212
156
55
8

228
156
51
9

244
162
49
9

株主構成

割合株主所有者 人数 所有株数

2006年度（2007年3月）
2007年度（2008年3月）
2008年度（2009年3月）

住友電気工業グループ
その他国内法人
金融機関
個人その他
外国法人等
自己名義株式
証券会社

2
75
40

5,393
79
1
32

5,622

配当金と配当性向の推移

配当性向決算期 １株配当
31.1%
20.1%
19.8%

普通 5円、記念 1円
普通 7円
普通 7円

54,991
7,736
22,924
15,530
4,566
1,184
901

107,832

51.0%
7.2%
21.3%
14.4%
4.2%
1.1%
0.8%
100%

2009年3月31日時点

2009年3月31日時点

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

環境会計

2007年度

設備投資額 費用額 設備投資額 費用額

2008年度

338.2
181.5
156.7
0.0
0.0
0.0
0.2
3.5
0.0
0.0

341.9

1,108.6
167.0
731.7
176.0
33.9
13.1
110.2
146.8
2.9
0.0

1,381.6

193.8
53.2
137.1
3.5
0.0
0.0
0.3
4.6
0.0
0.0

198.7

772.1
40.9
549.9
147.7
33.5
13.0
120.8
159.9
3.0
0.0

1,068.8

　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、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

・ 集計範囲は、日新電機および国内グループ会社（5社）です。
・ 集計期間は、2007年4月1日～2008年3月31日（2007年度）、および2008年4月1日～2009年3月31日（2008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、日新電機と国内グループ会社（5社）の合計で、10.6億円（2007年度）、7.5億円（2008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」に基づき、各種事例なども参考にしました。

分類 主な取り組み内容

データ集

「お客様からの信頼」のために （P14）

　当社のお取引先様企業で構成される「協同組合日新電機協力会」

は１９５１年４月に任意団体として産声をあげました。創立時の組合員

企業は２１社で、これら大部分の企業が、現在も組合員として活動の

中心的な役割を果たしています。当時は、戦後の経済改革期にありま

したが、日新電機とともに組合員企業各社も時代の要求に対応できる

技術力を持った企業群に成長してきました。　

　１９６４年６月には、組織の整備、事業の充実、生産の合理化、労務

管理の近代化を進め、経営の向上を図るために改組、事業協同組合

（現在３4社で構成）として認可を受け、現在に至っています。

　また、２００４年10月21日、中小企業団体組織法執行45周年ならび

に中小企業等協同組合法執行55周年記念式典が挙行され、当組合

は優良組合として経済産業大臣賞の栄に浴すこととなりました。これ

からも「連携の力」により協力会一丸となって努力していきます。

協同組合日新電機協力会

地域に密着した協賛一覧

・ 青少年のための科学の祭典　京都大会　
・ （社）京都モデルフォレスト協会　
・ びっくり！エコ１００選 実行委員会
・ 京都サンガＦ．Ｃ．　　　　　　
・ 第18回祇園祭クリーンキャンペーン
・ 乳がん啓発活動「ピンクリボン京都2008」
・ 第４８回宇治川花火大会　　　　　　　　
・ 京都ビジネス交流フェア２００９
・ 平成20年「京都・花灯路」　　

住友グループ広報委員会※の一員として活動を支援

・ 一筆啓上手紙コンクールを後援
・ 全国盲学校弁論大会を特別協賛
・ インターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティションを後援
・ 「住友文化フォーラム」を開催

・ 平成２０年度日本電機工業会 電機工業技術功績者表彰
・ 平成２０年度（社）京都工業会 優秀従業員定例表彰
・ 第２回京都府子育て応援企業表彰　　　　　
・ （社）日本クレーン協会京都支部 優良クレーン運転士支部長賞　
・ 平成２０年度群馬県献血功労者等表彰 厚生労働大臣感謝状
・ （社）粉体粉末冶金協会 平成１９年度協会賞・技術進歩賞
・ 前橋市企業貢献技術者表彰　
・ ＶＥ協会 ＶＥ普及功労賞
・ 群馬県機械金属工業技術者表彰

日新電機グループ・企業行動指針 改訂履歴

・ １９９８年６月　制定
・ ２００４年９月　改訂

・ ２００３年１月　改訂
・ ２００７年１０月　改訂 合　　計

合　　計

日新電機グループ・企業行動憲章 改定履歴

・ １９９7年12月　制定
・ ２００４年8月　改定

・ ２００３年１月　改定

企業理念 （P4）、コンプライアンス （P6）

CSRマネジメント （P5）

「株主からの信頼」のために （P17）

「社員相互の信頼」のために （P20）

環境への取り組み （P23）

「パートナーからの信頼」のために （P18）

「社会からの信頼」のために （P15）

・ アイエスケー（株）
・ （株）朝日計器製作所
・ （株）荒木電器製作所
・ （株）井尾製作所　
・ （有）石田製作所　
・ （有）今西鉄工所　
・ 上田鍍金(株)　
・ （株）エヌ・ピィ・エフ
・ （株）オーランド

・ （株）京芝製作所
・ （株）協進精機
・ 京都金属工業（株）
・ 京都精工電機（株）

・ 京都銘板（株）
・ （株）栗田製作所
・ （株）小山製作所
・ 近藤製作所

・ 清水長金属工業（株）
・ （株）新和  
・ 瀬川金属工業（株）
・ （株）セノオ
・ 相互金属工業（株）

・ 東洋ライト（株）
・ 友金電機（株）　　　
　

・ （株）永峰鍍金工業所
・ 日本電気化学（株）　

・ パーカー加工（株）
・ 橋爪鐡工（株）
・ （株）パックス・サワダ
・ 富士ウェルテック（株）
・ 不二電機工業（株）
・ （株）平安製作所　　

・ （株）的場製作所
・ （株）素久製作所　　
　　

あ

か

さ

た ま

は

な

　※ 詳細はhttp://www.sumitomo.gr.jp/committee/index.html

取締役会

社長

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・ガバナンス体制図

株主総会

2004年度を100とした指標

うち、休日・夜間

総件数

2008年度2007年度2006年度2005年度

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

24時間フリーダイヤルによる受付件数

156 124

213 166

154 107

218 182

136 126

195 225

150 121

242 191

（単位：件）

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：％）

（単位：人）

（単位：千株）

・ 苦情とは受注からアフターサービスまでの一連の事業活動において、お客様から提起さ
　れたすべての不具合、不満と定義しています。

協同組合日新電機協力会
加盟企業一覧（50音順）
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