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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。
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　本報告書では、日新電機グループのCSRの考え方を表明するとと
もに、当社グループが重視しているCSR活動領域ごとに、2009年度
の実績と今後の目標などを11～12ページの表に記載しました。また、
各ステークホルダーに対する責任と行動を、当社の行動理念である
「5つの信頼」を軸にまとめています。CSR活動の担い手となる社員の
写真やコメントを掲載することで、活動の様子をわかりやすく紹介し
ました。詳細なデータは別途当社ウェブサイトでご紹介しています。
　添付のアンケートにご協力いただき、忌憚のないご意見をいただけ
れば幸甚に存じます。

編集方針

環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
GRI（Global Reporting Initiative）「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 ： 2009年4月1日～2010年3月31日
発　 行 　月
次回発行予定月
前 回 発 行 月

： 2010年6月
： 2011年6月
： 2009年6月
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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
私たちは右の「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

企業理念と「5つの信頼」
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。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表したものです。

1特 集
2特 集 　日新電機グループの企業理念は、

ミッションとしての「人と技術の未来を

ひらく」と、行動理念である「誠実・信頼・

永いお付き合い」から成ります。

　当社グループのCSR活動の基本方針

は、この企業理念を実現することであり、

その考えのもと、社員一人ひとりが自主的

に、着実にCSR活動を実践することです。

　さらに、海外を含むグループ全体が

よりわかりやすい形でCSR活動を展開

できるよう、今年度より「環境」「信頼」

「公明正大・透明性のある企業経営」の

三つの領域でCSR活動を推進します。

　まずは人類全体にとって避けられない

課題である環境保全に、積極的に貢献

することを最重要課題とし、一つ目に「環

境」を位置付けました。

　現在、当社の主力製品である電力機器

については省スペース・コンパクト化だけ

ではなく、製品のライフサイクル全体での

省資源化も進めています。また、太陽光

発電システムの普及に向け、発電したエネ

ルギーを効率よく利用するためのパワー

コンディショナを主力製品に、システム

全体の設計・施工も手がけています。

　このほか、日々の事業活動における

環境負荷低減にも積極的に取り組み、

国内事業所はもとより、海外グループ

会社でもより一層のCO2排出量および

産業廃棄物の削減に努めています。

　二つ目の「信頼」は、私たちの行動の

原点である「5つの信頼」を実現するため

の活動をまとめています。

　私は、ステークホルダーの皆様との

企業理念を実現することが
CSR活動の基本方針です

環境に配慮した製品・サービスの
開発に努めます

「5つの信頼」の実現に
積極的に取り組んでいます

信頼関係の構築には、相互理解を深めて

いくことが重要だと考えています。例え

ば、お客様に対しては受注・設計から

納入、現地工事、アフターサービスなど、

さまざまな局面で社員が直接お客様の

ご要望などをきめ細かくお聞きし、迅速

かつ的確に対応することを通じて信頼

関係の強化に努めています。

　また、CSR活動の担い手となる社員

は、事業所周辺の清掃や近隣の小中学

校への寄贈を目的としたベルマークの収

集など、身近でできることを出発点とし

て社会と積極的に関わり、地域に役立つ

取り組みを行っています。

　三つ目の「公明正大・透明性のある

企業経営」には、コンプライアンスや

リスク管理、情報セキュリティなどが含ま

れます。これらはCSR活動の基本を成す

ものと言ってもよく、役員および社員を

対象としたコンプライアンス教育を毎年

実施しています。

　また、地震などの大規模災害や、新型

インフルエンザなどの危機管理にも取り

組んでいます。

　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

努力を積み重ねていきます。同時に、

ステークホルダーの皆様からのご指摘や

ご要望を真摯に受けとめ、経営に反映

させたいと思っています。

　どうか忌憚のないご意見をお寄せ

いただきますようお願い申しあげます。

2010年6月

代表取締役社長

コンプライアンスは企業経営の
根幹です

トップメッセージ

人と環境にやさしい製品・サービスを社会に提供し、
ステークホルダーの皆様との「信頼」を大切にします
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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

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

発
電
所

オフィスビル

工　場

住　宅

パソコン デジカメ 自動車

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

油入特高変圧器 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

インテリジェント
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

水処理集中監視
制御システム

排水処理プラント

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

上下水道プラントの集中監視制御システムやビル・工場の電力系統
監視制御システム、高速道路のトンネル換気や照明などの遠隔制御
システム、自動車のナンバーを読み取る装置などを提供。大規模な
システムのデーターを集約し、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。

永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し、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。
特に66/77kVガス絶縁開閉装置については、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

車両ナンバ読取装置

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。
数十年もの永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。

事業・製品紹介

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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産業用太陽光発電システムを有効に動かす
パワーコンディショナを供給しています

太陽光発電システムの出力を担う
系統連系パワーコンディショナ
　当社が、化石燃料を用いずCO2を排出

しないクリーンエネルギー「太陽光発電

システム」に関する開発に着手したのは、

オイルショック後の1980年代に遡ります。

　太陽光発電を有効に活用するには、直

流電力を電力会社の送電網に連系可能

な交流電力に変換する系統連系パワー

コンディショナが必要です。当社は電力系

統に関連する製品を納入してきた経験と

技術力を駆使して、こうした時代のニーズ

に応じた製品を供給し続け、2009年度

にはメガソーラー（大規模太陽光発電）

に対応する高効率・大容量の250kW

パワーコンディショナを開発し、納入を

開始しました。

　一方、1990年代初めからは、企画提案

から施工・保守まで一貫した体制を構築し、

小規模用途からメガソーラー、建材一体型

や小規模系統連系などの特殊用途まで

多様なニーズに応えるトータルシステム

エンジニアリングに取り組んでいます。

　今後、豊富な実績と重電メーカーなら

ではの技術を生かし、次世代の電力ネット

ワークといわれるスマートグリッドに対応

したシステム開発にも取り組んでいきます。

ＣＯ２排出量を削減する製品
地球温暖化が急速に進む中、ＣＯ2排出量削減は、社会が直面する重要な課題の一つです。
当社では本業を通じてこの課題に積極的に取り組むため、ＣＯ2排出量を削減する製品を数多く開発してきました。
電力を効率よく使う製品や再生可能なエネルギーを利用する製品など、
人と環境にやさしい永続的な社会の実現を目指した製品・サービスを提供しています。

■ 太陽光発電システム

パワー
コンディショナ

動力負荷

直流
接続箱

交流

太陽電池モジュール

電灯負荷

特 集

1

受変電設備

クリーンエネルギーを利用した
「ECO急速充電ステーション」
　CO2の排出量が少ないことから自治

体などを中心にEV（Electric Vehicle

電気自動車）の導入が進むとともに、EV

用の充電インフラ整備が活発に進めら

れています。

　当社ではこうした動きを受けて、永年に

わたって培ってきたパワーエレクトロニ

クス応用技術と、太陽光発電技術を組み

合わせた「ECO急速充電ステーション」を

開発しました。

　「ECO急速充電ステーション」は太陽

光を利用して発電したクリーンエネル

ギーをEVに充電するための設備で、EV

に必要な充電インフラの整備に役立つ

だけでなく、環境にやさしい都市づくりに

も貢献します。

　今後は道路および商業施設などへの

設置を通じてEVの普及を促進し、CO2

排出量の削減を目指します。

５０年前から電力損失の低減に
取り組んでいます

　当社は、昭和２０年代の電力不足の時

代から環境配慮製品が求められる今日ま

で、一貫して電力損失の低減に取り組ん

できました。

　夜間や休日の電圧変動や軽負荷時の

電圧上昇を改善し、送電線などのエネル

ギー損失を軽減します。

　国内電力会社への納入シェアは50％

に達しており、電

力損失は50年

前と比べ48％削

減しました。

電圧低下を改善する
コンデンサ設備
　電力が多く消費される昼間に働いて

電圧低下を改善し、送電線などのエネル

ギー損失を軽減します。

　国内電力会社への納入シェアは90％

以上におよび、電力損失は50年前と比

べ73％削減しました。

電圧上昇を改善する　
リアクトル

リアクトルコンデンサ設備

100kW太陽光発電システムは、年間約100MWhの電力量
を発電します。太陽光発電は発電時にCO2を排出しないため、
年間30トンものCO2排出を抑制することができます。
当社のパワーコンディショナは負荷率10％から変換効率
90％以上を実現しており、高効率の運用が可能です。

システムおよび
パワーコンディショナ単体販売
累計納入実績（2010年３月末時点）
国内外：約300カ所
総容量：約13MW

物流センターに国内最大級の物流センターに国内最大級の
720kW太陽光発電システムを設置720kW太陽光発電システムを設置
（㈱ベネッセコーポレーション ＢＬセンター様）（㈱ベネッセコーポレーション ＢＬセンター様）
年間予測発電量・事業者支援実施計画の提示数値年間予測発電量・事業者支援実施計画の提示数値
731,944ｋWｈ／年731,944ｋWｈ／年

物流センターに国内最大級の
720kW太陽光発電システムを設置
（㈱ベネッセコーポレーション ＢＬセンター様）
年間予測発電量・事業者支援実施計画の提示数値
731,944ｋWｈ／年

電気自動車と
「ECO急速充電ステーション」
コンセプトモデル

太陽光発電によるEV用
充電設備を開発しました

太陽光発電システムの
普及のために関係者一
丸となって取り組んでい
ます。仕事を通じてエネ
ルギー問題や地球環境
問題といった重要な課
題に貢献できるという
のは大きな喜びですね。

新開発の250kW
パワーコンディショナ

産業・電力システム事業本部 井筒 達也

■ リアクトルの電力損失の推移（77kV 30MVAの例）
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■ コンデンサの電力損失の推移（66kV 40Mvarの例）
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■ 250kWパワーコンディショナの
　 負荷率に対する効率

200 40 60 80 100 負荷率
（%）

効率（％）

96

95

94

93

92

91

90

当社が納入した当社が納入した
100kWパワーコンディショナ７台100kWパワーコンディショナ７台
当社が納入した
100kWパワーコンディショナ７台

voice

ＥＶ普及の背景には電
池の高性能化と国の政
策がありますが、ＣＯ２
を削減するために充電
機器事業が果たす役
割も大きいと考えてい
ます。

voice

技術開発研究所 長谷部 孝弥

100

52

48％減

89

69

27

100

55

73％減

36
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工場、事務所、家庭で、できることから
省エネルギー活動を実践しています

〈工場での取り組み〉
乾燥工程の合理化で省エネ
　当社が製造する大型の電力用機器は

乾燥工程で多くの電力やガスを使用しま

す。工場では品質維持を前提に乾燥方法

を変えて日程短縮、設備改善による運転

効率向上などの検証試験を行い、省エネ

ルギーの実現に取り組んでいます。

〈家庭での取り組み〉
京都エコポイントモデル事業
　「京都エコポイントモデル事業」では、

参加する一般家庭が、省エネに取り組む

ことで削減できたCO2の量に応じて、買

い物割引や商品交換に使用できる「エコ・

ポイント」を獲得できます。当社はこの原

資になるカーボン・クレジットを購入し、

一般家庭の省エネが進むように社内で

も参加を呼びかけています。

〈事務所での取り組み〉
消費電力を減らす地道な活動
　蛍光灯のスイッチを紐付きのものへ順次

切り替え、こまめに消灯しています。京都議

定書の発効が2005年2月16日であるの

にちなみ、毎月１６日を「ＥＣＯワークの日」

として、全社で一斉退社・一斉消灯に取り

組んでいます。また、北京（中国）とタイに

ある工場では消費電力の少ない電球へ

の交換などで省エネを図っています。

遊休品の再利用で、
リサイクルの輪を全社に
　限りある資源を無駄なく有効に利用す

るため、日新電機グループでは「ものを

大切にする運動」「ごみを減らす運動」に

取り組んでいます。

　例えば、使っていない事務用品を回収

する「事務用遊休品回収箱」の設置やイン

トラネット上の「遊休品サイト」など、特定

部署に眠っている事務用品を全社で活用

できるような取り組みを推進しています。

環境にやさしい生産活動
生産部門でも事務部門でも、創意工夫とこまめな努力で省エネルギー活動に努めています。
また、事業活動に伴って排出される廃棄物の分別リサイクル・リユース・リデュース（３R）を推進する
省資源活動にも取り組んでいます。2009年度からは、家庭からのＣＯ２排出量を削減する
「京都エコポイントモデル事業」への参画を開始しました。

特 集

2
リサイクル・リユース・リデュースを徹底し
省資源に努めています

ごみ分別リサイクルで
廃プラスチックと紙を固形燃料に
　当社では本社（京都市）と前橋製作所

（群馬県）にある各リサイクルセンターで

廃棄物管理を行っています。

　廃棄物は部署ごとに分別の種類を示

すバーコードシールを貼った袋に入れて

所定の集積場に出します。集積場から

リサイクルセンターに集めた廃棄物は

計量後、マニフェストに従って廃棄物運

搬業者が契約先の処理場へ搬入します。

　リサイクルセンターでは日々排出され

る廃棄物の量を部署ごとに管理し、イント

ラネットで開示します。各部署ではこの数

値を参考にして、ごみ削減に向けた取り

組みを行っています。

　また、再利用が困難な廃プラスチックと

紙をＲＰＦ（固形燃料）化することにより、リ

サイクル率の向上に、大きな成果をあげ

ています（■ ごみのリサイクル参照）。

製品輸送時に使う緩衝材を
再利用
　製品輸送時に緩衝材として使っている

紙クッションは、これまで一度の使用で廃

棄していましたが、目視と湿度検査で良

品と判定したものだけをリユースするよ

うにしました。

　これによって資源の無駄遣いをなくす

だけでなく、経費の削減にも寄与するこ

とになりました。現在、リユース率は全回

収量の約60％にのぼります。

■ 乾燥合理化による日程短縮効果

■ ごみのリサイクル（本社の場合）

（現状を100%）

改善前 改善後

（％）
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75
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0

電力量の削減：
10,937kWh（45%減）※

64
■ 「ECOワークの日」の電力消費

海外の工場。
消費電力の少ない

電球へ交換

デスク周辺に眠っている事務用品を回収し、
全員で再利用

リユースできる緩衝材

事務所に回収ボックスを
常時設置

日新電機

リサイクルセンターで
ごみを計量

（株）京都環境保全公社
でRPF（固形燃料）化

RPF（固形燃料）

製紙工場で燃料として使用

紙くず 廃プラス
チック

廃棄物の種類や各部署
の発生量をデータ化す
るのが私の仕事です。
データはイントラネット
で開示して、ごみの減
量に役立てています。

voice

voice

(株)日新ビジネス
プロモート
リサイクルセンター
竹谷 恵

玄関やリビングの白
熱球を一部蛍光灯
に、夜中の玄関照明
はセンサー付のＬＥＤ
に変えました。

voice

広報グループ
小池 実千代

12:00 15:00 18:009:00 21:00（時）

通常の労働日 ECOワークの日

紐付きスイッチで
こまめに消灯

品質維持と合理化・
省力化の両立は大切
なテーマ。地道な努
力を重ねるしかない
と思います。

産業・電力
システム事業本部
脇屋敷 徹

※ 本社・前橋製作所の合算、17時からカウント。

 36％減
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① 企業理念であるミッション「人と技術の未来をひらく」
と行動理念「誠実・信頼・永いお付き合い」を実現す
ること

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活動基本方針

2006年度～2009年度（第1期）

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

2010年度～（第2期）

❶ 環境：本業を通じた地球環境保護への取り組み　

❷ 信頼：お客様・株主・社会・パートナーからの信頼、
　　 社員相互の信頼

❸ 企業経営：公明正大・透明性のある企業経営

ＣＳＲ活動領域

4年間の実績をもとに活動領域を見直し
　当社では「日新電機グループのCSR活動基本方針」

（2006年度制定）に基づき、当面取り組むべき重要課題とし

て4つの「CSR活動領域」を定め、活動を続けてきました。

　2010年度は4年間の実績を踏まえて活動領域を見直し、

❶ 環境保護への取り組み ❷ 信頼度向上 ❸ 公明正大・透明性

のある企業経営、の新たな3つのCSR活動領域を設定し、

活動する計画です。

基本方針

各地域でコンプライアンスの徹底に注力
　法令や企業倫理の遵守を定めた「日新電機グループ・企業

行動指針」を全役員・社員に配布しているほか、コンプライ

アンス委員会と各職場にも置いた「エリア・コンプライアンス・

マネージャー（ACM※）」が一体となって、「同企業行動指針」

の周知、社員教育や啓発活動などを含む各種コンプライ

アンス施策を推進しています。また、ACMは各職場での法令

や企業倫理の遵守状況を定期的にチェックし、万一違反行為

があった時にはコンプライアンス委員会にはかり、速やかに対

策を講じます。

　また、業務監査室ではコンプライアンスについて常時監査

（モニタリング）し、その結果を社長とコンプライアンス委員会

に報告しています。

コンプライアンス推進体制

ステークホルダーへの約束をまとめて
全社員が常時携帯
　「日新電機の理念」を実現する指針として全11条の「企業行

動憲章」をまとめ、事業活動の現場で生かしています。

　これは当社が果たすべき役割を明文化したもので、すべて

のステークホルダーに対する約束が記されています。そこに定

められた行動の指針を「いつでも」「どこでも」実行できるよう

に、全文を収録した「日新電機グループ コンプライアンスカー

ド」を全社員が常時携帯しています。

企業行動憲章

感染予防対策や避難訓練などを実施
　2009年4月の新型インフルエンザ発生時には、感染拡大

を防ぐために各事業所に消毒液を設置しました。また、従業員

とその家族の新型インフルエンザワクチン接種費用を全額負

担（健康保険組合）し、グループ報で新型インフルエンザの予

防策を周知するなど対策を講じました。

　防災の日（9月1日）には自衛消防隊の指揮のもと、本社で大

規模地震を想定した避難訓練を行ったほか、全社員の安否を

経営トップに報告する安否連絡網のテストも実施しました。

　また、耐震改修促進法の規定に従い、2009年9月に群馬県

にある独身寮「榛風寮」を建て替えました。その他の建物に

ついても順次必要な対策を実施していく予定です。

リスクマネジメント

問題の早期把握・自主解決を目指して
　コンプライアンスにかかわる問題を早い段階で把握し、で

きる限り自主的に是正・解決するため、2004年度から社員の

相談や連絡事項に対応する「ヘルプラインデスク」制度を設け

ています。2007年度からは、女性の担当が受ける女性専任

ヘルプラインデスクも設けました。

　相談・連絡者に不利益が生じないように留意し、必要な措

置をとっています。

内部通報制度

女性社員とのCSR懇談会 若手社員によるCSR研究会

コンプライアンス研修会

　毎年10月に全国の事業所・支社・支店などの社員を、同じく12

月には役員を対象に、各年度の社会や当社グループの動向・状況

を踏まえてコンプライアンス

研修会を実施しています。

　2009年度の社員向け研

修では独占禁止法と不正競争

防止法を、役員向けには外部

から弁護士を招いて独占禁止

法をテーマに取り上げました。

※ ACM：日新電機グループ内でコンプライアンスの徹底を図るため、2008年
3月に配置。

※詳細はP11、12参照。

定期的に社内教育の場を設定

コンプライアンス教育

感染予防対策として
受付に設置した消毒液を

利用するお客様

ヘルメットをつけて
避難訓練

女性や若手の声をCSR活動に反映
　当社のCSR活動の中心となっている「CSR推進委員会」

（2005年12月設置）では、前年度の活動実績を評価したうえ

で次年度の活動目標を決定しています。2008年12月には

下部組織として海外グループ会社のトップで構成する「CSR

海外部会」を設置し、各国の実情に応じたCSR活動を推進して

います。

　2009年度は、9月に東京支社、前橋製作所、本社で女性社

員との「CSR懇談会」、若手社員による「CSR研究会」を開催し

ました。いずれも社員の声をCSR活動に反映させるのが狙い

で、さまざまな意見がCSR推進委員会に提言されています。

　また7月には、CSR活動に関心のある社員が自由に参加で

きる活動として「工場周辺の清掃活動」「ベルマーク収集活動」

をスタートさせました。

　これら活動の様子はイントラネットの「CSRニュース」を通じ

て社員に紹介しています。

CSR推進体制

■ 日新電機グループCSR推進体制

目標・成果報告 公表

成果報告

報告・提案

支援・提案

社長・常務会

CSR海外部会 若手CSR研究会

事務局CSR推進委員会
（当社CSRの推進・成果まとめ・社内外への公表など）

各事業部門・グループ各社、社員

お客様・株主・パートナー・社会
（ステークホルダー）

広聴指示・指導

支援・指導

支援・指導・教育

●CSR推進委員会の構成
WEB

●企業行動憲章
●コーポレート・ガバナンス体制図

WEB

CSRマネジメント

CSR体系を再構築
コンプライアンス

企業倫理と法令の遵守
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■ 2009年度CSR活動 ■ 2010年度以降のCSR活動

2009年度は、2006年度に定めた4つの活動領域に沿って取り組みました。
2010年度は、4年間の活動実績を踏まえて見直し、3つの活動領域で取り組む予定です。

CSR活動の目標と実績

CSR活動の目標を設定し、継続的に推進しています
●CSR活動計画（詳細）

WEB
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主な活動実績活動領域 活動目標

「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

•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

•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

•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

•イントラネットとグループ報「にっしん」の活用

•良好な労働環境の整備

•メンタルヘルスケアの強化

•地元サッカーチーム「京都サンガF.C.｣の活動支援

•谷崎潤一郎旧邸「石村亭」を活用した文化貢献活動

•（社）京都モデルフォレスト協会の活動に協力

•「ベルマーク」収集活動

•大学との技術交流会

•（社）京都工業会などへ講師派遣

•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

•「独占禁止法遵守マニュアル」の周知・徹底

•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）

•避難訓練実施　•安否連絡網のシミュレーション実施

•責任者配置、教育実施　•各部門で自己点検実施

ソーシャルニーズを探索し、
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

コンプライアンスを徹底する

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

産官学連携を通じて社会貢献活動
に取り組む

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

企業倫理・
社会的責任

P5

P23

P5

P19

P19

P20

P20

P20

P16

P15

P16

P10

P10

P10

P10

1

主な活動内容活動領域 活動目標

環境保護への取り組み

環境配慮製品の開発・提供
•新エネルギー（太陽光）、水環境事業
　などに注力
•「環境配慮設計基準」、「環境ラベル
　認定基準」適用製品拡大

お客様満足度向上活動

共存共栄の推進

積極的な情報開示

成長を支援する教育・研修の推進

ワーク・ライフ・バランスの推進

次世代育成支援

スポーツ・文化活動支援

コンプライアンスの徹底

リスク管理の徹底

CO2削減活動
•省エネルギー活動　
①工場部門 
②オフィス部門 
③物流部門 
④家庭
•省資源・リサイクル活動の推進　
①工場部門 
②オフィス部門 
③物流部門 
④家庭

お客様
～満足度向上～

社員
～働きがいの創造・満足度向上～

パートナー
～満足度向上～

株主
～満足度向上～

社会
～よりよい地域社会への貢献～

公明正大・透明性のある
企業経営

2

3

環境

信頼

企業経営

1
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販売代理店様からの声

社員からの声

販売代理店様との協力

お客様に「安全」「安心」をお届けします

　お客様に満足していただくためには、当社販売代理店様と

の協力が欠かせません。日新電機工作（株）様には、日新電機の

販売代理店として受変電設備の受注に注力していただくほか、

設計仕様の確定から現地施工作業のとりまとめまで幅広い場

面で協力いただいています。

　その中で培った永年の経験と信頼から、主要設備の新設・更

新の受注時に提案内容、時期をサポートしていただいていま

す。また、技術および設計の仕様確認時は、図面では表現でき

ない注意点や現場の思いを伝えていただき、現地作業時の限

られた時間と作業スペースの中で効率よく機器の据え付けか

ら配線ケーブルの接続までができるように尽力いただいてい

ます。さらに、トラブルが発生した場合は、素早い現場対応で、

被害を最小限に抑えるため協力をお願いしています。

　今後も、お客様先でよりよい製品設備を構築するために、販売

代理店様との協力を推進していきます。

受注・設計から現地工事まで
幅広い場面で永いお付き合い

私たちは、日々技術の向上に取り組むことで、お客様に満足していただける安定した品質の製品と
サービスの提供を実現し、常に誠実な対応を心がけることで、
永く信頼され続ける会社を目指しています。

「お客様からの信頼」のために

■ サービスネットワーク

お客様に納める製品の前で打ち合わせ

大きな重機を扱うときは特に注意

現場の安全と品質

24時間フリーダイヤル対応
　お客様からの問い合わせや苦情をフリーダイヤルで２４

時間受け付け、専門部署が迅速に対応しています（2009

年度は501件のお問い合わせや苦情がありました）。

　また、電子メールによるサポートをご希望のお客様には、

技術情報・障害事例・メンテナンスに関するお役立ち情報

などを掲載したメールマガジン「テクノレター」を月２回配

信し、ご好評をいただいています。また、このメールに返信

するかたちでお困りごとのご相談・質問・要望もお受けして

おり、双方向のコミュニケーションにも取り組んでいます。

国内全域をサービスネットワークでサポート
　お客様からの要望をお伺いし、お客様の視点に立った提

案活動に取り組むため、アフターサービス専門の営業担当

者を配置したＦＳ（フィールドサービス）ネットワークを整備

しています。

　このネットワークは北海道から沖縄まで国内全域をカ

バーしています。万一、障害が発生した場合は主要拠点で

ある京都・前橋・東京の技術員をはじめ、各地域の協力

会社と緊密に連携して素早く対応できる体制を整えて

います。

　私たちは、「安全は全てに優先する」「基本に忠実で確実な仕

事をする」ことを肝に銘じ、会社と作業所が一体となって、日々

の教育訓練、安全・品質パトロールなど各種安全・品質活動を

強力に推し進めています。

　そして、お客様に１００％満足いただくことを目指して、「一人ひ

とりが主役となり、お客様に安全と安心を納める」をスローガン

に、各地の事業場で現場施工と調整試験作業を行っています。

立会検査以外でも
ご要望があればいつでも説明

お客様からの電話を
フリーダイヤルで24時間受け付け

顧客満足を向上させる
アフターサービス

お客様にいつまでも安心して日新電機
納入の装置を使っていただくために、私
たちサービスマンはお客様の使用状況・
ご要望に合わせて日夜点検作業に励ん
でいます。また、技術者としての知識や
経験を生かした「提案・サービス」ができ
るよう、日頃からお客様のご意見やご要
望をお伺いするなど、コミュニケーション
を大切にすることを心がけています。

「熱心電機」が日新電機のもう一つの社名…

お客様サービス事業本部  新田 義之

社員からの声

20年前、社会人として初めて名刺交換させ
ていただいたのが、「工作さん」でした。系列
会社と勘違いし、ざっくばらんにお話。後で
別会社だと聞きビックリ。今後も顧客満足の
向上を目指して、強力なパートナーシップを
継続していければと考えています。

お客様のためにも強力なパートナーシップを

産業・電力システム事業本部  近藤　智

社員からの声

30年の永きにわたって、日新電機工作様と
一緒になって受変電設備を設計していま
す。これからも、かゆい所に手が届く仕事を
心がけ、信頼を継続したいです。

「かゆい所に手が届く」提案を心がけます

産業・電力システム事業本部  坂本 浩志

ご要望に対し、言われたことだけを検討する
のではなく、お客様が気づいていないところ
まで検討し、日新電機様の自社製品を使って
安価な提案をしていただければ、信頼関係が
もっと深まると思います。

一歩先を行く提案で、信頼関係の一層の深化を

日新電機工作（株） 取締役  源川 建志 様

●品質マネジメントシステム認証取得状況
●品質方針
●品質保証体制図

●お客様からの苦情件数
●２４時間フリーダイヤルによる受付件数

WEB

仙台
京都

福岡

広島

沖縄

前橋

熊本

東京

名古屋

札幌
：お客様サービス事業本部
：サービス拠点
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ベルマークなどを地域の小・中学校へ寄贈 中国の大学生を対象に研修を実施

私たちは、事業活動にかかわる関係法令をはじめとした社会的規範を守るとともに、
自然環境と調和した事業活動の推進に努めています。また、社会を構成する一員として
地域と良好な関係を築くことを目指し、さまざまな活動に取り組んでいます。

「社会からの信頼」のために

黄金中学校にベルマークを寄贈

　社員一人ひとりが参加できるCSR活動として、2009年7月

からベルマークや使用済みインクカートリッジの収集を開始しま

した。中部支社では2009年12月にウォータークーラーの購入

を計画している黄金中学校（名古屋市）へ、本社でも2010年

2月に一輪車の購入を計画し

ている梅津小学校（京都市）

へ、それぞれ寄贈しました。

　今後も地域の小・中学校へ

のベルマークと使用済みイン

クカートリッジの寄贈を続け

ていきます。

盲導犬育成に協力

関西支社での購入斡旋

　当社は盲導犬のぬいぐるみ「Good Good！キルト」の購入を

社員に斡旋し、2009年度には200体以上を販売しました。

　「Good Good！キルト」は多くの重度障がい者を雇用されて

いる（株）かんでんエルハート様が販売する盲導犬育成チャリ

ティーグッズで、売り上げの

一部は（財）関西盲導犬協会

に寄付されます。商品名に使

われている「キルト」は、同社

が最初に貸与を受けた盲導

犬の名前にちなんでいます。

工事現場でも地域と良好な関係を

着ぐるみで子どもたちを歓迎

　当社は製品の特性上、現場での据え付け工事を行う必要が

あります。長期に及ぶ工事では地域や近隣との良好な関係づ

くりにも留意しなければなり

ません。

　北海道十勝浄化センター

での下水道おもしろフェスタ

では、社員が工事関連取引先

の方と共に着ぐるみで小学生

を出迎えました。

国内での取り組み 海外での取り組み

提携先からの声

産学技術懇談会の重要性を痛感

西安交通大学の学生と、
NWの技術者

ベルマーク運動…1960年から、へき地と都会の学校が共に教材備品を整えら
れるようにと始められた運動。

ベトナムの小学校に奨学金を寄贈

フールー小学校の子どもたちから
贈られた、手作りの15周年
記念品など

同志社大学 博士後期課程教授  石原 好之 様

若い研究者や学生にとって、大学で学ん
だ電気工学が実社会でどのように生か
され、役立っているかを知る機会は非常
に大切です。日新電機との合同技術懇談
会はそれを実際に見聞きできる貴重な
機会であり、きわめて意義のある技術交
流だと思います。

社員からの声

産業界の最新製品技術を教育現場に

日新パルス電子（株）  大下 英次

大学教育で得た知識が産業界で実際に
製品技術として活用されている事例を
紹介しました。無限の可能性を秘めた学
生・研究者の皆さんの知見の向上など
に寄与できれば、これ以上の喜びはあり
ません。

　発足から15周年を迎えたボランティア団体『ベトナムの

「子どもの家」を支える会』（小山道夫代表）を通じて、ベトナム・

フエ市のフールー小学校へ奨学金を寄贈しました。これは

2007年度から実施しているものです。

　この団体からの奨学金援助で小学校を卒業した生徒が、昨

年、当社の海外生産拠点である日新電機ベトナム有限会社に

入社しています。

　これからも当社ではベトナムへの奨学金制度の支援を継続

していきます。

　2009年8月、海外生産拠点の一つである日新電機（無錫）

有限公司（略称：NW）では、中国の理工系重点大学として知ら

れる西安交通大学（陝西省西安市）の学生を対象とした研修を

実施しました。

　研修に参加した高電圧・発電分野を専攻する大学生9人は、

実際の製品や技術に触れながら、活発な議論を交わし、研究に

取り組んでいました。交流の窓口となったNWの技術者にとっ

ても知的な刺激を受ける場となりました。

　この研修は中国の電力業界で次代を担うことが期待されて

いる学生への支援になると同時に、産学の積極的な技術交流

を目指したもので、今後も引き続き実施していきます。

変圧器工場で説明を聞く
インターンシップ生

　ものづくりの素晴らしさを若い世代に伝えることは、

私たちメーカーに課せられた大切な責務であると考えて

います。

　こうした趣旨から、当社では同志社大学理工学部電気工

学科の研究室・研究センターと連携し、2007年度から定

期的に「合同技術懇談会」を実施しています（計6回開催）。

　同懇談会では技術交流を目的に大学と企業がそれぞれの

持ち味を生かしたテーマを取り上げ、大学・大学院生の参加

は累計約600人にも及びました。参加者の知的好奇心を

刺激するものになったと自負しています。このほか高専・工

業高校・高等養護学校・中学校の学生のインターンシップ

も受け入れており、一部ですが現場体験ができる場を設けて

います。

　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、卒業後の進路決定時の参考にもなり、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。

同志社大学での
合同技術懇談会

若者たちに技術の未来を

次世代技術者の
育成を支援

●地域に密着した協賛一覧
●住友グループ広報委員会の活動

●公的機関からの受賞一覧
●インターンシップ受入実績

WEB
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社員からの声

販売代理店様とのコミュニケーション

　全国各地で地域に根ざし、きめ細かい営業活動を展開しなが

ら当社の製品を販売していただいている販売代理店様も、当

社の重要なパートナーです。

　販売代理店様に対しては、毎年5月頃に全国販売店会議で当

社の新技術や戦略製品についてご説明するほか、必要に応じて

個別製品の説明会を実施し、拡販などをお願いしています。

連携を強化

配当政策

　当社は企業価値を中長期的に向上させることが株主様への

責任であると考えています。また、それと同時に適正な利益還

元を経営上の最重要課題と位置付けています。

　配当については配当性向、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上で決定しています。

適正な利益還元に配慮

コミュニケーション

株主様への工場案内会を初めて実施

私たちは、株主の皆様のために適切な水準の配当を確保し、
長期的な株主価値の向上に努めています。

「株主からの信頼」のために

若手社員からの声

調達の現場で実感するのは、品質や製作
方法、短納期対応、コストダウンへのご協
力など、あらゆる面で日新電機協力会を
始めとするパートナーの皆様の存在が
大きくかかわっていることです。常々の
ご協力に大変感謝しています。私も期待
に応えられるように、頑張ります。

取引先様の大きな存在感を感じながら

取引先様からの声

販売代理店様からの声

古くからのお付き合いで、もう62年目にな
ります。「日新電機さん」の優れた商品と行
き届いたアフターサービスに、当社ならで
はの誠意を添えて、地元密着を基本にした
販売活動を続けています。

お付き合いは62年前から

私たちは、協働でビジネスを行うパートナーに対して、
誠実かつフェアな対応を心がけ、共に成長することを目指しています。

「パートナーからの信頼」のために

構内を3つのグループに分けてご案内

　2009年6月に開催した株主総会のあとで、希望された株

主様を対象に創業以来初めて工場案内会を実施しました。

　「日新テクノアカデミー」では技術教育と技能継承活動の様子

をご覧いただき、「配電盤工場

ショールーム」ではコンパクト

な開閉装置の実物を見て、

触っていただくなど、当社の

事業活動の一端に触れてい

ただくよい機会となりました。

開かれた株主総会
を目指して

法務室  古家 貴生

日新電機協力会青年経営研究会（（株）素久製作所 代表取締役）
代表幹事  野本 浩司 様

日高商事（株） 代表取締役社長  高橋 智則 様

調達部  中谷 弥々

受付で
株主様を
ご案内

株主様とのコミュニケーションを重視
　定時株主総会を株主様と直接コミュニケーションできる

場ととらえ、できるだけ多くの方にご出席いただくために、総

会集中日を回避して開催しています（2009年度、2010年

度は6月24日に開催）。総会への参加が困難な株主様には

書面に加え、インターネットを通じて議決権を行使できる環

境を整え、2007年度から実施しています。

　総会では事業活動への理解を深めていただけるよう、業

績動向や経営方針などについて大型スクリーンを活用し

てわかりやすく説明しています。また、一方的な情報提供と

ならないよう、株主様との双方向のコミュニケーションを

重視した運営を心がけています。

定時株主総会は株主様と直接コミュニ
ケーションが取れる重要な機会ですか
ら、招集通知の早期発送や平易な表現に
よる書面作成など、主催者側としてはさ
まざまな努力が欠かせません。2009年
度は初めて工場案内会を実施しました。
今後も当社を知っていただくための企
画を考えたいと思います。

密接なコミュニケーションを図るための企画を実施

2010年3月、日新電機協力会のうち8
社がタイとベトナムにある日新電機のグ
ループ会社を訪問しました。現地では協
業関係について活発な意見を交換し、問
題点や課題が明らかになる一方、今後の
協業のあり方も見えてくるなど、互いに
有意義な成果を得ることができました。

協業をめぐって意見交換

４つの原則を基本に新たな取引先様を開拓
　取引先様と取り引きを開始するにあたっては、「公明正

大・機会均等・法令の遵守・機密保護」を原則に、判断基準

を置いています。

新規取引の判断基準
　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 納期その他への対応力　
　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）
　⑦ CSRの取り組み　など

取引先様と打ち合わせ

取引先の皆様と
アイデアの協議

協力し合い
共に成長する

株主総会会場

●株主構成
●配当金・配当性向

WEB
●協同組合日新電機協力会に
　ついてWEB
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社員からの声

社員教育

読んで元気になる社内報

　日新電機と国内グループ会社6社では、職場や仕事上での問

題を発見し、チーム全員で解決する小集団活動「AST（All the 

小集団活動を海外でも展開

健康で安心して働ける職場づくり

　働く人の心の健康（メンタルヘルス）に対するケアにも力を

入れています。

　これまでにも産業カウンセラーによる社内相談窓口を設けて

いましたが、2008年度からは健康保険組合と連携して、カウン

セリング専門会社による出張相談サービスも導入しました。

　また、メンタル疾患の予防活動にも力を入れており、自分で

心の不調を防ぐ方法を学ぶ「セルフケア研修」、マネージャー

が職場で配慮すべきことを学ぶ「ラインケア研修」を開催し、

これまでに700人以上の社員が受講しています。

メンタルヘルスケアの強化

社員の働きにより、会社は社会の信頼を得て成長します。
働く社員が仕事を通して安定した生活、生きがいを実現できるよう、
協力関係を継続していきます。

「社員相互の信頼」のために

社員からの声

「ECOワークの日」はエコを意識

「ワーク・ライフ・バランス」支援の取り組み

働きやすい
職場環境を整備

日亜電機股份有限公司（NAC）での
「AST21」小集団活動の様子

大勢の集会が可能な
多目的ルーム
（研修室と食堂をつないで使用）

「榛風寮」

良好な労働環境の整備

　2009年9月、前橋製作所（群馬県）に近接して、鉄骨2階建

ての新しい独身寮「榛風寮」が完成しました。寮内には多目的

ルームもあり、寮生以外でも、幅広く社員の交流などに利用さ

れています。

　本社（京都市）の独身寮「久世寮」では、毎年春には新入寮生

の歓迎会が開かれ、先輩

と後輩が出会い、社員の

交流を深める場としての

役割を果たしています。

独身寮「榛風寮」を新築

ECOワークの日…電機業界におけるワーク・ライフ・バランスの取り組み
の一つ。

ワーク・ライフ・バランス…仕事と生活の適度なバランス。「仕事と生活の
調和」と訳される。

メンタルヘルス…心の健康のこと。とりわけ企業では複雑な人間関係や長時間労
働などのストレスで、メンタルヘルスに不調をきたす人が増加しているといわれる。

members’ Small Team）21」を展開しています。2009年

4月から海外グループ会社11社でも活動を開始しました。

　「AST21」はチームワークを育てることを通じて一人ひとり

の問題解決能力を高めるだ

けでなく、リーダーシップなど

個人の成長にも直結します。

当社では、グループ共通の活

動として国や習慣の違いを乗

り越えた取り組みを推進して

います。

ちょっとした話題を知ることで他部署のこと
を身近に感じることができるので、毎日更新
されるイントラネットの「Webにっしん」を、
月曜日のお楽しみにしています。また、グ
ループ報「にっしん」は持ち運びしやすい冊
子のため、どこででも見ることができるのが
いいですね。どちらも社員の顔が多く掲載
され、読んでいて元気になれます。

社員と会社を結ぶ架け橋～社内報発行

グループ報「にっしん」

社内コミュニケーションの活性化

　経営トップからのメッセージのほか、経営方針、事業活動、当

社グループで働く社員の姿などを豊富な写真と記事で伝える

グループ報「にっしん」を季刊発行しています。

　一方、イントラネット上の「Webにっしん」は、社員からの情報

提供をもとに大小さまざまな

社内ニュースを毎日更新する

身近な情報媒体です。社員が

会社の情報を把握し、経営参

画意識を高めるためにも、こ

うした社内コミュニケーション

の充実に努めています。

グループ報「にっしん」の
マスコット「えんぴつ君」

　2009年度から毎月16日（休日の日は前倒し）を「ECO

ワークの日」とし、仕事のやり方の見直しや、職場全体の

定時退社に取り組んでいます。また、定時後の社内外の清

掃活動や職場の消灯目標を設定し、エコロジーでエコノ

ミー（効率的）な働き方を推進しています。

　この結果、他の平日と比べて大幅な省エネルギーを実現

し、年間で約30トンのCO2排出削減効果につながりました

（P7に関連記事：「ＥＣＯワークの日」の電力消費）。

　環境にやさしい働き方は社員一人ひとりのワーク・

ライフ・バランスの向上にも不可欠と考え、今後も全社的

な取り組みを展開していきます。

　働き続ける意欲と能力のある社員が仕事と生活を両立

できるように、育児休職制度、育児短時間制度、介護休職

制度などさまざまな支援制度を用意しています。

　また、長時間労働に陥りがちな働き方を根本から見直し、

仕事のやり方を変える意識啓発活動の一環として、週2日

の「定時デー（業務活動を定時で終了）」を設定しています。

育児休暇中、息子と一緒の時間を過ごせたことで、親子関係
が深まったことを実感しています。男性の育児休暇取得はま
だまだ少数派でしょうが、多くのお父さんに体験してほしいと
思います。

父親として10カ月の育児休暇を取得

産業・電力システム事業本部  藤沢 恵介 （写真右端）

社員が自主的に取り組む
小集団活動でコスト低減などに貢献

仕事を終えて帰宅する様子

環境事業本部  馬詰　勝

●メンタルヘルス研修受講者数
●婦人科検診受診率
●女性社員活躍の状況

●障がい者雇用率
●休業度数
●社内研修受講者数

WEB
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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。

I
N
P
U
T

O
U
T
P
U
T

水資源投入量

1,877 t 5.8 t1,987 t

総排出物量

地下水 85,192m3

上水146,290m3

化学物質投入量（PRTR対象）
35.9 t

リサイクル量 埋立廃棄物量CO2

（当社取扱36物質の総量）

SF6 17,893 t-CO2

SF6排出量

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

21.2 t

総排水量

210,492m3

当社取扱
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・真空応用装
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。

■ エネルギー使用量 種類別内訳

電力  291.7TJ

その他  15.3TJ

重油  19.9TJ

都市ガス  53.9TJ

■ 総エネルギー投入量

2007 20092008 （年度）

（TJ）

400

300

200

100

0

（年度）

（t-CO2）

18,000

12,000

6,000

0
2007 20092008 （年度）

（t-CO2）

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2007 2008 2009 （年度）

（t）

3,000

2,500

2,000

1,500

50

0
2007 20092008

総排出物量 リサイクル量 埋立廃棄物量

…目標未達…目標達成※2 独自の評価基準に基づく評価点。

エネルギー起源CO2排出量
18,005 t-CO2

380.8TJ

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

全製品対象
●環境配慮設計実施
●鉛など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）

生産高CO2原単位を90年度
比35％削減
（1990年度基準＝
0.304t-CO2/百万円）

廃棄物のリサイクル率
92％以上
（1999年度基準=68.1％）

ゼロエミッション
●廃棄物の埋立率1％以下

SF6の大気排出率 2.0％以下
（1999年度基準=25.5％）

揮発性有害化学物質（VOC）
の大気への排出量を2000
年度比30％削減
（VOC2000年度取扱量
=42t）

環境目標
活動項目

2010年度

環境目標 実績 評価 活動事例

2009年度

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※2

●鉛など6物質フリー化
●省資源化
●省エネルギー化
●低騒音化

評価点平均28.3点up

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環境認証
取得の要請・指導を実施

●環境認証取得状況調査
●環境認証取得要請

お取引先様17社
KES認証取得

省エネルギー活動の推進
●生産高CO2原単位を90年度比
35％削減
（原単位0.198t-CO2/百万円）

●高効率蛍光灯、高効率水銀灯への
更新
●空調機の省エネ（インバータ化）
●乾燥炉の稼動集中
●省エネ変圧器への更新
●エネルギー機器の運用改善
●全社定時デーの推進
●エコドライブの拡大

生産高CO2原単位を
90年度比38％削減
（原単位
0.188t-CO2/百万円）

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180t以下
（616t削減）
（1999年度の廃棄物量基準値＝
796t）

●分別の徹底
●RPF化による削減（RPF：Refuse 
Paper＆Plastic Fuel）
●製品の設計最適化による廃棄物削減
●コピー紙の削減

再資源化できていない
廃棄物の排出量
110t（686t削減）

ゼロエミッション活動
●廃棄物の埋立率1％以下

●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廃棄物の埋立率0.3％

SF6の大気排出率の削減
●大気排出率2.0％以下

●SF6取扱作業の管理徹底による回
収率の向上SF6の大気排出率1.7％

VOCの大気排出量の削減
●大気排出量を2000年度比
　5％削減

●静電塗装ガン導入
●洗浄液などの密封管理
●塗装膜圧の最適管理

大気排出量を
2000年度比
21％削減

国内のすべての事業所、支社、支店を含む体制

※1 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
製品部会などを含む。

環境マネジメントシステムを製造拠点だけでなく、国内営業部門にも拡大しました。
今後さらにグローバルな展開を図り、グループの総力を挙げて環境にやさしい企業を目指します。

環境への取り組み

環境マネジメントシステム

目標と実績

　日新電機グループでは、関係会社を含む国内の全事業所を

統括し、トップダウンによって管理する環境マネジメントシステ

ムを確立しています。　　

　2009年度は、梅津構内に常駐しているお取引先様2社に

加え、対象範囲を支社・支店へも広げ、昨年編入した九州支店

を含めて国内のすべての事業所、3支社、6支店を含む体制と

なりました。

環境理念・方針

380.8
合計

（TJ）

INPUT・OUTPUT（2009年度）

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※1

内部環境監査員

梅津 九条 久世 滋賀

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

3支社・
6支店

●環境会計
WEB
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LCA（ライフサイクルアセスメント）…製品の素材、製造、輸送、使用、廃棄また
は再使用されるすべての段階で環境にどんな影響を与えたかを評価する手法。

エネルギーの効率利用を進めています

環境への取り組み

環境負荷の低減

　2009年度のCO2排出量（原単位）は、目標値である0.198

t-CO2／百万円を上回る0.188t-CO2／百万円を達成しました。

　今後もより一層のエネルギー削減を推進していきます。

PRTR法対象物質の削減に取り組んでいます

化学物質管理

　有害と思われる化学物質の発生源や環境への排出量、廃棄物

としての移動量などのデータを把握し、集計・公表する制

環境に配慮した調達活動を推進しています

グリーン調達

環境教育

　当社では、環境負荷の少ない部品や材料を優先して調達す

るために「グリーン調達ガイドライン」を定めています。

　主要なお取引先様を対象とした「グリーン調達説明会」では、

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）などの認証取得を勧めており、それを支援する体制

も整えています（2009年度は17社がKESの認証を取得）。

LCA手法で環境負荷の低減を図っています

環境配慮設計

　当社では、LCA（ライフサイクルアセスメント）によって、環

境に及ぼす負荷を定量的に把握しています。

　LCAではそれぞれの工程のどの部分で環境負荷が生じて

いるかを判断できるため、環境に配慮した製品開発ができま

す。さらに、工程ごとに関わる部署がそれぞれ改善に努めるこ

とで、より環境負荷の少ない製品づくりが可能となります。

■ 環境影響評価項目

■ ＬＣＡ手法の枠組み

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

■ PRTR法に基づく事業所別対象化学物質（2009年度）

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

■ エネルギー起源CO2排出量／原単位率

（年度）

（t-CO2） （％）エネルギー起源CO2排出量

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2007 2008 2010

目標達成年度
20091990

基準年度

CO2生産高原単位率

■ SF6の取扱量／排出量／大気排出率

■ 廃棄物総排出量／リサイクル率／埋立率

環境への理解を深める教育を実施しています

eco検定受験者のための勉強会

　環境問題の重要性やISO14001を学ぶため、「環境ガイド

ブック」と「CSR報告書」をテキストに会社全体で環境問題に

取り組んでいます。

　また、環境に対する幅広い知識を持つ人材を育成する必要

から、東京商工会議所が主催する「環境社会検定試験（eco検

定）」の受験を奨励しています。受験者をサポートするために、

社内で勉強会も開いています（2009年度は5回実施）。これ

までの合格者は139人となっています。
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機器のコンパクト化を通じて環境負荷の低減へ
　当社は電力用コンデンサおよびユニット形コンデンサ設

備で豊富な納入実績を有しています。LCAの視点から機器

材料を見直し、設備本体のコンパクト化に取り組みました。

　その結果、製造段階および使用中におけるCO2排出量の

削減を実現し、環境負荷の低減に寄与しています。

TOPICS

電力用コンデンサ

100％
100％
100％

80％
60％
80％

ユニット形コンデンサ設備
6.6kV 3φ 60Hz　

3000kvar（500kvar×6）
L=6％

機器製造
使用
廃棄

100％
100％
100％

49％
57％
49％

項目

従来品 新形品 従来品 新形品

電力用コンデンサ
66kV 3φ 40Mvar

L=6％

65

47.6

2.0

43.8

66.6

93.0 92.0

1.0

■ LCAの概念図

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

資
源
採
取

材
料
加
工

製
品
製
造

流
通・販
売

使
用・消
費

19,505
18,005

度「PRTR法」に基づき、化学物質の適正な管理に努めています。

　2009年度におけるPRTR法の報告対象となる化学物質は

下記の通りです（年間使用量1トン以上）。

PRTR法報告対象物質

本社工場

前橋製作所

（株）オーランド京都工場

事業所

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
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

■ CO2排出量比較例

19,506

ユニット形コンデンサ設備
（スーパーユニバールツイン）

（注）記載のない事業所は、対象物質の報告を要する量まで達せず。

0.70.90.9

※ 1990年度基準＝0.304t-CO2／百万円。

●PＣＢの適正処分
●土壌汚染／水質汚染防止

WEB
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「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

1917年（大正6年）4月11日

102億5,284万円

4,451人（連結）

1,783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（2010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

拠点一覧

調相設備 154億円

制御システム 149億円

社名「日新」の由来

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

■ 売上構成（連結） ■ 所在地別売上高（連結）

■ 売上高

2007 2008 2009 （年度）

（百万円） 単独 連結

100,000

50,000

0

■ 経常利益

2007 2008 2009 （年度）

（百万円） 単独 連結

6,000

3,000

0

■ 従業員数

2007 2008 2009 （年度）

（人） 単独 連結

5,000

2,500

0

61,380

105,274

67,485

109,673

57,698

4,310

6,369

4,974

6,135

4,522 4,363

1,773 1,794

4,458

1,783

4,451

87,176

4,432

872
売上高

58%
日本 2,572人

3%

台湾 113人

79%

日本 689億円

4%

その他 31億円

その他 145人
3%

13%

17%

18%

タイ 461人
10%

中国 1,160人
26%

■ 所在地別社員数（連結）

中国 152億円ビーム・真空応用装置 

117億円 17%

52%
（億円）

4,451
社員数

（人）

〈国内〉

〈海外〉

872
売上高

（億円）

受変電設備
 452億円

韓国日新イオン株式会社
Nissin Ion Korea Co., Ltd.

日新電機（大連）技術開発有限公司
Nissin Electric (Dalian) Technlogy Development Co., Ltd.

日新高性能塗層（瀋陽）有限公司
Nissin Advanced Coating (Shenyang) Co., Ltd.

日新馳威高能電機（上海）有限公司
NHV Corporation Shanghai
日亜意旺机械（上海）有限公司

Nissin Allis Ion Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

日新高性能塗層（東莞）有限公司
Nissin Advanced Coating (Dongguan) Co., Ltd.

日亜電機股份有限公司
Nissin Allis Electric Co., Ltd.
日亜聯合離子機器股份有限公司

Nissin Allis Union Ion Equipment Co.,Ltd.

Arteche Nissin, Sociedad Limitada
（スペイン）

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

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

日新高性能塗層（天津）有限公司
Nissin Advanced Coating (Tianjin) Co., Ltd.

日新電機（呉江）有限公司
Nissin Electric (Wujiang) Co., Ltd.

Nissin Advanced 
Coating Indo Co., Ltd.（インド）

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
株式会社エコトロン

株式会社日新システムズ

日新イオン機器株式会社
日本アイ・ティ・エフ株式会社

日新受配電システム株式会社

日新電機商事株式会社（東京都） 日新パルス電子株式会社（千葉県）

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

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

NHVアメリカ会社
NHV America Inc.

京都市
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