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日新電機グループの迎賓館・石村亭（せきそんてい）

　文豪・谷崎潤一郎が「潺湲亭（せんかんてい）」と名付けてこよなく愛

した邸です。世界遺産「下鴨神社・糺（ただす）の森」に面した、約100年

前の数奇屋造りの建物と池泉回遊式の庭が、谷崎のお気に入りでした。

1956年、京都に心を残しながら邸を明け渡すことになったとき、縁が

あって譲り受けました。その際、谷崎から「京都に来た時は見に来るの

で、現状のまま使って欲しい」との要望がありました。「石村亭」の命名者

は谷崎で、母屋に直筆の扁額が掲げられています。

　日新電機グループの行動理念「誠実・信頼・永いお付き合い」のシン

ボルとして、「55年前に文豪が愛した空間」を守り続けています。

（P3 「トップメッセージ」写真撮影場所）

Cat.No. CSR−11

2011.6.N.540 BC

CSR報告書 2011

環境配慮製品の開発 ➡P7-8
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グループ会社一覧 （海外：21社　国内：10社）

編集方針

会社概要・グループ会社一覧
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事業・製品紹介

　　　　　環境配慮製品の開発

　　　　　環境に配慮した生産活動

コーポレート・ガバナンス

CSRマネジメント

　CSR活動の目標と実績・計画
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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

 環境への取り組み

CONTENTS

1917年（大正6年）4月11日
102億5,284万円
4,818人（連結）
1,769人（単独）

会社概要 （2011年3月31日時点）

創立
資本金
社員数

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）
電気機械器具の製造・販売、ならびに付帯工事

建設業許可
発行済株式総数
株式コード
事業内容

〈国内〉

〈海外〉

「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
社名「日新」の由来

　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共に、
当社グループが重視しているCSR活動の2010年度の実績と今後の目
標などを、14ページの表に記載しています。また、各ステークホルダーに
対する責任と行動を、当社グループの行動理念である「5つの信頼」を軸に
まとめています。ステークホルダーであるお客様や取引先様のコメントを
掲載し、またCSRの担い手となる社員の写真を掲載することで、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9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／
日新パルス電子株式会社

●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 ： 2010年4月1日～2011年3月31日
発　  行  　月
次回発行予定月
前 回 発 行 月

： 2011年6月
： 2012年6月
： 2010年6月

53.3%
日本 2,563人

4.2%
その他 204人台湾 111人

2.3%

タイ 556人
11.5%

中国 1,384人
28.7%

所在地別社員数（連結）

4,818
社員数

（人）
官公需 126億円

需要先別売上高（連結）

13.9%

35.0%

一般民需
 316億円

65.8%

国内 595億円

16.9%

電力会社
 153億円

海外 309億円
34.2%

特集 1

特集 2

生産会社 サービスなどの会社

用語 解説 ●CSR（企業の社会的責任）：企業が事業活動の中で関わる人々に対して果たすべき責任。公平な取り引きの実施や製品品質の向上に加え、環境保全などにも
配慮し、将来にわたって発展していける社会（持続可能な社会）の実現を目指すこと。

※ 一部海外グループ会社の取り組みも紹介しています。

売上高

904
（億円）

や　 　　 のマークは海外の取り組みを指します。

韓国日新イオン株式会社

日新電機（大連）技術開発有限公司

日新恒通電気有限公司

日新高性能塗層（瀋陽）有限公司

日新馳威高能電機（上海）有限公司
日亜意旺机械（上海）有限公司

日新高技電機（東莞）有限公司

日亜電機股份有限公司
日亜聯合離子機器股份有限公司

Arteche Nissin, Sociedad Limitada

北京宏達日新電機有限公司

日新電機（無錫）有限公司
日新（無錫）機電有限公司

日新意旺高科技（揚州）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

Nissin Advanced Coating
 Indo Co. Ltd.

日新電機株式会社（本社）
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
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

日新電機ベトナム有限会社

NHV アメリカ社

Nissin Ion Equipment USA, Inc.

京都市
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企業理念を追求することでCSRを推進します

新中長期計画「ビジョン2015」をスタートさせました

今まで以上にグローバルな視点で行動します

　東日本大震災により、お亡くなりになられた多くの方 に々謹んで

ご冥福をお祈り申しあげますとともに、被災された皆様とそのご

家族の方 に々心よりお見舞い申しあげます。当社グループにおいて

は、被害に遭われたお客様設備の復旧支援に全社をあげて取り組ん

でおり、今後も本業を通じて被災地の復興を支援してまいります。

　当社グループは創立以来、独創的な技術と高品質な製品・

サービスの提供を通じてお客様や社会から確かな信頼を獲得し

ながら成長し、社会インフラと産業の基盤づくりに貢献してきま

した。こうした事業活動の根幹は、企業理念を追求するCSR

（企業の社会的責任）の推進であると考えています。

　2008年の金融危機を経た現在の当社グループを取り巻く

環境は、国内景気の低迷が続く一方で、環境・エネルギー事業

分野や海外市場では事業機会の拡大が期待されています。この

ような中で、当社グループは2011年度より、新しい中長期計画

「ビジョン2015」をスタートさせました。

　「ビジョン2015」では、当社のコア技術をベースに成長市場に

積極的に事業を展開し、これまで以上に多面的な市場にバランス

よく軸足を置いた事業構造を構築することにより、市場環境が

変化しても持続的に成長する企業を目指します。具体的には、これ

までの事業の柱である「電力機器」「ビーム・真空応用」の2つの

セグメントに「新エネルギー・環境」「ライフサイクルエンジニア

リング」を加えた4つの事業分野で、思い切ったグローバル展開を

していきます。

　業績目標としては、2015年度に「売上高1,500億円、営業利益

120億円、ROA8％以上、1株当たりの配当15円以上」を達成す

ることを掲げました。また、グローバル化の目標として、グループ

全体の海外売上高比率を2010年度の34％から、2015年度に

は約50％に高めることを目指しています。

　この「ビジョン2015」を実現していくためには、当社グループ

の事業活動も役員・社員一人ひとりの行動も今まで以上に

4つの事業分野でグローバルに成長

日新電機グループは、2011年度から2015年度までの5ヵ年計画「ビジョン2015」を策定し、
2011年4月1日より、グループ全体で達成を目指して取り組みを開始しています。

全てのステークホルダーから
信頼されるグローバル企業を目指して

新中長期計画 「ビジョン2015」

1 事業セグメント別売上高目標3

2015年度の数値目標

連結売上高

億円

連結営業利益 連結ROA 1株当たり配当

2

～ 4つの事業分野でグローバルに成長～

トップメッセージ

2011年6月

代表取締役会長

代表取締役社長

1,500 億円120 ％以上8 年　　  円以上15

当社グループ迎賓館・石村亭にて
※石村亭については、裏表紙の解説をご覧ください。

グループ・グローバルな視点に立ったものにしていかなければな

りませんし、今まで以上にさまざまな国の法律や国際ルール・

文化・慣習などに対応していかねばなりません。そこで、「ビジョン

2015」をスタートするにあたり、「企業行動憲章」を「日新電機

グループ企業行動憲章」として事業のグローバルな広がりに見

合った内容に見直し、「日新電機の企業理念」の名称を「日新電機

グループ企業理念」に改め、グループをあげて目指すべき「ある

べき姿」であることを明確にしました。

　これらを基本的な価値軸として、コンプライアンスの徹底を

図るとともに、事業を通じてグローバル社会のインフラ整備と地

球環境保全に貢献する「グローバルなエネルギー環境ソリュー

ション企業」を目指すことが、当社グループの発展に繋がると

確信しています。

　私たちはこれからも「全てのステークホルダーから信頼される

グローバル企業」を目指して努力を積み重ねていきます。同時に、

皆様からのご指摘やご要望を真摯に受け止め、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。

電力機器 ビーム・真空応用

ライフサイクル
エンジニアリング

新エネルギー・
環境

4×Globalのポートフォリオ4×Globalのポートフォリオ

海外売上高比率

2010年度

34%

2015年度

約50%

（億円）

1,600

1,200

800

400

0

1,500

904

462
640

173

340
86

230

183

290

グローバルなエネルギー環境ソリューション企業を
目指します

代表取締役会長

天野 嘉一
代表取締役社長

小畑 英明

ライフサイクル
エンジニアリング
新エネルギー・環境
ビーム・真空応用
電力機器
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お客様の設備をあらゆるステージでサポートグローバルな社会ニーズに対応最先端機器の高機能化に貢献電気を安全かつ効率的に供給

電力機器 ビーム・真空応用 新エネルギー・環境 ライフサイクルエンジニアリング

発
電
所

工　場

住　宅

携帯端末 パソコン 自動車

新幹線

超高圧変電所 一次変電所

77/66kV 高調波
フィルタ設備

分路リアクトル 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

24kV ガス絶縁
開閉装置 XAE2

66kV 油入変圧器 66/77kV ガス絶縁
開閉装置XAE7

瞬時電圧低下
対策装置

154kV 無効電力
補償装置

高速自動車道
監視制御システム

イオンドーピング装置 イオン注入装置

高調波抑制装置

ユニット形
コンデンサ装置

新エネルギーの活用とそれに伴う電力系統の安定化や電力インフラ整
備、水資源不足への対応など、地球規模で現れた社会のニーズに対応
する事業です。新エネルギー分野では、パワーコンディショナを核とし
た太陽光発電システムのほか、次世代送配電網（スマートグリッド）の
構築を支える製品を提供します。環境分野では、水処理施設の電気設
備から排水処理に関わる製品を提供しています。

お客様にお納めする当社グループの製品の工事・調整・点検・メンテナン
スにより、ライフサイクル全体にわたるサポートを行う事業です。設備診
断、計測データ解析による寿命診断、運転状況モニタリングなどによる
設備の延命、運転管理に至るまでのソリューションを提供しています。

長年培ってきた高電圧技術と真空応用技術を先端分野の製造機器に
活用したのがビーム・真空応用事業です。半導体や薄型ディスプレイの
製造に用いられる各種機器、タイヤや電線などの品質向上に使用され
る電子線照射装置、工具や自動車部品の性能を向上させる薄膜コー
ティングサービスに注力し、今後の成長が期待されています。

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中心と
した事業です。特に66/77ｋＶガス絶縁開閉装置は、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化を実現、国内で高いシェア
を占めています。また、電力会社向けの電力用コンデンサは、近年国内
シェアほぼ１００％を占め、「コンデンサの日新」と呼ばれています。

高速道路

車両ナンバ読取装置

オフィスビル

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

インテリジェント
コントロールセンタ

水処理集中監視
制御システム

排水処理プラント

上下水道
電気自動車用充電器

新エネルギー

単独運転検出装置

太陽光発電システム 太陽光発電用
パワーコンディショナ

薄膜コーティング装置電子線照射装置

薄膜コーティング
サービス

事業・製品紹介

日新電機グループは、電力エネルギー関連の設備を中心に、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。
創立以来、百年近い歴史の中で培ってきた、高電圧技術・真空技術・監視制御技術などを駆使して、
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

65



環境への負荷を軽減する製品づくり

ライフサイクルアセスメント（LCA）の視点から
材料低減や電力損失を改善する製品を開発

温室効果ガス削減をはじめとする環境負荷低減は、社会全体で取り組む重要な課題の一つです。
当社グループでは、この課題に取り組むため、環境配慮製品を開発し続けます。

　材料加工から製品製造、廃棄に至る、製品のライフサイクルに
おいて、環境への負荷を定量化するLCAの視点から、材料低減
や電力損失を改善する製品を開発してきました。2011年度か
らの新しい環境目標では、LCAの考え方に基づいて、製品の使
用時におけるCO2排出量の削減に取り組んでいきます。

　日新（無錫）機電有限公司（略
称:NEW）は、中国国家電綱公司
様からの要請と全面的な協力の
もと、世界最高水準の1,000kV
送電に適合したガス絶縁開閉装
置用ガス絶縁計器用変圧器を開
発しました。
　中国では、発電所が内陸部に

　日新電機（無錫）有限公司（略
称：NW）では、大きさを約26％
縮小した缶形コンデンサを開発
しました。1台当たりの蓄電容量
を増強することで材料を削減し、
材料製造時に発生するCO2を
約30％削減できました。今後は、
このコンデンサを世界市場にも
投入していきます。

長距離送電での電力損失を低減 CO2を削減できるコンデンサ 環境と地域特性に配慮した製品開発
偏在する一方、主な電力消費地
が沿岸部にあるため、長距離を
効率よく送電できる超高電圧送
電設備の建設が計画されていま
す。当社グループは、今後も広大
な国土を持つ中国での電力の有
効活用に貢献していきます。

　自動車の普及が目ざましいタイ
では、強い日差しを遮るため、屋根
付き駐車場が必需品になってい
ます。日新電機タイ株式会社（略
称:NET）では、タイ政府のCO2削
減政策に沿って、4台分の駐車場
の屋根に2.5kWの太陽電池を設置
する太陽光発電システムを開発、

2010年２月からＮＥＴ構内で試
験的に運用しています。発電した
電気はＮＥＴ構内で、庭の滝や
池の浄化設備、電灯などに使用
しています。
　今後は、早期の市場投入を目
指します。

中国における電力の効率的な
送電や蓄電にも、当社グループの
技術が生かされています。

日差しの強いタイでは、
屋根付き駐車場は必須

世界最高電圧ガス絶縁開閉装置用
ガス絶縁計器用変圧器

66kV 油入変圧器

環境に配慮し、
電力損失を大幅に改善

LCAの概念図

30 t-CO2
※ 100kW太陽光発電
　 システム設置

機器をコンパクト化し、
エネルギー消費量を削減

効率的にクリーンなエネルギーを提供

XAE7をはじめとする当社独自の
技術でガスとエネルギー消費量を削減

用語 解説 ●CO2排出量：電気やガス、ガソリンなど実際に使ったエネルギー量をCO2に換算したもの。

環境配慮製品の開発特集 1

低損失磁性体材料の採用と合
理的な低損失設計によって、
電力損失を改善した高効率油
入変圧器を開発しました。高
効率形は標準の20％低減※、
超高効率形は40％低減※を
実現しています。

XAE7は、発想の転換と斬
新な技術を採用し、サイズを
大幅に縮小しました。これに
より、ガス使用量の削減と
ともに、製造段階での材料
やエネルギー消費の低減を
実現しました。

100ｋＷの太陽光発電設備の
発電量は年間約100ＭＷｈに
達し、CO2排出量を約30トン
削減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、効率のよい
運用が可能です。

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
取り組んだ結果、材料調達や使
用中におけるエネルギー消費量の
削減を実現しました。

※ 60％負荷時の全損失低減率。当社従来品比。

中国での中国での
グループ会社の取り組みグループ会社の取り組み

製品ライフサイクルステージ
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コンデンサ設備

66/77kV ガス絶縁
開閉装置XAE7

CO2排出
  削減量※
（年間）

太陽光発電用
パワーコンディショナ

20%減

電力損失

標準形 高効率形※

48%減

CO2排出量

2000 2010

22%減

CO2排出量

2000 2010

太陽光発電用パワーコンディショナ

ガス絶縁開閉装置

高効率油入変圧器

電力用コンデンサ設備

中国での
グループ会社の取り組み
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64 t-CO2

CO2排出
削減量

（2010年度）

10 t-CO2

カーボン・
クレジット購入量
（2010年度）

　北京宏達日新電機有限公司（略称：
BNS）では、2009年度から2010
年度にかけて、消費電力が少ない電
球に交換しました。その結果、年間
約93トン発生していたCO2を、46％
減の年間50トン程度まで削減でき
ました。これは、車の給油１回40リッ
トルの約540回分に相当します。

電球の交換で省エネを実現

工場、事務所、物流、家庭で省エネ活動

CSR推進方針に基づいた取り組みを推進

空調機の更新や効率的な運用、高効率照明器具への更新など、
工場、事務所での省エネ活動をはじめ、物流や家庭においてもCO2削減に努めています。

　「社員一人ひとりがCSR活動を自主的・着実に実践すること」
というＣＳＲ推進方針のもと、環境への取り組みとして、当社では
一斉定時退社・一斉消灯の「全社一斉定時デー」を設けています。
　定時後に各職場を巡回することで、社員の定時退社への意
識向上につながりました。
　その結果、日常の業務効率化と合わせ、省エネ効果も向上し
ています。

海外グループ会社海外グループ会社
の取り組みの取り組み

海外グループ会社
の取り組み

空調機の更新や効率的な運用で
電力使用量を削減

モーダルシフトで
輸送を省エネ化

「京都エコポイントモデル事業」を支援

蛍光灯を高効率照明器具に更新し
紐スイッチを取り付け

●モーダルシフト：貨物の輸送手段を、トラック輸送や航空輸送から環境負荷の少ない鉄道輸送や船舶輸送に切り替えること。
●京都エコポイントモデル事業：省エネ行動に伴いポイントがたまり、そのポイントを商品などに交換することができる取り組み。

用語 解説

環境に配慮した生産活動特集 2

前橋製作所では、空調機の性能
や省エネ効果を比較し、設置場
所に適した空調設備を導入しま
した。生産現場についても、必
要な場所のみ空調できるよう、
レイアウトの変更や間仕切りの
設置などに取り組みました。

蛍光灯を高効率照明器具
に切り替えるとともに、紐
スイッチを取り付け離席時
に消灯できるようにしまし
た。制御機器工場は高効
率照明を初めて導入した
建屋で、３年かけて全面更
新が完了しました。

「京都エコポイントモデル事業」では、削減したCO2
排出量に応じたエコポイントを付与しています。当社は
この原資になるカーボン・クレジットの購入や、エコ
リフォームによるポイント付与の情報紹介などを通じて、
一般家庭における省エネ推進を支援しています。

製品や部材などの一部を、従来
のトラック輸送から、よりCO2排
出量の少ない鉄道輸送や船舶輸
送へ切り替え、省エネ化を図って
います。

　タイでは、ビニールごみが大量
に発生しており、その処理問題に
タイ政府が苦慮しています。そこ
で、日新電機タイ株式会社（略
称：NET）では、製品梱包時に大
量に使われるビニール袋などを
削減する活動を2010年度から
開始しました。タイ国内の物流

物流梱包材を見直し、ビニールごみを削減
では、納入先様との通い箱を準
備して完全リサイクル化を進め
ています。
　また、輸出においても、組み立
て式のスチール梱包を標準化
し、輸出先で再利用できるよう配
慮するなど、グローバル規模で
の廃棄物削減を推進しています。

アジアを中心に展開する
当社グループ会社においても、
省資源・省エネ活動に努めています。

梱包用の通い箱を準備し、
ビニール梱包材を半減

効率よく炉を運転して、
CO2排出量を削減

　日新電機ベトナム有限会社（略称：
NEV）にはガス乾燥炉２基があり、
塗装後の強制乾燥や焼付に大量の
LPG（液化石油ガス）を使用してい
ます。CO2排出量の削減のため、工
程間の停滞時間を短縮して運転時
間を約35％削減しました。今後も
一層の運転時間の短縮に努めます。

工程のリードタイム短縮で、省エネ運転を実現

事務所・制御機器工場

企業京都CO2削減バンク

事務所棟では、離席時
紐スイッチでこまめに節電

写真奥側の間仕切りにより
空調面積を半減させた生産現場 製品をチャーター船へ積み込み作業中

参加家庭

（省エネ分）

CO2排出削減量
の流れ
ポイントの流れ
お金の流れ

クレジットカード

PiTaPaカード

協力店・交通機関

SHOP
（延床面積8,800m2）

6.5 t-CO2

CO2排出
削減量

（2010年度）

67t-CO2
CO2排出
削減量

（2010年度）

変成器工場
巻線・組立室

（空調更新床面積1,160m2）

電球の交換による
省エネ推進活動

家庭での取り組み

事務所・工場での取り組み

工場での取り組み

物流での取り組み

全社一斉定時デーに行った定時後職場巡回
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業務遂行のよりどころとして
　当社は1917年の創立以来、独創的な技術を磨き、高品質な
製品・サービスを提供することを通じて、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。
　私たちのこのような社業に取り組む基本姿勢と、不変の事業
精神を集約したのが、2005年11月に制定した「日新電機グループ
企業理念」と「5つの信頼」です。

ガバナンスを強化
　当社では、経営上の最高意思決定機関である取締役会が、重
要事項の決定・承認と、業務執行状況の監督に当たっています。
また、業務監査を行う監査役を置く「監査役設置会社」の体制を
とっています。
　さらに、社長直轄の組織として「業務監査室」を設け、監査役や
会計監査人と連携を取りつつ、当社グループ全体の内部監査を
実施しています。

　コンプライアンスに関わる問題を早い段階で把握し、自主的に
是正・解決するため、2004年から社員の相談や連絡を受け付け
る内部通報制度「ヘルプラインデスク」を設けています。　　
　2007年には、セクシャル・ハラスメントなどの問題を相談しや
すいよう、女性の担当者が対応する「女性専任ヘルプラインデスク」
を設けて、制度の充実を図りました。

「日新電機グループ企業理念」と「5つの信頼」を行動の原点に、全てのステークホルダーから信頼される企業となるべく、
コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を常に図っています。2011年4月には、企業行動憲章を改定しました。

コーポレート・ガバナンス •「5つの信頼」（詳細）
•「企業行動憲章」改訂履歴
•人権啓発活動

WEB

企業理念と5つの信頼

ステークホルダーへの約束です
　「日新電機グループ企業理念」を実現するための指針とし
て、「企業行動憲章」をまとめています。これは当社グループが果
たすべき役割を明文化したもので、全てのステークホルダーに対
する約束が記されています。2011年4月には、事業のグループ・
グローバルな広がりに見合った内容に改定しました。

企業行動憲章

コーポレート・ガバナンス体制

重要なリスクを特定し、その対策を立案・実施
　全社横断組織「リスク管理委員会」では、リスクの発生を未然
防止すると共に、万一、発生した際は迅速かつ適性に対応できる
よう、リスク管理マニュアルを整備しています。また、毎年9月1日
の「防災の日」には、大規模地震を想定した避難訓練と、社員の
安否を確認する「安否情報連絡網」のテストを実施しています。
　2011年3月11日に発生した東日本大震災では、社長を本部
長とする「緊急対策本部」を立ち上げ、本部長の指揮のもと社員
の安否と建物・設備の被害状況を確認しました。当社グループで
は、人的被害は一切なく、生産設備や製品への深刻な被害は
ありませんでした。地震の被害に遭われたお客様設備の復旧
支援に、全社をあげて取り
組んでいます。
　この度の経験で抽出さ
れた課題を踏まえて、リス
ク管理マニュアルと事業
継続計画（BCP）などの見
直し作業を進めています。

リスクマネジメント

継続して啓発・教育活動を実施
　全社横断組織「人権啓発推進委員会」では、人権の尊重と差
別の禁止、人権問題の解決に向けて、継続して人権啓発・教育に
取り組み、周知徹底を図っています。毎年計画的に、階層別や
テーマ別に人権研修を実施しています。
　2010年度は社長以下全役員をはじめとして、国内の全グルー
プ社員を対象に、「セクハラ・パワハラ」をテーマにした人権研修
を実施しました。

人権尊重
推進体制

内部通報制度「ヘルプラインデスク」

　全社横断組織「コンプライアンス委員会」と、各職場の「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、体制の
整備・強化に必要な施策を推進しています。ACMは各職場の法
令や企業倫理の遵守状態を定期的にチェックして、違反行為の
未然防止を図っています。

コンプライアンス教育
　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。

コンプライアンス

日新電機グループ企業理念

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。

日新電機グループ企業行動憲章

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」

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

1．グループ・グローバルな視点に立った事業活動
　日新電機グループは、国内・海外のグループ会社が一体となってグローバル
に事業展開する企業グループです。当社グループが、このようなグローバルな
企業集団であることを深く認識した上で、すべての事業活動・日常業務をグルー
プ・グローバルな視点で適正に遂行し、グループとして持続的に成長し収益を
あげていくことを目指します。

2．お客様のニーズにあった新製品・新技術の開発
　独創的な技術や得意とする技術を活用して、お客様のニーズにあった新製品・
新技術を開発し、タイムリーに市場へ投入することにより、収益力のある企業グ
ループを目指します。

3．社会に有用で安全・高品質な製品・サービスの提供
　社会に有用で安全・高品質な製品・サービスを提供することにより、お客様の
満足と信頼を獲得し、もって経済・社会の発展に貢献していきます。

4．地球環境問題への取り組み
　地球環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存続と事業活動
に必須の条件であることを認識し、低炭素社会の実現など幅広い地球環境問題
に事業活動全般を通じて主体的に取り組んでいきます。

5．社会とのコミュニケーション
　広報・公聴活動などを通じて、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、企業情報を適時かつ適切に開示していきます。

6．グローバル社会との協調
　事業をグローバルに推進していくにあたっては、国際ルールや各国・地域の
法律ならびにその精神を遵守すると共に、各国・地域の文化や習慣を尊重し、
それぞれの国や地域の経済・社会の発展に貢献していきます。
7．社会の一員としての行動
　会社も社員も共に社会の一員であることを強く認識し、より良い社会の実現
を目指して行動すると共に、積極的に社会貢献活動に参画していきます。
8．法令の遵守と公正・適正な企業活動
　国内・海外の法令・規則や社会的規範を厳格に遵守し、誠実かつ公正な事業
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います。
9．反社会的勢力との関係遮断
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、
関係遮断を徹底します。
10．安全で働きやすい職場環境と人材育成
　安全で働きやすい職場環境を構築すると共に、全グループ社員が相互に協力し合
い、それぞれの能力を思い切って発揮できる企業グループを目指します。このために、
社員の多様性・人格・個性を尊重し、一人ひとりの能力を高め、相互協力関係を強化
するためのジョブローテーションや人材教育をグループをあげて推進していきます。
11．情報の適切な管理
　個人情報・顧客情報を始めとする各種情報の保護・管理を徹底します。

避難訓練の様子

取締役会

会長・社長

監査役会 会計監査人

常務会

業務監査室

CSR推進委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

情報セキュリティ委員会

企業内人権啓発推進委員会

小集団活動全社推進委員会

品質管理委員会

中央安全衛生委員会

全社環境委員会

株主総会

用語 解説 ●ステークホルダー：事業活動を通じて企業と利害関係をもつ組織や個人。従業員、顧客、株主、取引先、地域社会など。
●コンプライアンス：企業が活動するうえで、法律や規則、社会規範などの各種ルールを遵守すること。法令遵守。

コーポレート・ガバナンス体制図

　日新電機グループは、「日新電機グループ企業理念」を不変の事業精神として事業活動に取り組み、お客様や社会から信頼される会社であることを目指していきます。
　「日新電機グループ企業行動憲章」は、「企業理念」の実現に向けて日新電機グループのすべての役員・社員が事業活動や日常業務を進めていく上で、行動の
規範とすべき内容を定めたものです。すべての役員・社員が記載された内容を十分に理解し、その内容を規範として行動することを徹底してください。
　具体的な行動をとるにあたっては、この「企業行動憲章」に基づき策定された「日新電機グループ企業行動指針」や「独占禁止法遵守マニュアル」などの分野ごと
に定められたマニュアルや規定に従い行動してください。日常の事業活動や業務遂行において適切な行動をとれているか、コンプライアンスに違反することはない
かなど、迷った時は必ずマニュアルや規定などに照らしてみる、それでも迷った時は「企業行動指針」、「企業行動憲章」、そして「企業理念」にまでさかのぼって判断
し、判断に困った時は上司または日新電機の「コンプライアンス委員会」（事務局：法務室）に相談・確認し適切な判断を行ってください。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
部
門

事
業
部
門

●エリア・コンプライアンス・マネージャー：各職場でコンプライアンスの徹底に取り組む責任者。部門長、グループ会社社長などが指名される。
●リスクマネジメント：リスクの特定、発生頻度と深刻度の評価、対策の立案、顕在化したリスクの最小化までの一連の過程を通じて、リスクの低減を図る経営

管理手法。
●事業継続計画（Business Continuity Plan＝BCP）：緊急時に事業の継続・早期回復を図るための計画。

用語 解説
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4年間の実績を基に、新しい領域で活動
CSR意識のさらなる醸成と浸透に向けて　当社グループは、「日新電機グループのCSR活動基本方針」を

制定した2006年度を「CSR元年」として、同方針に基づいて年
度ごとの活動目標を定め、取り組みを推進してきました。
　2010年度からは、4年間の活動実績と社員の声、外部環境の
変化を踏まえて、CSR活動領域を見直し、新たに①環境保護へ
の取り組み②信頼度向上③公明正大・透明性のある企業経営、
の3つを中心に、取り組みのさらなる充実を図っています。

年度ごとの目標を定め計画的に活動を展開
　2010年4月に設定した「新しい3つの活動領域」に沿って、
CSR推進委員会で年度ごとの活動目標と重点取り組み分野を

2010年度から「環境」「信頼」「企業経営」をキーワードにした新たな3つのCSR活動領域を設定し、
取り組みを深化させていくと共に、社員一人ひとりのCSR意識のさらなる醸成、浸透を図っています。

CSRマネジメント •「CSR推進委員会」の構成
•「CSR社員アンケート」の結果WEB

基本方針と活動領域

社員の声をCSR活動に反映
　全社横断組織「CSR推進委員会」（2005年12月設置）を中心
に、CSR活動を推進しています。2008年12月には、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、各国の課
題に合わせたCSR活動に取り組んでいます。さらに、2009年9月
には、若手社員で構成する「若手CSR研究会」を設け、若手社員
の声をCSR活動に反映しています。
　また、2009年度の本社・前橋製作所・東京支社に引き続き、
2010年度には、本社・関西支社・中部支社で、社員とCSR推進
委員長の意見交換会を計14回実施しました。前年度の反省を踏
まえ、1回の参加者を少人数に絞ったことで、これまで以上に幅

推進体制

CSR活動の目標と実績・計画

CSR活動領域

日新電機グループのCSR活動基本方針
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

本社で開催した意見交換会では、辛口の意見も

●ベルマーク収集活動：ベルマーク協賛企業の商品に付けられたベルマークを集めて、地元の小学校PTAへ贈呈し、教育環境の改善に役立ててもらっている。

目標・成果報告 公表

成果報告

成果報告・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
（当社グループ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・社会・パートナー
（ステークホルダー）

広聴指示・指導

支援・指導

支援・指導・教育

広い視点からの率直な意見・提案を聞くことができました。これ
らの意見は、2011年度のCSR活動計画に生かしています。

　社員一人ひとりが自由に、気軽に参加できるCSR活動として、
従来の「ベルマーク収集活動」に加えて、「お年玉当選年賀葉書収
集活動」を実施しました。これらの活動をイントラネットや社内報
で紹介して、社員のCSR意識のさらなる醸成に努めています。
　また、2008年度から毎年6月に、全社員を対象にした「CSR
社員アンケート」をイントラネット上で実施し、CSR意識の浸透
度を計測しています。アンケート結果からは、CSR活動に関す
る理解が深まり、CSRの輪が広がっていることが裏付けられて
います。

2010年度～（第2期）

本業を通じた地球環境保護への取り組み

お客様・株主・社会・パートナーからの信頼、
社員相互の信頼

公明正大・透明性のある企業経営

定め、それぞれの主管部門が具体的な活動計画を作成して、
主体的に取り組んでいます。

2011年度の計画2010年度の実績活動領域 重点取り組み分野活動目標

環境配慮製品の開発・提供

CO2削減活動

グリーン調達推進

環境保全活動

お客様満足度向上活動

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

共存共栄の推進

積極的な情報開示

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

情報セキュリティの徹底

継続

継続（事務所部門、物流部門、家庭
にも注力）

適用範囲拡大

継続＋生物多様性保全活動

継続

継続＋コア技術講座開催

継続

継続

継続

体制整備・実施回数増加

継続

新「日新電機グループ企業行動憲章」
の周知徹底

国内・海外グループ会社でも構築

海外グループ会社でガイドライン
見直し

新エネルギー（太陽光発電）、水環境
事業に注力

環境ISO活動によるCO2削減、
「ECOワークの日」実施、
eco検定取得者増活動

環境配慮部材の使用

「公益社団法人 京都モデルフォレスト協
会」の活動支援、工場周辺の清掃活動

高品質な製品・サービスの提供、
お客様とのコミュニケーション増進、
お客様アンケート実施

キャリアデザイン研修、ものづくり基
礎研修、設計力強化講座

両立支援制度拡充、全社一斉定時
デー、業務のムダ取り運動

「協同組合 日新電機協力会」との連携

IR活動、新中長期計画「ビジョン
2015」の策定・公表

「社団法人 京都工業会」などへの講師
派遣、「小学生理科教室」実施

地域スポーツ振興支援、谷崎潤一郎
旧邸「石村亭」の維持・管理

研修会実施、啓発活動
（社内報、イントラネットなどを活用）

BCPの構築

eラーニング実施

信頼

企業経営

環境

日新電機グループCSR推進体制

用語 解説

1） 環　　境

2） 信　　頼

3） 企業経営

環境保護への
取り組み

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
～より良い地域
社会への貢献～

公明正大・透明性
のある企業経営
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潜在ニーズをつかんだ
「一石三鳥」の積極提案が採用に
　当社は2010年1月、太陽光発電システ
ム720kWを株式会社ベネッセコーポ
レーション様の物流拠点であるベネッセ・
ロジスティクス・センター（以下、BLセン
ター）に構築しました。
　BLセンター様からの当初のご要望

は、環境保護への取り組みの一環
として、センターの屋根上の一部に
太陽光パネルを設置したいという
ものでした。しかし、打ち合わせを
重ねるうち明らかになったのは、室
内温度の上昇を抑える対策として設置
している屋根上の散水装置が金属

製の屋根に錆を発生させ、屋根の老朽化
を加速させていることでした。
　そこで当社は、散水装置の代わりに、太陽
光パネルを屋根一面に敷き詰めることを提
案。発電量の最大化はもちろんですが、パネ
ルの遮光効果による夏の空調費の節約や、
屋根の維持管理費の節減の面でも有効と
判断したからです。これが、「一石三鳥」の提
案として、BLセンター様に採用されました。
　本システムで発電された電気は、セン
ター内の消費電力の約1/3を賄っていま
す。同時に、休日や昼休みなどの余剰電力
は、電力会社に売電されます。これらによ
る効果は、年間220トンのCO2排出量削
減に相当すると積算されています。
　また、当社では、構築・導入後のご相談
やご要望への対応や、維持管理や改善に
関するご提案についてもメーカーの責務
と考え、積極的に取り組んでいます。
　

お客様の視点でニーズをとらえ、
「本当のご満足」を提供しています

お客様満足度の向上

お客様のお役に立ち、信頼される会社であり続けられるよう、高品質な製品・サービスの開発・提供は
もちろん、お客様とのコミュニケーションを大切に、お客様視点に立った提案活動を実施しています。

「お客様からの信頼」のために

フリーダイヤルの問い合わせ窓口や
メールマガジン配信でお客様をサポート
　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。また、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、配信しています（2011
年3月現在の配信数742通）。
　2011年3月に発生した東日本大震災に際しては、被災地での
設備障害に関するご相談に、前述のフリーダイヤルで24時間対
応したほか、メールマガジンを通常よりも前倒しして配信し、変電
所のトラブルや計画停電に対応するための情報を提供しました。

▲ ひとときも欠かすことのできない電力供給を守るため
　 お客様のお問い合わせには、24時間フリーダイヤルで迅速に対応

▲ NACのアンケートでのご指摘により
　 注意喚起マークを追加

▲ 回収した中国語のアンケート。製品の
　 使いやすさや社員の態度などを5段階
　 で評価

アンケートでお客様の声を聴き、真摯に対応
サービス品質の向上

即座に現地に出向くサービス体制に高い評価
アフターサービス

日新テクノアカデミー（略称：NTA）で、
お客様向け研修を実施

お客様への技術サポート

❶

❷❸ ❺

❹

•品質方針　•品質保証体制図
•品質マネジメント認証取得状況
•品質ISO内部監査員の数
•お客様からの苦情件数
•24時間フリーダイヤル受付件数
•お客様からの感謝状・表彰状

　台湾の日亜電機股份有限公司 （略称：NAC）では、製品や
サービスについてのお客様アンケートを実施しています。
　いただいたご指摘については、直ちに担当部署に伝達し、製
品の安全性や使いやすさの向上に役立てています。これまで、銅
バーに接触して事故を起こさないよう、注意喚起マークを追加
するなどの改善が図られてきました。今後も、お客様の声にス
ピーディー、かつ真摯に対応することで、製品だけでなくサービ
スの品質向上にも努めていきます。

　中国の日新（無錫）機電有限公司（略称：NEW）は、中国国内の
ガス絶縁開閉装置（GIS）メーカー18社へガス絶縁計器用変圧器
（GVT）を納入し、中国全土で安定電力の供給に寄与しています。
　GISの据付工事中に問題が発生した場合は、NEW社員が即
座に現地に行き、解決に当たります。問題の原因については報告
書を作成し、お客様に提供。その後の使用に役立てていただいて
います。こうした取り組みによって、お客様からは、「NEWなら
後 も々安心だ」という高い評価をいただいています。

　「受配電設備の保守に関わる総合的な研修をしてほしい」と
いうお客様からのご要望にお応えし、当社グループでは実務経
験が豊富なベテラン技術者が講師を務め、実践的な研修を実
施しています。４年目となる2010年度は、計８回の研修を開催
し、多くのお客様に参加いただきました。
　当社グループの製品を末永くお使いただくため、お客様の
技術者育成を支援しています。

お客様とのコミュニケーション

日新電機様のご提案で、中国・
四国地区の民間企業としては、
最大規模の太陽光発電システム
を構築できました。期待以上の
節電効果に満足しています。計
画当初の提案から、設計、施工、
完成まで、スムーズに対応して
いただき大変感謝しています。
今後は、小学生などの施設見学
を受け入れ、環境教育にも活用
していく予定です。

株式会社ベネッセ
コーポレーション

基盤本部
調達物流部

大枝 宏之 様

1

2
3

4

5

松田 光司

環境システム営業部 西部営業部
次長

現地へ即座に出向く体制で臨むＮＥＷ品質保証部の社員。
左から順に、李鋼、悲継領、李建華、李彦軍、張冬林

▲

NTA外観。実機の操作や点検を通じた
保守や安全作業についての研修を実施

▲

日新電機のパワーコンディショナの日新電機のパワーコンディショナの
前でお客様（左）と前でお客様（左）と打ち合わせ打ち合わせ
日新電機のパワーコンディショナの
前でお客様（左）と打ち合わせ

WEB
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地元・京都市の小学生461人を
対象に「理科教室」を開催
　2010年度から、「小学生理科教室」を開始
しました。これは、当社の技術を活用し、電気
のしくみを楽しく体験することで、理科をもっ
と好きになってもらうことを狙った、当社若手
社員中心のプロジェクトです。2010年度は、
本社のある京都市右京区と、隣接する西
京区の小学校5校で実施。小学4年
生計461人が参加しました。
　理科教室の目玉は、社員手づ
くりの1人乗りソーラーカー。太陽
光パネルで発電した電気をバッテ
リーに蓄え、モーターを回すしくみで

す。バッテリーには、当社独自
の電気二重層コンデン

サ（EDLC）を使用しています。
　太陽の照りつける校庭で、恐る恐るアクセル
を踏むと、ソーラーカーが動き出します。子ど
もたちは、太陽の力のすごさを実感して歓声を
上げていました。また、ソーラーカーが動くしく
みを、目で見て、実物に触れて学習しました。
　教室では、若手社員が、クイズ形式で当社
グループとその製品について紹介するなど、
生活のあらゆる場面で使われる電気につい
て解説しました。また、EDLCが電気を蓄え
る様子についても、実験で確認しました。
　参加した小学生からは「面白かった」「また
乗りたい」「理科が好きになった」などの嬉し
い感想をたくさんいただきました。今後も、こ
の取り組みを通じて理科好きの子どもたち
が数多く育つよう、活動を推進していきます。

学校でソーラーカーに初めて乗っ
たとき、とても楽しかったです。も
う一回乗りたいです。お姉さんの
お話は、楽しいクイズがあって、い
ろんなところで電気が役立ってい
ることがよくわかりました。また来
てくださいね。ありがとうございま
した。

若手社員手づくりのソーラーカーに
子どもたちから歓声

京都市立
松尾小学校
4年（当時）

青少年の育成支援

私たちは、社会の一員として、法律をはじめとする社会的規範を守ることはもちろん、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、「電気」を扱う企業としての専門性を生かした青少年の育成をはじめ、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。

「社会からの信頼」のために

次代を担う若者への支援を中心に活動しています
●NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機
構）の中国研究員を受け入れ（2010年6～9月）

●大阪大学の基礎工学部で「電気工学特別講義」を3回開催
（2010年7月）　
●小学生理科教室
・京都市立松尾小学校 （2010年8月）
・京都市立西院小学校 （2010年10月）
・京都市立嵐山東小学校 （2011年2月）
・京都市立桂東小学校 （2011年3月）
・京都市立山ノ内小学校 （2011年3月）
●京都市立祥豊小学校の児童が日新受配電システム株式会社
（略称：NPD）を見学（2011年1月）
●京都市立梅津小学校に、ベルマーク・使用済みインクカート
リッジ・お年玉当選年賀葉書を寄付（2011年2月）
●東日本大震災の被災者支援のため、日本赤十字社を通じて、
義援金3,000万円を寄付（2011年3月）

国内での取り組み

海外での取り組み

地域との共生を目指した活動をしています

渡邊 丈倫
ものづくり支援部

•小学生理科教室実施実績
•地域に密着した協賛
•住友グループ広報委員会活動

•公的機関からの受賞
•インターンシップ
受入人数

用語 解説 ●電気二重層コンデンサ（EDLC）：化学反応を伴わず、物理的に電気を蓄える一種の電池。長寿命、急
速充電／放電、繰り返し使用など、一般の電池が苦手とする用途で
威力を発揮する。

●日新電機タイ株式会社（略称：NET）：
毎年3回、モークンテープ大学から6～10人の研修生を受け入れ
（2010年1月～4月）
●北京宏達日新電機有限公司（略称：BNS）：
社員全員で北京市郊外（北京後花園）に植樹（2010年3月）

●日新電機（無錫）有限公司（略称：NW）：
社員らが、青海玉樹地震被害者へ合計11,908.4元（日本円で
約15万円）を寄付（2010年6月）

❸

井上桜子 さん

NETの担当講師スラサック（左）からオートCADの研修を受ける学生

▲ NW代表・藤野修史が、梅村政府代表（右）に救済金を寄付

▲ 講義を熱心に聴く大学生

▼ NPDを見学した、京都市立祥豊小学校3年生の皆さん

順番を待つ子どもたちはソーラーカーに興味津々順番を待つ子どもたちはソーラーカーに興味津々順番を待つ子どもたちはソーラーカーに興味津々

ソーラーカーに
試乗した
子どもたちのコメント

● 最初は怖かったけど、乗ったら、とても楽しかった。　
● 車が人を乗せて太陽の力で動くなんて、すごいと思った。
● もっと長い間、乗りたかった。
● 自分で運転できて、うれしかった。

3

1

4

2010年8月に初めて実施した京都市
立松尾小学校での理科教室には、146
人が参加。8班のグループに分かれて
学習しました。

▲

❶

❷
❹

2
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コンデンサ工場と変圧器工場を案内 によって、当社の事業への予備知識や関
心の程度は異なるため、今回は、「お急ぎの
方」「ゆっくり歩かれる方」「OBの皆さん」
の３班にグループ分けして、株主様にとっ
て、いっそう理解・関心を深めていただけ
る工場案内会になるよう、工夫しました。
　参加いただいた株主様からは、「事業
内容や製品を理解する上で有意義で、次回
も参加したい」などの声をいただいています。

　定時株主総会を本社で開催していると
いう利点を生かし、総会終了後に株主様
向けの工場案内会を実施しています。当社
の事業内容や製品への理解を深めていた
だくため、2009年から始めた取り組みです。
　2回目の開催となった2010年6月は、
当社の基盤事業ともいえるコンデンサと
変圧器の工場をご案内しました。株主様

・製品の内部構造を見ることがで
き、製品が良く理解できた。
・説明内容が、専門的すぎる部分
があった。素人コースを設ける
など工夫してほしい。
・ものづくり現場の社員の皆さん
と直接話せる場があると良い。

株主総会後に、
本社工場案内会を実施

株主様向け工場案内会

私たちは、適切な水準の配当と長期的な株主価値の向上に取り組むとともに、
株主様との双方向コミュニケーションの強化に努めています。

「株主からの信頼」のために

株主様向け工場案内会株主様向け工場案内会株主様向け工場案内会

•株主構成
•配当金・配当性向WEB

用語 解説
 情報開示・
対話

●インコタームズ：国際商業会議所が策定した貿易条件の定義。貿易取引における運賃、保険料、リスク負担などの条件に関する売主と買主の合意内容に
ついて、国際的に統一的な定義を取り決めたもの。

●5S活動：製造業などの職場環境の維持改善で用いられるスローガン。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字がいずれも「S」で始まることに由来している。

•協同組合 
日新電機協力会に
ついて

WEB

私たちは、共にビジネスを行うパートナーとの関係を大切にします。
誠実かつ公正な対応を心掛け、ともに成長することを目指します。

「パートナーからの信頼」のために

総会集中日を避け、コミュニケーションを重視
株主総会

　定時株主総会を株主様と直接コミュニケーションを図ること
ができる貴重な機会ととらえています。できるだけ多くの方にご
出席いただけるよう、総会集中日を回避し、2009年度、2010
年度は6月24日に開催しました。
　また、一方的な情報提供の場とならないように、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。

適正な利益還元に配慮
利益還元・配当政策

　企業価値を中長期的に向上させることが、株主様に対する企
業の責任であると考えています。また同時に、適正な利益還元を
経営上の最重要課題と位置づけています。
　配当については業績連動を基本とし、今後の業績見通しや
経営環境、内部留保水準などを総合的に勘案した上で決定
しています。

工場案内会に参加された
株主様のアンケートから 海外でも公正な取り引きを追求 提案するなど、技術支援にも取り組んでい

ます。2010年度、永年の取引先様のひと
つ、オリエンタル・カッパー社様（タイ）が、
JIS認定を取得したことは、当社にとって
もうれしいニュースでした。

　当社グループは公明正大、機会均等の
原則のもと、国籍や企業規模、取引実績の
有無にかかわらず、常に優秀な取引先様
を求めています。
　海外の取引先様に対しては、インコター
ムズや国際法令を遵守するなど、一方の
国の商習慣だけが優先されることのない
ように努めています。また、現地の工場に
赴き、日本の規格に適合した製品づくりを

当社グループの技術支援を受け、
オリエンタル・カッパー社（タイ）がJIS認定

SONGWIT TANSIRIWONG様と当社社員の商談風景SONGWIT TANSIRIWONG様と当社社員の商談風景SONGWIT TANSIRIWONG様と当社社員の商談風景

「日新電機協力会」を中心に、ものづくり力を強化
国内調達

　当社グループの取引先様企業30社余りが加盟している「協同
組合 日新電機協力会」を中心に、取引先様の現場改善や品質・
生産性向上の推進、またISO14001、KESなどの各種認証の
取得を支援する活動に取り組んでいます。2010年度は、5S（整
理・整頓・清掃・清潔・躾）の研修会を開催しました。

きめ細かい情報交換で、連携強化
販売店様とのコミュニケーション

　全国各地で当社グループの製品を販売していただいている販
売店様も、重要なパートナーです。販売店様に対しては、全国販
売店会議で当社グループの新技術や製品戦略についてご説明
するほか、個別製品の説明会を実施するなど、きめ細かい情報
交換を行い、パートナーとしての連携強化を図っています。

【新規取引開始の判断基準】

①経営の安定　②要求仕様・品質・性能の確保
③価格競争力　④納期その他の対応力
⑤メンテナンス・サービス体制
⑥グリーン調達対応力　⑦CSRの取り組み

SONGWIT 
TANSIRIWONG 様

1996年の創業以来、日新電機様
とは10年以上、お取り引きいただ
いています。日新電機様のご支援を
いただきながら、資源を有効に使
うための技術革新を重ねた結果、
2011年にJIS認定を取得すること
ができました。今後も、日本市場へ
向けさらによい製品をつくるため、
成長していきたいと
考えています。

ORIENTAL
 COPPER CO., LTD.

マネージャー

•定時株主総会（年１回開催）　•株主様工場案内会（年１回開催）　•ホームページ（適宜）　•冊子「株主のみなさまへ」（年２回発行）　
•冊子「アニュアルレポート」（年１回発行）

海外調達

2019



失効した年次有給休暇を
子育てに利用できる制度を整備
　当社グループでは、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、育児休職制度、育児短時間勤務制
度、介護休職制度など、さまざまな制度を
用意しています。
　ITシステムの開発を事業とする株式会社

日新システムズ（略称：NSS）でも、仕
事と生活を両立して働き続けられ
るよう、「人にやさしいソフトウェア」
をスローガンに、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取り組んでい
ます。中でも、失効した年次
有給休暇の一部を積み
立て、配偶者の出産や子
どもの看護などに利用
できる「特別有給休暇

制度」は、男性も取得しやすいと好評です。
また、「育児のための短時間勤務制度」は、
フレックスタイム制度と併用できるため、家
庭の都合に合わせて出退勤時間を柔軟に
調整することが可能です。さらに、長時間労
働に陥りがちな働き方を見直し、効率化の
意識を啓発するため、「ノー残業デー」も実
施しています。
　NSSでは同時に、社員のキャリア開発
のサポートにも積極的に取り組んでいま
す。特に2011年度からは、自分の進みた
い方向性を宣言し、それに向かって積極
的に自己啓発に取り組める制度とし
て「キャリアプラン制度」を導入しました。
こうした取り組みを通じて、社員のますま
すの働きがい向上を目指しています。

京都府では、社員の子育てを応援
する従業員数300人以下の企業
を「京の子育て応援企業」として
認証しています。日新システムズ
様は、失効年休を子どもの看護な
どに利用できる「特別有給休暇制
度」や、フレックスタイム制度と併
用できる「育児のための短時間勤
務制度」など、社員のニーズに合
う柔軟な取り組みを実施している
ことから、2008年に認
証いたしました。

使いやすい各種支援制度が高い評価を受け、
株式会社日新システムズが「京の子育て応援企業」に認定

ワーク・ライフ・バランスの推進

会社の成長を支え、社会との接点を担う社員が、
仕事を通して安定した生活と生きがいを実現できるよう、当社グループをあげて取り組みを強化し、協力関係を築いています。

「社員相互の信頼」のために

「安全は全てに優先する」をモットーに
　当社グループでは、「安全は全てに優先する」をモットーに、本
社地区、前橋地区での安全事例報告会を含めた安全大会の開
催、通勤途上災害の撲滅と安全意識の向上を目的とした早朝立
唱の実施、リスクアセスメント活動など、安全で快適な職場環境
づくりに力を入れています。また、日新（無錫）機電有限公司 （略
称：NEW）でも、毎朝社員全員で「指差呼称」を実施するなど、海
外でも安全への取り組みを進めています。
　今後も当社グループ社員全員で安全で快適な職場づくりを
推進していきます。

スポーツを通じて結束力強化と健康増進へ
社員の健康

社員の安全

現地社員が楽しく日本語教室
社員教育

社員とその家族に理解を深めていただくために

林 良子

株式会社日新システムズ
総務部 総務グループ

❷ ❺

•女性社員活躍の状況
•育児休職制度・育児短時間
勤務制度利用者数
•メンタルヘルス研修受講者数

子育て中の株式会社
日新システムズ社員

用語 解説 用語 解説●フレックスタイム制度：あらかじめ定められた時間帯の中で、労働者が自分
で始業・終業の時刻を決められる制度。

●セパタクロー：東南アジアの各国で伝えられてきた伝統スポーツ。ネットをはさんで、足や腿、頭を使ってボールを相手のコートに蹴り入れるバレーボールに
似たスポーツ。

WEB
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　日新電機タイ株式会社（略称：NET）では、コミュニケーション
の活性化、心身の健康増進を目的に、5年前からスポーツを奨励
しています。現在、構内にミニサッカー場1面、セパタクロー場
3面、卓球台5台、バドミントン1面、および砲丸投げのような
スポーツをする場を設置。毎日100人を超える社員が休憩時間
に汗を流しています。会社主催による職場対抗のサッカーやセパ
タクローのリーグ戦もあり、職場の仲間が一緒になって大きな
声援を送るなど、明るく楽しい職場づくりに役立っています。

社員のコミュニケーションの活性化 ❸❹

　日亜電機股份有限公司（略称：NAC）では、2008年から週
2回、現地の管理職を対象とした日本語教室を終業後に開催し
ています。親会社である日新電機と直接日本語で応対できるよう
にし、業務の自主性を向上させることが、主な狙いです。2010年
12月の日本語検定試験では、受講者全員がそれぞれの目標
クラスに合格することができました。
　また、2009年からは、現地の社員が講師となって、一般社員
向けの初級日本語教室も実施しています。

　2010年11月、日新電機労働組合の主催で、社員の家族を対
象とした工場見学会を本社で実施しました。工場見学や電気工
作、ソーラーカー試乗を体験した参加者からは、「パパの仕事が
理解できた」「親子で楽しめた」などの声がありました。
　また、中国の日新電機（無錫）有限公司（略称：NW）では、現地
社員とその家族向けに、中・日併記の社内報「新報」を季刊で発
行しています。

田中 千晴 様

「育児のための短時間勤務制度」利用申請者数
（株式会社日新システムズ）

2004-10年度（通算）
男性
女性

0人
8人

2人
0人

2人
2人

4人
0人

「特別有給休暇」利用者数
（株式会社日新システムズ）

男性
女性

※ 看護、介護、育児以外の理由も含む　※ 同一人物の複数回取得はノーカウント　※ 社員数180人

2008年度 2009年度 2010年度

❶

社内報「新報」と編集者の叶正蓁（NW）

▲ 家族工場見学会。多くの子どもたちも
　 参加（本社）

▼ タイで人気のスポーツ「セパタクロー」（NET）

▲ 現地社員が講師となり、楽しく日本語を勉強（NAC）

▲ 海外でも「指差呼称」。「向零災害前進！」（NEW）

▲

ゼロ災で行こう　ヨシ

京都府府民生活部
男女共同参画課

主査

•婦人科検診受診率
•休業度数
•社内研修受講者数
•障がい者雇用率

し   さ   こ しょう

2
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…目標未達…目標達成※独自の評価基準に基づく評価点

総排水量

206,820m3

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

環境目標
活動項目

実績 評価 活動事例

2010年度

ISO取得状況（取得年月）
審査機関：JACO
登録番号：ECO1J0057

生
産
工
場

梅
津
サ
イ
ト

九
条
サ
イ
ト

久
世
サ
イ
ト

滋
賀
サ
イ
ト

前
橋
サ
イ
ト

日新電機（株）
（株）NHVコーポレーション
日新イオン機器（株）
（株）日新ビジネスプロモート
日新受配電システム（株）
日本アイ・ティ・エフ（株）
梅津構内の構内常駐取引先2社※

支
社
・
支
店

※（株）オーランド、京都精工電機（株）

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※

●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33.3点up

グリーン調達ガイドラインに基づいて、
取引先様14社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

取引先様12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
●全社一斉定時デーの推進
●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0.190t-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109t以下（687t削減）
（1999年度の廃棄物量基準値＝796t）
●廃棄物のリサイクル率92％以上

●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
124t（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0.4％

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1.1％

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
（VOC 2000年度取扱量＝42t）

●洗浄液などの密封管理
●塗装膜圧の最適管理

VOCの大気排出量を
2000年度比17％削減

2001.6.13（支社・支店は2010.5.31）
2001.6.13
久世2003.5.21／滋賀2006.5.12
2001.6.13
2001.6.13
2001.6.13
2001.6.13

有
有
有
無
有
有
有

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

国内外のグループ会社で、ISO14001認証の取得を推進しています。
今後さらにグローバルな展開を図り、グループの総力をあ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 •化学物質管理
•eco検定合格者数
•環境ISO内部監査員の数
•環境会計
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目標と実績

INPUT・OUTPUT（2010年度）

〈 2011年度～2015年度環境目標 〉

国内の全ての事業所、支社、支店を含む体制
　当社グループでは、関係会社を含む国内の全事業所、支社、支店
を一貫して、トップダウンによって管理する体制をとっています。
　2010年度は、新たに海外グループ会社の日新電機（無錫）
有限公司（中国）がISO14001認証を取得しました。これからも
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。

環境マネジメントシステム
環境方針

　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、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。

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。

国内でのISO14001認証取得状況

海外でのISO14001認証取得状況
日新電機タイ株式会社（タイ）
〔取得日2007年1月24日〕
北京宏達日新電機有限公司（中国）
〔取得日2009年9月27日〕
日新電機（無錫）有限公司（中国）
〔取得日2010年11月3日〕

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

INPUT OUTPUT

水資源投入量
地下水 82,616m3

上水149,420m3

総エネルギー投入量

2008 20102009 （年度）

（TJ）

500

250

0

1,860 t 8.7 t1,984 t

総排出物量 リサイクル量 埋立廃棄物量

2009 2010 （年度）

（t）

3,000

2,500

2,000

1,500

50

0

総排出物量 リサイクル量 埋立廃棄物量

CO2 SF6 9,560 t-CO2

SF6排出量

（年度）

（t-CO2）

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2008 20102009 （年度）

（t-CO2）

24,000

18,000

12,000

6,000

0
2008 20102009

エネルギー起源
CO2排出量
20,176 t-CO2

420.7TJ

2008

環境方針 環境目標 2015年度目標値

環境配慮製品創出 製品・サービスにより、社会における
CO2排出削減貢献（間接排出量）

製品使用時CO2排出量
2000年度比20％削減

温暖化防止

排出抑制

企業活動で排出される
温室効果ガス削減（直接排出量）

生産高廃棄物総排出量原単位を2010年度比5％削減

埋立廃棄物比率を1％以下

揮発性有害化合物（VOC）の
大気への排出量削減

生産高大気排出量原単位
2010年度比5％削減

生産高CO2原単位を
2010年度比5％削減

SF6ガスの大気排出率を
2.0％以下

開発・製造・検査
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環境への取り組み

エネルギーの効率利用を推進しています
　2010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0.190t-CO2／百万円を達成しました。
　今後も一層、エネルギー削減を推進していきます。

環境負荷の低減

温暖化係数の高いSF6の排出削減に努めています
　絶縁材料として使用して
いるSF6ガスの取扱基準の
改善・強化や、ガス回収装置
の追加導入を図るなど、排出
量の削減に取り組み、大気
排出率目標を達成しました。

SF6の大気排出削減

エネルギー起源CO2排出量／原単位

（年度）

（t-CO2） （t-CO2/百万円）エネルギー起源CO2排出量
20,000

15,000

10,000

5,000

0
2008 201020091990

基準年度

CO2生産高原単位
0.4

0.3

0.2

0.1

0

20,17619,50519,506

※1990年度基準＝0.304t-CO2／百万円

PRTR法に基づき、化学物質を適正に管理しています
　有害化学物質の発生源や排出量、廃棄物としての移動量など
を把握し、集計・公表する制度「PRTR法」に基づき、化学物質を
適正に管理しています。

化学物質管理

日新イオン機器株式会社の全新入社員が、
eco検定に合格しました
　日新イオン機器株式会社（略称：NIC）では、より環境に配慮した
製品を生み出せるよう、入
社時に、環境に関する知識
を幅広く学んでいます。
　2010年度の新入社員
は、知識の定着を確認す
るために、eco検定を受験
し、全員が合格しました。

環境教育

塗料由来の化学物質を削減
　日新受配電システム株式会社（略称:NPD）では、人の健康
や環境保全に悪影響のある揮発性の有機化学物質（VOC）
の発生源である塗料の溶剤を全く使用しない粉体塗装の採
用をすすめてきました。
　また、製品塗装によく使用される標準色は、オーバースプ

リレーユニットJ系シリーズ
　外形のコンパクト化、内部回路の再設計により、従来品に
比べ、重量55％減、消費電力60％減を実現しました。

3相6.6kVモールドリアクトル
　従来品と比較し、重量25％減のコンパクト化を達成し
ました。

照明設備・変圧器を省エネ機器に更新
　事務所の蛍光灯や工場の水銀灯を高効率機器に更新し、
電力量の削減を図っています。
　また、高圧配電用変圧器は、更新時にトップランナー変圧
器を採用すると共に、稼働率の低い変圧器を統合するなど、
変電所の縮小化にも取り組んでいます。

生産ラインでエネルギー使用を最適化
　日本アイ・ティ・エフ株式会社（略称：ＩＴＦ）前橋工場では、
電力使用量の低減を目的に、生
産ラインでのエネルギー最適
供給（エネルギーJIT）を図るた
め、設備の待機エネルギーの遮
断や運転時間による効率化の
検討を実施しています。

2010年度の更新内容

エコパワーメータで電力量を把握

改善前の塗装ライン

配電用変圧器 工場の蛍光灯 工場の水銀灯

SF6ガス回収装置

eco検定に合格した新入社員
CO2削減量の推移（過去5年間）

（年度）

（t-CO2）
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照明変圧器 累積

131313
88 202020

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
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0.190

18,005

41.4
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レーの粉体塗料を自動回収し、資源の有効活用のために再利
用しています。一方、標準色とは異なり、1度しか利用できない
特殊な色は再利用ができません。そのためオーバースプレーの
粉体塗料を廃棄していましたが、塗装ラインでのスペースのム
ダを無くす取り組みを実施し、廃棄する塗料を削減しました。

粉体塗料の
適応製品（配電盤）

•PCBの適正処分
•土壌汚染／水質汚染防止

WEB

環境負荷低減の取り組み事例

省エネルギーの取り組み事例

環境配慮製品の開発事例

従来品 開発品

改善後の塗装ライン
（塗装する製品と製品の隙間をせまくした）

従来品 開発品

更新機器 更新内容 削減効果

配電用変圧器

工場の蛍光灯

工場の水銀灯

6t-CO2/年

16t-CO2/年

22t-CO2/年

稼働率の低かった複数の変圧器を集約し、
変圧器の電力損失を低減しました。

工場では2灯用の器具を高効率の1灯用
の器具に更新しました。 

高輝度・省電力のメタルハライドランプで
電力を削減し、照度も20％向上しました。
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