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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）」と名づけてこよなく
愛した邸です。世界遺産「下鴨神社・糺（ただす）の森」に面した、数寄屋
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、当社が縁あって譲り受けることになった際、谷崎は邸を新

たに「石村亭」と名づけました。そして当社は、谷崎と交わした「京都に
来た時は見にいくので、現状のまま使ってほしい」という約束を、現在
まで半世紀以上にわたって大切に守り続けています。2014年度には、
老朽化した母屋の瓦を葺き替えるなど、大規模な修繕を施しました。
石村亭は、日新電機グループの行動理念「誠実・信頼・永いお付き

合い」を実践してきた証しとなる貴重な財産です。
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湯王の盤の推定復元品

　本報告書は、日新電機グループの概要をご紹介するとともに、CSRの
考え方を表明しています。当社グループの2014年度の事業活動の実績
をセグメント別に記載しています。また、当社が重視しているCSR活動の
2014年度の実績を16ページの表に記載し、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。
　ウェブで実施しているアンケートにご協力いただき、忌憚ないご意見を
いただければ幸甚に存じます。

環境省「環境報告ガイドライン（2012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（第3.1版【G3.1】）」

参考にしたガイドライン

報告対象期間 ： 2014年4月1日～2015年3月31日
発 　  行  　 月
次回発行予定月

前 回 発 行 月： 2015年6月
： 2016年6月

： 2014年6月

マークの項目では、詳細を別途当社ウェブサイトでご紹介しています。
http://nissin.jp/csr/index.html
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「正直な会社」として、社会に貢献し続けます編集方針

トップメッセージ

会社紹介・経営方針

グループ紹介・国内拠点紹介

事業・製品紹介

　■ 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

特 集　スマート電力供給システムの商品化

日新電機のCSR

　　　「お客様からの信頼」のために

　　　「株主からの信頼」のために

　　　「社会からの信頼」のために

　　　「パートナーからの信頼」のために

　　　「社員相互の信頼」のために

　　　「公明正大・透明性のある
　　　企業経営」への取り組み

 　　　環境への取り組み
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日新電機グループは京都・下鴨神社の近くに石村亭と

いう迎賓施設を所有しています。石村亭は近代日本を

代表する小説家である谷崎潤一郎先生が昭和24年から

7年間を過ごされた邸で、『潤一郎新訳源氏物語』『 』

などがここで執筆されました。当社は縁あって谷崎先生が

昭和31年に熱海へ転居された時にこの邸を譲り受けま

した。約600坪の敷地に、谷崎先生が生活されていた

母屋と仕事場にされていた離れ、その間に滝と池を中心

とした庭があります。生涯に43回も引っ越しをするほど

転居好きだった谷崎先生ですが、石村亭は大いに気に

入られ、7年という長期にわたって住み続けられました。

当社が譲り受けるにあたっても、「京都に来た時は見に

いくので、現状のまま使ってほしい」という条件が付けら

れました。それから約60年間、当社は谷崎先生との約束

を守り、先生が住まわれていた時と変わらぬようにこの

邸を維持してきました。

石村亭は、谷崎潤一郎という文豪が長らく住まい執筆

活動をしてきた文化的資産を持ち続けてきた、という意

味と、谷崎先生から譲り受けた時の約束を60年間守り

通してきた、という二つの意味で、日新電機グループの

生き様を映し出す施設であり、当社のCSR活動のあり方

を象徴するものです。

私たちはこれからも「正直な会社」として、また文化的

資産を大切に守り抜いていく会社として、社会に貢献しな

がら成長を続けていきたいと考えています。

ステークホルダーの皆様には、引き続き熱いご支援と

ご愛顧をお願い申し上げます。

2015年6月

● 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7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／日本アイ・ティ・エフ株式会社／
日新パルス電子株式会社

報告対象分野と報告対象範囲

※ 一部海外グループ会社の取り組みも紹介しています。
　　　　　  マークは海外での取り組みを指します。GLOBAL

社名「日新」の由来

湯之盤銘曰  苟日新  日日新  又日新
中国の四書の一つ「大学」から

CONTENTS 編集方針 トップメッセージ

「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。

滝と池を中心とした池泉回遊式庭園

多様な電源を活用する
SPSS®でスマート
コミュニティーを実現
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会社概要 （2015年3月31日時点） 沿　革

R&D（Research and Development）

中長期計画「ビジョン2015」

■ 4つの事業分野でグローバルに成長

■ 2015年度の数値目標
連結売上高 連結営業利益 連結ROA 1株当たり配当

1,500億円 120億円 8％以上 年15円以上

日新電機株式会社　Nissin Electric Co., Ltd.
1917年（大正6年）4月11日
102億5,284万円
4,845人（連結）
国土交通大臣許可（特-24）第1882号
1億783万株
6641（東証1部上場）
電気機械器具の製造・販売、ならびに付帯工事

グループマーク　日新電機グループの統一ブランドマークです

■ 売上高構成 （2014年度 連結）

■ 売上高推移（連結） ■ 営業利益推移（連結）

事業分野別 需要先別 生産地域別

1,500

1,000

500

0

（億円）

1,0711,0991,033

ライフサイクル
エンジニアリング

18.3%
新エネルギー・環境

22.4%

電力機器

44.2%

15.1%
ビーム・真空応用

28.4%

官公需

海外向け

11.9%

一般民需

49.5%

10.2%
電力会社

17.5%

日本

アジア

81.4%

その他

1.1%

会 社 名
創 立
資 本 金
社 員 数
建 設 業 許 可
発行済株式総数
株 式 コ ー ド
事 業 内 容

1910年

1917年

1937年

1945年

1963年

1968年

1970年

1984年

1987年

1991年

1995年

1999年

2001年

同年

2002年

2005年

同年

同年

2007年

2010年

2011年

同年

日新工業社として創業

日新電機株式会社創立

京都市右京区（現在地）に本社工場を建設

住友電気工業株式会社よりコンデンサ事業を引き
継ぎ、コンデンサ事業に進出

群馬県前橋市に前橋製作所を新設

久世工場、九条工場を新設

日新ハイボルテージ株式会社を設立し、電子線加速
器事業に進出（2003年、株式会社ＮＨＶコーポレー
ションに事業を移管）

ソフトウェアの開発、システム設計などを行う株式
会社日新システムズを設立

タイに小形コンデンサ、電機部品などの製造および
販売を行う日新電機タイ株式会社を設立

台湾にガスコンデンサおよびガス絶縁開閉装置の
製造および販売を行う日亜電機股份有限公司を設立

中国最初の合弁会社、無錫日新電機有限公司を設立
しコンデンサ形計器用変圧器の製造・販売を開始

半導体およびＦＰＤ製造用イオン注入装置の製造、
据付工事、調整などを行う日新イオン機器株式会社
を設立

中国に電力用コンデンサの製造および販売を行う
日新電機（無錫）電力電容器有限公司を設立（2004
年、無錫日新電機有限公司と合併のうえ、日新電機
（無錫）有限公司に社名変更）

中国にガス絶縁開閉装置の製造および販売を行う
北京北開日新電機高圧開関設備有限公司を設立
（2006年、北京宏達日新電機有限公司に社名変更）

中国にガス絶縁開閉装置用の計器用変圧器などの
製造および販売を行う日新（無錫）機電有限公司を設立

薄膜コーティングサービスを行う関連会社であった
日本アイ・ティ・エフ株式会社を連結子会社とする

滋賀県に日新イオン機器株式会社 滋賀事業所・プラ
ズマ技術開発センターを新設

ベトナムに産業用部品の製造・加工の請負などを
行う子会社として日新電機ベトナム有限会社を設立

住友電気工業株式会社の連結子会社となる

米国に半導体製造装置の据付工事、調整、改造および
保守・点検を行うNissin Ion Equipment USA, Inc.
を設立

中国に半導体製造装置の製造・販売などを行う日新
意旺高科技（揚州）有限公司を設立

中国に電子線照射装置の製造、販売などを行う日新
馳威輻照技術（上海）有限公司を設立

社会と産業を支えるグローバル企業として、さらなる発展を目指    します

■ 事業セグメント別売上高目標

（億円）
1,600
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0

904

462

173
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183

1,071

162

473

240

196

1,500

電力機器
新エネルギー・環境

ビーム・真空応用
ライフサイクルエンジニアリング

20142013 （年度）2012

150

100
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0

（億円）

9095
71

20142013 （年度）2012

成長

新エネルギー・
環境

ビーム・真空応用

ライフサイクル
エンジニアリング

事業分野

電力機器

2010年度（実績） 2014年度（実績） 2015年度

会社紹介・経営方針

当社グループは2011年度から中長期計画「ビジョン2015」
に取り組んでいます。これは2015年度の売上高を1,500億円、
営業利益を120億円とそれぞれ5年間で1.5倍以上にすること
を目指した計画で、その眼目は当社グループのコア技術を
ベースに事業の構造をより多角的かつグローバルなものに
変革していくことにあります。
これまでの「電力機器事業」、「ビーム・真空応用事業」という

二つのセグメントに「新エネルギー・環境事業」、「ライフサイクル
エンジニアリング事業」を加えた4つのセグメントをバランスの
とれた4本の事業の柱に育て、いずれのセグメントにおいても
思い切ったグローバル展開をしていくことによって、より安定
的な成長力を持った企業グループとなっていくことを目指して
います。

長年にわたる研究開発の蓄積をベースとして、「安定した
エネルギー系統の実現」、「環境に配慮して、CO2排出量削減に
貢献できる製品づくり」、「ビーム・真空技術を応用した次世代
製品の創出」など、日々新しい技術の開発に積極的に取り組み、
社会に貢献しながら成長し続けるグローバルな環境・エネルギー
ソリューション企業としての発展を目指します。

社
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中長期計画「ビジョン2015」

■ 4つの事業分野でグローバルに成長

■ 2015年度の数値目標
連結売上高 連結営業利益 連結ROA 1株当たり配当

1,500億円 120億円 8％以上 年15円以上

日新電機株式会社　Nissin Electric Co., Ltd.
1917年（大正6年）4月11日
102億5,284万円
4,845人（連結）
国土交通大臣許可（特-24）第1882号
1億783万株
6641（東証1部上場）
電気機械器具の製造・販売、ならびに付帯工事

グループマーク　日新電機グループの統一ブランドマークです

■ 売上高構成 （2014年度 連結）

■ 売上高推移（連結） ■ 営業利益推移（連結）

事業分野別 需要先別 生産地域別

1,500

1,000

500

0

（億円）

1,0711,0991,033

ライフサイクル
エンジニアリング

18.3%
新エネルギー・環境

22.4%

電力機器

44.2%

15.1%
ビーム・真空応用

28.4%

官公需

海外向け

11.9%

一般民需

49.5%

10.2%
電力会社

17.5%

日本

アジア

81.4%

その他

1.1%

会 社 名
創 立
資 本 金
社 員 数
建 設 業 許 可
発行済株式総数
株 式 コ ー ド
事 業 内 容

1910年

1917年

1937年

1945年

1963年

1968年

1970年

1984年

1987年

1991年

1995年

1999年

2001年

同年

2002年

2005年

同年

同年

2007年

2010年

2011年

同年

日新工業社として創業

日新電機株式会社創立

京都市右京区（現在地）に本社工場を建設

住友電気工業株式会社よりコンデンサ事業を引き
継ぎ、コンデンサ事業に進出

群馬県前橋市に前橋製作所を新設

久世工場、九条工場を新設

日新ハイボルテージ株式会社を設立し、電子線加速
器事業に進出（2003年、株式会社ＮＨＶコーポレー
ションに事業を移管）

ソフトウェアの開発、システム設計などを行う株式
会社日新システムズを設立

タイに小形コンデンサ、電機部品などの製造および
販売を行う日新電機タイ株式会社を設立

台湾にガスコンデンサおよびガス絶縁開閉装置の
製造および販売を行う日亜電機股份有限公司を設立

中国最初の合弁会社、無錫日新電機有限公司を設立
しコンデンサ形計器用変圧器の製造・販売を開始

半導体およびＦＰＤ製造用イオン注入装置の製造、
据付工事、調整などを行う日新イオン機器株式会社
を設立

中国に電力用コンデンサの製造および販売を行う
日新電機（無錫）電力電容器有限公司を設立（2004
年、無錫日新電機有限公司と合併のうえ、日新電機
（無錫）有限公司に社名変更）

中国にガス絶縁開閉装置の製造および販売を行う
北京北開日新電機高圧開関設備有限公司を設立
（2006年、北京宏達日新電機有限公司に社名変更）

中国にガス絶縁開閉装置用の計器用変圧器などの
製造および販売を行う日新（無錫）機電有限公司を設立

薄膜コーティングサービスを行う関連会社であった
日本アイ・ティ・エフ株式会社を連結子会社とする

滋賀県に日新イオン機器株式会社 滋賀事業所・プラ
ズマ技術開発センターを新設

ベトナムに産業用部品の製造・加工の請負などを
行う子会社として日新電機ベトナム有限会社を設立

住友電気工業株式会社の連結子会社となる

米国に半導体製造装置の据付工事、調整、改造および
保守・点検を行うNissin Ion Equipment USA, Inc.
を設立

中国に半導体製造装置の製造・販売などを行う日新
意旺高科技（揚州）有限公司を設立

中国に電子線照射装置の製造、販売などを行う日新
馳威輻照技術（上海）有限公司を設立

社会と産業を支えるグローバル企業として、さらなる発展を目指    します

■ 事業セグメント別売上高目標

（億円）
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183

1,071
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240
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1,500

電力機器
新エネルギー・環境

ビーム・真空応用
ライフサイクルエンジニアリング

20142013 （年度）2012
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0
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9095
71

20142013 （年度）2012

成長

新エネルギー・
環境

ビーム・真空応用

ライフサイクル
エンジニアリング

事業分野

電力機器

2010年度（実績） 2014年度（実績） 2015年度

会社紹介・経営方針

当社グループは2011年度から中長期計画「ビジョン2015」
に取り組んでいます。これは2015年度の売上高を1,500億円、
営業利益を120億円とそれぞれ5年間で1.5倍以上にすること
を目指した計画で、その眼目は当社グループのコア技術を
ベースに事業の構造をより多角的かつグローバルなものに
変革していくことにあります。
これまでの「電力機器事業」、「ビーム・真空応用事業」という

二つのセグメントに「新エネルギー・環境事業」、「ライフサイクル
エンジニアリング事業」を加えた4つのセグメントをバランスの
とれた4本の事業の柱に育て、いずれのセグメントにおいても
思い切ったグローバル展開をしていくことによって、より安定
的な成長力を持った企業グループとなっていくことを目指して
います。

長年にわたる研究開発の蓄積をベースとして、「安定した
エネルギー系統の実現」、「環境に配慮して、CO2排出量削減に
貢献できる製品づくり」、「ビーム・真空技術を応用した次世代
製品の創出」など、日々新しい技術の開発に積極的に取り組み、
社会に貢献しながら成長し続けるグローバルな環境・エネルギー
ソリューション企業としての発展を目指します。
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本社工場 （京都市右京区）
　日新電機株式会社
　株式会社NHVコーポレーション
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
配電盤／変圧器／コンデンサ設備／太陽光
発電用パワーコンディショナ／太陽光発電シ
ステム／リアクトル／瞬低・停電対策装置／
監視制御システム／車両ナンバ読取装置／
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

前橋製作所 （群馬県前橋市）
　日新電機株式会社
　株式会社NHVコーポレーション
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
ガス絶縁開閉装置／遮断器／計器用変成器
（計器用変圧器、変流器、計器用変圧変流器
など）／電子線照射サービス／薄膜コーティング
サービス

久世工場 （京都市南区）
　日新イオン機器株式会社
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
半導体製造用イオン注入装置／FPD製造用
イオン注入装置／薄膜コーティングサービス

九条工場 （京都市南区）
主要生産品目
配電盤／太陽光発電用パワーコンディショナ

日新イオン機器株式会社
滋賀事業所・プラズマ技術開発センター
（滋賀県甲賀市）
主要生産品目
半導体製造用イオン注入装置／
FPD製造用イオン注入装置

北海道支店
東北支店
東京支社
北関東営業所
千葉営業所
横浜営業所
新潟営業所

岡山営業所
四国支店
九州支店
熊本出張所
沖縄支店

日新恒通電気有限公司
日新高性能塗層（瀋陽）有限公司
北京宏達日新電機有限公司
日新高性能塗層（天津）有限公司
日新意旺高科技（揚州）有限公司
日新電機（無錫）有限公司
日新（無錫）機電有限公司
日亜意旺机械（上海）有限公司
日新馳威輻照技術（上海）有限公司

●

●

●

●

●

●

●

◆

●

株式会社NHVコーポレーション 
日新イオン機器株式会社
株式会社日新システムズ
株式会社日新ビジネスプロモート
日本アイ・ティ・エフ株式会社
日新電機商事株式会社
日新パルス電子株式会社

●

●

●

◆  

●

◆  

●

韓国日新イオン株式会社◆

生産会社
サービスなどの会社
研究拠点
電力機器
ビーム・真空応用
新エネルギー・環境

※各社の主力事業に色づけしています。
日亜電機股　有限公司
日亜聯合離子機器股　有限公司

Nissin Advanced Coating 
Indo Co., Private Ltd.

●

◆

◆

●

●

●日新電機タイ株式会社

日新電機ベトナム有限会社

日新イオン機器株式会社 シンガポール支店

● NHV America Inc.Nissin Ion Equipment USA, Inc.
Texas Customer Service Center

Nissin Ion Equipment USA, Inc.
Massachusetts R&D Center

◆

■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

3

2 4

5

北陸営業所
中部支社
関西支社
京都営業部
和歌山営業所
神戸営業所
中国支店

■ 所在地別社員数（連結）

4,845
社員数

人

台湾 111人
2.3%
タイ 713人 
14.7%

中国 1,133人
23.4% 52.6%

日本 2,549人

7.0%
その他 339人

グループ紹介・国内拠点紹介

当社のコア技術が現地の発展に寄与できる地域に生産拠点を   設け、グローバルに事業を展開しています

1

3 569

8

1014
15
16

17

18

19

12
13

7
211

4

1 3 4

5

2

グループ会社一覧

国内生産拠点
国内営業拠点

ます
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本社工場 （京都市右京区）
　日新電機株式会社
　株式会社NHVコーポレーション
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
配電盤／変圧器／コンデンサ設備／太陽光
発電用パワーコンディショナ／太陽光発電シ
ステム／リアクトル／瞬低・停電対策装置／
監視制御システム／車両ナンバ読取装置／
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

前橋製作所 （群馬県前橋市）
　日新電機株式会社
　株式会社NHVコーポレーション
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
ガス絶縁開閉装置／遮断器／計器用変成器
（計器用変圧器、変流器、計器用変圧変流器
など）／電子線照射サービス／薄膜コーティング
サービス

久世工場 （京都市南区）
　日新イオン機器株式会社
　日本アイ・ティ・エフ株式会社
主要生産品目
半導体製造用イオン注入装置／FPD製造用
イオン注入装置／薄膜コーティングサービス

九条工場 （京都市南区）
主要生産品目
配電盤／太陽光発電用パワーコンディショナ

日新イオン機器株式会社
滋賀事業所・プラズマ技術開発センター
（滋賀県甲賀市）
主要生産品目
半導体製造用イオン注入装置／
FPD製造用イオン注入装置

北海道支店
東北支店
東京支社
北関東営業所
千葉営業所
横浜営業所
新潟営業所

岡山営業所
四国支店
九州支店
熊本出張所
沖縄支店

日新恒通電気有限公司
日新高性能塗層（瀋陽）有限公司
北京宏達日新電機有限公司
日新高性能塗層（天津）有限公司
日新意旺高科技（揚州）有限公司
日新電機（無錫）有限公司
日新（無錫）機電有限公司
日亜意旺机械（上海）有限公司
日新馳威輻照技術（上海）有限公司
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研究拠点
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新エネルギー・環境

※各社の主力事業に色づけしています。
日亜電機股　有限公司
日亜聯合離子機器股　有限公司

Nissin Advanced Coating 
Indo Co., Private Ltd.
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●日新電機タイ株式会社

日新電機ベトナム有限会社

日新イオン機器株式会社 シンガポール支店
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中国支店

■ 所在地別社員数（連結）

4,845
社員数

人

台湾 111人
2.3%
タイ 713人 
14.7%

中国 1,133人
23.4% 52.6%

日本 2,549人

7.0%
その他 339人

グループ紹介・国内拠点紹介

当社のコア技術が現地の発展に寄与できる地域に生産拠点を   設け、グローバルに事業を展開しています
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住　宅

スマートフォン 自動車

66/77kV 高調波
フィルタ設備

コンデンサ設備

550kV コンデンサ形
計器用変圧器

154kV ガス絶縁
開閉装置

分路リアクトル

高速自動車道
監視制御システム

FPD製造用
イオン注入装置

半導体製造用
イオン注入装置

コンデンサ形計器用
変圧器

地絡保護用放電装置

並列コンデンサ

高調波抑制装置

ME化配電盤

高圧スイッチギヤ

車両ナンバ読取装置

水処理集中監視
制御システム

コントロールセンタ

上下水道

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
サービス

電子線照射装置 アークイオン
プレーティング装置

事業・製品紹介

HEMS

66/77kV ガス絶縁
開閉装置 XAE7

66/77kV 油入変圧器

ユニット形
コンデンサ装置

薄形スイッチギヤ

66/77kV ガス絶縁
開閉装置 XAE7（室内型）

22/33kV スポット
ネットワーク受変電設備

22kV ガス絶縁
開閉装置 XAE2

静止形
無効電力補償装置
静止形
無効電力補償装置
静止形
無効電力補償装置

瞬時電圧低下
対策装置
瞬時電圧低下
対策装置
瞬時電圧低下
対策装置

高速自動車道など

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 12P

11P

10P

9P

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。創業以来100年を超える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。

発
電
所

モバイル端末

鉄　道

超高圧変電所 一次変電所 オフィスビル工　場

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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住　宅

スマートフォン 自動車

66/77kV 高調波
フィルタ設備

コンデンサ設備

550kV コンデンサ形
計器用変圧器

154kV ガス絶縁
開閉装置

分路リアクトル

高速自動車道
監視制御システム

FPD製造用
イオン注入装置

半導体製造用
イオン注入装置

コンデンサ形計器用
変圧器

地絡保護用放電装置

並列コンデンサ

高調波抑制装置

ME化配電盤

高圧スイッチギヤ

車両ナンバ読取装置

水処理集中監視
制御システム

コントロールセンタ

上下水道

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
サービス

電子線照射装置 アークイオン
プレーティング装置

事業・製品紹介

HEMS

66/77kV ガス絶縁
開閉装置 XAE7

66/77kV 油入変圧器

ユニット形
コンデンサ装置

薄形スイッチギヤ

66/77kV ガス絶縁
開閉装置 XAE7（室内型）

22/33kV スポット
ネットワーク受変電設備

22kV ガス絶縁
開閉装置 XAE2

静止形
無効電力補償装置
静止形
無効電力補償装置
静止形
無効電力補償装置

瞬時電圧低下
対策装置
瞬時電圧低下
対策装置
瞬時電圧低下
対策装置

高速自動車道など

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 12P

11P

10P

9P

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。創業以来100年を超える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。

発
電
所

モバイル端末

鉄　道

超高圧変電所 一次変電所 オフィスビル工　場

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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電気を安全かつ効率的に供給
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電力機器

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

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の開発・製造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、国内トップシェアを10年連続で維持しています。また、電力会社向けの電力
用コンデンサは、国内シェアの100％近くを占めており、「コンデンサの日新」と呼ば
れています。
2014年度は、再生可能エネルギー導入のさらなる加速に応じ、メガソーラーなど

でつくられた電力を電力会社の系統と接続する連系設備を多数納入しました。
また、高度成長期に設置された多数の受変電設備が更新時期を迎える中、当社の
安全性・経済性・環境調和性に優れたコンパクト受変電設備は電力の安定供給に
貢献しています。

安定供給の追求と再生可能エネルギー分野での活躍
事業概要

電力会社からの受電と構内電気設備保
護を行う設備です。変圧器と直結すること
により、さらなるコンパクト化・省スペース
を実現できます。

ガス絶縁開閉装置（GIS）

構内各所へ電源を供給するための配電、
開閉、保護を行う電気設備です。設置環境
などによりさまざまなタイプのスイッチ
ギヤを提供しています。

スイッチギヤ（SWG)

電力系統に接続して力率改善、電圧調整
などの目的に使用される電気設備です。
電力系統の安定化と品質向上、電力の
有効利用に貢献します。

電力用コンデンサ装置

高電圧・大電流を、電気計器や継電器に
入力可能な電圧・電流に、正確に変成する
ために設置される電気設備です。

コンデンサ形計器用変圧器（CVT）
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事業・製品紹介

44.2％

15.1％

66kV受変電設備 最先端機器の高機能化に貢献

ビーム・真空応用

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

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。なかでも、半導体や高精細・中小型フラットパネル
ディスプレイ（FPD）製造用のイオン注入装置、タイヤや電線などの品質を向上させ
る電子線照射装置、工具や自動車部品の性能を高める薄膜コーティングサービスに
注力しており、今後の成長が期待されています。
メンテナンス性向上などお客様のご要望に応え、諸機能を進化させることで、2014
年度もFPD製造用イオン注入装置の市場シェア100％を堅持しています。電子線照射
装置では、自動車関連産業のグローバル展開による設備投資需要を背景に、世界30
カ国に納入先を拡大しました。コーティングサービスでは、タイで部品用の量産ライン
の整備を進めるとともに、次世代を担う新型成膜装置（iDS500）を商品化しました。

蓄積した技術を成長するグローバル市場に供給
事業概要

高精細・中小型FPD製造用イオン注入装
置は、スマートフォンをはじめとするハイ
エンドの携帯情報端末などに使用されて
いる高精細ディスプレイを製造するため
に不可欠な装置です。

FPD製造用イオン注入装置

半導体製造用イオン注入装置は、パソ
コン・モバイル機器などのあらゆるデジ
タル製品に内蔵されている半導体デバイ
スの製造に不可欠な装置です。FPD製造
用イオン注入装置と同様の技術を活用
しています。

半導体製造用イオン注入装置

耐熱被覆電線・熱収縮チューブ・発泡ポリ
エチレン・自動車用タイヤの製造に使用
されている装置です。医療用具の滅菌や
環境保全にも利用され、用途は限りなく
広がっています。

電子線照射装置（EPS）

自動車部品や工具・金型などの表面コー
ティング加工に使用する新型コーティング
装置を開発しました。従来装置と比べ
短時間・低コストで成膜が可能で、従来比
約2倍の生産量を実現しました。

薄膜コーティングサービス

事業・製品紹介

アークイオンプレーティング装置（iDS500）

20142013 （年度）2012
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電力系統の安定化と品質向上、電力の
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グローバルな社会ニーズに対応

新エネルギー・環境

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

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、環境
汚染への対応など、地球規模で高まる社会ニーズに応える事業です。新エネルギー
分野では、パワーコンディショナやこれを核とした太陽光発電システム、次世代送配
電網（スマートグリッド）の構築を支える製品などを提供します。環境分野では、水処
理施設の電気設備や監視制御システム、水処理場や工場施設、家庭向けのエネル
ギー管理システム（EMS）に関わる製品を提供しています。
2014年度は、需要が伸びている水処理施設の電気設備のほか、再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度を背景にした太陽光発電用パワーコンディショナへの
ニーズに応え、また今後拡大が期待される蓄電池用パワーコンディショナを納入
しました。
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ユーザーの期待に技術力で応える
事業概要

太陽電池にて発電された直流電力を交流
電力に変換する装置です。新たに開発
した屋外専用器は設置が容易で、太陽光
発電システム設置工事の円滑な進行と
コストダウンに貢献します。

太陽光発電用パワーコンディショナ

太陽電池、パワーコンディショナ、連系
設備に加え、発電状況や運転状態を監視
する監視装置などで構成されています。
設置条件や機器配置の最適化により、
太陽からのエネルギーをより有効に活用
するシステムを提供します。

ライフラインである上下水道施設の監視
制御を行い、水質の向上、省エネルギー化
に向けた各種アプリケーションで、施設の
管理・運営を支えています。また、浸水対策
用雨水貯留施設の監視制御システムとして、
街の安全にも貢献しています。

タブレット端末を用いて家庭内で使用した
電力量の表示や、エアコンなどの電化製品
を制御することができます。今後は、節電
の自動化や、電力需給ピーク時における
電力使用量の制御などにも対応していき
ます。

太陽光発電システム

水処理集中監視制御システム

HEMS（Home Energy Management System）

事業・製品紹介

太陽光発電システム お客様視点に立って信頼と安心を

ライフサイクルエンジニアリング

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

お客様にお納めする当社グループ製品の現地工事から現地調整、点検・修繕、
設備診断、更新までのライフサイクル全体にわたってサポートする事業です。

　「安全・品質最優先」「お客様からの信頼と安心」
「お客様の良き相談（ライフコンサルタント）」
「お客様とともに成長と発展」の基本方針のもと、
長年培ってきた経験と卓越した技術力で、お客様に
最適なサービスを提供しています。今後、新たな
サービスを開発することでライフサイクルエンジ
ニアリング事業を拡大し、さらなるお客様満足度
の向上を目指します。ライフサイクル図

点検・修繕 現地調整

現地工事

営業・設計・
製造

設備診断
14

23
お客様

製品のライフサイクル全体をサポート
事業概要

事業・製品紹介

診断スタッフ

1. 3.現地工事
安全と品質を最優先に環境への配慮や
各種の規格・基準・法令を遵守して機器の
搬入、据付、組立・ケーブル敷設工事を
行っています。

2. 4.現地調整
電気設備を安心してお使いいただくた
めに、設備ごとの調整試験やプラント設備
なども含めた総合調整試験を実施し、
お客様のご要望にお応えできているか
確認のうえお引き渡ししています。

点検・修繕
定期的な保守点検や有寿命部品の交換
により事故・故障の未然防止や設備の
延命化を図り、お客様の設備がライフ
サイクルを全うできるようお手伝いして
います。

設備診断
長期間稼動した電気設備の劣化状態を
把握して、設備システム全体の総合評価
を行い、プラント設備との寿命協調を図
りながら部分更新や延命化、更新計画を
提案します。
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グローバルな社会ニーズに対応

新エネルギー・環境

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

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、環境
汚染への対応など、地球規模で高まる社会ニーズに応える事業です。新エネルギー
分野では、パワーコンディショナやこれを核とした太陽光発電システム、次世代送配
電網（スマートグリッド）の構築を支える製品などを提供します。環境分野では、水処
理施設の電気設備や監視制御システム、水処理場や工場施設、家庭向けのエネル
ギー管理システム（EMS）に関わる製品を提供しています。
2014年度は、需要が伸びている水処理施設の電気設備のほか、再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度を背景にした太陽光発電用パワーコンディショナへの
ニーズに応え、また今後拡大が期待される蓄電池用パワーコンディショナを納入
しました。
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ユーザーの期待に技術力で応える
事業概要

太陽電池にて発電された直流電力を交流
電力に変換する装置です。新たに開発
した屋外専用器は設置が容易で、太陽光
発電システム設置工事の円滑な進行と
コストダウンに貢献します。

太陽光発電用パワーコンディショナ

太陽電池、パワーコンディショナ、連系
設備に加え、発電状況や運転状態を監視
する監視装置などで構成されています。
設置条件や機器配置の最適化により、
太陽からのエネルギーをより有効に活用
するシステムを提供します。

ライフラインである上下水道施設の監視
制御を行い、水質の向上、省エネルギー化
に向けた各種アプリケーションで、施設の
管理・運営を支えています。また、浸水対策
用雨水貯留施設の監視制御システムとして、
街の安全にも貢献しています。

タブレット端末を用いて家庭内で使用した
電力量の表示や、エアコンなどの電化製品
を制御することができます。今後は、節電
の自動化や、電力需給ピーク時における
電力使用量の制御などにも対応していき
ます。

太陽光発電システム

水処理集中監視制御システム

HEMS（Home Energy Management System）

事業・製品紹介

太陽光発電システム お客様視点に立って信頼と安心を

ライフサイクルエンジニアリング

■ 売上高構成比

■ 売上高推移

お客様にお納めする当社グループ製品の現地工事から現地調整、点検・修繕、
設備診断、更新までのライフサイクル全体にわたってサポートする事業です。

　「安全・品質最優先」「お客様からの信頼と安心」
「お客様の良き相談（ライフコンサルタント）」
「お客様とともに成長と発展」の基本方針のもと、
長年培ってきた経験と卓越した技術力で、お客様に
最適なサービスを提供しています。今後、新たな
サービスを開発することでライフサイクルエンジ
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多様な電源を活用するSPSS®で
スマートコミュニティーを実現
東日本大震災以降、再生可能エネルギーの効率的利用

や節電、停電回避へのニーズはますます高まっています。
そこで当社は、長年培った系統連系技術、受変電システム
技術、機器状態監視技術を駆使し、太陽光発電・発電機・蓄
電池などの多様な分散電源を組み合わせて節電と電力の
安定供給を同時に実現する「SPSS」（Smart Power Supply 
Systems：スマート電力供給システム）を開発しました。
2013年4月に当社前橋製作所内（群馬県前橋市）で
太陽光発電システムを運転開始したのをはじめ、コージェネ
レーションシステム、電池電力貯蔵設備、EMS（Energy 
Management System：エネルギー管理システム）などを
2014年3月までに導入し、実規模検証をスタート。
各々の電源や負荷の運転状況の見える化、発電量や負荷
の予測に加え、多様な分散電源の最適運用計画・制御を
実現しました。今後も引き続き、分散電源のベストミックス
や運用制御に必要な知見を深めるため、前橋製作所での
検証を継続しつつ、商品化を目指します。

電力の安定的な確保、省エネ、省コ
スト、CO2排出量削減を実現するSPSS
が求められるのは、工場や発電所にと
どまりません。当社は、水処理場、住宅
街・家庭、離島を加えた5つを市場と
とらえ、豊かな社会を実現するスマート
コミュニティーの構築に寄与します。
最近では、エネルギーコストの上昇

や、再生可能エネルギー増加による
電力安定化が課題となっています。
SPSSにはこうした問題の解決も期待
されています。

前橋製作所での実規模検証を経て、最適な電力供給システムを構築、提案します。

前橋製作所での年間電気料金削減額（試算）

SPSS実規模検証システム（前橋製作所）

ガスコージェネ
レーション

エネリンク
（単独運転検出装置）

受変電設備

リチウム電池

太陽電池

EMS

スマート電力供給システムの商品化特　集

さまざまな場所で活躍する日新電機のSPSS

発電・蓄電

監視・最適制御

停電の
検出・
安全保全

基本料金単価を1,600円、使用電力量料金単価を18円として計算

※1　契約電力：電力会社と1カ月間で契約しているデマンド電力。30分間に利用できる最大電力ワット数が決まっています。
※2　使用電力量：実際に使用した1カ月あたりの電力量。

契約電力※1　1,200kW削減
1,600円/kW×1,200kW×12カ月

＝約2,300万円/年

年間基本料金削減分

使用電力量※2　160万kW削減
18円/kWh×160万kW/年

＝約2,900万円/年

年間使用電力量料金削減分

約 5,200万円/年
電気料金削減額合計

＋ ＝

再生可能エネルギーを取り入れた新しい
電力供給システムに対応し、系統連系や
系統安定化に貢献します。

発電所・変電所で 住宅街・家庭で

過剰な電力使用を制限する仕組みと
使用電力の見える化で、家庭内の節電に
貢献します。

発電所
・

変電所

工場
・

オフィスビル

水処理場

住宅街
・
家庭

離島

 Smart Power Supply Systems

自然エネルギーや蓄電池、発電機などの
多様な電源と高度な制御ソフトで、エネル
ギーを最適運用し、省エネと電力の安定的
な確保に貢献します。

工場・オフィスビルで

水処理工程で発生する水力や消化ガス
などの利活用と、各施設にとって最適な電力
制御技術が安心・安全な水環境の実現に
貢献します。

水処理場で

島内独自の電力供給システムにおいても、
系統安定化技術で再生可能エネルギー比
率の向上と電力の安定供給に貢献します。

離島で
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企業理念と5つの信頼 基本方針

推進体制

ＣＳＲ活動の目標と実績

当社グループは1910年の創業以来、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、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。
社業に取り組むこのような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。

社業遂行の基本姿勢と不変の事業精神を集約

全社横断組織「CSR推進委員会」を中心に活動を展開して
います。海外グループ会社と情報交換を行い、各国の課題に
合わせた活動に取り組んでいます。
これら成果を常務会などで経営トップに報告し、適宜指示・
指導を受けながら活動を継続しています。

CSR推進委員会で活動を推進

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
日新電機グループは、

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。

日新電機グループのCSR活動基本方針

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

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

①

②

CSR活動領域
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

本業を通じた地球環境保護への取り組み環　　境

信　　頼

企業経営

「5つの信頼」

社会からの信頼パートナーからの信頼

社員相互の
信頼

株主からの
信頼

お客様からの信頼

● 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。

品質向上

17P

18P

19P

20P

21P

22P

23P～

3H（はじめて、変更、久しぶり）活動の実践と定着、
ステージ別（仕様リスク、設計、施工、点検、納品）DR（デザインレビュー）の質向上

営業部門に対するお客様アンケート結果の報告（各支社）、
営業部門と品質統括部で改善策協議

点検→修繕→更新増大に向けての診断メニューの創出、
ライフサイクルエンジニアリング事業活動を社員に紹介

開示内容の充実、
ウェブサイトで開示する情報の充実

「小学生理科教室」実施、研修生受入れ、
「公益社団法人　京都工業会」などへの講師派遣、
ベトナム・フエ市の小学校へ奨学金を寄贈、
地元小中学校・施設の活動支援

「公益社団法人　京都モデルフォレスト協会」の活動支援、
清掃活動

Jリーグ「京都サンガ F.C.」や市民マラソン大会「京都マラソン」の運営に協力、
谷崎潤一郎旧邸「石村亭」の維持・管理、および研究者の受け入れ

CSR調達ガイドラインの情報伝達と徹底

ジョブローテーションの活用、
障がい者雇用の促進、
優秀な外国人技術者の確保

人材育成機会の増大、
キャリア採用者育成強化（グローバル社員含む）、
ジョブローテーションによる育成推進、
コア技術・技能の承継と養成

スマート活動・体質改善に関する情報発信、
メリハリのきいた働き方、両立支援制度の広報活動、
ECOワークの日の推進、全社一斉定時デーの推進

社内広報の活用による情報共有、
社員意識調査の実施と結果の活用

安全衛生活動、
メンタルヘルスケア

コンプライアンスの徹底のための実行体制の構築・維持・各種施策、
海外グループ会社におけるコンプライアンスの強化・拡充、
社内報、イントラネットなどを介しての日常のコンプライアンス啓発活動実施

災害対応訓練、
全社リスク把握

本体および国内グループ会社の諸施策の見直し、
海外グループ会社向け諸対策

25P～26Pをご覧ください。

お客様との
コミュニケーション

ライフサイクル
エンジニアリング

CSR調達の推進

ワーク・ライフ・バランス
の推進

コミュニケーションの強化

安全・健康の推進

コンプライアンスの徹底

リスク管理の徹底

お客様
～満足度向上～

公明正大・
透明性のある
企業経営

環境への
取り組み

パートナー
～満足度向上～

株主
～満足度向上～

社員
～働きがいの創造・
　満足度向上～

社会
～より良い地域
　社会への貢献～

信　

頼

企
業
経
営

環
境

活動領域・目標 重点取り組み分野掲載ページ 2014年度実績

目標・成果報告 公表

成果報告・提案

社長・常務会 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・教育

■ 日新電機グループCSR推進体制

成長を支援する
教育・研修の推進

多様な人材の適正活用

環境保全活動支援

スポーツ・文化活動支援

積極的な情報開示

次世代育成支援

情報セキュリティの徹底

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

用語解説

日新電機のCSR

社員一人ひとりの自主性を大切にして、計画的にCSR活動に取り    組んでいます
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18P

19P

20P

21P

22P

23P～
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活動領域・目標 重点取り組み分野掲載ページ 2014年度実績

目標・成果報告 公表

成果報告・提案

社長・常務会 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・教育
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日新電機のCSR

社員一人ひとりの自主性を大切にして、計画的にCSR活動に取り    組んでいます
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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、お客様の
視点に立った活動を
実施しています。

独自のセンサー技術を用いた巡回診断

中国現地法人で開催した品質分科会

「巡回診断」でお客様のメンテナンス費用を最小化
ライフサイクルエンジニアリング事業では、お客様に納品する当社グループ製品

について、現地工事から現地調整、点検・修繕、設備診断まで、製品のライフサイクル
全体にわたってサポートしています。特に近年、「既存設備を延命化し最大限に有効
活用したい」というお客様ニーズが高まっていることから、設備診断メニューに「巡回
診断サービス」を新たに追加しました。
これは、従来の目視や異常温度・異常音測定による診断に加え、当社独自開発の
センサー技術を用いた各種検査機器を活用することで、異常音などが出ていない
段階でも設備の異常を早期に発見し、トラブルの未然防止に貢献するものです。また
定期的に「巡回診断」することで設備の劣化の傾向を把握し、より効率的な設備保全
計画の立案・実行、ひいてはメンテナンス費用の最小化を可能にします。

▼ 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

▼ 製品安全審査 ▼ メールマガジン紹介

▼ お客様からの表彰

▼ お客様向け研修（日新テクノアカデミー）
他

▼ 経営方針 ▼ 株式について

▼ IRライブラリ ▼ 業績・財務情報

▼ IRカレンダー ▼ 電子公告
他

3H活動を中国でも展開
グローバル一品質

いち

いち

GLOBAL ウェブサイトのみ掲載情報

「お客様からの信頼」のために

ライフサイクルエンジニアリングの推進

● 3H活動 ：
3Hとは、はじめて（Hajimete）、変更（Henkou）、
久しぶり（Hisashiburi）の頭文字で、事前に
3Hの視点で課題に気づき、問題が発生しない
ように確認しながら仕事を遂行する仕組みで、
事故や不具合を未然に防止する活動のこと。

● CSセンター ：
グループ全体の窓口で、お客様からの不具合
の連絡や問い合わせを受け付けるなどの
初期対応を担う部署。

用語解説

中国現地法人各社の品質管理状況の共有
や品質管理手法の統一を図るため、「品質分
科会」を定期的に現地で開催。リスクを未然
に防止する視点を取り入れるために3H活動
の普及に力を入れるなど、「グローバル一品
質」を目指し、海外製品の品質安定化に取り
組んでいます。

CSセンターでのミーティング

CS向上システムの導入
お客様満足度向上

情報の一元管理と、高度な検索機能で、
不具合や問い合わせに迅速かつきめ細かく
対応していくことを目指し、「CS向上システム」
を導入。CSセンターでは毎日2回、スタッフ
全員が本システムで情報を確認、共有し、お客
様満足度のさらなる向上につなげています。

● 株主様工場案内会（年1回開催）
● ウェブサイト「株主・投資家情報」（適宜）
● 冊子「株主のみなさまへ」（年2回発行）
● 冊子「Annual Report」（年1回発行）

適切な水準の配当と中長期的な企業価値の
向上に取り組むとともに、株主様
への情報公開と直接的な
コミュニケーションに
努めています。

「株主からの信頼」のために

2014年度の情報開示・対話

■ 配当金の推移
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■ 個人株主数の推移
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（人）

3,5384,3364,850

20142013 （年度末）2012

お客様サービス事業本部
予防保全グループ
グループ長

三島 尚史 （右）
前田 良三 （左）

経理部　財務グループ

齋藤 映莉 （右）

法務室

小城 聡志 （左）

株主総会後の工場見学会

対話を促進し、株主様のご意見を経営の課題へ
当社では、株主様との貴重なコミュニケーションの場である定時株主総会をより
有意義なものにするために、さまざまな工夫を凝らしています。
多くの株主様にご出席いただけるよう集中日を避けて開催しているほか、経営方針

や今後の課題・計画などをわかりやすいようモニターに映写しながら、社長自らの
言葉で伝えています。さらに2014年6月から、株主総会終了後に取締役が株主様から
のご質問・ご意見に回答・対応する時間を設けました。頂いた貴重なご意見を、当社
グループのさらなる発展に向けた検討課題としていきます。
また総会終了後に、希望する株主様を対象に工場見学会も実施。2014年6月は、
人材育成のための日新アカデミーの研修センターと、当社グループ会社日本アイ・
ティ・エフ株式会社（ITF）の薄膜コーティング工場を見学していただきました。

企業価値向上と適正な利益還元
配当施策 ウェブサイトのみ掲載情報

「対話の場」としての株主総会

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同時に、適正な利
益還元が経営上の重要課題の一つであると
考えています。安定した配当の維持を基本に、
今後の経営状況、業績結果と見通し、配当
性向、内部留保水準などを総合的に勘案した
上で配当金を決定しています。

個人株主などの増加を目指して
1単元の株式数の引き下げ

当社は2015年4月1日から、全国証券取
引所の方針である「売買単位の集約」に従い、
「1単元の株式数」を1,000株から100株へ
引き下げました。株式市場での売買単位（1単
元）金額が下がることで、売買が活性化し、
より多くの皆様に当社の株主となっていただ
けるものと期待します。
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私たちは「電気」を扱う企業の
専門性を生かし、次世代の育成をはじめ、
地域との共存を目指して様々な
社会貢献活動に国内外で
取り組んでいます。

屋内での授業

前橋製作所を見学する小学生たち

小学生を対象にした「理科教室」を継続して開催
「当社の技術を生かし、理科好きの小学生を増やす」ことを目的に、2010年度から
地域の小学校で「理科教室」を開催しています。2014年度は、本社のある京都地区
の11校、前橋製作所のある前橋地区の4校、合計15校で開催しました。
「理科教室」は、授業で太陽光発電について学習した小学4年生が対象で、野外での
ソーラーカー乗車体験と屋内での実験やクイズを交えた授業から構成されています。
当日は「ソーラーカーのスピードを上げるには？」「パネルは何でできているの？」

「日新電機は誰が作ったの？」といった純粋で鋭い質問が多く飛び出しました。
これらの体験が、理科に親しみ、自然エネルギーに興味を持つきっかけとなれば、

と期待しています。

▼ インターンシップ受け入れ実績

▼ 理科教室開催実績

▼ 工場見学受け入れ実績

▼ 前橋製作所グラウンド貸し出し

▼ ベルマーク寄贈

▼ ベトナムの小学校に奨学金寄贈

▼ 事務所周辺の河川の清掃活動

▼ 京都サンガ F.C.に協賛
他

▼ 協同組合日新電機協力会について

▼ CSR調達ガイドライン

▼ グリーン調達ガイドライン
他

小学生の工場見学受け入れ
次世代育成支援 ウェブサイトのみ掲載情報

「社会からの信頼」のために

次世代育成支援

前橋製作所は毎年、社会科見学として近隣
の勝山小学校から3年生の児童を受け入れ
ています。2014年度も12人が訪れ、工場を
見学し、超高圧試験所での人工雷を体験。
巨大な設備や、雷の音の大きさに驚いてい
ました。ソーラーカーにも試乗し、自然エネル
ギーについて考える機会となりました。

レシート収集箱を持つNAC社員 第39回全国販売店会議 変成器の部材加工の立ち会い検査にて

台湾で慈善団体に協力
地元社会への貢献

台湾の買い物レシートには、一連の番号が
印字され、抽選で大金が当たります。日亜電
機股份有限公司（NAC）は、当選金を貧困や
病気に苦しむ人の支援にあてる慈善団体
「創世基金会」に協力すべく、2006年から社
員食堂に収集箱を設置し、集めたレシートを
送っています。

ビジネスパートナーとの誠実かつ公正な
関係を心がけています。ともに成長
することで、顧客価値の提供と
競争力の向上に努めて
います。

「パートナーからの信頼」のために

変圧器事業部　設計部
技術グループ

向野下 裕明

日新電機協力会
理事長

安藤 源行 様
（前列左）

調達部
部長

竹中 正
（前列右）

日新電機協力会
副理事長

村木 宏文 様
（後列左）

日新電機協力会
副理事長

井上 哲次 様
（後列右）

日新電機協力会
事務局

遠山 あゆさ 様
（後列中）

日新電機協力会青年部が共同制作した人力車の
花器で笹岡様が「次世代につなぐ絆」を表現

協力会社様との永年にわたる信頼の絆　
加工業者様をはじめ協力会社様との信頼を深め、互いに切磋琢磨していくことを

目的に、1951年に「協同組合日新電機協力会」を発足、1964年に事業協同組合と
して認可され、会員企業数は現在30社に上ります。技術力の向上はもちろん、次世
代経営者の育成にも積極的に取り組んできました。
2014年11月には、創立50周年を記念して京都ブライトンホテルで式典を挙行。
京都府副知事、京都市長のご臨席のもと、行政、関係団体の皆様にもご出席いただき、
総勢101人が一堂に会しました。式典後には祝宴会が開催され、華道「未生流笹岡」
家元・笹岡隆甫様による花手前も披露されました。
ものづくりを通して産業と社会の基礎を支えるべく、「50年の歩み 未来につなぐ」

を合言葉に、今後も互いを高め合っていくことを改めて誓いました。

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 ウェブサイトのみ掲載情報

取引先様との対話

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は重要なパート
ナーです。毎年5月に全国販売店会議を開
催し、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。

双方に利益がある協力関係
取引先様との協力

取引先様にも当社にもメリットのある協力
関係の構築に注力しています。例えば、当社
製品の部品製造に協力いただいている富沢
鉄工株式会社様に、ベトナムにある当社グ
ループ会社を紹介。加工の一部を委託してい
ただくことで、富沢鉄工様はコスト削減、当社
はより高品質な部品仕入を実現しています。
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私たちは「電気」を扱う企業の
専門性を生かし、次世代の育成をはじめ、
地域との共存を目指して様々な
社会貢献活動に国内外で
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前橋製作所を見学する小学生たち
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他

▼ 協同組合日新電機協力会について

▼ CSR調達ガイドライン

▼ グリーン調達ガイドライン
他

小学生の工場見学受け入れ
次世代育成支援 ウェブサイトのみ掲載情報

「社会からの信頼」のために
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見学し、超高圧試験所での人工雷を体験。
巨大な設備や、雷の音の大きさに驚いてい
ました。ソーラーカーにも試乗し、自然エネル
ギーについて考える機会となりました。

レシート収集箱を持つNAC社員 第39回全国販売店会議 変成器の部材加工の立ち会い検査にて

台湾で慈善団体に協力
地元社会への貢献

台湾の買い物レシートには、一連の番号が
印字され、抽選で大金が当たります。日亜電
機股份有限公司（NAC）は、当選金を貧困や
病気に苦しむ人の支援にあてる慈善団体
「創世基金会」に協力すべく、2006年から社
員食堂に収集箱を設置し、集めたレシートを
送っています。

ビジネスパートナーとの誠実かつ公正な
関係を心がけています。ともに成長
することで、顧客価値の提供と
競争力の向上に努めて
います。

「パートナーからの信頼」のために

変圧器事業部　設計部
技術グループ

向野下 裕明

日新電機協力会
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安藤 源行 様
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村木 宏文 様
（後列左）
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井上 哲次 様
（後列右）

日新電機協力会
事務局

遠山 あゆさ 様
（後列中）

日新電機協力会青年部が共同制作した人力車の
花器で笹岡様が「次世代につなぐ絆」を表現

協力会社様との永年にわたる信頼の絆　
加工業者様をはじめ協力会社様との信頼を深め、互いに切磋琢磨していくことを

目的に、1951年に「協同組合日新電機協力会」を発足、1964年に事業協同組合と
して認可され、会員企業数は現在30社に上ります。技術力の向上はもちろん、次世
代経営者の育成にも積極的に取り組んできました。
2014年11月には、創立50周年を記念して京都ブライトンホテルで式典を挙行。
京都府副知事、京都市長のご臨席のもと、行政、関係団体の皆様にもご出席いただき、
総勢101人が一堂に会しました。式典後には祝宴会が開催され、華道「未生流笹岡」
家元・笹岡隆甫様による花手前も披露されました。
ものづくりを通して産業と社会の基礎を支えるべく、「50年の歩み 未来につなぐ」

を合言葉に、今後も互いを高め合っていくことを改めて誓いました。

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 ウェブサイトのみ掲載情報

取引先様との対話

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は重要なパート
ナーです。毎年5月に全国販売店会議を開
催し、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。

双方に利益がある協力関係
取引先様との協力

取引先様にも当社にもメリットのある協力
関係の構築に注力しています。例えば、当社
製品の部品製造に協力いただいている富沢
鉄工株式会社様に、ベトナムにある当社グ
ループ会社を紹介。加工の一部を委託してい
ただくことで、富沢鉄工様はコスト削減、当社
はより高品質な部品仕入を実現しています。

GLOBAL GLOBAL

19 20



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、
当社グループを挙げて
サポート体制を築いて
います。

懇談会で語り合う若手管理社員と社長

フェロー講演会

社長とリーダークラスの社員が懇談会で意見交換
次代を担う若手管理社員や主任が、社長や役員と当社グループのこれからについて
意見交換を行う懇談会を2013年度から定期的に開催しています。
2014年度は計22回開催し、「ビジョン2015達成のための課題」や「次期中期経営
計画の方向性」などのテーマについて話し合いました。「ビジョン2015」自体が、主任
や係長と50回にも及ぶ対話を重ねて策定されたものであり、さらに対話を重ねる
ことによって具体的な課題をあぶり出すとともに、問題意識の共有、達成に向けた
ブレイクスルーの実現につなげていきます。
今後も、こうした対話をさらに範囲を広げて実施し、社員の意見を積極的に取り
入れ、経営層から現場まで一体となって企業体質の改善を進めていきます。

▼ 社員教育への取り組み

▼ 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

▼ 社員の健康管理

▼ 休業度数　 ▼ 障がい者雇用率

▼ WING-NET活動状況
他

フェロー講演会を開催
教育・研究の推進 ウェブサイトのみ掲載情報

「社員相互の信頼」のために

コミュニケーションの強化

2014年11月、当社グループの社員を対
象に、当社フェローによる講演会を開催し、
計65人が聴講しました。電力自由化やビーム・
真空応用をテーマとしてコア技術や事業の
歴史を振り返るとともに、今後のあり方につ
いて参加者とともに考えました。

10月に実施されたNETの社員旅行

社員旅行を実施
従業員への福利厚生

複数のグループ会社で慰労や懇親を目的
に社員旅行を実施しています。日新電機タイ
株式会社（NET）では、会社が費用の全額を
負担し、1泊2日で観光地・チャアムを訪れま
した。「スタッフの対応がよかった」と好評で
したが、食事の内容には改善の要望もありま
した。

各種法令に十分対応・遵守していくと
ともに、コーポレートガバナンスの
一層の整備に向けて鋭意
取り組んでいます。

「公明正大・透明性のある
企業経営」への取り組み

代表取締役社長

小畑 英明
（中央）

お客様サービス事業本部
予防保全グループ主任

井上 恭代
（左）

（株）NHVコーポレーション
加速器事業部　設計グループ主任

人見 将宏
（左中）

変圧器事業部
業務部主任

田口 薫
（右中）

ソリューションシステム事業部
設計部主任

根木 昌之
（右）

GLOBAL

■ コーポレートガバナンス体制図

コーポレートガバナンス体制

当社は「監査役会設置会社」の体制下で、「社外監査役」３名のほか、2014年6月から「社外
取締役」１名を新たに選任しています。
取締役会は経営上の最高決定機関として、重要事項の審議・決定と業務執行状況の監督を

行っています。また、監査役や会計監査人と連携しつつ「業務監査室」（社長直轄組織）が、海外を
含む当社グループ全体の内部監査を実施しています。今後もコーポレートガバナンス・コード
などに基づき、コーポレートガバナンスの一層の整備に向けて取り組んでいきます。

監査によるガバナンスの強化

コンプライアンス

全社横断組織である「コンプライアンス委員会」（社長が委員長）と各職場・グループ会社の
「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、体制の整備や各種施策の推
進にあたっています。各ACMは、担当エリアでのコンプライアンス施策推進を支援するととも
に、法令・企業倫理の遵守状況などを定期的にチェックし、違反発生の未然防止に努めています。
また、海外グループ会社についても、社内規則の見直し・整備を進めています。
当社グループでは、2014年度における法律違反での罰則はありません。

コンプライアンス施策推進体制の確立

コンプライアンスに関する問題を早期に把握・調査し、自主的に是正・解決すべく、2004年に
内部通報制度「ヘルプラインデスク」を設置。2007年には女性がハラスメントなどの相談をしや
すいよう「女性専任担当ヘルプラインデスク」も設けています。
さらに2014年には、新たに社外の弁護士を窓口とする「社外ヘルプラインデスク」を設置しま

した。当社グループで働く人誰もが相談しやすい窓口を目指し、制度を充実させています。

「ヘルプラインデスク」の運用

万一のコンプライアンス違反を防止すべく、「コンプライアンス研修会」を毎年開催しています。
2014年度は、全国の事業所・支社・支店・グループ会社の社員には「独占禁止法のカルテル
規制」や「営業秘密（企業機密）に関する規制」などを、当社の役員・執行役員には「営業秘密に
関する規制」をテーマに実施しました。また公共向けを中心とした営業担当者などを対象とした
「コンプライアンス懇談会」では、「カルテル規制」や「外国公務員への贈収賄に関する規制」に
ついて説明した後、日常の入札などの営業活動における疑問点などについて懇談。双方向の
コミュニケーションを図ることで、より深みのある内容となりました。

コンプライアンス教育を促進

リスク管理

ビジネスリスクを含む当社グループ全体のリスク管理・対策を検討する体制づくりのために、
リスク管理委員会の下部組織としてリスク管理実務委員会を設置しています。
リスク管理委員会で定める基本方針を受け、リスク管理実務委員会では、検討した内容の
実効性を確保します。

リスク管理体制のさらなる充実

人　権

全社横断組織「企業内人権啓発推進委員会」では、人権問題の解決に向けた人権啓発・教育に
継続的に取り組んでいます。
2014年度には、新任管理者人権研修、新入社員人権研修のほか、全社員を対象に「インター

ネットと人権」をテーマに研修を行いました。

啓発・教育活動の継続実施

株主総会

監査役会

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

リスク管理実務委員会

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

全社環境委員会

中央安全衛生委員会

会長・社長

取締役会 会計監査人

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
部
門

事
業
部
門

▼  日新電機グループの企業行動憲章

▼ コンプライアンスの基本理念と方針

▼ コンプライアンス体制

▼ 人権啓発活動
他

ウェブサイトのみ掲載情報

● 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。

● カルテル ：
企業が競争を避けて利益確保のため、
価格などについて結ぶ協定。消費者利益を
損なうだけでなく、技術革新の遅延や
経済停滞などの弊害を招く恐れがある。
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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、
当社グループを挙げて
サポート体制を築いて
います。

懇談会で語り合う若手管理社員と社長

フェロー講演会

社長とリーダークラスの社員が懇談会で意見交換
次代を担う若手管理社員や主任が、社長や役員と当社グループのこれからについて
意見交換を行う懇談会を2013年度から定期的に開催しています。
2014年度は計22回開催し、「ビジョン2015達成のための課題」や「次期中期経営
計画の方向性」などのテーマについて話し合いました。「ビジョン2015」自体が、主任
や係長と50回にも及ぶ対話を重ねて策定されたものであり、さらに対話を重ねる
ことによって具体的な課題をあぶり出すとともに、問題意識の共有、達成に向けた
ブレイクスルーの実現につなげていきます。
今後も、こうした対話をさらに範囲を広げて実施し、社員の意見を積極的に取り
入れ、経営層から現場まで一体となって企業体質の改善を進めていきます。

▼ 社員教育への取り組み

▼ 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

▼ 社員の健康管理

▼ 休業度数　 ▼ 障がい者雇用率

▼ WING-NET活動状況
他

フェロー講演会を開催
教育・研究の推進 ウェブサイトのみ掲載情報

「社員相互の信頼」のために

コミュニケーションの強化

2014年11月、当社グループの社員を対
象に、当社フェローによる講演会を開催し、
計65人が聴講しました。電力自由化やビーム・
真空応用をテーマとしてコア技術や事業の
歴史を振り返るとともに、今後のあり方につ
いて参加者とともに考えました。

10月に実施されたNETの社員旅行

社員旅行を実施
従業員への福利厚生

複数のグループ会社で慰労や懇親を目的
に社員旅行を実施しています。日新電機タイ
株式会社（NET）では、会社が費用の全額を
負担し、1泊2日で観光地・チャアムを訪れま
した。「スタッフの対応がよかった」と好評で
したが、食事の内容には改善の要望もありま
した。

各種法令に十分対応・遵守していくと
ともに、コーポレートガバナンスの
一層の整備に向けて鋭意
取り組んでいます。

「公明正大・透明性のある
企業経営」への取り組み

代表取締役社長

小畑 英明
（中央）

お客様サービス事業本部
予防保全グループ主任

井上 恭代
（左）

（株）NHVコーポレーション
加速器事業部　設計グループ主任

人見 将宏
（左中）

変圧器事業部
業務部主任

田口 薫
（右中）

ソリューションシステム事業部
設計部主任

根木 昌之
（右）
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■ コーポレートガバナンス体制図

コーポレートガバナンス体制

当社は「監査役会設置会社」の体制下で、「社外監査役」３名のほか、2014年6月から「社外
取締役」１名を新たに選任しています。
取締役会は経営上の最高決定機関として、重要事項の審議・決定と業務執行状況の監督を

行っています。また、監査役や会計監査人と連携しつつ「業務監査室」（社長直轄組織）が、海外を
含む当社グループ全体の内部監査を実施しています。今後もコーポレートガバナンス・コード
などに基づき、コーポレートガバナンスの一層の整備に向けて取り組んでいきます。

監査によるガバナンスの強化

コンプライアンス

全社横断組織である「コンプライアンス委員会」（社長が委員長）と各職場・グループ会社の
「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、体制の整備や各種施策の推
進にあたっています。各ACMは、担当エリアでのコンプライアンス施策推進を支援するととも
に、法令・企業倫理の遵守状況などを定期的にチェックし、違反発生の未然防止に努めています。
また、海外グループ会社についても、社内規則の見直し・整備を進めています。
当社グループでは、2014年度における法律違反での罰則はありません。

コンプライアンス施策推進体制の確立

コンプライアンスに関する問題を早期に把握・調査し、自主的に是正・解決すべく、2004年に
内部通報制度「ヘルプラインデスク」を設置。2007年には女性がハラスメントなどの相談をしや
すいよう「女性専任担当ヘルプラインデスク」も設けています。
さらに2014年には、新たに社外の弁護士を窓口とする「社外ヘルプラインデスク」を設置しま

した。当社グループで働く人誰もが相談しやすい窓口を目指し、制度を充実させています。

「ヘルプラインデスク」の運用

万一のコンプライアンス違反を防止すべく、「コンプライアンス研修会」を毎年開催しています。
2014年度は、全国の事業所・支社・支店・グループ会社の社員には「独占禁止法のカルテル
規制」や「営業秘密（企業機密）に関する規制」などを、当社の役員・執行役員には「営業秘密に
関する規制」をテーマに実施しました。また公共向けを中心とした営業担当者などを対象とした
「コンプライアンス懇談会」では、「カルテル規制」や「外国公務員への贈収賄に関する規制」に
ついて説明した後、日常の入札などの営業活動における疑問点などについて懇談。双方向の
コミュニケーションを図ることで、より深みのある内容となりました。

コンプライアンス教育を促進

リスク管理

ビジネスリスクを含む当社グループ全体のリスク管理・対策を検討する体制づくりのために、
リスク管理委員会の下部組織としてリスク管理実務委員会を設置しています。
リスク管理委員会で定める基本方針を受け、リスク管理実務委員会では、検討した内容の
実効性を確保します。

リスク管理体制のさらなる充実

人　権

全社横断組織「企業内人権啓発推進委員会」では、人権問題の解決に向けた人権啓発・教育に
継続的に取り組んでいます。
2014年度には、新任管理者人権研修、新入社員人権研修のほか、全社員を対象に「インター

ネットと人権」をテーマに研修を行いました。

啓発・教育活動の継続実施

株主総会

監査役会

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

リスク管理実務委員会

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

全社環境委員会

中央安全衛生委員会

会長・社長

取締役会 会計監査人
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▼  日新電機グループの企業行動憲章

▼ コンプライアンスの基本理念と方針

▼ コンプライアンス体制

▼ 人権啓発活動
他

ウェブサイトのみ掲載情報

● 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。

● カルテル ：
企業が競争を避けて利益確保のため、
価格などについて結ぶ協定。消費者利益を
損なうだけでなく、技術革新の遅延や
経済停滞などの弊害を招く恐れがある。

用語解説
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環境に配慮した製品・サービスの開発や
環境マネジメントシステムの運用により、
グループ全体で環境負荷低減を
進めています。

「ごみ減量・3R活動優良事業所」ステッカー

第11回LCA日本フォーラム表彰の賞状と盾

2期連続「ごみ減量・3R活動優良事業所」に認定
京都市の「ごみ減量・３R活動優良事業所」制度は、事業ごみの減量や再資源化への
積極的な取り組みを顕彰するもので、2012年に創設されました。
当社では、1999年から部署ごとに廃棄するごみ袋をバーコードラベルによって
管理し、廃棄物量や分別ミスなどのデータを全社に公開しています。またリサイクル
分類表を掲示したり、分別教材を作成したりするなど、分別廃棄を徹底することにより、
一般廃棄物の99.6%をリサイクルしています。こうした発生抑制や適正処理への
取り組みが評価され、前期に引き続き2回目の認定となりました。
2014年10月には認定証授与式が行われ、認定証とステッカーが交付されました。
認定証は本社受付に、ステッカーは正門に掲示し、ごみ減量や再資源化に向けた社員
意識のさらなる向上につなげています。

▼ 環境マネジメントシステム

▼ 温室効果ガスの排出量

▼ 廃棄物量　 ▼ 水資源の排水量

▼ 化学物質管理促進法届出対象物質使用量

▼ 環境保全コスト

▼ 環境配慮製品の開発と製品一例

▼ 京都モデルフォレスト協会への活動支援
他

LCA日本フォーラム表彰受賞
ライフサイクルアセスメントへの評価 ウェブサイトのみ掲載情報

環境への取り組み

廃棄物削減に関する社外からの評価

2015年1月、「第11回 LCA日本フォーラム
表彰」で、当社グループは奨励賞を受賞しま
した。この制度は、製品のライフサイクルから
環境負荷削減に取り組む企業などを表彰
するものです。当社が開発した簡易にできる
温暖化評価手法が評価され、今回の受賞に
つながりました。

間接的な温室効果ガス排出量を算定
2013年度より、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン
Ver2.0」に基づき、当社国内グループの間接的温室効果ガス排出量を算定しています。
当社の製品はライフサイクルの中で製品使用時における温室効果ガスの排出が圧倒的に
多いため、省エネ製品などの開発を進めるとともに、温室効果ガス排出の少ない製品の普及に
努めています。

新しく「スーパーエコ製品」を選定
「環境ラベル」は、商品の環境情報を示す手段として利用されており、大きく３タイプに分かれて
います。その中の「タイプⅡ環境ラベル」は、企業が「環境配慮型」であると主張する自社製品に
貼るラベルです。
当社では、ライフサイクルの温室効果ガスの排出量が2000年度比で20%以上低減でき、
高コンパクト化や有害物レスといった環境配慮項目の基準に1項目以上適合する製品を「エコ
製品」として、「タイプⅡ環境ラベル」を適用してきました。
2014年度には、2000年度比で温室効果ガス削減率が50％以上のものを、新たに「スーパー

エコ製品」として定義し、8製品を認定。「スーパーエコ製品」ラベルを付けて出荷しています。
今後も、環境にやさしい製品の開発に注力していきます。

京都市の優良事業者として表彰

京都市ごみ減量
キャラクターの「こごみちゃん」

京都市「DO YOU KYOTO？」
（環境にいいことしていますか？）
キャラクターの「エコちゃん」

「スーパーエコ製品」ラベル

産業部門で唯一優良事業者に
事業者排出量削減計画書制度への対応

2014年12月、京都市「事業者排出量削減
計画書制度」の表彰式が開催され、当社が
産業部門で唯一、優良企業として表彰されま
した。これは、京都市地球温暖化対策条例に
基づく温室効果ガスの排出量削減において
他の模範となるような極めて優れた取り組
みを実行した事業者に贈られます。

リレー製品
D1U型電圧調整リレー

〈スーパーエコ製品〉 〈エコ製品〉

電圧調整リレーは負荷設備への供給電圧を
一定に保つための装置で、電圧が変動した
際に変圧器へ指示を送ることで電圧が一定
の範囲になるように調節します。内部回路の
デジタル化により、使用中の消費電力を大幅
に削減しました。

スイッチギヤ
7.2kV 縮小形スイッチギヤ

生産技術部
設備・環境グループ

畔田 真由美

● ライフサイクルアセスメント ：
製品に関する資源の採取から
製造、廃棄など全ての段階を通して
環境影響を定量・客観的に評価する手法。

用語解説

エネルギー回生システムを導入した試験装置

エネルギー回生システムや「見える化」の仕組みで
温室効果ガス排出量を約3分の1削減
当社は、温室効果ガスの削減目標の実現に向けてさまざまな取り組みを行うと

ともに、毎年前年度の取り組み状況を京都市地球温暖化対策条例に基づき京都市に
報告しています。
特に京都地区では、大きな電力を用いる試験装置から熱エネルギーとして放出

されていた使用済み電力を回収するエネルギー回生システムを2012年度に導入。
さらにエネルギー管理システムによる「見える化」を進めてきたことで、温室効果ガス
排出量を2008年度から2010年度の平均に比べて、2011年度から2013年度の
平均は約35%削減することができました。
2014年2月には、温室効果ガスの大幅な削減につながった当社の取り組みの視察

に京都市の担当者が訪れ、優良対策事例として京都市のホームページにも掲載され
ました。

温室効果ガス削減

環境配慮製品の普及

2000年度比

約52%
削減

温室効果ガス
2000年度比

約40%
削減

温室効果ガス

スイッチギヤは電力会社から取り入れた電気
を施設の各所に供給する機器で、安全を維持
するための監視・制御機能も備えています。
製品をスリム化することにより、ライフサイ
クルで排出する温室効果ガス削減を実現し
ました。

■ サプライチェーン全体でのCO2排出実績
　 計166万t-CO2（2014年度、国内グループ）

1.1%

0.4%

0.7%

2.1%

95.7%

エネルギー起源の間接排出直接排出

その他
購入した製品・

サービス

販売した
製品の使用
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環境マネジメントシステムの運用により、
グループ全体で環境負荷低減を
進めています。

「ごみ減量・3R活動優良事業所」ステッカー

第11回LCA日本フォーラム表彰の賞状と盾

2期連続「ごみ減量・3R活動優良事業所」に認定
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表彰」で、当社グループは奨励賞を受賞しま
した。この制度は、製品のライフサイクルから
環境負荷削減に取り組む企業などを表彰
するものです。当社が開発した簡易にできる
温暖化評価手法が評価され、今回の受賞に
つながりました。

間接的な温室効果ガス排出量を算定
2013年度より、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン
Ver2.0」に基づき、当社国内グループの間接的温室効果ガス排出量を算定しています。
当社の製品はライフサイクルの中で製品使用時における温室効果ガスの排出が圧倒的に
多いため、省エネ製品などの開発を進めるとともに、温室効果ガス排出の少ない製品の普及に
努めています。

新しく「スーパーエコ製品」を選定
「環境ラベル」は、商品の環境情報を示す手段として利用されており、大きく３タイプに分かれて
います。その中の「タイプⅡ環境ラベル」は、企業が「環境配慮型」であると主張する自社製品に
貼るラベルです。
当社では、ライフサイクルの温室効果ガスの排出量が2000年度比で20%以上低減でき、
高コンパクト化や有害物レスといった環境配慮項目の基準に1項目以上適合する製品を「エコ
製品」として、「タイプⅡ環境ラベル」を適用してきました。
2014年度には、2000年度比で温室効果ガス削減率が50％以上のものを、新たに「スーパー

エコ製品」として定義し、8製品を認定。「スーパーエコ製品」ラベルを付けて出荷しています。
今後も、環境にやさしい製品の開発に注力していきます。
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キャラクターの「こごみちゃん」
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（環境にいいことしていますか？）
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計画書制度」の表彰式が開催され、当社が
産業部門で唯一、優良企業として表彰されま
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基づく温室効果ガスの排出量削減において
他の模範となるような極めて優れた取り組
みを実行した事業者に贈られます。
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際に変圧器へ指示を送ることで電圧が一定
の範囲になるように調節します。内部回路の
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製品に関する資源の採取から
製造、廃棄など全ての段階を通して
環境影響を定量・客観的に評価する手法。
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目標と実績

水資源投入量
地下水
上　水

合　計

総エネルギー投入量

201420132012 （年度）

（TJ）
500

250

0

開発・製造・検査

…目標未達（前年より改善）…目標達成※ この他、2014年度は2015年度環境中長期目標として「海外主要工場でエネルギー、水削減 2010年度比2.5%削減」を設定しています。この結果はウェブサイトにて公開します。 ……目標未達（前年より悪化）

1. 環境配慮製品創出

2． 温暖化防止
     （省エネルギー）

3． 温暖化防止
     （SF6の大気排出抑制）

4． 排出抑制
     （省資源・リサイクル）

5． 排出抑制
     （環境汚染防止）

6. 環境保全全般

環境中長期目標 環境年度目標
環境方針の活動目標

実　績 評　価 活動事例

2014年度2015年度

社会における温室効果ガス排出削減貢献のため
製品・サービスによる温室効果ガス（間接排出量）削減
● CO2排出量2014年度比1％削減

グリーン調達体制維持

企業活動で排出される温室効果ガス（直接排出量）削減
● 生産高CO2原単位を2014年度比1%削減

企業活動で排出される温室効果ガス（直接排出量）削減
● SF6ガス大気排出率を2.0%以下にする

埋立廃棄物比率を1.0%未満にする

揮発性有機化合物（VOC）の大気への排出量削減
● 2014年度実績値維持

水使用量を2014年度比1%削減

生物多様性を保全する植栽の実施

印刷物にFSC®認証紙を適用

生産高総廃棄物量原単位を2010年度比5％削減

● 製品・サービスによる温室効果ガス削減
 2000年度比20%削減

グリーン調達体制維持

企業活動で排出される温室効果ガス（直接排出量）削減
● エネルギー起源のCO2原単位で2010年度比5％削減

企業活動で排出される温室効果ガス（直接排出量）削減
● SF6ガス大気排出率を2.0％以下にする

埋立廃棄物比率を1.0％未満にする

VOCの大気排出量削減　2010年度比5%削減

水使用量を2010年度比4%削減

生物多様性を保全する植栽の選定

印刷物にFSC認証紙を適用

生産高総廃棄物量原単位を2010年度比4％削減

● 製品・サービスによる温室効果ガス削減
 2000年度比29%削減
 （製品の省エネ、重量低減、PR資料作成など）

グリーン調達体制維持

エネルギー起源のCO2原単位で
2010年度比26%削減

SF6ガスの大気排出率1.5%

埋立廃棄物比率0.7％

VOCの大気排出量削減　2010年度比42%削減

水使用量を2010年度比35%削減

地域の環境に配慮した植栽の選定

印刷物にFSC認証紙を適用

生産高総廃棄物量原単位2010年度比4％削減

● 業務用車平均燃費向上
● 不要照明の消灯
● 冷暖房の温度管理徹底

● エコドライブ実現
　（アイドリングストップ、急発進や急加速防止）
● 自動車使用の外出の回数削減

● 高効率製品製作
● 生分解性絶縁油を含浸したコンデンサの評価
● 環境ラベル取得製品の拡大
● 環境製品販売活動
● 「環境」対話活動

● グリーン調達の調達先支援

● 新規設備導入による、負圧回収設定値の見直し
● 回収装置の点検・整備

● 分別の徹底
● 材料使用量の最適化

● 廃樹脂の削減徹底
● 段ボール箱・クッション材の有効活用
● 鋼板の歩留まり向上活動

● 塗装膜厚の適正化
● イソプロパノール使用量の削減

● 埋設配管の更新

● 京都市・生物多様性プロジェクト参加

● NISSIN REPORTなどでFSC認証紙適用

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、漏洩などによる環境汚染を防止する。

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。
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〒615-8686  京都市右京区梅津高畝町47番地
TEL（075）861-3151（代表）　FAX（075）864-8312　http://nissin.jp/

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）」と名づけてこよなく
愛した邸です。世界遺産「下鴨神社・糺（ただす）の森」に面した、数寄屋
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、当社が縁あって譲り受けることになった際、谷崎は邸を新

たに「石村亭」と名づけました。そして当社は、谷崎と交わした「京都に
来た時は見にいくので、現状のまま使ってほしい」という約束を、現在
まで半世紀以上にわたって大切に守り続けています。2014年度には、
老朽化した母屋の瓦を葺き替えるなど、大規模な修繕を施しました。
石村亭は、日新電機グループの行動理念「誠実・信頼・永いお付き

合い」を実践してきた証しとなる貴重な財産です。
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