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昭和電工ＨＤ山形株式会社



■　開所のご挨拶

　昭和電工ＨＤ山形株式会社は、昭和電工株式会社が
富士通株式会社よりハードディスク記録媒体生産会社の
全株式を譲り受け２００９年７月１日に発足しました。
  昭和電工のハードディスク事業は、ここ山形県東根市の
他に市原、小山、シンガポール、マレーシア、台湾の６拠
点において製造を行っており、今や外販メーカーとして世
界トップシェアとなるまでに成長しました。
  当社は、昭和電工と旧山形富士通との相乗効果により、
他の拠点に負けない品質を実現し、勝ち抜く覚悟を持って
この山形の地で社会貢献企業実現に向けて事業を展開し
てまいります。

２００９年７月

代表取締役社長 市川  秀夫

　当社は、昭和電工のハードディスク事業の製造拠点のひとつとして、コンピュータ分野のみ
ならずＨＤＤレコーダーやビデオカメラ等の幅広い用途で使われているハードディスク記録媒体
の製造を行っています。

  ハードディスク記録媒体の製造は、その品質を保証するために、クリーンルームという空気中
の塵やケミカル成分の非常に少なく制御された環境で行われており、この環境を維持するため
に大変多くのエネルギーを消費します。また、製造工程においても、磁性膜を形成するスパッタ
リングの工程などで多くの電力を消費します。
  当工場においては、エネルギー消費を始めとする環境負荷を低減すべく、各種活動を実施し
ています。これら活動の一環として、２００９年１１月にはＩＳＯ１４００１の認証を取得しました。
一連の環境負荷低減活動は、少しずつではありますが着実に成果を上げていますので、今後
も継続的な改善を図りながら、グループ一体となったＣＳＲ活動を推進してまいります。

　昭和電工グループは、企業理念として『社会貢献企業』実現を掲げ、高度化する情報化社会
の中で、消費生活の利便性向上に貢献する安全で高品質の製品を提供させて戴きます。
同時に良き企業市民として地域での奉仕活動、地球環境保護活動にも前向きに取り組んで
まいります。
  具体的には、省エネルギー、廃棄物の削減などの、地球温暖化対策や循環型社会の構築、
環境保全に全従業員が一致団結し活動を展開しています。

今後とも私たちの取り組みに対して、忌憚のないご意見･ご要望をお聞かせ戴くようお願い
致します。

２０１０年６月

事業所長 岩出  斉

1．社長メッセージ

2．事業所長メッセージ
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【　昭和電工株式会社　】

■　設　立　　　　　１９３９年（昭和１４年）　６月１日

■　資本金　　　　　１４０，５６４百万円（２００９年１２月３１日現在）　　　　

■　従業員　　　　　グループ連結　１１，５６４人、　単独４，０３６人（出向者を除く）

■　本社所在地　　東京都港区芝大門１丁目１３番９号

■　売上高　　　　　２００９年（平成２１年）１２月期

　　　　　　　　　　　　連結　６，７８２　億円

■　主要製品　　　石油化学製品、　化学製品、　無機製品、　エレクトロニクス製品、

　　　　　　　　　　　　アルミニウム製品など

◇　昭和電工ＨＤ山形株式会社　◇
　　＜昭和電工（株）の１００％子会社＞

■　所在地　　　　山形県東根市大字東根甲５４００番地２

■　資本金　　　　　４５０百万円（２０１０年７月１日現在）　　　　

■　従業員数　　　従業員 ３４７名、協力企業 １４８名　　（　2010年４月１日現在　）

■　敷地面積　　　１５０，１００㎡　　　　

■　事業内容　　　ハードディスク記録媒体の開発、製造、販売

3．会社概要

    『　グループ経営理念　』

　私たちは、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品・サービスの提供により、
　企業価値を高め株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員としての責任を果たし、
　その健全な発展に貢献します。

ショウワデンコウエイチディヤマガタ

ハードディスク
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4．事業所方針

２０１０年 ＳＨＤＹ事業所方針 
 

事業所長  岩出 斉

一致団結 
全従業員の知恵と実行力とスピードで、 

ＳＨＤＹの生産能力を最大化しよう 
 

 

 

 

１．社会貢献企業の一員 

 

２．実行計画値達成及び損益分岐点稼働率の達成 

 

３．生産性改善・生産能力向上 

 

４．コストダウンの徹底 

 

５．新機種開発 

 

６．組織の活性化と人材育成 

 

７．地域社会との共生 

以 上
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■　品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）の構築

品質方針
事業所方針です。

登録証

・昭和電工ＨＤ山形は2010年（平成22年）１月にＱＭＳの
  国際規格であるＩＳＯ９００１の認証取得を行いました。

ＱＣ０９Ｊ００７６
２０１０年１月６日
株式会社日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）

製造工程管理システム

各製造工程のデータをネットワークを通して管理する自動工程管理システムにより、情報の
共有化と情報の迅速化を図り、安定した品質と生産を目指しております。

認証番号：
登 録 日 ：
認証機関：

5．マネジメントシステム
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■　環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築

環境方針

2010年度 昭和電工ＨＤ山形株式会社 環境方針

昭和電工ＨＤ山形株式会社は、昭和電工グループ経営理念に基づき『世界最大のハードディスク

メディア外販メーカ』の一員としてＩＴネットワークライフへの貢献を通して社会的責任を果たします。

  １．I Tネットワークライフに必要不可欠なハードディスクの開発・製造を担う当社は、たえまない

  技術開発、高品質製品の供給を通じて社会の発展に貢献し続けます。

  ２．事業活動、製品、サービスに係わる環境側面をたえず認識し、循環型社会を目指した

　　　環境汚染の予防と環境の改善活動を継続的に実施します。

  ３．事業活動、製品、サービスに係わる環境関連法規、規制、山形県や東根市など地域との

  協定及び当社が同意するその他の要求事項の順守はもとより、より厳しい自主基準を制定

       して環境保全に努めます。

  ４．環境目的･目標を設定して定期的に見直し、環境マネジメントシステムを継続的に改善します。

  ５．事業活動、製品、サービスに係わる環境側面のうち、以下の項目を重点テーマとして

　　　取り組みます。

①地球温暖化対策

・エネルギー消費CO2の排出量削減

・CO2以外の温室効果ガス削減

②グリーンファクトリーの推進（本業における全員参加型の環境活動）

・廃棄物発生量の削減

③環境社会貢献

・社員一人ひとりの環境社会貢献活動の推進

  ６．環境方針は全従業員及び当社のために働く人にも周知し、全員参加による継続的環境改善を

効果的に推進します。

なお、この環境方針は、社外からの要求に応じて一般の人にも開示します。

２０１０年１月１８日
昭和電工ＨＤ山形株式会社

常務取締役 事業所長 岩出  斉
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登録証

・昭和電工ＨＤ山形は2009年（平成21年）１１月にＥＭＳの
  国際規格であるＩＳＯ１４００１の認証取得を行いました。

認証番号：ＥＣ０９Ｊ００５８
登録日： ２００９年１１月２５日
認証機関：株式会社日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）

環境組織

・昭和電工ＨＤ山形のＥＭＳ活動は各部門において
  主体的に実務を推進し、環境管理委員会にて
  活動内容の審議を行う体制としております。
  定期的に実施される内部監査や外部審査により、
  ＥＭＳの運用状況や継続的改善の状況について
  チェックしております。

【審査状況】

         （文書審査） （現場審査）

環境管理統括責任者
（常務取締役 事業所長）

環境管理事務局

環境管理責任者

環境管理委員会

内部監査チーム

環境管理事務局

環境管理責任者

各部門（活動の実施）
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当社は製品を提供するために、さまざまな原材料を調達し、燃料・電力などのエネルギーや水資源を
使用しています。また、生産活動に伴って発生する環境負荷の低減活動を積極的に努めています。

水 道 水 ：2,647トン
工業用水：256,188トン

対象期間：2009年７月～2010年３月
（対象期間は当社が発足後からとなります。）

INPUT

昭和電工ＨＤ山形

OUTPUT

  ＣＯ２排出量： １７，６００ｔ-CO2

  公共用水域：   ３０万トン

  有価物量：       ６５トン

〔製品〕

出荷

  再資源化量：    ５５トン

  事業系一般廃棄物：  ３トン

  エネルギー：  ８，８７１kL

  水資源：   ３９万トン

原料・資源

6．環境負荷の概要

〔電気・ガス・燃料の使用量〕〔電気・ガス・燃料〕

〔上水道・工業用水〕

【廃棄物】

【排水】

〔排水処理施設からの排水〕

  下水道：      ０．９万トン

〔河川〕
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■　エネルギー消費CO2の排出量削減

・以下の活動を実施しエネルギー起源のCO2の削減を行いました。

① 製造設備等の効率化

・媒体製造工程の歩留まり改善や設備故障率の

  低減によりエネルギーあたりの生産量を増やす

  活動に継続的に取組んでいます。

② 建屋設備の運転効率化

・製造ラインの稼動にあわせた空調機器の適正

  かつ効率的運転の見直しを行ないました。

・空調用の蒸気配管に設置されているバルブ類

  への保温材取り付けを行い放熱抑制を行いま
  した。

■　CO2以外の温室効果ガス削減

・主要製造品目であるハードディスク記録媒体の製造工程で

  使用する溶剤の使用量を抑制することで、温室効果ガスの

  大気排出量削減に努めています。

・媒体製造工程で使用する溶剤（ＨＦＣ-４３-10mee）の新液

  使用量を抑制するための製造設備の改善や運用基準の

  見直し、使用済液の再生再利用等を行い、新液使用量を

  抑制しました。

■　廃棄物発生量削減

・廃棄物発生量削減のため使用部材の梱包材の調査や

  分別の徹底を行っています。

① 廃棄物発生量の抑制

・新規基板納入業者の梱包材の材質調査を継続的に

  実施しています。

② 保管廃棄物の廃棄ルートの確立

・カーボン部材のリサイクル可能業者の調査を行い、

  処理ルートの確立を行いました。

■　揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の大気排出量削減

・メンテナンス周期の延長や清掃方法の変更により、

  スパッタ装置のメンテナンス時に使用するアルコー

  ルの量を削減し、ＶＯＣ大気排出量を削減しました。

7．地球温暖化対策

8．グリーンファクトリーの推進

目標 実績
使用量 １，７４２ｋｇ １，１２３ｋｇ

目標 実績
使用量 １１，７９１ｋｇ １０，８５９ｋｇ

目標 実績

総発生量 １３４トン １２３トン

廃棄物発生量   ７５トン   ５５トン

有価物量   ５６トン   ６５トン

一般廃棄物（事業系）     ３トン     ３トン

目標 実績
使用量（原油換算） ９，１００ kL    ８，８７１kL
CO2排出量 １８，０００ｔ-CO2 １７，６００ｔ-CO2
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■　大気関係

   当社では、空調用にボイラー等のばい煙発生施設を設置しております。各機器は最適な燃焼
効率となるように適時調整を行っております。また、冬期間は外気を活用したフリークーリング
システムを積極的に利用することで油焚吸収式冷凍機の運転によるばい煙発生の抑制に努め
ています。
  （大気汚染防止法に基づく定期測定の結果、法令基準値をはるかに下回る数値で順守して
    います）

■　水質関係

   当社では、工程からの排出水は全て社内の処理施設にて処理をおこなっております。また、
工場敷地外に排出する際は最終放流桝のｐＨセンサーにて常時監視を行い水質基準に合わな
い水を流出しないようにしています。
（水質汚濁防止法に基づく定期測定の結果、法令基準を下回る数値で順守しています）

ダスト濃度

0

0.05

0.1

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

（g/N㎥）

硫黄酸化物

0

0.1

0.2

0.3

0.4

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

（㎥Ｎ/ｈ）

１番館 ２番館

窒素酸化物

0

50

100

150

200

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

(ppm)

１番館 ２番館

基準値：0.30ｇ/Ｎ㎥

基準値：8.0㎥Ｎ/ｈ

基準値：180ｐｐｍ

9．環境に関わる法規制の順守状況

№１放流桝 №２放流桝 №１放流桝 №２放流桝 №１放流桝 №２放流桝
水素イオン濃度(ｐH) 7.1 7.1 7.2 7.4 7.3 7.6 5.8～8.6 ○
生物化学的酸素要求量（BOD)（日間平均） 0.4 0.9 0.2 0.6 0.2 0.6 20 ○
浮遊物質量（SS)（日間平均） 0.4 4.2 0.5 0.6 0.5 1.2 50 ○
ｎ-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 ○
溶解性鉄（Fe) 0.1 ― 0.1 ― 0.1 ― 10 ○

判定項目 測定値（2007年度） 基準値測定値（2008年度） 測定値（2009年度）

ユーティリティー設備の状態を
常時監視をしています。

（ばい煙発生施設）

～
～

0.30

180

8.0

8.1

～
～

～
～

～
～
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 当社は企業の社会的責任の観点及び近隣住民の皆様への安心・安全を最優先に、リスクの未然

防止と発生時の環境影響の拡大防止に取組んでいます。

■　環境関連施設での緊急事態対応訓練の実施

・社内規定に基づき緊急時の著しい環境側面として環境関連施設での緊急事態を想定し、訓練を

  実施しています。2009年は塩酸、苛性ソーダ、A重油のローリー受入時における漏洩対応訓練を

  実施しました。

当社受入担当者、納入業者さん、ローリーの運転手さんの３者にて緊急事態に
対応できるように備えています。

■　防災訓練

・年１回（毎年１１月）、参加者全員が指定した避難場所に集合すると共に安否確認、状況の把握、

  初期消火や心肺蘇生術の訓練を定期的に行い東根消防署の方からの講評を戴き、訓練の質の

  向上を行っております。

10．安心・安全な工場への取り組み
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■　社会貢献活動

 「わがまち街路樹里親制度」への参加

  東根市主催「環境週間ひがしね」へのイベント参加

  山形県環境保全協議会主催「みどりの事業」への参加

■　吉村山形県知事が来社

11．社会との関わり

・東根大森工業団地連絡協議会 環境部会*
の一員として工業団地内の街路樹６３本の
里親として認定され、街路樹周囲の除草 ・ゴ
ミ拾い作業を定期的に行い、美化活動等に
積極的参加を行っています。（2009年10月19日）

*環境部会：東根大森工業団地内に立地している企業と東根
市役所と.協同し環境活動・情報交換を行う団体です。

・東根大森工業団地連絡協議会 環境部会と
して 「おおもりだんじろう実験室」のイベント
を企画し、酸性雨をつくる、窒素ガス実験、く
だもので電池をつくるなど子供たちを対象に
した科学実験室の開催を行いました。（2009年
11月23日）

・みどりの植樹や保全を行うことにより環境
の大切さを学ぶ「みどりの事業」へ協力を継
続的に行っています。（2009年10月10日）

・東根市内の企業視察の一環で来社され、ク
リーンルームでのハードディスク製造の様子
やハードディスク装置を熱心にご覧になって
おられました。（2010年1月26日）
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■　昭和電工 HD事業概要説明会（サプライヤー感謝会）

・ハードディスク事業を支えて戴いているサプライヤー様に昭和電工 HD事業概要
 説明会を山形を会場に行われました。（2010年3月12日）

■  交通安全県民運動への協力

・従業員の交通安全、事故防止の啓蒙活動のため立哨を行いました。
（2010年4月6～15日）

■  従業員の健康管理

・「笑顔で元気に働ける」が基本と考え、従業員の健康管理のため
①健康診断の実施と保健指導
②過重労働対策
③メンタルヘルス対策
の３つの内容を重点的に行い、一人ひとりのコミュニケーションを大切に対応し
ています。

■  リスク対策講話

・昭和電工グループが取組んでいるコンプライアンスとリスクマネジメントの考え方、
  活動状況について昭和電工ＣＲＯ（Chief Risk Officer)である井本専務より講話を
  戴きました。（2009年9月24日）

13．従業員との関わり

12．パートナーとの関わり
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