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本レポートは、昭和電工グループの環境・社会への取り組みについて、非財務情報の年次報告書として、「CSR 
マネジメント」、「社会性報告」、「環境保全の取り組み」、「安全の取り組み」の4部構成で編集しました。財務状況の詳
細は、決算短信、有価証券報告書をご参照ください。

http://www.sdk.co.jp/ir.html
開示項目に関しては、ステークホルダーの皆様からのご意見・ご要望を整理し、その中で昭和電工グループが
重要課題として取り組んでいる項目について、その活動方針と2011年の実績、具体的事例を中心に報告しました。
ウェブサイトには最新の情報、事業所ごとの環境・社会報告書も掲載していますので、昭和電工グループのCSR
活動をより詳細にご覧いただくことができます。

報告対象期間
2011年1月～12月に2012年の情報を付け加えています。本文中に「年」と記載された項目は2011年1月～
12月の範囲を、「年度」と記載された項目は2011年4月～2012年3月の範囲を対象としています。

報告対象組織
本文中の記述において、「昭和電工」は昭和電工単体を、「昭和電工グループ」は主に昭和電工および国内連結子
会社を対象としています。財務パフォーマンスデータは昭和電工連結の数値です。環境パフォーマンスデータは昭
和電工単体の数値です。環境パフォーマンスデータがグループ各社を含む場合は、対象範囲を各データに記載して
います。社会性パフォーマンスデータは昭和電工単体の情報および数値です。「従業員との関わり」および「社会と
の関わり」については、国内外連結子会社の情報を加えています。

発行
2012年7月（次回発行は2013年7月を予定）
参考としたガイドライン
●ISO 26000（2010）
●GRI「グローバル・サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006年版（G3.1）」
●環境省「環境報告ガイドライン2007年版」
本冊子とガイドラインとの対照表をウェブサイトに記載しています。

http://www.sdk.co.jp/csr/report/guideline.html

作成部署
昭和電工株式会社 CSR室 〒105-8518 東京都港区芝大門1-13-9

人事制度と人材育成の強化
教育体系の見直し
当社グループが、現在推進中の中期経営計画「ペガ

サス」においては、「意欲のある人材に能力にふさわし
い役割（OJT）と教育機会（OFF-JT）を提供し、社員の
成長を支援する」ことを方針として掲げています。
その施策のひとつとして、2011年に全社教育体系

を策定しました。“活力に満ちた多様な人々が成長・進
化する姿”を“森”になぞらえて、教育体系との関係を表
現しています。

コミュニケーション重視の人事評価
全従業員の経営戦略への参画度を高め、組織の成
果を最大化するためのマネジメント･ツールとして、
ＭＢＯシステム（目標によるマネジメント）を展開してい
ます。
目標設定から評価まで、上司と部下がオープンに話

し合うことで、理解度と納得性を高めています。また、
上司から部下に期待を伝え、目標達成に向けた行動を
支援し人材育成に繋げます。
評価結果は個人の会社に対する貢献として、処遇

（賃金・賞与）に反映させています。

レポートの報告対象範囲

レポートの報告対象範囲 編集方針

編集方針／レポートの報告対象範囲
昭和電工グループ概要／主要製品・商品
トップメッセージ
研究開発、知的財産
昭和電工グループが目指す社会

CSR活動報告
CSRマネジメント
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お客様との関わり
株主・投資家との関わり
パートナーとの関わり
社会との関わり

環境保全の取り組み
資源の利用と環境への負荷
環境会計
気候変動への取り組み
化学物質排出量削減の取り組み
大気・水質・土壌環境への配慮
生物多様性への取り組み
廃棄物削減の取り組み

安全の取り組み
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労働安全衛生の取り組み
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化学品
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国内主要グループ会社については、下記をご参照ください。

その他
16.8％

日本国内 海外海外

売上高営業利益率

昭和電工グループ概要

主要製品・商品

石油化学事業部門

事業者名 昭和電工株式会社
本社所在地 〒105-8518 東京都港区芝大門1-13-9
連結子会社数 42社
連結従業員数 11,542人

● オレフィン事業部 ● 有機化学品事業部
石油化学事業部門では、エチレン・プロピレンなどの石油化学基礎製品、

その誘導品であるアセチル系・アリルアルコール系誘導品などの有機化学製品を提供しています。 

化学品事業部門
● 機能性高分子事業部 ● 産業ガス事業部 ●基礎化学品事業部 
●情報電子化学品事業部 ●特殊化学品部
化学品事業部門では、産業用ガス、工業薬品、高機能化学品、エラストマー製品から半導体

産業向けの高純度ガス・薬品、樹脂複合製品まで広範囲にわたる製品を提供しています。

無機事業部門
● セラミックス事業部 ● カーボン事業部 ● ファインカーボン部
無機事業部門では、アルミナや研磨材、研削材、機能フィラーなどのセラミックス製品、電気

製鋼炉用の黒鉛電極、高機能カーボン製品を提供しています。

アルミニウム事業部門
● 圧延品事業部 ● 押出・機能材事業部 ● ショウティック事業部 
● アルミ缶事業部 ● 冷却器事業開発部
アルミニウム事業部門では、圧延品・押出品・鍛造品などのアルミニウム材料、熱交換器・冷却器・

飲料用アルミニウム缶などの高付加価値加工品を提供しています。

HD（ハードディスク）事業部門
HD事業部門では、コンピューター、コンシューマーエレクトロニクス、エンタープライズ等

の分野で高容量記録メディアとして使用されるハードディスクを提供しています。

エレクトロニクス事業部門
● 電子材料事業部 ● レアアース事業部
エレクトロニクス事業部門では、超高輝度・高出力LED等の化合物半導体材料、高性能モー

ター用のレアアース磁石合金を提供しています。 

先端電池材料部
先端電池材料部では、負極材・導電添加剤等のリチウムイオン二次電池材料とセパレータ

等の燃料電池カーボン部材を提供するとともに、技術革新が進む先端電池材料分野にお

ける新製品開発に取り組んでいます。 

（2011年12月期）

America
Europe

China,
Taiwan,
Korea

Etc.Asia

2

1http://www.sdk.co.jp/about/group.html
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本社 名古屋支店 大阪支店

1 2
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研究開発センター
分析物性センター
安全性試験センター

研究開発センター（川崎）
生産技術センター（大川）

喜多方事業所
東長原事業所
小山事業所
小山事業所（那須）

伊勢崎事業所
秩父事業所
川崎事業所
横浜事業所
千葉事業所

アメリカ
昭和電工カーボン Inc.
ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ
昭和電工アメリカ Inc.

ヨーロッパ
ショウティック・ヨーロッパ
昭和電工ヨーロッパ GmbH
F2ケミカルズ

中国・台湾・韓国
昭和電工管理（上海）有限公司
上海肖瓦高分子商貿有限公司
上海昭和高分子有限公司
韓国昭和化学品株式会社
上海昭和特気浄化工程有限公司
昭和特殊気体股份有限公司
上海昭和化学品有限公司
台湾昭和化学品製造股份有限公司
連雲港昭菱磨料有限公司

昭和電工(大連)有限公司
昭和電工鋁業(南通)有限公司
台湾昭和電工電子股份有限公司
包頭昭和稀土高科新材料有限公司
昭和電工HDトレース
贛州昭日稀土新材料
昭和電工科学儀器（上海）有限公司
上海昭和電子化学材料有限公司
浙江衢州巨化昭和電子化学材料有限公司 

その他アジア
昭和エステリンド・インドネシア
エターナルショウワハイポリマー
昭和高分子シンガポール
ショウワ・スペシャルティーガス・シンガポール
ショウティック シンガポール
ショウワ アルミナム マニュファクチャリング フィリピンズ コーポレーション
インドネシア・ケミカル・アルミナ

大町事業所
塩尻事業所

龍野事業所
堺事業所
彦根事業所

徳山事業所

大分コンビナート

アルミニウム技術センター（小山）

福岡支店

国内拠点

海外拠点

昭和電工HDシンガポール
昭和電工HDマレーシア
昭和電工レアアースベトナム
昭和電工シンガポール

3

2

1

8,542 億円
474 億円
170 億円

売 上 高 : 
営 業 利 益 :
当期純利益:

連結業績 
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昭和電工グループは、2005年のCSR会議をはじ
めとするCSRへの取リ組みの明確化以来、製品・
サービスの提供を通じて社会に貢献する「社会貢献
企業」を目指してきました。
私たちの事業は、最終消費材の上流に位置する基
礎材料・部材が中心で、消費者の皆様に直接当社グ
ループの製品が見えるものではありません。しかし、
昨年の東日本大震災に際しては、上下水道の殺菌に
使用される次亜塩素酸ソーダ、排ガス脱硝に必須の
アンモニアに代表されるような、社会インフラ維持の
ために不可欠な製品を多く保有し、それら製品の安定
供給を求められていることを改めて認識しました。当
社グループの事業活動が大きな社会的責任を担って
いることを痛感するとともに、事業の社会的意義に対
する誇りを一層強く持ちました。（昨年発行のCSRレ
ポート2011別冊参照）

東日本大震災に関しては、当社は福島県内に四つ
の事業所・関係会社で事業を行っていることもあっ
て、現地の様子を知る機会も多く、いまだに県内各地
で不自由な生活を強いられている方々の様子や、な

人事制度と人材育成の強化
教育体系の見直し
当社グループが、現在推進中の中期経営計画「ペガ

サス」においては、「意欲のある人材に能力にふさわし
い役割（OJT）と教育機会（OFF-JT）を提供し、社員の
成長を支援する」ことを方針として掲げています。
その施策のひとつとして、2011年に全社教育体系

を策定しました。“活力に満ちた多様な人々が成長・進
化する姿”を“森”になぞらえて、教育体系との関係を表
現しています。

コミュニケーション重視の人事評価
全従業員の経営戦略への参画度を高め、組織の成
果を最大化するためのマネジメント･ツールとして、
ＭＢＯシステム（目標によるマネジメント）を展開してい
ます。
目標設定から評価まで、上司と部下がオープンに話

し合うことで、理解度と納得性を高めています。また、
上司から部下に期待を伝え、目標達成に向けた行動を
支援し人材育成に繋げます。
評価結果は個人の会社に対する貢献として、処遇

（賃金・賞与）に反映させています。

かなか復興が進まない産業の様子なども、より現実的
課題として承知しています。
改めて、犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、被
災地の復興に向けて、今後も福島・会津企業マルシェ
の活動などを企画・実行し、継続的な支援に取り組ん
でいく所存です。当社グループは、そのような活動に
よって、大震災の被害にあわれた皆様の生活の速や
かな復旧と産業の復興に貢献してまいります。

当社グループでは、2011年から5年間の中期
経営計画「PEGASUS」を推進しています。この中計
によって当社は、「進化する個性派化学で豊かさと持
続性が調和する社会の創造に貢献」するグループの
具体化を進めてまいります。私たちは「エネルギー・
環境」、「情報・電子」の2分野を事業ドメイン（領域）
と定めました。
CSRレポート2012では、この中期経営計画と連動

したCSRの取り組みをまとめています。また、ペガサ
スの飛翔を支える力強い翼となる製品・サービスの
紹介から、豊かさと持続性が調和する社会の構築に
向けての製品群・事業の展開、技術開発の方向につ
いても、別冊の中で詳しく説明しています。

当社グループの製品の多くは、自然界から得られた
原料をベースに、社会に有用な物質を取り出し、ある
いは化学反応、加工により付加価値を高めてお客様
にお届けしています。その過程において、事業活動そ
のものが地球環境に大きな影響を与えることを自覚
しています。

当社グループは、1995年に「環境･安全・健康」に
関する経営方針である「レスポンシブル･ケアに関す
る行動指針」を策定して、当社グループ全体の活動と
して取り組みを進め、2005年には「レスポンシブル･
ケア世界憲章」にも署名しました。レスポンシブル･ケ
アとは、「化学物質を扱う企業が化学製品の開発から
製造、使用、廃棄に至るすべての過程において、自主
的に環境・安全・健康を確保し、社会からの信頼性向
上とコミュニケーションを行う活動」であり、本レポー
トの中では、これら環境影響への配慮についても多様
な角度から記述しております。
例えば、当社グループは原料の調達にあたって、
CSR的配慮を記述したCSR購買のガイドラインを定
めて、パートナーの皆様との協働を進めています。さ
らに、当社グループの事業活動が環境に与える影響

を把握し、その結果をもとに生物多様性への取り組み
項目の優先順位づけを進めていきます。
これら持続的成長を遂げていくために不可欠なの
が、当社グループを支える従業員の皆様の存在です。
従業員の皆様一人ひとりが持てる力量を高め、その
能力を最大限に発揮できる体制を整えることも重要
なことだと考えています。協力企業の皆様とも連携し
て働きやすい職場を構築し、家族の皆様を含めて幸
せ、健康で安全な就業環境を整備するとともに、当社
グループの事業活動のグローバル化を支える多彩な
人材の育成にもこころを砕いています。
同時に、各製造拠点の安定運転に向けては、拠点
周辺にお住まいの皆様のご理解をいただき、安心し
て生活していただける環境を提供させていただくこ
とも重要なことです。地域にお住まいの皆様に当社グ
ループをご理解いただく活動を続けるとともに、いろ
いろな形での対話を進め、率直なご意見を拝聴しな
がら、共生を図っていきたいと考えています。

本レポートは、これら当社グループの活動全般をで
きるだけわかりやすく記述したものです。
ぜひご一読いただき、忌憚のないご意見を賜りまし
たら幸甚です。

進化する個性派化学で
豊かさと持続性が
調和する社会の創造に貢献します。

はじめに

震災復旧と復興への貢献

中期経営計画「PEGASUS」の推進

持続的成長を遂げていくために

T O P  M E S S A G E

昭和電工株式会社
代表取締役社長

従業員との関わり

方 針

トップメッセージ
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日本特許および外国特許出願件数の推移

研究開発、知的財産

知的財産

エネルギー・環境

情報・電子

知的財産権の取得・特許網の構築
当社の大半の事業はグローバルに展開していますので、こ

れらの事業を知財面で支援する目的で、外国出願を積極的に
行っています。
右グラフは特許庁「特許戦略ポータルサイト自己分析用

データ（2012年版）」からの抜粋ですが、当社のグローバル出
願率は全出願人平均に比べ約10％高い値で推移しています。
また、主要事業、重要開発製品に関しては特許網の構築を
常に心がけ、知的財産権による当社優位性の確保に努めてい
ます。

リスクマネジメント
当社は他者の知的財産権を尊重することを「私た

ちの行動規範」のひとつとして掲げています。そのた
めに1996年より特許監視体制を構築し、常に他者
の知的財産権の動向の把握に努めています。発足当
時は「紙」を用いて監視を行っていましたが、2005
年から徐々に電子化し、2011年には、全社共通検索
システムShareresearch（日立製作所製）を用い、
日本はもとより中国をはじめとする外国特許も監視
可能な体制を確立しました。

職務発明に関する制度
2004年の特許法改正を受け、当社では2005年

に職務発明に関する制度の改正を行いましたが、昨
年、発明者にとってより公平性がある制度にするため
再度改正を行い、7月1日付けで施行しました。改正
にあたっては特許法第35条の規定を満足すべく、全
国21カ所において従業員との「協議」を行いました。
当社は発明者の貢献に対しては特許法で規定する

「相当の対価」を支払うことをポリシーとしているこ
ともあり、今までに職務発明対価に関する訴訟を発
明者から提起されたことはありません。

三位一体

● 耐熱透明フィルム
● 機能性モノマー
● ＩＴケミカルズ
● プリンテッドエレクトロニクス

● ＬｉＢ材料● パワーデバイス
ＳｉＣ

● 次世代高密度記録媒体

● 有機ＥＬ

昭和電工は中期経営計画「PEGASUS」で、｢エネルギー・環境｣と｢情報・電子｣のふたつを事業ドメ
イン（領域）として定めました。これらのドメインで当社が社会に提供する価値を最大化するために、保
有するキーテクノロジーに磨きをかけ、一方新しい事業展開を実現するためのイノベーションテクノロ
ジーを獲得していきます。技術の獲得はもちろん、事業化に向けてはオープンイノベーションを果敢に
進め、積極的に国内外のパートナーとの連携を図ってまいります。
また、知的財産戦略を経営上重要な戦略のひとつであると位置づけ、事業戦略、研究開発戦略との
三位一体運営を推進しています。

事業戦略

知的財産
戦略

研究開発
戦略

PEGASUSで設定した｢エネルギー・環境｣と
｢情報・電子｣のふたつの事業ドメインにおいて
当社固有かつ優位性のある技術をベースに先
進・先端技術領域をリードする部材・素材・ソ
リューションをお客様に提供し、豊かさと持続性
が調和する社会の創造に貢献してまいります。

昭和電工グループが
目指す社会

● ＬＥＤ
● 高熱伝導性アルミ基板

● バイオリファイナリー
● 燃料電池材料

　国内出願から外国出願までにはタイムラグがあるため、2009年までのデータに
なっています。

　グローバル出願率（全出願人）はポータルサイトの数値をグラフ化したものです。

＊

＊
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お客様との関わり

昭和電工グループ会社　   の代表的な環境負荷指数
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

温室効果ガス排出量（kt-CO2）
廃棄物埋立処分量（t）
日化協PRTR対象物質排出量（t）

494

1，715

76

000

0，000

00

000

0，000

00

456

1，540

68

429

1，341

90

406

1，120

69

435

201

62

6

5

1 温室効果ガス：
大気中に含まれている温室効果を有するガス。人間の活動によって大
量に排出されると地球温暖化の原因になる。CO₂、メタン、亜酸化窒
素、フロン類などがある。太陽光で暖められた地表面から放出される赤
外線は、地球から熱を宇宙に逃がす作用があるが、温室効果ガスはそ
の赤外線を吸収し地球の温度を上昇させる働きがある。

2 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
3 特定排水量：
水質汚濁防止法に定める特定事業場からの排出水の量。

4 減量化：脱水、乾燥、焼却等の方法で廃棄物量を減らすこと。
5 昭和電工グループ会社の範囲：
連結対象関係会社のうち、以下の国内製造業10社の合計。昭和炭酸、
昭和タイタニウム、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージング、昭
和電工建材、新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、東北金属化
学、昭和電工HD山形。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレ
クトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法特定排出者として報告義
務のない新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装を除く。

6 廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象
とした。

2011年からスタートした中期経営計画「PEGASUS」と連動したCSR方針ならびに計画を定めました。

全世界の社員一人ひとりが企業倫理・
コンプライアンス意識を持って行動する。

2011／2015
グループCSR方針

「豊かさと持続性が調和する
社会の創造に貢献」
一人ひとりの心に根付いたCSR

2011年のＣＳＲ計画と実績
労働安全衛生 ２０１１年計画 ２０１１年実績 ２０１２年計画

企業倫理・
コンプライアンス

◎ P13

P14

P16

P15

P15

P16

P29

P29

P30

P30

P27

P26

P24

P25

P31

P32-35

P20-21

－

－

－

－

－

P14

P16

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

総合的リスク管理

ステークホルダー
との対話

お客様

株主

従業員

パートナー

地域･社会

レスポンシブル・ケア

【方針】
●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築
【計画】
●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと類似災害防止の強化

企業行動規範・企業行動指針
の見直し・改訂

企業倫理･コンプライアンス
教育の充実

企業倫理ホットラインの周知・
活用啓発

グループ討論のe-ラーニングを
活用した「気づき」の掘り起こし

コンプライアンス教育体系整理

企業行動規範・指針の見直しを行
い、「私たちの行動規範と実践の
手引き」として発行（2012）

「私たちの行動規範と実践の手引き」の
浸透
グローバル版発行

グループ討論などによる
「気づき」の掘り起こし

企業倫理･コンプライアンス教育の充実

「私たちの行動規範と実践の手引
き」をグループ全社に配布したこ
とによって周知した。

首都直下地震対応計画の策定
中期経営計画後半投資内容の見直し

中期経営計画での投資内容
見直し

クライシスコミュニケーションの
社内研修実施

第2回中国内部統制支援実施 中国内部統制支援のまとめ

内部監査における外部機関活用の拡大内部監査における外部機関の
活用

ホームページ上でのフルレポート
開示および別冊の発行

CSRレポートの発行

サイト版CSRレポート発行の定着

クレーム件数の削減

取引を通じた顧客との対話 品質保証活動のレベルアップ継続 取引を通じた顧客との対話

クレーム件数の減少 クレーム件数の削減

企業倫理月間の活動充実

階層別CSR・コンプライアンス
教育内容の整理

従来どおり実施

評価 掲載頁

リスク管理の推進 リスクの棚卸し リスク管理の推進

大規模地震対策推進

総務リスクの抽出項目のフォロー 総務共通リスクの対応教育

海外法人のリスク管理・
内部統制支援

CSRレポートの発行

海外ホットラインの設置検討

IRの推進（海外IRの推進）

SRIへの対応

労働組合との協働による新たな
取り組みの検討と展開

女性活躍推進のプログラム推進

CSR調達の推進

CSR・環境広報の推進

RC行動計画の着実な実行 計画に基づき推進 RC行動計画の着実な実行

CSR・環境広報の推進

社会の資源を活用した
地域への貢献

出前授業、工場見学、インターン
受け入れなどの推進

MECCにおける環境広報活動、
環境経営フォーラム広告掲載

社会の資源を活用した地域への貢献

自己診断の浸透とCSR訪問の深化 関係会社への横展開の検討

女性活躍推進プログラムを計画どおり実施
復職支援施策の新規導入

女性活躍推進のプログラム推進

人事制度研究会立ち上げ 働きやすい環境整備に関する
労働組合との協働推進

計画通り推進 IRの推進（海外IRの推進）

SRIリスト掲載継続 SRIへの対応
SRIリスト掲載継続への対応

人権意識の定着と維持 人権教育の継続的実施

従業員のグローバル化 従業員のグローバル化外国籍社員採用の継続

人権意識の定着と維持

CSRマネジメント
　昭和電工グループは中期経営計画「PEGASUS」において、進化する個性派化学で「豊かさと持続性が
調和する社会の創造に貢献」することを目指しています。
　社員一人ひとりが、ステークホルダーの皆様の期待に応えるために誠実に事業を進めていくことが私たちの
社会的責任（CSR）です。

ステークホルダーとの双方向の対話が確実に行われ、
高い信頼関係が築かれている。

社会的責任のガイドライン/ISO26000を尊重し、
中核課題に対するPDCAサイクルを確実に回す。

全社総合的リスク管理が各サイトの
階層ごとに有効に機能している。

CSR活動報告

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。

CSR情報    認証一覧

分析物性センター

○○○○○○○○○○

下図参照

Web

中期経営計画「PEGASUS」と
連動した方針・計画

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

2011 TOPICSRULE

30%

46

（2006年度比）

（監査実施事業所）
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昭和電工単体（年）

指数

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

市販後情報管理 契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

設計・開発

販売

上市・製造

市販後

ダミー
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企業統治

コーポレート・ガバナンス体系図

意思決定・
監督

業務執行

監査

連携

取締役会
（議長：会長）

IR委員会

社長

安全保障輸出
管理委員会

保安対策委員会

レスポンシブル・
ケア委員会

執行役員
各部門

監
査
役

監
査
役
会 会

計
監
査
人

会
計
監
査

業
務
監
査

株主総会

内
部
監
査
室

CSR会議

リスク管理委員会
企業倫理委員会

経営会議
研究開発会議

1 コーポレート・ガバナンス：
狭義には株主と会社の経営者との関係と会社の意思決定・業務執行
の仕組み・構造を意味するが、広義には企業とその利害関係者(ステー
クホルダー)との関係を意味し、「会社は誰のために存在するのか」とい
う問題にも関わっている。

2 レスポンシブル・ケア：
化学物質を扱う事業者が、化学物質の開発から製造、物流、使用、最終
消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって「環境・安全・健
康」を確保し、その改善を図っていく自主管理活動。

TOPICS

TOPICS

Web CSR情報    認証一覧

コーポレート・ガバナンス
昭和電工は、経営の健全性、実効性、透明性を確保し、
企業価値を持続的に向上させるために、以下の観点から
コーポレート・ガバナンス  1の充実を図っています。

グループ経営
当社グループは経営理念、私たちの行動規範、中期経

営計画、経営方針、年間実行計画を、関係会社の自主性
を尊重しながらグループとして策定しています。当社グ
ループの関係会社は所管部門と連携を図りながら業務
を推進し、グループ経営規程に従って業務執行報告をし
ます。

●コンプライアンスの強化・経営の監督・監視機
能の強化

●経営責任の明確化
●意思決定および業務執行の実効性・迅速性の
確保

●ディスクロージャー（情報開示）の強化

リスク管理はリスク管理規程に則り、グループで推
進しています。コンプライアンスは、「私たちの行動
規範」をもとに、グループ全体で徹底を図っています。
当社の監査役および内部監査部門は、必要に応じ

て関係会社を対象に監査や診断を行っています。
また、監査役は主要関係会社の監査役と定期的な会
合などを持ち、連携を図っています。

経営管理組織
取締役会
当社は、重要な意思決定および経営の監督機能を
取締役会が、業務執行機能を執行役員が分担してい
ます。
取締役会は9名（うち社外取締役は2名）で構成さ

れ、会長が議長を務め、会社の基本方針を決定すると
ともに、会社法および定款で定められた事項や重要な
業務執行案件について審議し決定しています。また、
各取締役の業務執行を監督しています。

監査役会
当社は監査役制度を採用しています。監査役会は
監査役5名（うち社外監査役は3名）で構成されていま
す。監査役は、取締役会および社内の重要な会議に出
席し、必要に応じて意見を述べ、また業務執行に対す
る監査を行い、健全な会社運営を実施するための提
言、助言を行っています。また、グループ会社の監査を
充実し、連結経営の強化に取り組んでいます。

執行役員
当社は、業務執行の意思決定迅速化と活性化を図

るために、執行役員制度を導入しています。

CSR会議
当社はすべての経営施策をCSRの視点で見るため

に、CSR会議を最上位に位置づけています。CSR会
議は経営会議メンバーで構成し、社長が議長を務めて
います。

経営会議、研究開発会議
経営会議は、取締役会に諮る事項および経営に関

する全般的な重要事項を協議、決定する機関であり、
原則として毎週1回開催しています。また、研究開発に
関わる重要事項については、研究開発会議で審議、決
定しています。

事業部門制
当社は、実行責任体制を明確にするため、事業部門
制を導入しています。また、成果重視の業績評価を徹
底するため、事業部門業績評価制度を併せて実施し
ています。

委員会
当社は、業務遂行上必要な特定事項に関して、リス

ク管理委員会、企業倫理委員会、レスポンシブル・ケ
ア  2委員会、安全保障輸出管理委員会、IR委員会な
どの委員会を設置しています。
各委員会は、それぞれの事項に関して調査、研究、
審議などを行っています。

内部監査室
社長直轄の組織として、内部監査を行っています。グ

ループ会社を含む会社の業務執行状況を調査し、正確
さ・妥当性・効率、およびグループ経営方針・計画との
整合性・健全性を検証しています。また、「財務報告に
係る内部統制」の評価を行い、その水準を向上・維持す
るための諸施策を企画・立案・実施しています。

顧問弁護士
当社は法律的な課題に対し顧問弁護士から、随時

アドバイスを受け、適法性の確保に努めています。

会計監査
当社は公認会計士から定期的に会計監査を受け、
会計の健全性確保に努めています。

CSR教育・啓発活動
当社グループの基本的価値観であるグループ経営
理念は、ものづくりを通じて国際社会の持続的な発展
に貢献することを掲げています。

実践の手引き

私たちの
行動規範

グループ
経営理念

理念体系図

私たちの行動規範と実践の手引き
当社グループにおいてはこれまで、当社グループの従
業員一人ひとりが社会の一員としてなすべきことは、「企
業行動規範」及び「企業行動指針」により示してきました。
2012年1月に、それらの改訂版として、近年の社会が企
業に求めるものの変化と当社グループ自体の変化をふま
えた「私たちの行動規範と実践の手引き」を制定しました。
ISO26000を参考に盛り込む内容を検討し、ステーク

ホルダーごとにどのような価値を提供するかという枠組
みで構成しています。

また、グループ従業員に配布した冊子には、項目ごと
に「解説」「関係法令・社内規程」「話し合いのポイント」を
加え、「理解し、議論し、実践する」ことを目的としたツー
ルにしています。
今後、その浸透を図ることにより、社員一人ひとりが自
分の仕事と社会とのつながりを実感できるように努めて
いきます。

私たちの行動規範と実践の手引き
当社グループではこれまで、従業員一人ひとりが

社会の一員としてなすべきことを、「企業行動規範」
および「企業行動指針」の中で示してきました。
2012年1月に、それらの改訂版として、近年の社会

が企業に求めるものの変化と当社グループ自体の変
化をふまえた「私たちの行動規範と実践の手引き」を
制定しました。
ISO26000を参考に盛り込む内容を検討し、ス

テークホルダーごとにどのような価値を提供するか
という枠組みで構成しています。
また、グループ従業員に配布した冊子には、項目
ごとに「解説」「関係法令・社内規程」「話し合いのポ
イント」を加え、「理解し、議論し、実践する」ことを目
的としたツールにしています。
今後、その浸透を図ることにより、社員一人ひと

りが自分の仕事と社会とのつながりを実感できるよ
うに努めていきます。

私たちの行動規範と実践の手引き

私たちの行動規範と実践の手引き

私たちの行動規範と実践の手引き

12

昭和電工 CSRレポート2012

13

昭和電工 CSRレポート2012



リスクマネジメント

2011 TOPICS

首都直下地震への取り組み

TOPICS

グループディスカッション

掲示板画面

2012年度企業倫理月間の取り組み
　昭和電工グループでは、毎年１月を企業倫理月間と
定め、企業倫理、コンプライアンス、ＣＳＲの徹底を図って
います。2012年1月は新たな行動規範「私たちの行動
規範と実践の手引き」を制定したタイミングでしたので、
職場でのグルー
プディスカッショ
ンにより私たち
の行動規範を深
く理解し、実践に
つなげていくこ
とを活動の中心
としました。

　昭和電工本社では、内閣府が公開している首都直下
の想定地震の中で建物全壊棟数が最大となる東京湾北
部地震マグニチュード7.3の地震を想定し、本社建屋の
耐震性を確認するとともに、電気、上下水道、通信のライ
フラインおよび交通機関が被害を受けた場合に備えて
食料・飲料水・毛布等の備蓄の確保に取り組んでいます。

また2012年3月には東京都港区と「災害時における
帰宅困難者の受け入れ等に関する協力協定」を締結しま
した。当社は地震などの災害時に港区からの要請に応じ
て、帰宅困難者への一時避難場所として施設の一部提供、
備蓄食料・飲料水の提供などで協力する予定です。

リスク管理のPDCA

リスクの
リストアップ 対策の推進 マネジメント・

レビュー
全社的

課題対応立案

全社的
課題整理

全社集約部門集約リスク対策
計画の実施

リスクの
影響度評価

現状解析

　企業倫理月間に従来の「企業行動規範・指針」の内
容を皆で確認する取り組みは実施していましたが、グ
ループでテーマを選んでディスカッションをするのは
初めてでした。コンプライアンス、安全管理、職場のコ
ミュニケーション、地域社会との関わりなどについて、
どの職場でも熱心な意見交換がなされました。

　ディスカッションの報告書は、事務局に集約し、その
結果をイントラネットでお知らせしました。他の職場で
の議論の内容を知ることで、さらに意識の向上を図っ
ていこうと思います。
　従業員一人ひとりが日ごろからＣＳＲを意識して行動
することは、今後の当社グループのＣＳＲ活動にとって
課題のひとつです。そのためには、「私たちの行動規範
と実践の手引き」を理解し、何をすればいいのかを考
え、実践することがもっとも大切であると考えていま
す。企業倫理月間だけではなく、社内研修や社内メディ
アを通じた浸透活動を今後も実施していきます。

1 BCP（Business Continuity plan）：
事業継続計画。自然災害や大火災などの緊急事態に備える企業の
危機管理手法であり、事業活動を早期に復帰させるための計画。

リスクマネジメント
　昭和電工では、リスク管理（リスクマネジメント）を経
営の最重要事項として捉え、その体制を整備し、維持・
推進しています。
　当社は、全社的リスク管理を推進する組織としてリ
スク管理委員会を設置しており、会社方針、計画や全
社にわたるリスクについての影響度と、発生頻度の評
価に基づく優先順位づけおよび対策と推進の支援を
行います。また、全社に関わる重要課題はCSR会議に
諮り、さまざまな角度から審議・決定しています。
　また、環境保全、保安防災、化学物質、品質、知的財
産、公正取引、輸出管理や契約に関わる個別リスクは、
社内規則に基づき、事前審査や決裁制度を通じてリス
ク管理を行っており、事故・災害などの危機発生時は、
緊急事態措置要領などの社内規程により対応します。

リスク管理のＰＤＣＡ
　当社グループは2007年から全社的リスク管理を
進めるためにグループ全体でリスクの棚卸し、重要度
評価、対策立案と推進、定期的なレビューを毎年行っ
ています。その結果はリスク管理委員会に集約され、
課題を整理し、必要に応じて全社横断的な取り組みを
行います。
　全社横断的な取り組みの例としては、2007年から
2008年にかけての大規模地震を想定した事業継続
計画（BCP）  1と新型インフルエンザ（H5N1）対策
があり、2009年は国内外で発生した新型インフルエ
ンザ（H1N1）への実際的な対応を行いました。

　2011年は2010年に引き続き、BCPの取り組みと
併せて大規模地震の対応状況を整理しました。

事業継続計画
　2007年から事業部門ごとにBCPに取り組んでいま
す。まず推進体制を構築し基本方針を策定後、影響度
分析（BIA）などを行い、事業部門ごとに重要（優先）業務
を特定しました。次に優先業務のボトルネックを特定する
などプロセス分析を行い、戦略・対策を検討しました。
その後、文書化して教育・訓練により定着を図ってい
ます。
　また、2011年は東日本大震災を機に大地震がデータ
センターに与える影響の見直しを行いました。

国際社会の一員としての自覚をもって誠実に行動します。
①法令を遵守することはもとより、高い倫理観をもって行動します。 
②レスポンシブル・ケアを推進します。 
③公正かつ自由な競争を基本とした取引を行います。 
④人権を尊重します。 
⑤贈収賄等の腐敗防止に取り組みます。 

お客様に満足と安心を提供します。
①お客様にご満足いただき、国際社会の発展につながる、個性的な製品・技術・サービスを開発し提供します。 
②ビジネスパートナーと協働して、お客様の期待に応える製品を安定的に供給します。

グループ全社員が力を発揮できる企業風土をつくります。
①個性の尊重、自由な発想、建設的な議論により、新たな価値を創造します。
②安全を最優先とし、職場環境の維持・向上に努めます。

地域社会の期待に応えます。
①立地する国・地域社会に対し適切に情報を開示し、コミュニケーションを進め、相互理解を深めます。 
②立地する国・地域社会とともに成長し、その社会・経済の発展に貢献します。 

地球環境の維持改善に取り組みます。
①事業活動における環境負荷を低減し、気候変動の抑制、生物多様性の保全に貢献します。 
②環境問題の解決に貢献する製品・技術を開発し、提供します。 

1

2

3

4

5

私たちの行動規範
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リスクマネジメント

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。

CSR情報    認証一覧

分析物性センター

○○○○○○○○○○

下図参照

P24参照

Web

情報セキュリティ
　インターネットの発達により、扱われる情報の質・
量・スピードは飛躍的に向上しましたが、その一方で個
人情報の流出や事業上の秘密情報漏えい、ホーム
ページの改ざんなど、情報に関する事件・事故も起こ
りやすくなっています。当社は情報セキュリティ基本方
針、情報セキュリティ規程および個人情報保護方針を
制定し、情報に関わる事故を抑制して事業の損害を最
小限にするとともに、事業の継続を確保する制度を構
築しています。そしてそれらの基本方針や規程の浸透
を図るためe-ラーニングによる従業員教育を行い、従
業員の意識を高める活動を進めています。
　日々発生する情報セキュリティへの新たな脅威に
対しては、設備・システムの整備とルールの徹底の両
面で対応しています。情報セキュリティに関するシス
テムの整備としては、外部からの不正侵入、情報漏え
い対策強化および海外グループ各社の情報セキュリ
ティガバナンス強化を進めています。ルール面では
2011年に情報セキュリティ規程用細則を実態にあわ
せて見直し、その啓発活動を行いました。

コンプライアンス
　昭和電工グループは、「社会正義と企業倫理の遵
守」を経営の最重要事項と位置づけ、コンプライアン
ス重視の経営を進めています。遵法経営の推進・定着
を図るために、企業倫理委員会を2003年1月に設
置、さらに2005年以降は部門、事業所ごとにコンプラ
イアンス組織体制の強化、関連法令のリストアップお
よび徹底などに努めています。2010年から2011年
には中国現地法人の支援強化に取り組みました。
2012年1月に制定した「私たちの行動規範と実践
の手引き」においても、最初の項目にコンプライアンス
と企業倫理をおき、その徹底に努めています。
　安全保障に関わる貿易管理については、1987年
に安全保障輸出管理委員会を設置し、その強化に取
り組んでいます。

企業倫理ホットライン
　法令・社内規則などの諸ルールに抵触したり、企業
倫理に反したりするような事象を、未然に防止あるい
は早期に是正することを目的として、当社グループ従
業員を対象に「企業倫理ホットライン」を設置していま
す。何かおかしいと感じることをイントラネット、電子
メール、電話、手紙などさまざまな手段で、個人がダイ
レクトに企業倫理委員会に通報できる仕組みです。匿
名での受付も可能としていますが、顕名での通報で
あっても通報者のプライバシーは尊重され、通報を理
由に不利益を被ることはありません。また、通報者へ
の結果のフィードバックを重視しており、その十分な実
施に努めています。
　なお、2006年1月からは、窓口を社外の弁護士事
務所にも開設しています。

セクシュアルハラスメント相談窓口
　2011年12月、以前から開設していたセクハラ相
談窓口の機能を、外部相談窓口を加えて強化しまし
た。パワハラ・セクハラの通報を「企業倫理ホットライ
ン」とともに受け付けています。

企業倫理月間
　2004年より毎年1月を「企業倫理月間」と定めてい
ます。以前から、この期間中に、「企業行動規範・指針」
の徹底を基本として取り組みを行ってきました。2012
年度においては、新たに制定した「私たちの行動規範
と実践の手引き」を用いてグループディスカッションを
実施し、実践につなげる取り組みを行いました。また、
全役員は業務執行誓約書の、全管理職は「私たちの
行動規範と実践の手引き」遵守誓約書の署名、提出を
行っています。
　さらに、2009年より管理職を対象に企業倫理・
コンプライアンスに関するｅ-ラーニングを導入し、
昇格者に対する必須の学習項目として継続実施して
います。
　個別法令や情報セキュリティに関するｅ-ラーニング
も実施しており、その充実を図っています。

安全保障輸出管理
　イランの核開発問題や北朝鮮のミサイル発射問題
等、世界各地で核兵器等の開発や拡散の懸念および
悲惨なテロの脅威がますます高まっています。一方、グ
ローバル化や情報化の進展、日本企業の不正輸出事
案の増加等の情勢を鑑み、2010年輸出者等遵守基
準が施行されました。これは輸出等を行う企業等が遵
守基準に従って適正な輸出管理を行うことが法的に
義務づけられたものです。
　当社グループでは、自主的な社内輸出管理体制を
構築し、安全保障輸出管理を徹底しています。これは
輸出者等遵守基準の要求を十分に満たすものです。
さらに2011年は、取引先確認の観点での一部規制強
化があり、社内管理規程等の見直しを行い、安全保障
輸出管理を一層徹底しました。
　当社グループでは、輸出されるすべての製品や技術
について多段階の審査を行うとともに、輸出業務を担当
する者は、社内研修会、e-ラーニング、外部研修会、
実務能力認定試験等の教育プログラムに積極的に参加
し、安全保障輸出管理に関する意識を高めています。
　2011年は、厳格な輸出管理と関係者の取り組みに
より、安全保障輸出に関わる外為法違反はありません
でした。

リーガル・ガイドライン（賄賂の禁止）の制定
当社グループ全体でコンプライアンスの知識・意識

の向上を図ることは、グループ経営において欠かせな
い重要事項です。
2011年、グループ各社の法務担当者に対し、特に
注目すべき重点領域と遵守すべき基準を示し、担当者
が自社において徹底を図ることを支援するために、リー
ガル・ガイドラインの策定を開始しました。
そのスタートとして、2011年7月に英国で反賄賂法

が施行され、英国外の会社や行為にも一定の条件のも
とに域外適用されるようになったことを受け、賄賂の禁
止に関するリーガル･ガイドラインを設けました。
これにより、各国の法令に基づいた、賄賂などの禁止
の再確認と徹底を図っています。

今後も、リーガル・ガイドラインを適切に策定して、
グループ全体のコンプライアンスレベルの向上を図っ
ていきます。

　　　

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築
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レスポンシブル・ケア マネジメント

化学物質の全ライフサイクルにおいて、安全および健康を確保し環境を保護する観点から、事業活動を見直すとと
もに改善に努める。 

生産活動において、従来型の環境保全はもとより、原料転換、省エネルギー、廃棄物の減量・再資源化、化学物質の
排出量削減等を推進し、地球環境に対する負荷の低減に努める。

新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、安全および健康の確保と環境の保護に配慮する。
 
安全および健康の確保と環境の保護に寄与する研究開発、技術開発を推進し、代替製品・新製品の事業化の推進を図る。 

製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関する調査を行い、安全な使用と取り扱いに関する情報を、
従業員に周知するとともに顧客に提供する。 

海外事業、技術移転、化学製品の国際取引において、安全および健康の確保と環境の保護に配慮する。 

国際規則および国内関係法令等を遵守するとともに、国際関係機関、国内外の行政機関等への協力に努める。 

環境の保護に関する諸活動に積極的に参加するとともに、社会との対話を深め、理解と信頼の向上に努める。 

1

2

3
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5

6

7

8

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
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レスポンシブル・ケア行動指針
　昭和電工は、「環境・安全・健康」に関する経営方針
である「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」を
1995年3月に策定し、レスポンシブル・ケアの実施宣
言を行いました。すべての部門がこの行動指針に基づ
き活動を推進しています。また、
この活動は当社グループ各社に
も展開しています。
　2005年には世界的な活動の
指針である「レスポンシブル・ケ
ア世界憲章」に署名し、その支
持と実行を表明しました。

推進体制
当社は、「レスポンシブル・ケア委員会」が中核と
なって、全社およびグループ会社のレスポンシブル・
ケアを推進しています。
　2012年6月現在の推進体制は、本社、6事業部門
（14事業部、15事業所）、3支店、研究開発センターお
よび主要グループ会社15社  1で構成されています。
当社グループのレスポンシブル・ケア強化の一環とし
て、海外グループ会社（製造業）についても、レスポン

シブル・ケアに関わる実績の把握と現地指導を行い、
対象範囲の拡大を進めています。
　また、レスポンシブル・ケア委員会およびリスク管理
委員会はCSR会議のもとに配置され、CSRの主要な
活動としてレスポンシブル・ケアが推進されていま
す。レスポンシブル・ケアを具体的に推進するため
に、社内規程類を整備しています。 

1 主要グループ会社15社（2012年6月）： 
鶴崎共同動力、東京液化酸素、昭和タイタニウム、信州昭和、昭和電工パッ
ケージング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクト
ロニクス、昭和電工建材、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイク
リングセンター、ハイパック、昭和電工ガスプロダクツ、クリーンエス昭和。

2 第三者検証：
環境報告書やサステナビリティ報告書の情報やデータに対し、
その企業や団体から独立した組織が内容を検証すること。

PDCAサイクル
　当社グループは、レスポンシブル・ケアに関する行
動計画を立て（Plan）、実行し（Do）、結果を監査し、評
価を行い（Check）、経営者による見直しを経て、次の
目標、行動計画に反映する（Action）というPDCAサ
イクルを活用し、継続的改善に努めています。

教育体制
当社グループは、入社時や昇格時等に、労働安全・環
境保全・コンプライアンスを中心としたレスポンシブ
ル・ケア教育を実施しています。新任製造課長等レスポ
ンシブル・ケア研修会は毎年事業所で開催し、実際の
製造現場や作業を教材としたリスクアセスメント実習を
行っています。
また、環境マネジメントシステム内部監査員養成研
修を毎年定期的に実施し、人材育成に努めています。
2012年からは、労働安全衛生マネジメントシステム
の内部監査員養成研修も開始しました。

監査体制
　当社グループは、レスポンシブル・ケアに関する行
動計画が計画どおり実施されていることを確認する
ため、次のような監査を各段階で実施しています。

新入社員RC研修（2012年4月本社） 新任製造課長等RC研修
（2011年10月喜多方事業所）

自己監査
　当社および主要グループ会社事業場では、レスポ
ンシブル・ケアのシステムおよび実施状況をチェック
リストに基づき自己評価し、保安対策委員会に報告す
るとともに次年度の目標と行動計画に反映させて継
続的改善を進めています。

事業所監査
　保安対策委員会は、当社および主要グループ会社
の事業所の取り組み状況を現地で監査し、定量的な
評価を行い、弱点を特定します。そして、必要な指導を
行うとともにそれらの結果をレスポンシブル・ケア委
員会に報告します。レスポンシブル・ケア委員会は、そ
れらの結果を審議して全社およびグループ会社の方
針、目標および計画に反映します。
　なお、その他の国内および海外グループ会社（製造
業）についても、レスポンシブル・ケアに関わる取り組み
状況を現地確認し指導を行っています。2011年は、
28事業場（本支店・事業部含む）、11国内グループ会
社事業場、6海外グループ会社事業場の事業所監査・
査察を実施しました。

全体監査
　内部監査室は、当社全体のレスポンシブル・ケア実施
状況を監査し、その結果をレスポンシブル・ケア委員
会に報告します。

第三者検証　
　当社は、レスポンシブル･ケア活動やデータ集計の正確
性などを対象とした第三者検証  2を受審しています。
この「CSRレポート2012」に記載の内容については、
SGSジャパン株式会社に依頼し、検証を受審しました。
　今後も、第三者検証を積極的に取り入れ、当社レス
ポンシブル・ケアのシステムやパフォーマンスの継続
的改善に取り組んでいきます。

レスポンシブル･ケア
世界憲章認証書
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レスポンシブル・ケア行動計画
　　　　　　         ２０１１年実績と２０１２年目標

●労働安全
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価
労働安全衛生

保安防災

化学品安全

品質保証

環境保全

【方針】
●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築
【計画】
●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと
類似災害防止の強化

●昭和電工グループ従業員休業災害件2件
（10年2件）、不休災害件0件（10年1件）発生
●昭和電工グループ従業員休業災害度数率：
0.13（10年0.14）

●昭和アルミニウム缶（株）小山工場が厚労省
無災害記録証受証

●昭和タイタニウム（株）、昭和アルミニウム缶
（株）大牟田工場が外部安全表彰受賞
●昭和タイタニウム（株）が労働安全衛生マネジ
メントシステム認証取得。計12グループ事業
場で認証取得

●健康21プラン推進による生活習慣病の予防
活動の実践

●事業所交流会にて「健康診断」・「生活習慣病
予防・改善」・「メンタルヘルスの強化」・
　「喫煙対策」について現状報告と意見交換を
実施

●保健師・看護師のスキルアップを目的とした
外部セミナーへの参加促進と研修費用補助
制度確立

●事業所毎にメンタルヘルス講習会を企画・立
案、実施

●全国労働衛生週間期間中にストレスチェック
シートを従業員に提供

●全国THP(Total Health Plan)推進協議会
表彰進歩賞受賞（小山事業所）

○

【方針】
●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築
【計画】
●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと類似災害防止の強化

●労働衛生

●健康管理

労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価

【方針】
●業務上疾病の発生ゼロ
【計画】
●衛生管理体制の充実
●作業環境・作業方法の改善

【方針】
●昭和電工グループ健康２１プラン活動の
  重点統一目標の取組み
【計画】
●重点統一目標
①生活習慣病の予防・改善
　（ＢＭＩ・血圧・脂質・血糖）
②メンタルヘルスケアの取り組み強化
③喫煙率の低減
●健康管理システムの有効活用

●業務上疾病の発生ゼロ

◎

◎

【方針】
●業務上疾病の発生ゼロ
【計画】
●衛生管理体制の充実化
●作業環境・作業方法の改善

【方針】
●昭和電工グループ健康２１プラン活動の
●重点統一目標の取組み
【計画】
●重点統一目標
①生活習慣病の予防・改善
　（ＢＭＩ・血圧・脂質・血糖）
②メンタルヘルスケアの取り組み強化
③喫煙率の低減・健康管理システムの有効活用

昭和電工グループは、２、３年ごとにレスポンシブル･ケア中期行動計画を定め、それに基づいて年間行動計画を
定めています。全事業場は本行動計画に基づいて、事業場の実態にあった具体的な行動計画を作成し、レスポン
シブル･ケアを推進しています。主な取り組みについての２０１１年の目標・実績・評価、および２０１２年の方針・
計画は以下のとおりです。目標の達成に向け、今後とも取り組みを活性化していきます。

1 HRM（High Risk Material）：
特別危険物質。

2 業務上疾病：
労災保険法における業務上疾病。事業主の支配下にある状態において
有害因子を暴露したことによって発生した症状。

5 SDS（Safety Data Sheet）：
安全データシート。化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意事項、応
急措置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡される資
料のこと。

3 REACH（Registration, Evaluation, Authorization &
Restriction of Chemicals）規則：
化学品の登録・評価・認可および制限に関するEUの規則。

4 CLP（Classification, Labeling and Packaging）規則：
分類・表示および包装に関するEUの規則。

保安防災

化学品安全

品質保証

環境保全

△

●労働安全
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価
労働安全衛生

【方針】
●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築
【計画】
●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと類似災害防止の強化

●労災統計範囲を拡大（関係会社12事業場追加）
●昭和電工グループ従業員休業災害2件
 （10年2件）、不休災害0件（10年1件）
●昭和電工グループ従業員休業災害度数率：0.13
 （10年0.14）
●昭和アルミニウム缶（株）小山工場が厚生労働省
 無災害記録証受証（第3種証）
●昭和タイタニウム（株）、昭和アルミニウム缶（株）
 大牟田工場が外部安全表彰受賞
●昭和タイタニウム（株）が労働安全衛生
 マネジメントシステム認証取得。
 計12グループ事業場で認証取得 

【方針】
●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築
【計画】
●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと類似災害防止の強化

●化学物質管理
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価

【方針】
●国内外の法改正への適切な対応
【計画】
●コンプライアンス、教育、管理体制の定着
●安全性情報の収集・評価・提供
●化学物質総合管理データベース構築

●昭和電工グループ化学物質関連の法違反ゼロ
●化学物質総合管理データベース構築
●化学物質管理者を通じた法情報周知・再教育を
実施

●13年期限の物質についてREACH規則　 3に
基づく登録基準実施

●CLP規則　4対応ラベル/SDS　5改訂推進

◎

○

【方針】
●国内外の法改正への適切な対応
【計画】
●コンプライアンス、教育、管理体制の定着
●GPS/JIPSリスクアセスメントの推進と情報の開示
●化学物質総合データベースの定着　

【方針】
●化学物質排出量削減
【計画】
●PRTR改正情報の徹底
●事業所ごとに排出量削減計画を立て実施

●ＰＲＴＲ総排出量：372ｔで10年より15ｔ増加
●有害大気汚染物質排出量：28ｔで10年比12％削減
で目標達成

【方針】
●化学物質排出量削減
【計画】
●PRTR改正情報の徹底
●事業所ごとに排出量削減計画を立て実施

●品質保証
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１2年の方針・計画評価

【方針】
●お客様が安心して使える製品づくり
●製品事故、重大クレームゼロ
【計画】
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

●製品リスク評価の定着、および人体摂取・接触を
 意図した新製品・新規輸出に関する基準の遵守に
より製品安全を確保し、製品事故ゼロを継続

●原因の深掘りの徹底、是正処置の確実な実施に
 より、10年比約3割のクレーム件数削減を達成 ◎

【方針】
●お客様が安心して使える製品づくり
●製品事故、重大クレームゼロ
【計画】
●製品リスク評価の確実な実施
（上市手続きの見直し）
●流出対策⇒発生源対策による確実な是正処置
実施の体制構築

●設備安全
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価

【方針】
●設備事故フリーの実現
【計画】
●「創る安全」運用の完全定着
●機能別担当者会議の開催と活用
●HRM　1審査会の定着
●自主保安の推進

●事故：昭和電工グループ 漏えい4件（10年7件）
●創る安全活動を関係会社・研究設備に範囲拡大し活動中
●機能別担当者会議（電気・計装・機械・プロセス）の開催
●HRM審査会4件実施
●大分事業所：高圧ガス認定運用継続
●昭和アルミニウム缶（株）小山工場が消防庁
  長官賞受賞

【方針】
●設備事故フリーの実現
【計画】
●「創る安全」運用の完全定着
●機能別担当者会議の開催とガイドラインの作成
●HRM審査会の確実な実行
●自主保安の推進

●環境管理
労働安全衛生２０１１年の方針・計画 ２０１１年の結果・実施状況 ２０１２年の方針･計画評価

【方針】
●環境問題の発生ゼロ
【計画】
●「創る安全」の定着と周知
（環境トラブル未然防止チェックリスト活用）
●潜在リスク低減の計画と実行
●法改正に対する適切な対応

●昭和電工グループ環境問題の発生ゼロで
 目標達成
●環境トラブル未然防止チェックリスト活用の
 取り組み実施
●各事業場でリスク低減の取り組み実施

◎

◎

◎

◎

○

△

【方針】
●環境問題の発生ゼロ
【計画】
●「創る安全」の定着と周知
 （環境トラブル未然防止チェックリスト活用）
●潜在リスク低減の計画と実行
●法改正に対する適切な対応

●地球温暖化防止対策
【方針】
●エネルギー原単位の継続的改善
【計画】
●省エネの創造

【方針】
●昭和電工グループ京都目標自力達成と
 ポスト京都への備え
【計画】
●各事業所の削減計画実行

●エネルギー原単位：９１．4％（９０年比）で
 10年比0.1％増
●定期報告実施

●温室効果ガス排出実績：９０年比単体22％、
 昭和電工グループ20％削減
●京都議定書約束年目標達成計画実行（単体）
●特定荷主のエネルギー消費原単位10年実績、
 11年削減計画行政報告

【方針】
●エネルギー原単位の継続的改善
【計画】
●省エネの創造
●徹底的な電力削減

【方針】
●昭和電工グループ京都目標自力達成と
 ポスト京都への備え
【計画】
●各事業所の削減計画実行

●産業廃棄物の削減
【方針】
●ゼロエミッション達成
【計画】
●汚泥有効利用拡大等による埋立処分量の削減
単体　2,200t以下
昭和電工グループ　2,500t以下

【方針】
●循環社会への貢献
【計画】
●リサイクルの推進

●埋立処分量：昭和電工グループ
 ２，１４４ｔ（１０年比－４４７ｔ）で目標達成

●プラスチックケミカルリサイクル生産実績：
  10年比2％増
●紙リサイクル率（本社）８５％（10年比２％増）
●アルミ缶リサイクル：グループ参加率92%、
 持込缶数１89缶/人・３カ月

【方針】
●ゼロエミッション達成
【計画】
●汚泥有効利用拡大等による埋立処分量の削減
単体　1,900t以下
昭和電工グループ　2,100t以下

【方針】
●循環社会への貢献
【計画】
●リサイクルの推進

●健康21プラン推進による生活習慣病の
 予防活動の実践
●事業所交流会にて 「健康診断」・「生活習慣病
 予防・改善」・「メンタルヘルスの強化」・
 「喫煙対策」について現状報告と意見交換を実施
●保健師・看護師のスキルアップを目的とした外部
 セミナーへの参加促進と研修費用補助制度確立
●事業所ごとにメンタルヘルス講習会を企画・立案、実施
●全国労働衛生週間期間中にストレスチェック
 シートを従業員に提供
●小山事業所が全国THP(Total Health Plan)
 推進協議会表彰進歩賞受賞

●労働衛生

●健康管理

【方針】
●業務上疾病　2の発生ゼロ
【計画】
●衛生管理体制の充実
●作業環境・作業方法の改善

【方針】
●昭和電工グループ健康２１プラン活動の
  重点統一目標の取り組み
【計画】
●重点統一目標
①生活習慣病の予防・改善
　（ＢＭＩ・血圧・脂質・血糖）
②メンタルヘルスケアの取り組み強化
③喫煙率の低減

●健康管理システムの有効活用

●業務上疾病の発生ゼロ
●取扱い物質等の作業環境測定による改善や
暴露低減対策の実施 ◎

○

【方針】
●業務上疾病の発生ゼロ
【計画】
●衛生管理体制の充実化
●作業環境・作業方法の改善

【方針】
●昭和電工グループ健康２１プラン活動の
重点統一目標の取り組み

【計画】
●重点統一目標
①生活習慣病の予防・改善
　（ＢＭＩ・血圧・脂質・血糖）
②メンタルヘルスケアの取り組み強化
③喫煙率の低減

●健康管理システムの有効活用

◎：目標達成または順調に推移（100％）　○：ほぼ目標達成（80％以上）　△：目標未達成（80％未満）　（範囲の記載のない数値データは昭和電工単体の値）
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勉強になった

良かった

勉強になった

良かった

良かった

勉強になった

勉強になった

工場がきれい

工場がきれい

良かった

勉強になった

良かった

印象・感想 事業・製品 興味のある点 気になる点 自由意見昭和電工への期待

お客様

近隣地域
の皆様

株主・
投資家

行政関係

学校関係

社員の
ご家族

工程内容を理解

事業内容を理解した

製品を理解した

製品を理解した

事業内容を理解した

事業内容を理解した

昭和電工を理解した

事業内容を理解した

事業内容を理解した

製品を理解した

技術力・品質

コスト・競争力

環境への取り組み

環境への取り組み

環境への取り組み

技術力・品質

技術力・品質

コスト・競争力

スケール・大きさ

化学物質

技術力・品質

コスト・競争力

環境への取り組み

環境への取り組み

環境への取り組み

環境への取り組み

技術力・品質

コスト・競争力

環境への取り組み

スケール・大きさ

技術力・品質

コスト・競争力

環境への取り組み

自然保護

環境への取り組み

環境への取り組み

技術力・品質

コスト・競争力

従業員・人事制度

スケール・大きさ

●世界レベルの製品を製造していることに驚いた。
●昭和電工の製品が身近なところにあることを知った。
●良質な原料が安定的に供給され、品質管理に気を配りながら
計画的に製造されていることを知り安心した。また、新たな製
品開発にも積極的に取り組んでおり企業姿勢がよくわかった。

●製造ラインの説明が非常にわかりやすかった。
●今回の工場見学が、企業活動の現場を学ぶ貴重な機会と
なった。

●学校の近くの工場で身近な製品をつくっていることがわかった。

●今後もオープンラボを続けていただきたい。子供たちが楽し
める企画を準備していただいてありがたい。

●環境面においてトラブル時も外部に影響がないように対策さ
れていた（排水・騒音等）。

●自分の車に昭和電工の製品が使われていることがわかって驚いた。
●家族の働いている場所がわかり、とても良かったです。
●プラスチックリサイクル施設を見学して、プラスチックはゴミの
ままのイメージだったが、画期的なリサイクルでビックリした。

●平日の工場見学だったので、働いている人の様子もわかり、
工場のイメージがつかみやすかった。

私たち一人ひとりは誠実にステークホルダーの皆様と信頼関係を構築していくことを目指しています。

私たちは2009年から事業所を訪問されるステークホルダーの皆様のご感想、ご意見、ご要望などを集約する取
り組みを始めました。まだ系統だった情報集約には至っていませんが、その一部をこのレポートで報告します。
（以下のご意見、ご感想は主に工場見学にお越しいただいた皆様からのものです。）

これらの情報を事業所ごとやグループ全体で整理することにより、当社グループのCSRの課題を見直しCSRの
レベルアップを図るとともに、リスク管理へのフィードバックも進めていきます。

社会性報告　　　　　
私たちはお客様、株主様、地域の皆様、原料やサービスの供給者の方々、
会社で働いている皆様とそのご家族との継続的な対話が重要であり、
その信頼関係が昭和電工グループの財産であると認識しています。

当社グループの業績に満足
し、安定的に株を保有してい
ただく。

当社グループとの取引に信頼
感を持ち、共存共栄の関係を
維持していただく。

働きがいのある職場、誇りの
持てる企業である。

当社グループの安全・安定操
業に信頼をお寄せいただく。

当社グループの製品・サービス
に満足し、繰り返し購入してい
ただく。

CSR活動報告

─

─

─

─

─

─

─

─

ステークホルダーとの関わり

当社グループはさまざまな場で数多くのステークホルダーの皆様と対話をしています。
この対話から、ステークホルダーの皆様の当社グループへの期待や課題を捉え、当社グループの目指す姿を見直
すことが重要と考えています。
これは別の見方をすれば、当社グループのリスク管理の優先順位の尺度にもなります。ステークホルダーの皆様
の視点での当社グループの課題は当社グループのリスク管理の優先順位づけの参考になるとともに、ステークホ
ルダーの皆様の期待に応えていくことも広い意味でのリスク管理につながります。

ステークホルダーとのコミュニケーション

ステークホルダーとの対話

地域社会に貢献する
情報を積極的に開示する

環境にやさしい商品を開発する
省エネ・省資源に努める

事故で近隣に被害を起こさない
生産停止で迷惑をかけない
PL事故を起こさない

環境汚染・公害を起こさない
労働災害を起こさない
差別をしない・人権を守る

不正はしない
不祥事は起こさない
法律違反は起こさない

期待に
応えられると

期待に
応えられないと

リスクマネジメント（狭義）
ステークホルダーの期待のうち、特に負の期待に応えることで、

企業価値の劣化をコントロールする活動

CSR
ステークホルダーの期待に応えることで、
企業価値の維持・向上を図る活動

売上増加
取引先の増加
SRIファンド組入れ
資金調達力向上
ブランド力アップ
レピュテーション向上

賠償
休業損失
財物損失
取引停止
不買運動

企業価値

企業に対する期待

時代とともに拡大

時代とともに拡大

資産価値の劣化
雇用難
資金調達力低下
イメージ低下

正の側面

負の側面

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

消費者

社会
NPO
NGO

行政

顧客

株主

パートナー

地域

従業員

お客様

株主・投資家様

社員およびご家族地域・行政の皆様

パートナーの皆様
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従業員との関わり

方 針

障がい者雇用率の推移
昭和電工の教育体系 昭和電工

2008/6 2009/6 2010/6 2011/6

1.8%

2012/3

（%）

（年 /月）
0

法定雇用率

2.5

2.0

1.5

中国マネージャー研修を終えて
　私は2004年から昭和電工グループの一員として、営業を中心に昭和電工の中国事業展開を行ってき
ました。その間、私の役割も一担当者からマネージャーになり、部全員の力を合わせて仕事をすることの
大切さをより感じるようになりました。　昨年、“中国マネージャー研修”に参加し、今まで自分に欠けてい
たマネージメント知識やマネージャーのあるべき姿を理 解することができました。早速、研修で学んだこ
とを業務に活かしています。自分の業務執行だけでなく、部下を
指導育成しながら、昭和電工の存在感を中国市場に示していき
たいと思います。

昭和電工管理（上海）有限公司
新規事業推進本部 経理

王 勇

VOICE

写真は問い
合わせ中です。

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。

CSR情報    認証一覧

分析物性センター

中国マネージャー研修

○○○○○○○○○○

下図参照

Web

人権の尊重
人権尊重の方針・体制

　昭和電工グループは、経営理念で掲げた社会貢献
企業の実現に向けて、人権尊重をその根幹に位置づ
けて、人権問題に取り組んでいます。
　当社では、人事担当役員を委員長とする人権委員
会を設置し、前年度の活動の評価や中長期的な取り
組みの方向性などを決定しています。近年では、継続
的に女性や外国籍従業員の活躍支援の他、障がい者
雇用の推進などを図るとともに、これらの活動を当社
グループに展開しています。
　2011年12月には、当社のセクシュアルハラスメン
ト相談の受付、対応体制を国内主要グループ会社にも
拡充し、当社グループをあげてセクシュアルハラスメ
ントをはじめとする職場のいじめ・いやがらせに厳正に
対処しています。
　また、人権啓発活動に関しては、人権委員会で議論
された活動方針に基づき、各事業所単位で、集合研修
や講演会などを開催し、社員の人権意識向上を図って
います。

人事制度と人材育成の強化
教育体系の見直し
当社グループが、現在推進中の中期経営計画

「PEGASUS」においては、「意欲のある人材に能力に
ふさわしい役割（OJT）と教育機会（OFF-JT）を提供
し、成長を支援する」ことを方針として掲げています。
その施策のひとつとして、2011年に全社教育体系

を策定しました。“活力に満ちた多様な人々が成長・進
化する姿”を“森”になぞらえて、教育体系との関係を表
現しています。

コミュニケーション重視の人事評価
全従業員の経営戦略への参画度を高め、組織の成
果を最大化するためのマネジメント･ツールとして、
ＭＢＯシステム（目標によるマネジメント）を展開してい
ます。
目標設定から評価まで、上司と部下がオープンに話

し合うことで、理解度と納得性を高めています。また、
上司から部下に期待を伝え、目標達成に向けた行動を
支援し人材育成につなげます。
評価結果は個人の会社に対する貢献として、処遇

（賃金・賞与）に反映させています。

グローバルな人材の採用と育成
　当社グループが、国際社会で特徴ある存在感を持
つ企業であり続けるために、急速に進展するグロー
バルな事業展開を担う人材の採用・育成は、重要な
テーマのひとつです。
　その一環として、国籍に関係なく優秀な人材に活
躍してもらうため、国内の外国人留学生の他、中国、
タイ、シンガポールの大学で直接リクルート活動を行
い、継続的に外国籍新卒採用を行っています。入社後
の日本語研修を経て、多くのグローバル人材が、高度
な専門知識・技術を活かして活躍しています。
　人材育成面では、英語や中国語などの語学習得を
目的とした短期留学派遣プログラムの他、研究調査
や専門的な経営知識の習得などを目的とした2年間
の海外留学制度を設けて、計画的に従業員を派遣し
ています。
　また、外国籍従業員の中長期的な育成の視点で
は、2010年より、1年間かけて、現地プロパー従業員
のマネージャー層を対象にした集合研修を実施しま
した。対象者17名は、研修で学んだ知識やスキルを
職場の課題解決において実践し、その成果を発表す
ることで研修を締めくくりました。

多様な人材の活躍推進
高齢者雇用について

　定年退職者が培ってきた技能や専門能力は、本人
にとっても会社にとっても貴重な財産です。その貴重
な財産を引き続き社内で発揮して、後進の育成・技能
継承にも寄与していただくため、2006年より定年退
職者の再雇用を実施しています。多くの再雇用者が
頼れるベテランとして従前と変わらず職場で働きな
がら、自身の得意分野について技能教育の講師を務
めるなど、再雇用者ならではのキャリアを活かし、いき
いきと活躍しています。

障がい者雇用について
　当社では、さまざまな個性を持った方がともに働け
る職場づくりを目指して、障がい者の雇用促進、活躍
推進に継続的に取り組み、障がい者雇用率は2006
年から法定雇用率を達成しています。
　今後も、ハローワークや特別支援学校などとも連
携しながら、障がいを持つ方が、能力を十分に発揮で
きるように、個々の特性を活かした職域の開発に取り
組んでいきます。

Self Development
Program(SDP) Management Leader

Course(MLC)事業育成コース各

事業育成コース

各事業部門・事業所
課題別プログラムビジネス環境に応じたビジ

ネススキルを獲得
※科目自己選択型プログラム
※３科目以上の修了が経営職層資
　格認定トライアルの申請要件
　（2014年からの予定）

事業環境の変化を理解し、
事業育成や変革を実行する
ための知識・スキルを獲得
※選抜型プログラム

SDKグループ共通教育
（経営理念・ＣＳＲ・
人権・共通会社知識）
様々なプログラムの中に、
繰り返し織り込み

Run-up-Program
（新卒Ｓ採用者１年～３年）
新入社員／フォローアップ
／研修テーマ／フィ二ッシングなど

各事業部門・事業所
K職群向けプログラム
新入社員／グレードアップ前後 など

経営職層昇格時e-learning

新任課長・リーダー研修

新任部長研修

各事業部門・事業所
マネージャー向けプログラム

留学制度
・ 指名/研究留学
・ 海外一般留学

機能別専門教育
 ・ 各事業部門・事業部・事
業所による専門教育
・ 各スタッフ部門による
専門教育

自己啓発支援
・ 通信教育
・ 法定資格取得援助
・ 語学教育支援

事業部門・事業所の変革課題に
応じた知識・スキルを獲得

ビジネス界の標準や多様性を理解
し、ＳＤKグループの変革をリードす
るための知識・スキルを獲得
※科目自己選択型プログラム

成
長・進
化
の
土
壌
づ
く
り
を
支
援

機
能
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
自
己
啓
発
支
援

：多
様
な
技
術
、個
別
性
に
応
じ
た
支
援

役割別プログラム： 個々の成長に応じた役割実行・ＭＢＯ実践を支援

課題別プログラム： 環境変化の中での課題解決／高い視点の獲得を支援

課題別プログラム： 環境変化の中での課題解決／高い視点の獲得を支援

R1適用時研修

キャリア研修

各事業部門・事業所
Ｓ職群向けプログラム
新任係長・主任研修　など

外部環境
新しい種

C職群
選抜トライアル

Self Development
Program（SDP）

各事業部門・事業所
課題別プログラム

共生

継承

Management
Leader
Course（MLC）

Run-up-Program

留学制度

機能別専門教育

自己啓発支援

各事業部門・事業所
K職群向けプログラム

R1適用時研修

キャリア研修

各事業部門・事業所
Ｓ職群向けプログラム

経営職層昇格時e-ラーニング
新任課長・リーダー研修
新任部長研修
各事業部門・事業所
マネージャー向けプログラム

昭和電工グループ
共通教育
（経営理念・ＣＳＲ・
人権・共通会社知識）

役職者認定
トライアル

Ｓ職群
資格認定
トライアル 経営職層

資格認定
トライアル

パートナー

新しい発想
貢献
目標

OJT

チームワーク
成長に応じた役割
適材適所

進化

成長

競い合い

土壌

多様性

キャリア・プラン・システム（CPS）K職群グレードアップトライアル

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

2011 TOPICSRULE

30%

46

（2006年度比）

（監査実施事業所）
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昭和電工単体（年）

指数

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

市販後情報管理 契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

設計・開発

販売

上市・製造

市販後

ダミー

24

昭和電工 CSRレポート2012

25

昭和電工 CSRレポート2012



従業員との関わり

方 針

障害者雇用率の推移
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VOICE

主な両立支援制度

主な両立支援制度
主な制度 内容

育児休業

育児・介護
短時間勤務

積立休暇

介護休業

2歳に達しない子と同居し扶養する勤続1年以上の従
業員が対象。子の2歳の誕生日前日まで取得可。 
    
小学校入学までの子を養育する、あるいは介護休業対
象者である勤続1年以上の従業員が対象。1日2時間ま
で1日の所定労働時間よりも短い勤務時間を選択可。  

積立休暇（繰越年休）を保有する従業員が対象。小学
校卒業までの子の保育所、幼稚園、小学校等の行事等
への参加、あるいは看護の目的で休暇取得可。 

家族が要介護状態にある勤続1年以上の従業員が対
象。介護休職（連続12カ月または2年間に通算12カ
月）があり。     
    

両立支援制度利用者数実績（2011年1月～12月）
昭和電工単体（出向者含む）

男性 女性 計
育児休業
介護休業
育児・介護短時間勤務
積立休暇※

34

2

2

512

33

1

25

81

67

3

27

593

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

復職支援プログラムを利用して
私は、2010年に長男を出産し、約1年間の産前・産後、育児休業を経て復職しま

した。当時このプログラムは社内での試行段階で、どのようなものか不安はありま
したが、復職への意欲が維持できるかと思い、協力することにしました。
定期面談では、面談シートどおりに進めていけば、必要な情報を共有できるので
話しやすかったです。また、月1回はeメールで職場の情報を知らせていただいた
ので、職場復帰への不安も感じることがありませんでした。
以前から上司とは日ごろのコミュニケーションが取れていましたが、このプログラ

ム利用後は、子育てと仕事の両立に関してさらに具体的に相談できるようになりま
した。今後のキャリアについても前向きに考えていきたいと思っています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。
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分析物性センター

○○○○○○○○○○

下図参照
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女性の採用・育成について
　昭和電工グループは、性別・年齢・国籍などに関わ
らない多様な人材に活躍の場を提供し、それにより組
織を活性化する「多様性を尊重した経営」の実現を目
指しています。
　その一環として、2008年から国内単体の女性を対
象とした活躍推進に取り組んでいます。2011年も引
き続き、女性の積極採用・配置、キャリア形成･能力開
発支援、社内の啓発活動、多様な働き方を実現する環
境整備を実施してきました。
　その結果、2011年末時点の女性の比率は、国内単
体で8.7％（前年同期比+0.6％）、国内連結で9.7％
（同+0.4％）、国内+国外連結で19.5％（同+0.5％）に
上昇しました。女性経営職層（管理職）は国内単体で
2007年末時点で7人でしたが、2012年3月現在で
14人に倍増しました。
　今後も、女性をはじめ多様な人材がさらに活躍でき
る企業風土づくりを進めていきます。

働きやすい環境づくり
　従業員一人ひとりがいきいきと仕事に取り組み、社
会と調和し、ひいては社会のニーズに鋭敏に応えて
いけるようにすることは、当社の将来のためにも必要
であると考えています。定期的に実施している従業
員対象の意識調査をはじめ、さまざまなアンケート、
ヒアリングを通じて従業員のニーズを把握し、人事施
策に活かしています。
　そのひとつとして、労働時間の削減に取り組んで
います。年次有給休暇の取得率向上も併せて、総労
働時間の削減に結びつけるため、働き方の見直しを
含めた取り組みを進めていきます。

こころとからだの健康づくり
従業員が安心していきいきと働くためには、一人ひ

とりが生涯にわたって自分や家族の健康を大切に考
え、保持していくことが必要です。そこで、２００５年か
ら「昭和電工グループ健康２１プラン」に基づいて従
業員の健康づくりに向けた諸活動を進めています。
2011年は①生活習慣病の予防・改善（ＢＭI・血圧・
脂質・血糖）②メンタルヘルスケアの取り組み強化③
喫煙率の低減を重点統一目標として、健康診断の結
果をもとに保健指導を行い、メタボリックシンドローム
などの生活習慣病の予防・改善を図るなど、運動や食
事のセミナーを通して動機づけにつなげる活動を展
開してきました。
　また、2012年より「こころの健康づくり」を最重点
項目と位置づけて、国内２８事業所で「心の健康づく
り計画」を策定、メンタルヘルスケア推進体制を確立
しました。ラインケアとセルフケアのセミナーや、スト
レスチェック表を用い
てのセルフチェックを
実施して「こころの病」
の予防に引き続き努め
ていきます。

労働組合との関わり
　当社と当社の労働組合は、長年、対話を通じて信
頼関係を築いてきました。両者は、①話し合いによる
解決、②雇用の安定と働きがいの追求、③共に会社の
成長と収益力の向上を実現することで労働条件を向上
させるということを労働協約の基本としています。
　また直近では、労使の立場を超えて、より良い人事
制度構築を目的に人事制度研究会を立ち上げ、人事
制度の目指すべき姿について研究しました。

仕事と生活の両立への支援
　当社は、社員のライフステージに応じて、さまざま
な両立支援制度を設けています。また、制度活用を促
す施策として、育児休業を取得する男女社員を対象
にして以下の取り組みを進めています。

「パパ育休取得キャンペーン」（2008年より実施）
　毎年夏休みの時期に、育児休業の取得資格を持つ
男性とその上司に対し、申請書を添付して休業制度
を案内しています。これまでに90人以上の父親が育
児休業を取得しました。

育児休業者と上司のための「復職支援プログラム」
　　（2011年より実施）
　妊娠中から育児休業を経て復職までの期間、上司
との定期面談、他の休業者とのＳＮＳでの交流、e-
ラーニングによる自己啓発などに取り組み、スムーズ
な復職と職場での受け入れを促すことを目的に導入
しました。

労使共同レスポンシブル・ケア研修会
（龍野事業所）

「メンタルヘルス事例シミュレーション」セミナー

昭和電工（株）大阪支店
居川 由季子

面談する居川さん（左）と
上司の笹井さん（右）

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

2011 TOPICSRULE

30%
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連結従業員数の推移
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※積立休暇利用者数には、両立支援以外の取得要件での利用者を含む
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お客様との関わり

方 針 障害者雇用率の推移
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女性の採用・育成について
　当社は、性別・年齢・国籍などに関わらない多様な
人材に活躍の場を提供し、それにより組織を活性化す
る「多様性を尊重した経営」を目指しています。
　その一環として、2008年から2012年まで国内単
体の女性社員を対象とした活躍推進に取り組んでい
ます。2011年も引き続き、女性社員の積極採用・配
置、キャリア形成･能力開発支援、社内の啓発活動、多
様な働き方を実現する環境整備のための諸施策を実
施してきました。
　その結果、2011年末時点の女性社員比率は、国内
単体で8.7％（前年同期比+0.6％）、国内連結で9.7％
（同+0.4％）、グローバル連結で19.5％（同+0.5％）
に上昇しました。女性経営職層（管理職）の人数につい
ても、国内単体で2007年時点で7人だったところ、
2012年3月現在では13
人とほぼ倍増しました。
　今後も、女性をはじ
め多様な人材がさらに
活躍できる企業風土づ
くりを進めていきます。

働きやすい環境づくり
　「ワークライフバランス」の尊重により、従業員一人
ひとりがいきいきと仕事に取り組み、社会と調和し、
ひいては社会のニーズに鋭敏に応えていけるように
することは、昭和電工の将来のためにも必要であると
考えています。定期的に実施している従業員対象の
意識調査をはじめとして、様々な機会におけるアン
ケート、ヒアリングを通じて従業員のニーズを把握し、
人事施策に活かしています。
　その一つとして、労働時間の削減に取り組んでい
ます。年次有給休暇の取得率向上も併せて、総労働
時間の削減に結びつけるため、働き方の見直しを含
めた取り組みを進めていきます。

製品安全の徹底
関連法規と社内ルールの遵守

　昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」を制定
し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、製品に関
連する法規制とともに遵守しています。
　上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
　特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取され
たり接触したりする可能性があるものに関しては、上
市にあたっての厳しい審査を行うとともに、上市した
後も、製造条件を変更する場合には厳格な手続きを

女性社員を対象としたキャリア研修

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所におい
て「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をも

とにして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社
グループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育
テキストの一例2011 TOPICSRULE

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

市販後情報管理 契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

設計・開発

販売

上市・製造

市販後

材料

背骨

中骨
大骨

孫骨

小骨 人

機械

方法

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

製品分析の様子

定めて、製品の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常
に安心・安全な製品をお客様にお届けするよう有効
な仕組みをつくり運用しています。
　製品の設計・開発から販売までの適切な段階にお
いては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、
製品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様
の特徴および廃棄時の問題など、いろいろな角度か
ら、想定される危険性、想定される危機の回避方法に
ついて審査会などで十分な検討を行っています。

環境・社会に関する要請への取り組み
　生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
　当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削
減、欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不
含有保証の要求に対し、適切かつ誠実に対応してい
ます。また、お客様からのCSRに関するお問い合わ
せ、アンケートにも誠意を持ってお答えしています。

品質保証・品質管理レベルの向上
品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）

　当社グループは、不具合の発生防止といった守り
の品質保証だけではなく、お客様の喜びをみずからの
喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様にご満
足いただける製品を開発、提供しています。
　ほとんどの当社グループは、ISO  19001や

ISO/TS16949などの品質マネジメントシステム国
際規格の審査・登録を受け、品質マネジメントシステ
ムを継続的に見直すことでさらにシステムの有効性
を向上させ、効果的な運用によって、製品およびサー
ビスの品質の向上に努めています。

クレーム削減
　お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グループ
一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これまで
着実に減少させてきました。下図に示すとおり、
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削減
をすることができました。
　品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに推
し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、これま
でと同様にお客様の生命・身体または財産に被害が
生じるような製品事故のゼロ継続に努めます。そし
て、お客様からさらなる信頼を得て、企業価値を向上
させるよう、努めていきます。

レベルアップ活動

　当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、グ
ループ全体のレベルアップを図っています。
　2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。2012
年も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
　さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リスク
セミナーなどを毎年定期的に開催するとともに、内部
監査員のレベル向上を目的としたセミナーを5事業所
で開催しました。また、2011年から品質管理や製品リ
スク管理などのｅ-ラーニングを開始し、今後も教材内
容の充実を図ります。このように年間を通して、レベル
アップに向けた幅広い教育・啓発を行っています。

1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準化機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサー
ビスの国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。
1987年に品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、
1996年から環境規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年
には社会的責任の規格ISO26000が発行された。

事業所46 （2011年監査実施事業所）
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下図参照

連結従業員数の推移

2007 2008 2009 2010 2011
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労働時間推移（1人当たり年間）

年次有休暇取得日数（1人当たり年間）

20062005

2055.6

2055.6 2070.0 2076.0 2048.4
1922.4 2013.6

2080.2 2063.2 2054.4 1969.3 2019.2 2019.5

2007 2008 2009 2010 2011

20062005 2007 2008 2009 2010 2011

0

500

1000

1500

2000

2500
製造業平均昭和電工総実労働時間

製造業平均

（年）

（年）

昭和電工年金取得日数
15

10

5

0

（時間）

（日）

13.1
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1

2

1 製造業平均は、厚生労働省「毎月勤労統計調査全国調査年報」製造業
／全国調査／事業所規模30人以上／一般労働者より作成

2 製造業平均は、厚生労働省「就業条件総合調査」製造業より抜粋

＊：　2010年までは、労務行政研究所調査の実績を引用していたが、より公で
実態に近い数値として本年より上記データを引用することとする。
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株主・投資家との関わり パートナーとの関わり

障害者雇用率の推移

SDK単体

2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/3

（%）

（年 /月）
0

法定雇用率

2.5

2.0

1.5

IR活動への評価 CSR訪問の継続・拡大
　当社は、ウェブサイトに株主・投資家の皆様向けのIR
サイトを開設し、決算短信・各種説明会資料・ニュースリ
リース等を掲載、タイムリーに情報を提供しています。
 また、英語版サイトへも決算短信等の英訳資料やアニュ
アルレポートを掲載するなど、海外・外国人の投資家の皆
様への情報開示にも努めています。

　今後ともできるだけ多くのパート
ナーとの対話を実現するため、CSR
訪問を継続して実施します。また、
国内グループ各社への活動の拡大
や海外のパートナーとの協働も視野
に入れた現実的な活動の検討を実
施します。

日興アイ・アール株式会社
「全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」
総合ランキング優良企業ホームページ

ダイワインベスターリレーションズ株式会社
「インターネットIR優良企業賞」

社団法人日本証券アナリスト協会主催
「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」

昭和電工
IRサイト

昭和電工
IRサイト

昭和電工
IR活動

2011年度

2011年

2011年度

評価機関名・項目（表彰名） 評価対象 時期

「当社のような小さな企業にはCSRは関係ないものと思っていましたが、今回の訪問を
きっかけに取り組みを進めていきます。」（工事関係）

「今まで顧客のCSRの説明会に出席したことはあるが、一方的に説明を聞くだけでした。
今回の訪問のように、一対一で話をすると非常にわかりやすいです。」（工事関係）

「訪問をきっかけに従業員の安全のため、ヘルメットの着用を義務づけました。」（梱包資材関係）

「昭和電工からのCSR調達をきっかけにCSRに取り組み始めました。思った以上に、
みんな積極的に取り組んでいます。」（工事関係）

パートナーの声2012年の活動に向けて2011 TOPICS

社225

78

（「自己診断」の実績：
既存＋新規パートナーからの回答）
※送付269社、回答84%

件実施56 （「CSR訪問」の実績：
全事業所の合計）
※2011年目標50件

回答955社
（回答率78％）

未回答

社回答955

％回答率
3年間の累計

「自己診断」の3年間の累計

送付
1,223社

なお当サイトは、日興アイ・アール株式会社の「２０１１
年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査総
合ランキング優良企業ホームページ」、大和インベス
ター・リレーションズ株式会社の「インターネットIR優良企
業賞２０１１」にそれぞれ選ばれました。
また、公益社団法人に日本証券アナリスト協会の証券
アナリストによるディスクロージャー優良企業選定（平成
23年度）において、直近３回連続して上位の評価を受け
ていることにより称賛賞を受賞しました。

2011 TOPICS

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。
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分析物性センター
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下図参照

Web

情報開示に関する基本方針
　昭和電工は、情報開示とIR活動を、「株主や投資家
の皆様に当社の企業経営、企業活動、戦略をご理解
いただき、当社の企業価値を正当に評価いただくた
めの活動」と考え、以下の方針で取り組んでいます。

購買に関する基本方針
　昭和電工は、パートナー（お取引先）の選定にあた
り、下記のような基本方針を定め、当社が社会的責任
を果たすとともに、パートナーとの協働によるCSR調
達の推進に努めています。

CSR調達の活動について
　当社は、原材料調達から製造・販売に至るサプライ
チェーン全体で、社会・環境に配慮した事業活動を行
うことが重要と考え、CSR調達に取り組んでいます。
当社のCSR調達は、「昭和電工グループCSR調達ガ
イドライン」をパートナーの皆様との対話を通して共
有し、信頼関係をさらに強固なものとするとともに、協
働で遵守することで、お互いの企業価値を向上させ
ることを目指すものです。
　2011年は、すでに開始していた活動である「自己
診断」や「CSR訪問」を浸透させ、内容をより深化させ
ることに注力しました。

株主・投資家とのコミュニケーション
株主総会

　定時株主総会は、毎年3月末に開催します。当社
は、株主総会の招集通知を総会の約4週間前にお送
りするとともに、ウェブサイトにも掲載し、株主の皆様
に十分に議案をご検討いただけるように努めていま
す。議決権行使に際しては、インターネットによるご投
票のシステムを導入しており、より多くの株主の皆様
に決議いただけるようにしています。
　株主総会では、中期経営計画の進捗状況、事業の
トピックスをご説
明すると同時に、
製品展示スペース
を設けて、当社グ
ループの製品･技
術をご紹介してい
ます。

２０１１年の重点品質目標

基本方針概要株主や投資家の皆様との積極的なコミュニケー
ションを図り、経営の透明性の向上を図ります。

当社に対するご理解と信頼を深めるため、当
社に関する企業情報を、わかりやすく、公平に、タ
イムリーに、かつ正確に開示いたします。

品質、価格、納期、経営の信頼性、安全性、サービ
ス、技術力および環境や社会への配慮を総合的
に勘案した上で、経済合理性に基づき最適なお
取引先（パートナー）を選定いたします。 
 お取引先の選定にあたり、国内外、過去の取引
実績や企業グループ関係などにこだわること
なく、誠実に対応し公平かつ公正な参入機会を
つくり広く門戸を開放いたします。

法令および社内規程を遵守した購買活動を
行います。

1

2

1株当たり当期純利益（連結）と1株あたり配当金の推移
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

株主総会での展示

CSR訪問

1

2

3

　3月の東日本大震災の発
生により、２カ月間の活動休
止等、実施計画は大きく変
更せざるを得ませんでした。
しかし、一方でパートナーと
の協働を強く意識するきっかけになり、活動の中身は
より濃いものとなりました。
　今回の「自己診断」は、未回答パートナーへの働き
かけを増やし、これまでよりも回答率が向上しまし
た。また「CSR訪問」では、パートナーとの信頼関係
の強化、互いの企業価値向上をより強く意識した活
動となりました。
　当社のCSR調達活動のさらなる進展に向け、皆様
のご理解とご協力をお願いいたします。

「CSR訪問」の実施件数（累計）

1
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（件数）
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純利益
配当金

27円52銭
5円

１円96銭
5円

△29円44銭
3円

8円49銭
3円

15円37銭
3円

機関投資家・株主の皆様と
国内の機関投資家や証券アナリストの皆様に対し

ては、個別取材に随時対応しているほか、決算時の説
明会やネット･カンファレンスをはじめ、経営計画や研
究開発の進捗状況説明会を開催しています。
海外の機関投資家・株主の皆様に対しても、決算発
表資料などの英語版の配信を行うとともに、年に数回、
社長や担当役員が欧州、北米、アジアで当社グループ
の業績や経営計画などを直接説明しています。
また個人投資家
の皆様に対しては、
証券会社等主催の
セミナーに参加し、
事業や経営計画に
ついての説明・質疑
応答・製品展示を
行いました。

機関投資家や証券アナリスト向け
中期経営計画進捗説明会

利益の還元
　当社は、配当の実施を株主各位に対する重要な責
務と考えており、配当については、各事業年度の収益
状況および今後の事業展開に備えるための内部留
保を勘案し、決定することを基本としています。内部
留保については、成長事業の育成加速など利益の持
続的拡大につながる設備投資や研究開発投資およ
び財務体質の改善に充当していきます。

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

2011 TOPICSRULE
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製品リスク評価
安全性試験

市販後情報管理 契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

設計・開発

販売

上市・製造

市販後

ダミー
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社会との関わり

方 針 障害者雇用率の推移

SDK単体

2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/3

（%）

（年 /月）
0

法定雇用率

2.5

2.0

1.5

地域・社会貢献活動実績

　  教育関連
化学物質の知識、化学のおもしろさ、環境
とのかかわりなど「化学」へのご理解を深
めていただくことに努めています。

　  事業所周辺の環境整備
事業所周辺の環境に配慮し、事業所独自
で、あるいは地元自治体の皆さんと協働
で美化活動を行っています。

　  地域社会との交流
当社グループの保有する施設をご利用い
ただいたり、地域のみなさんにもご参加い
ただける催しを開催したりして地域社会と
の交流を行っています。また、サイト情報
誌を発行したり、近隣住民の方々に工場
見学に来ていただいたりして地域との対
話を図っています。

　  芸術・文化・スポーツ振興
芸術・文化・スポーツ振興に関して支援を
行っています。

事業所数※取り組み内容 実績

14件実施、178.5人・
時間派遣
25件実施、
66人受け入れ

延べ5，986時間実施

※実施事業所数:16事業所、4支店

●美化活動

●従業員の講師としての
  派遣
●インターンの
  受け入れ

17

6

9

1

2

3 5

1

2

4

　  地域発展・福祉
地域自治体主催のイベントや地域の都市
計画・街づくり活動への参加・協力、地域の
中小企業に対する技術指導・支援、地域雇
用の積極的創出、商品や資材の地元調達
などにより地域経済発展への貢献に努め
ます。また、NPOや地元団体と福祉関連
その他の活動を協働することで地域社会
への貢献を図ります。

RESULTS

当社グループでは各事業所、
国内外関係会社のCSR活動の取
り組み状況を把握し、全社的に共
有化するためにCSR実績調査を行
い、活動の向上に努めています。
2011年の取り組み状況は右表の
とおりです。

教育関連

事業所周辺の環境整備

化学物質の知識、化学のおもしろさ、環境
との関わりなど「化学」へのご理解を深め
ていただくことに努めています。

事業所周辺の環境に配慮し、事業所独自
で、あるいは地元自治体の皆様と協働で
美化活動を行っています。

延べ12，669時間貸出

5，332人参加

8，698人受け入れ

1,494,000円支出

133,000円支出5,818,000円支出

●施設の貸出

●イベント開催

●工場見学受け入れ

●地域経済との調和

●NPO・地元団体との協働
●芸術・文化・スポーツ
  振興への協力、助成

11

11

16

16

418

4 地域との交流

3 芸術・文化・スポーツ振興

5 地域発展・福祉

当社グループの保有する施設をご利用いただいたり、地域の皆様にもご参加い
ただける催しを開催したりして地域社会との交流を行っています。また、サイト
情報誌を発行したり、近隣住民の方々に工場見学に来ていただいたりして地域と
の対話を図っています。

地域自治体主催のイベントや地域の都市計画・街づくり活動への参加・協力、地域
の中小企業に対する技術指導・支援、地域雇用の積極的創出、商品や資材の地元調
達などにより地域経済発展への貢献に努めます。また、NPOや地元団体と福祉関
連その他の活動を協働することで地域社会への貢献を図ります。芸術・文化・スポーツ振興に関して支援を

行っています。

事業所数※取り組み内容 実績

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。

CSR情報    認証一覧

分析物性センター

○○○○○○○○○○

下図参照

Web

女性の採用・育成について
　当社は、性別・年齢・国籍などに関わらない多様な
人材に活躍の場を提供し、それにより組織を活性化す
る「多様性を尊重した経営」を目指しています。
　その一環として、2008年から2012年まで国内単
体の女性社員を対象とした活躍推進に取り組んでい
ます。2011年も引き続き、女性社員の積極採用・配
置、キャリア形成･能力開発支援、社内の啓発活動、多
様な働き方を実現する環境整備のための諸施策を実
施してきました。
　その結果、2011年末時点の女性社員比率は、国内
単体で8.7％（前年同期比+0.6％）、国内連結で9.7％
（同+0.4％）、グローバル連結で19.5％（同+0.5％）
に上昇しました。女性経営職層（管理職）の人数につい
ても、国内単体で2007年時点で7人だったところ、
2012年3月現在では13
人とほぼ倍増しました。
　今後も、女性をはじ
め多様な人材がさらに
活躍できる企業風土づ
くりを進めていきます。

働きやすい環境づくり
　「ワークライフバランス」の尊重により、従業員一人
ひとりがいきいきと仕事に取り組み、社会と調和し、
ひいては社会のニーズに鋭敏に応えていけるように
することは、昭和電工の将来のためにも必要であると
考えています。定期的に実施している従業員対象の
意識調査をはじめとして、様々な機会におけるアン
ケート、ヒアリングを通じて従業員のニーズを把握し、
人事施策に活かしています。
　その一つとして、労働時間の削減に取り組んでい
ます。年次有給休暇の取得率向上も併せて、総労働
時間の削減に結びつけるため、働き方の見直しを含
めた取り組みを進めていきます。

　昭和電工グループは、製品・サービスの提供で社会
に貢献するとともに、当社グループ特有の資源（技術・
人材・設備）を活用した社会への貢献も進めています。
　特に、次世代を担う子供たちへの教育の機会には
積極的に参加し、化学実験や環境に関する教育、
工場見学などで地域への貢献を図っています。

化学・環境教育への取り組み
ものづくり出前講座を開催（喜多方事業所）

　喜多方事業所では2011年7月28日、「ものづくり
出前講座」を開催しました。この講座は、喜多方市役
所、福島県立喜多方桐桜高等学校および喜多方事業
所の共催で実施され、ものづくりへの関心と地域企
業への理解を深めてもらうことを目的としています。
　当日は抽選で選ばれた20人の小学生とメカづくり
を指導する高校生9人が参加しました。
　子供たちは工場見学の後、約2時間メカづくりを
行いました。そして、自分たちでつくったメカでトーナ
メント戦を実施。優勝したのは5年生の女の子でした。
「メカづくりは難しかったけど、楽しかった。また来年も
参加したい！」との感
想をいただきました。
　これからも子供た
ちに夢や希望を与え
られる企業を目指して
いきたいと思います。

女性社員を対象としたキャリア研修

２０１１年の重点品質目標

「夢・化学-21 子ども化学実験ショー」に参加
　2011年11月26日・27日の2日間、日本科学未来
館（東京・お台場）で開催された小・中学生向けの化
学実験イベント「夢・化学‐21 子ども化学実験
ショー」に分析物性センターと本社が協働で参加しま
した。
　当社は昨年に引き続き「石けんからろうそくをつく
ろう！」をテーマにとした実験を行いました。石けん水
にレモン水を入れると、ろうそくのもとが浮いてくるの
でこれを集めて型に入れて加熱して溶かし、芯を入
れて冷やし固めるとろうそくになるというものです。
身の回りのものを使って化学のおもしろさを伝えるこ
とができました。参加希望者も多く、あっという間に定
員に達しました。
　「子ども化学実験ショー」は（社）日本化学会、（社）
化学工学会、（社）新化学技術推進協会、（社）日本化
学工業協会の4団体が共催する「夢・化学-21」
キャンペーンの一環として、文部科学省・経済産業
省の後援を得て
1993年からスタート
したもので、当社は
CSR活動の一環とし
て出展しています。

地域社会との交流
－美化活動への取り組み

徳山事業所での取り組み
徳山事業所が立地する山口東地区では、周南市環

境保全協議会および（社）日本化学工業協会レスポン
シブル・ケア委員会加盟企業17社により、毎年、RC地
域対話  １を開催しています。RC地域対話では、毎回
多くの地域自治会の皆様や学生および行政担当者の
参加をいただき、活発な意見交換を行っています。
　このRC地域対話の一環として、2009年より、地域
の皆様からの要望が多かったクリーン作戦を共同で
開始しました。このボランティア活動には毎年、17社
合計で約750人が参加し、住民（行政含む）を含める
と1,000人以上となる活発な地域と企業の共同作業
となっています。

　実施場所については、地元自治体の要請を受けて
徳山事業所では、近隣2社および平野地区の3つの
自治会と共同して公園の清掃活動や自治会所有の花
壇の整備等を行っています（約100人）。
　その他にも、周南地区工水利用者協議会加盟各社
と周南市鹿野地区において、水源の確保等を目的と
した森林の剪定作業（「森林ボランティア」：まちと森
と水の交流会）や錦川
の清掃活動など、地元
自治会と共同して活発
な美化活動を行ってい
ます。　　　　

地域社会との交流
－近隣住民の皆様とのコミュニケーション

RC（レスポンシブル・ケア）地域対話ミニ集会
大分コンビナートでは2011年2月27日と3月6日

に大分地域対話ミニ集会が開催され、50人の住民の
方が参加されました。このミニ対話集会は、RC地域
対話が開催されない年に実施されており、コンビ
ナート近くの三佐校区、鶴崎校区の住民の方を対象
としています。
企業からの参加者を含む8人程度の各テーブルで

は約1時間半、膝をつきあわせた気兼ねない意見交
換が行われました。
住民の方からの総評では、有意義な対話ができた

という声が非常に多く、「工場で何をつくっているか、
臭気、工場見学等多くのことが聞け、みずからも工場
見学に参加し勉強していこうと思った」と意欲的な意
見も聞かれました。対話を重ねることで企業のイメージ
も大きく変わってきており、今後も地域に密着し、さら
なる相互理解を進めていきたいと思います。

1 RC地域対話：
RC地域対話とは（社）日本化学工業協会 レスポンシブル・ケア委員会
が主催し、企業が合同で行政や地域の皆様と地域の安全・環境を守る
対話を行う取り組みです。

２０１１年の重点品質目標
●製品リスク評価の確実な実施
●確実な是正処置実施の体制構築

2011 TOPICSRULE
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連結従業員数の推移

2007 2008 2009 2010 2011

（人）

0

1，000

2，000

3，000

4，000

5，000

6，000

7，000
6，025 6，246 6，449 6，101 6，031

588575496

5，304 5，510
5，115

5，496 5，511

566

1，792 1，695 1，625 1，638 1，663

414

国内連結業員数
海外連結業員数

内 女性社員
内 女性社員

（年）

労働時間推移（1人当たり年間）

年次有休暇取得日数（1人当たり年間）

20062005

2055.6

2055.6 2070.0 2076.0 2048.4
1922.4 2013.6

2080.2 2063.2 2054.4 1969.3 2019.2 2019.5

2007 2008 2009 2010 2011

20062005 2007 2008 2009 2010 2011
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13.1
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1

2

1 製造業平均は、厚生労働省「毎月勤労統計調査全国調査年報」製造業
／全国調査／事業所規模30人以上／一般労働者より作成

2 製造業平均は、厚生労働省「就業条件総合調査」製造業より抜粋

＊：　2010年までは、労務行政研究所調査の実績を引用していたが、より公で
実態に近い数値として本年より上記データを引用することとする。
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昭和電工単体（年）

指数

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

市販後情報管理 契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

設計・開発

販売

上市・製造

市販後

ダミー

「夢・化学‐21 子ども化学実験ショー」の様子

平野地区清掃ボランティア

森林ボランティア

メカづくりの様子

人参加

約

750
（17社合計）
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社会との関わり

1 Trident United Way：
サウスカロライナ州のバークレー郡、チャールストン郡、ドーチェスター
郡のコミュニティーを活性化するために、教育、収入、健康に重点を置
いて支援している非営利団体。

海外での取り組み －教育関連
　昭和エステリンド・インドネシアでは2011年11月
17日、SEI's Open Houseを実施しました。これは、
工場周辺の地域の住民の方々に当社をご理解いた
だくため、2011年から始めた工場見学ツアーです。
初年度は地元の幼稚園児(5～6歳児)約60人とその
父兄、先生に参加していただき、工場の紹介、見学を
実施しました。2年目は中高校生を対象に実施を予定
しています。
　また、2000年からインターンシップトレーニングを
行っています。これは近隣工科系高校の2年生（新学期
の7月から3年生）を対象として、6～7月の2カ月間、
工場各部署に所属して実務を経験してもらうものです。
　2011年はSMKN 1 Pulo Ampelより化学系の
2名の学生を受け入れ、品質保証部に所属して工程
分析、製品分析などを経験してもらいました。
　過去には、インターンシップを経験した優秀な学生
を卒業後に従業員として採用した実績もあり、今後さ
らに受け入れ人数を増やす予定にしています。

海外での取り組み －地域との交流
昭和電工レアアースベトナム

　2011年11月6日、ベトナムの首都ハノイで、「ハノ
イ日本人祭～ハノイの元気をニッポンへ2011～」が開
催されました。昭和電工レアアースベトナムは、このお
祭の運営にボランティアとして参加しました。このお祭
は日本文化を紹介することを主な目的として、ベトナム
日本商工会が主催する一大イベントです。当日はス
テージでよさこいソーラン、さくら幼稚園による遊戯、
婦人会による盆踊りなどが披露され、3,100人を超える
大勢の方々でに
ぎわいました。

環境モニター会議
大分コンビナートでは2011年12月21日、環境モ

ニター会議を開催しました。これは地域の皆様から臭
いや音等の気になる事象を伝えていただき、当コンビ
ナートにおける環境上の問題点の早期解決と管理レ
ベルの向上を図るという仕組みで、行政からも高い評
価をいただいています。当コ
ンビナートでは、20人の方に
モニターをお願いしていま
す。今回は12人の参加で工
場内の施設見学と意見交換
会を実施しました。

地域発展・福祉 －災害支援の取り組み
東日本大震災における被災地支援の取り組み
昭和電工グループでは事業所を展開する福島県、
相馬市、新地町および日本赤十字社に、被災地の一日も
早い復旧を願って、合計1億円の義援金をお送りしました。

また、昭和電工の労働組合との協働により、社員一
人ひとりの思いを込めた義援金を募り、1,000万円以
上を被災された方々にお送りしました。
さらには、福島県会津若松市と喜多方市の商工会議所

との共催で「福島・会津企業マルシェ」を本社（6月24日）、
川崎地区納涼祭（7月28日）、横浜事業所（8月9日）、
堺事業所（9月9日）に
て開催しました。また、
昭和電工グループ社員
限定の福島県物産の通
信販売を行いました。

タイの大洪水への対応
2011年タイで発生した大洪水で、当社グループ

であるショウワアルミナムタイランド（SAT、2012年
1月株式会社ケーヒンへ譲渡）も被害を受けました。
当社グループは被災地と被災者への支援として、
1,000万円寄付いたしました。

2011 TOPICS

地域発展・福祉 －アルミ缶リサイクル活動
　当社グループでは、CSR活動の一環として、従業員や
協力企業の方々によるアルミ缶のリサイクル活動を展開
しています。2011年の本活動によるアルミ缶の回収数
量は約607万缶となり、アルミニウムに換算※すると約
98tの重量に相当します。回収されたアルミ缶の収益は
地域の社会福祉協議会や障がい者サークル等へ寄付さ
れており、地域社会の福祉活動等に活用されています。
（※1缶=16.2グラムで換算）
　アルミ缶の原料となるアルミニウム地金は通常、原料
の鉱石を溶解・精錬することにより生産されますが、アル
ミ缶から生産する場合には電力使用量を3%まで抑える
ことができます。地域への貢献に加え、省資源・省エネル
ギーの観点からもグループ内で積極的に活動を推進し
ており、2011年末時点における本活動への参加率は
92.3%に達しています。

　当活動は、子会社である昭和アルミニウム缶（株）で
1971年に日本で初めてアルミ製ビール缶を製造したこ
とを契機として、1972年より従業員による自発的な活
動として開始されました。その後、活動は徐々に広がり、
当社グループ全体の活動として現在まで引き継がれ、
2011年は活動開始から40年の節目の年を迎えました。
今後も環境・地域社会に貢献できる活動のひとつとして、
積極的に取り組んでいきます。 

万缶回収万缶回収
約約607607（アルニウム換算約98t）

アルミニウムの省エネ効果（電力使用量）

3

100

新地金 再生地金 市原市役所保健福祉課へ収益金を寄付（千葉事業所）

約3%の電力使用量で生産可能

環境モニター会議の様子 横浜事業所での様子（8月9日）

日系企業の組合交流会（12月23日）

インターンシップトレーニングの様子

SEI's Open Houseの様子

　2011年12月23日、昭和電工レアアースベトナム
が入居するドンバン2工業団地の日系企業の組合交
流会が開催されました。この交流会は同工業団地に
入居する日系企業が持ち回りで開催するもので、
2011年は、昭和電工レアアースベトナムが担当とな
り、企業の皆様、ハーナム省の組合管理局副局長を
お招きし、組合活動の報告、お楽しみ会などを行い、
交流を深めました。

昭和電工カーボン
　昭和電工カーボン（米国）では毎年「Trident 
United Way   １」に参加し支援活動を行っています。
この団体の活動のひとつである「L i n k s  t o  
Success」は子供たちの成績や生活態度の向上を目
指したプログラムで、Trident United Wayが民間
から募ったボランティアの個人指導員が、学業の遅れ
ている子供たちと1年間ペアを組んで、放課後に遅
れている科目を一緒に勉強するというものです。
　2011年は昭和電工カーボンから8名が参加し、
Harleyville/Ridgeville Elementary （HRE） 
Schoolの子供たちの学習支援を行いました。HREで
は本プログラムの年度末のバンケットを行い、その様
子は地元メディアのニュースに取り上げられました。

地域社会との交流
－美化活動への取り組み

1

人が参加3，100
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環境保全の取り組み
CSR活動報告

昭和電工グループは、環境保全を経営の重要な課題として捉え、気候変動（地球温暖化）、環境への化学物質・
廃棄物などの排出削減に取り組んでいます。また、安全・安定操業とレスポンシブル・ケアの徹底を経営方針の
ひとつに掲げ、グループ一丸となって事故・災害ゼロを目指しています。

昭和電工グループ会社　   の代表的な環境負荷指数
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

温室効果ガス排出量（kt-CO2）
廃棄物埋立処分量（t）
日化協PRTR対象物質排出量（t）

省エネルギー
資源循環
廃棄物削減
その他
合計

SOx
NOx
ばいじん
COD
全窒素
全りん
廃棄物埋立処分量
エネルギー原単位

494

1，715

76

431

212

61

456

1，540

68

429

1，341

90

406

1，120

69

233

768

5

0

1,006

3,698

3,522

283

786

607

51

19,723

100%

457

1,238

153

386

502

16

1,932

91.4%

1990年 2011年

435

201

62

7

6

1 合併（2010年7月）に伴い、2011年より旧昭和高分子実績を含めた。
2 温室効果ガス：
大気中に含まれている温室効果を有するガス。人間の活動によって大
量に排出されると地球温暖化の原因になる。CO₂、メタン、亜酸化窒
素、フロン類などがある。太陽光で暖められた地表面から放出される赤
外線は、地球から熱を宇宙に逃がす作用があるが、温室効果ガスはそ
の赤外線を吸収し地球の温度を上昇させる働きがある。

3 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
4 特定排水量：
水質汚濁防止法に定める特定事業場からの排出水の量。

5 減量化：
脱水、乾燥、焼却等の方法で廃棄物量を減らすこと。

6 昭和電工グループ会社の範囲：
連結対象関係会社のうち、以下の国内製造業10社の合計。昭和電工ガス
プロダクツ、昭和タイタニウム、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージン
グ、昭和電工建材、新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、東北金属化
学、昭和電工HD山形。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレクトロ
ニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法特定排出者として報告義務のない
新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装を除く。

7 廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象とした。

OUTPUTINPUT

環境投資額（90年からの累計投資額） 安全防災投資額（90年からの累計投資額）

経済効果環境負荷低減効果

エネルギー

6,498万m3
（–2,231ｍ３）

原材料

製品

内部減量化
59,291t
（–2,453t）

大気排出
温室効果ガス 
SOx　
NOx　
ばいじん　
日化協PRTR対象物質
日化協有害大気汚染物質　

（昭和電工単体）

（昭和電工単体）

（昭和電工単体）

（昭和電工単体）（昭和電工単体）

単位（t） 単位（百万円）

（ ）内は前年比※本ページのデータ集計は基本は暦年ベースですが、行政報告を必要とするものは年度集計しています。

COD　 
窒素　
りん　   
日化協PRTR対象物質  
特定排水量

35,141 ｔ（-1,053ｔ）

水域排出

廃棄物排出

昭和電工事業所群

105万kℓ
（原油換算）      （–1万ｋℓ）

水

内部有効利用
3,714t

（–1,844t）

2,254kt - CO2（–52kt - CO2）
457t（–7t）
1,238t（–47t）
153t（+22t）
317t（+44t）
28t（–4t）

386t（–58t）
502t（–72t）
16t（+4t）
55t（+12t）
33,914千t（+3,797千t） 

外部有効利用 15,413t（+3,671t）
外部減量化 17,798t（–4,265t）

埋立処分量 1,932t（–458t）

111009080706050403020100
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円
）

累
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百
万
円
）
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5,000

10,000
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30,000

35,000

40,000

1

内容 設備投資 経費

単位（百万円）

（昭和電工単体）

公害防止
地球環境保全
資源循環

995

850

124

0

20

298

0

0

2,287

356

835

2,006

55

582

200

11

274

4,319

事業エリア内コスト

上下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

その他
合計

大気・水質・土壌汚染、騒音、振動、悪臭などの防止に関わる設備投資・費用
省エネ、温暖化防止、オゾン層破壊防止に関わる設備投資・費用
省資源、廃棄物処理に関わる設備投資・費用
事業活動の上下流で生じる環境負荷抑制のための環境保全コスト
（グリーン購入、製品・容器包装リサイクルの費用など）

管理活動における環境保全コスト（環境教育、環境マネジメントシステムの
運用、環境負荷測定費用など）

環境配慮製品・技術の研究開発コスト
事業に直接関係のない社会活動における環境保全コスト（地域の自然保護、
地域対話、工場見学の費用など）

公害健康被害補償費など

コスト

4

3

2

5

当社の事業活動に伴う主な資源の利用と環境への負荷は以下のとおりです。
環境負荷低減のため、それぞれについて取り組みを進めています。 

    2011年の結果
　当社は、環境負荷低減や省エネルギーのため継続
的に投資を行っており、それらの環境投資、費用および
効果を、2000年から環境会計として評価しています。

　2011年は大分コンビナート、川崎事業所、東長原
事業所（水力発電）での設備老朽化対策などに投資を
行っています。

環境会計資源の利用と環境への負荷
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気候変動への取り組み

エネルギー原単位の推移（昭和電工単体）

2011 TOPICS

エネルギー使用量の低減対策
　昭和電工エレクトロニクス（株）
ハードディスクおよびLEDを生産する昭和電工エレク

トロニクス（株）は、当社グループの一員として継続的な
省エネに取り組んでいます。2011年度はこれに加え震
災以降の電力逼迫により全工場をあげて徹底的な省電
力に取り組みました。設備の集約、運転台数の見直し、
回転機器のインバーター化、廃液処理や純水製造の夜
間シフト等の実施によりピーク時の電力不足に対応し、
これらの対策を含めて年間CO2排出量では4,500tを
削減することができました。

　川崎事業所
川崎事業所では、環境負荷の低減や事業所の競争力
強化に向けた取り組みとして、扇町地区にある事業用
発電ボイラーからの抽気蒸気を、近隣の関係会社や運
河を隔てた大川地区に海底トンネルを経由して供給す
る設備を設置し、使用を開始しました。
当該設備はNEDOのエネルギー使用合理化事業者
支援事業からの補助金を活用し設置されたもので、これ
までは各地区で所有する小型ボイラーで蒸気を発生さ
せていましたが、今回の蒸気ボイラーの統廃合により、
年間原油換算4，700kℓの燃料と、2，400tのCO2排出
量の削減効果が期待されます。

2011 TOPICS

c-ＬＣＡへの取り組み

●エネルギー原単位の継続的改善
●昭和電工グループ京都議定書目標
自力達成とポスト京都への備え

●省エネの創造
●各事業所の削減計画実行
●徹底的な電力削減

方 針

計 画

2012年の計画
●エネルギー原単位：91.4％
（90年比）で10年比0.1%増
●温室効果ガス排出実績：90年
比単体22%削減、グループ20%削減

●京都議定書約束年目標達成
計画実行（単体）

●特定荷主のエネルギー消費原
単位10年実績、11年削減計画
行政報告

方 針

計 画

2011年の実績2011年の計画

●省エネの創造
●各事業所の削減計画実行

　c-LCA（carbon-Life Cycle Analysis)は、原料
採取、製造、流通、使用、廃棄の各工程で排出される
CO2を合計しライフサイクル全体での排出量を評価す
る手法です。当社は、化学製品の製造過程でのCO2排
出量と、製造された化学製品の使用におけるCO2排出
量を把握した上で、それらと化学製品がなかった場合の
製品使用における排出量を比較することによって、化学

製品の使用によるCO2排出削減貢献の定量化に取り組
み始めました。
今後、この手法を活用し、化学製品製造時のCO2排

出削減はもちろん、ライフサイクル全体を見渡した全体
最適化の視点から化学技術・化学製品の使用による社
会全体の排出削減貢献に取り組んでいきます。
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温室効果ガス排出量推移と目標（昭和電工グループ）

08~12
当社グループ目標

火力

電源別電力使用量比率（2011年度）

20%

水力 20%
買電 60% 電力量

1,733GWh

※経済産業省・環境省令第三号に基づく排出係数
　（0.559t-CO2/MWh）を用いました。

●エネルギー原単位の継続的改善
●昭和電工グループ京都議定書目標
自力達成とポスト京都への備え

（IPPを含む）

+1% –1%
–6%

–16% –19% –20%

–6%

Web CSR情報    認証一覧

省エネルギーの推進
昭和電工グループは、地球温暖化防止や資源保護

の観点から、省エネルギーを重要課題として捉え、生
産プロセスの見直し、最適化や設備改造などによる
省エネルギー施策を推進しています。
2011年度は、大分コンビナートにおいて年度末に
発生したトラブルの影響により、新鋭分解炉による原
単位改善効果が限定的になったことに加え、川崎事
業所において集計の対象とならないエネルギーの使
用量が2010年よりも減少したことにより、集計上の

温室効果ガス削減の取り組み
　当社グループの温室効果ガス排出量は、基準年
（1990年）比で約束期間平均15％（2008年～
2011年平均）の減少となりました。京都議定書に定
める基準年の6％減の自力達成を目標とし、温室効果
ガス排出量削減の取り組みをさらに進めています。二
酸化炭素だけでなく、一酸化二窒素および代替フロ
ン等（PFC）についても、製造、充填工程における排
出原単位に削減目標を設定し、充填時に排出される
ガスの回収、温室効果ガス分解処理設備の設置など
の排出抑制対策を推進しています。

SCM活動における環境負荷低減
    輸送部門における環境負荷低減
　当社は、原材料の調達から生産、販売、輸送に至る
サプライチェーン全般において、輸送の効率化や
モーダルシフトの推進により、環境負荷の低減に努め
ています。
　2011年度は、エネルギー原単位が前年度対比で
約4%改善する結果となりました。これは、船舶の輸
送比率が増加したことや、船舶輸送の中でも燃費の
良い船の比率が高まったことによるエネルギー消費
原単位の向上が主な要因です。

    東日本大震災の影響
　液化アンモニアの船舶輸送に活用していた相馬港
の物流基地が津波による倒壊で使用できなくなった
ため、現在東北地方のお客様まで川崎事業所から
タンクローリー車での一貫輸送に切り替えています。
このため、2011年度のエネルギー原単位の対前年
比悪化要因となっていますが、全社への影響は軽微
に留まりました。

エネルギー使用量が増加し、結果として当社単体の
原単位が対前年比0.1％悪化しました。なお、昨年度
の値は集計後の確定値に見直しています。
また、当社は内陸の事業所にクリーンエネルギー源
としての水力発電所を保有しています。水力発電は当
社使用電力量の約20％をまかなっており、買電した
場合と比較すると、年間約19万t※のCO2排出量を抑
制しています。

（川崎から数字がまだ出ていないため影響度合いは不明
→2010年4月～9月中間実績では2.6%悪化）。

＊昭和電工グループ会社の範囲：
36ページの　　 参照。グループ会社の基準年には昭和軽合金（第一工場分）、周南電
工を含み、昭和電工エレクトロニクス、東北金属化学、昭和電工HD山形は含まず。
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気候変動への取り組み 化学物質排出量削減の取り組み

●ナフタレン　●アセナフテン
●その他

●トルエン　●1,3-ブタジエン
●その他

●ジクロロメタン ●キシレン　●その他 ●ほう素化合物
●ふっ化水素及びその水溶性塩

●スチレン　●酢酸ビニル
●その他

●トルエン　●ホルムアルデヒド
●その他

●ノルマルーヘキサン
●酢酸ビニル　●その他

大町事業所 川崎サイト

総排出量
67.4t

龍野事業所 大分コンビナート 伊勢崎事業所

総排出量
7.5t

東長原事業所 秩父事業所

総排出量
31.8t

総排出量
13.2t

総排出量
10.4t

総排出量
3.7t

総排出量
3.4t
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●国内外の法改正への適切な対応、
  排出量削減

●PRTR改正情報の徹底
●事業所ごとに
  排出量削減計画を立て実施

方 針

計 画

2012年の計画
●PRTR総排出量：
  372tで10年比15t増加

方 針

計 画

●化学物質排出量削減

2011年の実績2011年の計画

●PRTR改正情報の徹底
●事業所ごとに
  排出量削減計画を立て実施

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）
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●その他

障害者雇用率の推移

SDK単体
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（%）

（年 /月）
0

法定雇用率
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年次有給休暇取得日数（一人あたり年間）
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製造業平均

（年）

昭和電工年休取得日数
15
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0

（日）

9.9 9.9 9.89.6 10.0

13.3 13.9 14.2 13.1 12.8

2

1 製造業平均は、厚労省「毎月勤労統計調査全国調査年報」より作成

モーダルシフトの推進
　昭和電工は、製品輸送にともなう環境負荷を低減す
るため、トラック輸送から、CO2排出量のより少ない鉄
道や船舶を利用した輸送を行う「モーダルシフト」を進
めています。2011年は、一部の製品について神奈川
県から愛知県へのトラック輸送を鉄道輸送に切り替え
ました。
　2011年度は、日本国内での鉄道および船舶による
輸送トンキロは、約384百万トンキロとなり、これは国
内総輸送トンキロの約3分の2にあたります。
　モーダルシフトの他にも、当社では納入ロットの
拡大やトラックおよびコンテナの積載率向上、輸送距
離の短縮などの輸送効率の向上に取り組んでいます。
また、輸送会社と連携・協働し、低公害車やデジタルタ
コグラフ、エコタイヤの導入や、エコドライブの奨励を
積極的に行い、エネルギー消費量の削減に力を入れ
ています。

オフィスでの
省エネルギー対策の推進
　震災後の電力事情を契機とし、オフィスビルでも徹
底した省エネルギー対策を実施しています。本社ビル
では、以下のような対策を行った結果、2011年は
2010年と比較して、18.5%削減しました。
　今後とも、省エネルギー活動の取り組みの一貫とし
て、節電対策を継続していきます。

本社における節電対策
設備関連
●空調設定温度を28℃に固定し、使用時間の制限を実施
●年間を通じ、徹底した間引き照明を実施
●順次ＬＥＤ照明に交換
●給湯室、トイレなどの温水給湯の停止
●不要箇所と昼休み時間中の消灯の徹底
●パソコン・プリンター等の省エネモード使用の徹底
●待機電力カットの徹底（コンセントを抜く、主電源をOFF）
●エレベータの一部運転停止
●コーヒーメーカー、電気ポットの使用禁止
●コピー機等の必要最小限の使用の徹底
●毎日の使用電力の掲示等、各種啓発活動
就業関連
●就業時間の1時間繰り上げの推奨と、19時以降就業の
原則禁止

●クールビズ期間の延長（5~10月末日まで）

PRTR
昭和電工は、（社）日本化学工業協会（以下、日化協）

のメンバーとして1996年より化学物質の排出・移動
量の調査を自主的に実施しています。2011年度は、
PRTR法対象物質を含む590物質について調査を
行い、160物質（うち法対象物質は103物質）の結果
を日化協へ報告しています。対象物質の総排出量は
約372tで、前年度に比べて15t増加しました。これは、
工程洗浄に使用する溶剤を増やした事業所があった

ためですが、現在洗浄剤の代替を検討中です。
今後もPRTR法対象物質および年間排出量が
多い物質については事業所ごとに削減計画を立て、
重点的に排出量の削減に取り組んでいきます。また、
事業所周辺地域への影響を把握・評価するととも
に、地域住民の皆様や行政とのリスクコミュニケー
ションを図りながら、相互理解のもとに排出量の削
減を進めます。

PRTR対象物質排出・移動量(昭和電工単体) PRTR対象物質の総排出量(昭和電工単体)

2012年の事業所ごとのPRTR法対象物質排出量 （昭和電工単体）

移動量
1,227
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化学物質排出量削減の取り組み　 大気・水質・土壌環境への配慮

●化学物質排出量削減

●事業所ごとに削減計画を立て実施

方 針

計 画

2012年の計画
●有害大気汚染物質排出量：
 28tで10年比13%削減で目標達成

2011年の実績
方 針

計 画

●化学物質排出量削減

2011年の計画

●事業所ごとに削減計画を立て実施

大気・水質・土壌環境への配慮

●化学物質排出量削減

●事業所ごとに削減計画を立て実施

方 針

計 画

2012年の計画
●有害大気汚染物質排出量：
 28tで10年比12%削減で目標達成

2011年の実績
方 針

計 画

●化学物質排出量削減

2011年の計画

●事業所ごとに削減計画を立て実施

　  関連法規と社内ルールの遵守
昭和電工グループの製品をお客様に満足してお使
いいただくために、安心・安全な製品の提供は企業活
動の優先課題のひとつと考えています。そのために、
社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」　　　
を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、
製品に関連する法規制とともに遵守しています。
上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、
市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、
体系的に実施するための基本ルールとしています。
特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または
成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接
触する可能性があるものに関しては、上市にあたって
の厳しい審査を行うとともに、上市した後も、製造条
件を変更する場合には厳格な手続きを定めて、製品

製品安全の徹底

環境・社会に関する要請への取り組み

クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

　  レベルアップ活動
当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所
および関係会社などの定期的な監査を実施し、
グループ全体のレベルアップを図っています。
2011年は46事業所について監査を精力的に実
施し、2011年重点目標とした確実な是正処置に関
する課題（特に修正処置と是正処置の明確な区分
け）の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年
も昨年に引き続き、品質マネジメントシステムの有
効性の向上を中心に監査を行います。
さらに、内部監査員養成セミナー、ISO/TS16949
セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リ
スクセミナーなどを毎年定期的に開催するととも
に、内部監査員のレベル向上を目的としたセミナー
を5事業所で開催しました。また、2011年から品質
管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングを開始
し、今後も教材内容の充実を図ります。このように
年間を通して、レベルアップに向けた幅広い教育・
啓発を行っています。

　 クレーム削減
お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グルー
プ一丸となってクレーム件数の削減に努力し、これ
まで着実に減少させてきました。下図に示すとおり
2011年の件数は、2010年に比べ3割の大幅な削
減をすることができました。
品質マネジメントシステムの確実な運用をさらに
推し進め、よりいっそうのクレーム件数の低減と、こ
れまでと同様にお客様の生命・身体または財産に
被害が生じるような製品事故のゼロ継続に努めま
す。そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業価
値を向上させるよう、努めていきます。

※1 ISO（International Organization for Standardization）：
国際標準機構と訳される民間ベースの国際専門組織。ものやサービス
の国際的な標準化を推進するために1947年に設立された。1987年に
品質管理・保証のためのISO9000シリーズを制定し、1996年から環境
規格ISO14000シリーズの制定を始めた。2010年には社会的責任の
規格ISO26000が発行された。

　 品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
昭和電工グループは、不具合の発生防止といった
守りの品質保証だけではなく、お客様の喜びをみず
からの喜びとする攻めの品質保証を目指し、お客様
にご満足いただける製品を開発、提供しています。
ほとんどの昭和電工グループは、ISO9001や

品質保証・品質管理レベルの向上

Web CSR情報    認証一覧

の品質に及ぼす影響を十分に吟味し、常に安心・安全
な製品をお客様にお届けするよう有効な仕組みをつく
り運用しています。
製品の設計・開発から販売までの適切な段階におい
ては、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製
品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の
特徴および廃棄時の問題等々、いろいろな角度から、
想定される危険性、想定される危機の回避方法につ
いて審査会などで十分な検討を行っています。

品質保証・品質管理規程
この規程は、製品の設計・開発、上市・製造、
販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本
ルールとしています。

2011年11月の品質月間にあわせて、横浜事業所において
「品質管理教育」が行われました。
本社品質保証室員による講義では、e-ラーニング教材をもと
にして、品質不具合の発生を未然に防止するために当社グ
ループとして必要なさまざまな統計的手法を学びました。

横浜事業所における品質管理教育

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通し
て「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与え
る影響が少ない製品を選択し、調達する取り組みが、
情報機器、電気電子製品、自動車関連のお客様を中
心として世界全体で急速な広がりをみせています。
当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、
欧州規制などによる有害化学物質の不使用・不含有保
証の要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。ま
た、お客様からのCSRに関するお問い合わせ、アン
ケートにも誠意を持ってお答えしています。

事業所
ISO※1/TS16949などの品質マネジメントシステ
ム国際規格の審査・登録を受け、品質マネジメント
システムを継続的に見直すことでさらにシステムの
有効性を向上させ、効果的な運用によって、製品お
よびサービスの品質の向上に努めています。

CSR情報    認証一覧

分析物性センター

○○○○○○○○○○
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有害大気汚染物質の排出削減
昭和電工グループは、日化協の有害大気汚染12物

質第2期自主削減計画終了後、大気排出量の比較的
多い物質について前年比10%削減を目標に排出量
削減に取り組んでいます。このうち、当社が取り扱う9
物質の2011年度総排出量は約28tで、前年より約4t
減少しました。
今後も、代替物質への転換、回収・リサイクル率の

向上などをいっそう推し進め、着実な削減に努めます。
（グラフは全て昭和電工単体）

有害大気汚染物質の排出削減
昭和電工グループは、日化協の有害大気汚染12物

質第2期自主削減計画終了後、大気排出量の比較的
多い物質について前年比10%削減を目標に排出量
削減に取り組んでいます。このうち、当社が取り扱う9
物質の2011年度総排出量は約28tで、前年より約4t
減少、前年比12%の削減となりました。
今後も、代替物質への転換、回収・リサイクル率の

向上などをいっそう推し進め、着実な削減に努めます。
（グラフは全て昭和電工単体）
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ナフタレン
トルエン
アセナフテン
ベンゼン
１，３－ブタジエン
スチレン
フェノール
酢酸ビニル
ノルマル－ヘキサン
ジクロロメタン
ほう素化合物

日化協
通し番号

政令
指定番号 大気への

排出

10年
排出量
（t/y）

対10年
増減量
（t/y）

11年
移動量計
（t/y）

10年
移動量
（t/y）

水域への
排出

土壌への
排出

CAS No 物質名称 排出量
合計

11年排出量（t/y）

上記の合計
その他物質の合計

総合計

ホルムアルデヒド
ペルオキソ二硫酸の水溶性塩
亜鉛の水溶性化合物
アントラセン
アセトアルデヒド
クロロジフルオロメタン
ふっ化水素及びその水溶性塩
メタクリル酸メチル
ニッケル
アクリル酸及びその水溶性塩
クロロホルム
アセトニトリル
マンガン及びその化合物
アリルアルコール
ニッケル化合物
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
銅水溶性塩（錯塩を除く。）
カドミウム及びその化合物
トルイジン
バナジウム化合物
２－アミノエタノール
ピリジン
２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－
４－クレゾール
砒素及びその無機化合物
２－２ ターシャリ－ブチル－５－メ
チルフェノール

キシレン
直鎖アルキルベンゼンスルホン
酸及びその塩（アルキル基の炭
素数が１０から１４までのもの及
びその混合物に限る。）

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，
４ａ，５－テトラヒドロ－２－［メトキ
シカルボニル（４－トリフルオロメ
トキシフェニル）カルバモイル］イ
ンデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサ
ジアジン－４ａ－カルボキシラート

※一覧の各物質排出量の合計と総合計は四捨五入の関係上、必ずしも一致しません。

2011年度PRTR対象物質の排出・移動量一覧
ダイオキシンを除くPRTR法規制対象：103物質（排出量・移動量が1t以下の物質は省略） （昭和電工単体）
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生物多様性への取り組み

大気・水質・土壌環境への配慮

大気環境負荷の低減
昭和電工グループは、SOx（硫黄酸化物）、NOx（窒
素酸化物）およびばいじん等を削減するため、次のよ
うな対策を実施しています。
●燃料転換　●燃焼法の改善（低NOxバーナーなど）
●脱硫、脱硝装置の適切な運転管理
●排熱回収による燃料の削減　●監視体制の強化

SOx、NOxは2010年よりも減少、ばいじんは増加と
なりました。今後も、大気環境負荷の低減に向けた取り
組みを進めます。

水質環境負荷の低減
昭和電工グループは、COD（化学的酸素要求量）、

全窒素、全りんなどの水質環境負荷低減のため、次の
ような対策を引き続き実施しています。
●製造プロセスの改善
●排水処理設備の改善と適切な運転管理
●水の循環利用の促進　●監視体制の強化

COD、全窒素は、2010年よりも減少、全りんは微
増となりました。今後も、水質環境負荷の低減に向け
た取り組みを進めます。

土壌・地下水汚染対策
当社グループは、事業所敷地の用途変更や土壌搬

出などの契機を捉え、土壌汚染対策法および自治体
の条例に則った調査、措置を実施しています。

昭和電工グループは、事業活動において以前から
環境への配慮や温室効果ガス排出量削減などレスポ
ンシブル・ケア活動に積極的に取り組んできましたが、
2011年からさらに広い視野で事業活動の生態系
サービスの利用および生態系への影響の整理を始め
ました。
右記のような視点でグループの事業拠点および製

品・サービスのサプライチェーンと生物多様性との関
係を調査しています。
これらの調査結果をもとに、生物多様性への取り組
み項目の優先順位付けを進めていきます。

生物または生物由来の原材料の使用
水力発電、バイオマス燃料などの利用
自然由来の淡水の使用
生態系サービスを利用した排水浄化・大気保全など
事業場外への有機性（生分解性）廃棄物の排出
生態系サービスを利用するプロセス
河川、運河の利用
自然災害防止などへの生態系サービスの利用
自然環境を利用する厚生施策・施設

鉱物資源、化石原燃料の使用
プランテーション作物由来の原料使用
湖沼などの閉鎖性水系への排出把握
排気の生態系への影響
生態系保全の製品・サービス
生態系への影響を削減する製品・サービス
輸送における環境負荷
絶滅危惧種との関わりの把握

原 燃 料：
 
排 水： 
排 気：
製 品：
 
輸 送：
敷 地 等： 

原料・資材：
エネルギー：
用 水： 
排水・排気： 
廃 棄 物： 
プ ロセス： 
輸 送： 
敷 地 等： 
そ の 他： 

●ゼロエミッション達成
●循環社会への貢献

●汚泥有効利用拡大等による埋立
処分量の削減
目標：単体 1,900t以下
 昭和電工グループ 2,100t以下
●リサイクルの推進

方 針

計 画

2012年の計画
●埋立処分量：昭和電工グループ
2,144t（10年比 -447t）で
目標達成

●プラスチックケミカルリサイクル
生産実績：10年比2%増

方 針

計 画

●ゼロエミッション達成
●循環社会への貢献

2011年の実績2011年の計画

●汚泥有効利用拡大等による埋立
処分量の削減
目標：単体 2,200t以下
 昭和電工グループ 2,500t以下

●リサイクルの推進

廃棄物削減の取り組み

産業廃棄物削減の取り組み
昭和電工グループは、廃棄物処分量を削減するた
め、廃棄物発生量の抑制、再使用および有効利用など
の取り組みを進めています。

●廃酸、廃アルカリの再資源化
●廃油・廃プラスチックの燃料化（熱回収）
●無機性汚泥の有効利用（セメント等）

2011年度の最終埋立処分量は単体1,932t（458t
減)、グループ会社212t（11t増）の合計2,144tとな
り、前年比17%減少（447t減少）してグループ目標
（2,500t）を達成しました。事業撤退による撤去・処分
等の特殊要因で埋立処分量が増加した事業所もあり
ましたが、汚泥類のセメント原料化（川崎、龍野）等の
有効利用の推進を進め、グループの半数を超える16
事業所でゼロエミッション（最終埋立処分量が発生量
の1%以下）を達成しました。
2012年度はグループ目標を2,100ｔに設定し、埋立
処分量削減およびゼロエミッション達成事業所の拡大
をさらに進めます。また、中間処理、最終処分の委託先
を査察し、当社からの廃棄物が適正に処理、処分されて
いることを確認しています。
2011年度のボーキサイト残さの海洋投入は、
2000年度比11%削減となりました。この海洋投入処分
は2015年までに終了する計画です。

ＰＣＢ管理
　PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）廃棄物は、当社
のPCB管理チェックリストに基づき保管状況を定期
的に点検し、PCB等が漏えいしないよう適正な保管施
設で適切に保管を行っています。また、各事業場では
「PCB特別措置法」に従って、PCB廃棄物の保管状
況などを都道府県知事に毎年届け出ています。
　PCB廃棄物の処理は、日本環境安全事業株式会社
などの処理施設を有効に活用し、計画的に進めています。

＊（07年以前のデータは1～12月、08年以降のデータは4月～翌3月の集計値。
ただし川崎事業所のデータはすべて1～12月）
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保安防災の取り組み

昭和電工グループ会社　   の代表的な環境負荷指数
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

温室効果ガス排出量（kt-CO2）
廃棄物埋立処分量（t）
日化協PRTR対象物質排出量（t）

494

1，715

76

000

0，000

00

000

0，000

00

456

1，540

68

429

1，341

90

406

1，120

69

435

201

62

6

5

1 温室効果ガス：
大気中に含まれている温室効果を有するガス。人間の活動によって大
量に排出されると地球温暖化の原因になる。CO₂、メタン、亜酸化窒
素、フロン類などがある。太陽光で暖められた地表面から放出される赤
外線は、地球から熱を宇宙に逃がす作用があるが、温室効果ガスはそ
の赤外線を吸収し地球の温度を上昇させる働きがある。

2 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
3 特定排水量：
水質汚濁防止法に定める特定事業場からの排出水の量。

4 減量化：脱水、乾燥、焼却等の方法で廃棄物量を減らすこと。
5 昭和電工グループ会社の範囲：
連結対象関係会社のうち、以下の国内製造業10社の合計。昭和炭酸、
昭和タイタニウム、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージング、昭
和電工建材、新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、東北金属化
学、昭和電工HD山形。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレ
クトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法特定排出者として報告義
務のない新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装を除く。

6 廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象
とした。

2011 TOPICS

設備事故フリーの実現

●「創る安全」運用の完全定着
●機能別担当者会議の開催と
ガイドラインの作成

●ＨＲＭ審査会の確実な実行
●自主保安の推進

方 針

計 画

2012年の計画
●事故：昭和電工グループ
  漏洩4件（10年7件）
●創る安全活動を関係会社・研究設備に
  範囲拡大し活動中
●機能別担当者会議
 （電気・計装・機械・プロセス）の開催
●HRM審査会4件実施
●大分事業所：高圧ガス認定
  運用継続
●昭和アルミニウム缶（株）
  小山工場が消防庁長官賞受賞

設備事故フリーの実現

2011年の実績2011年の計画

●「創る安全」運用の完全定着
●機能別担当者会議の開催と活用
●ＨＲＭ（特別危険物質）審査会の定着
●自主保安の推進

●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制
  の構築

●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと
  類似災害防止の強化

方 針

計 画

2012年の計画2011年の実績2011年の計画

方 針

計 画

●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築

●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと
  類似災害防止の強化

●昭和電工グループ従業員休業
災害件2件（10年2件）、不休災
害件0件（10年1件）発生

●昭和電工グループ従業員休業
災害度数率：0.13（10年0.14）

●昭和アルミニウム缶（株）小山工
場が厚労省無災害記録証受領

●昭和タイタニウム（株）、昭和ア
ルミニウム缶（株）大牟田工場が
外部安全表彰受賞

●昭和タイタニウム㈱が労働安全
衛生マネジメントシステム認証
取得。計12事業場で認証取得

方 針

計 画

CSR活動報告

「過去の事故を教訓と捉え、グループ全体で情報を共有し、あらかじめ対策を行うことで、労働災害・設備事故・
環境トラブルは予防できる」との考えから、2008年に昭和電工グループで開始された「創る安全」活動。
「労働災害・設備事故・環境トラブルゼロ」を方針に掲げ、チェックリストなどを活用したリスクアセスメント活動
を中心に事業所ごとに工夫しながら取り組み、成果が現れつつあります。

安全への取り組み

Web CSR情報    認証一覧

大分コンビナート　大容量泡放射システム搬送・放水訓練

設備安全
昭和電工グループでは設備事故ゼロを目標として、
過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する
「創る安全」活動に2008年より取り組んでおり、その
結果、2011年の設備事故は4件と前年（７件）に比べ
減少しました。これらの事故は、初期に発見され、人的
被害、外部への影響はありませんでした。
「創る安全」活動の中ではこれらの事例も含め過去
事例チェックリストによって体系化し、事故の未然防止
の手段として全事業所で活用しています。
2011年は「創る安全」活動を更に深化するため、全
社MP情報　 1を専門分野（機械、電気、計装、プロセ
ス）別に分類・分析・再編し、本社と事業所が一体と
なった機能別担当者会議にて専門分野別の本質安全
設計の標準化、ガイドラインの作成を開始しました。
また、墜落防止基準の改訂を行い、グループ内に周知
しました。今後もこれらの活動を継続するとともに、
次世代キーマンの育成・人材のスキルアップを進めて
いきます。

地震への対応
　当社グループでは、今後発生が予想される地震動
規模の予測および設備・建屋の地震リスク評価と耐
震化検討を2010年に開始し、2011年までに関係会
社も含めて29事業所の評価を実施しました。設備・建
屋の耐震対策に関しても、地震リスクに応じた優先度
を定め、順次実施しています。
　一方、2011年の東日本大震災は複数の地震が重
なる連動型巨大地震であり、その被害形態は阪神・淡
路大震災と異なるものでした。そのため、この経験を
基に津波対策を追加するとともに、液状化に関する対
策も強化しました。
　2012年も継続して、地震リスク評価と耐震対策を
実施していくとともに、南海トラフ巨大地震に対する
国および各自治体の動向を注視して、迅速な対応を行
います。さらに、首都直下地震による本社機能の確保
に関しても検討する予定です。

　2011年10月24日、大分コンビナートにおいて、
大容量泡放射システム搬送・放水訓練を行いました。
これは、2003年9月の十勝沖地震に伴う浮き屋根式タ
ンクの全面火災を教訓として配備を義務付けられたシ
ステムの訓練です。大分地区では、「西中国・北部九州
地区広域共同防災協議会」として、山口県周南市に共
同で配備しています。
　当日午前中は、大型トラック５台で搬送された機材の

配置訓練を行いました。午後からは、海へ向け実際に放
水を行い、所定の能力が発揮されることを確認しました。
訓練においては多くの人の連携が重要となりますが、一
つ一つの手順を確認しながら、慎重に対応することによ
り事故や怪我も無く無事訓練を終了しました。
　これからも、このような実践的な訓練を重ねることに
よりコンビナート防災力強化に向けた活動を推進して
いきます。

送水ポンプの設置　
4万砲の放水

送水ホースの運搬・延長

1 MP（Maintenance Prevention）情報：
　保全予防情報。昭和電工グループでは、社内外の事故・トラブル・重大
なヒヤリハット、および対策事例のデータベース化を続け、現在約
4,800件の情報を従業員全員で共有しています。
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労働安全衛生の取り組み

3

3

2

1

※グループ会社範囲:
（2011年12月現在。下線の関係会社事業場は、2011年度より災害統計範囲に追加。）：鶴崎共同動力、東京液化酸素、昭和タイタニウム、信州昭和、昭和電
工パッケージング（彦根、伊勢原）、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、昭和電工建材、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ
缶リサイクリングセンター、ハイパック、昭和電工ガスプロダクツ、クリーンエス昭和、日本ポリテック、浜松エア・サプライ、STT、カナヱ化学工業、昭和電工研装、
東北金属化学、名古屋研磨材工業（名古屋、塩尻）、東京アルミ線材、昭和電工HD山形、芙蓉パーライト

2011 TOPICS

●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制
  の構築

●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと
  類似災害防止の強化

方 針

計 画

2012年の計画2011年の実績2011年の計画

●各事業場の休業・不休災害ゼロ
●化学企業トップの安全管理体制の構築

●安全に強い職場と人づくり
●設備･作業の不具合是正
●安全管理レベルの向上
●特別安全活動のフォローと
  類似災害防止の強化

●労災統計範囲を拡大
（関係会社12事業場追加）
●昭和電工グループ従業員
休業災害2件（10年2件）、
不休災害0件（10年1件）発生

●昭和電工グループ従業員
休業災害度数率：0.13（10年0.14）

●昭和アルミニウム缶（株）小山工場が
厚生労働省無災害記録証
（第3種証）受証
●昭和タイタニウム（株）、昭和アルミ
ニウム缶（株）大牟田工場が外部
安全表彰受賞

●昭和タイタニウム（株）が労働
安全衛生マネジメントシステム
認証取得。計12事業場で
認証取得

方 針

計 画

全産業
化学工業
昭和電工
昭和電工グループ※

全産業
化学工場
昭和電工
昭和電工グループ※

1 リスクアセスメント：
事業場における危険性や有害性を特定し、それによって生ずる恐れの
あるリスクを見積もった上で、対策の優先度を設定し、リスク低減措置
の決定および記録を行う一連のプロセスのこと。

2 労働安全衛生マネジメントシステム：
組織が従業員の業務上の労働安全衛生に関するリスクを洗い出して
対策を立て、これを実施することで、問題発生の可能性を低減させる
ことを目的としている。

3 休業災害度数率：
労働時間100万時間あたりに発生した労働災害による死傷者数の割
合を示すもので、次の式で示される。
度数率＝（死傷者数/延べ労働時間）×100万

Web CSR情報    認証一覧

昭和タイタニウム（株）
平成23年度日本化学工業協会安全優秀特別賞受賞

労働安全衛生
昭和電工グループは労働災害の撲滅を図るため、
2008年から「創る安全」活動を推進しています。この活
動は、リスクアセスメント　 に基づく危険源の特定と改
善により、労災の未然防止を図るもので、具体的には、
過去の災害事例を参考にします。また、独自に作成した
「創る安全チェックリスト」を活用します。また、各事業場
では労働安全衛生マネジメントシステム　 の導入を進
めており、国内13事業場、海外4事業場で認証を取得
しました（2012年6月現在）。
また、2011年より、新たに関係会社12事業場を

アスベストについて
当社グループのアスベストに関する状況について

は以下のとおりです。

    アスベストの使用状況について
当社グループでは、アスベストを使用した製品の製
造・販売を行っていません。
当社グループでは、化学プラントなど製造設備の
一部にアスベストが含まれるシール材等を使用して
いますが、それらについてはアスベストを含まない材
質への代替を進めています。

    健康被害の状況について
これまで、直接・間接を問わずアスベストを取り
扱ったことのある従業員に対しては、関係法令に基づ
いた健康診断を定期的に実施しています。従業員の
健康被害は発生していません。
当社グループ退職者に対してもアスベストの健康
診断を実施するとともに、各種のご相談にも対応して
います。退職者における2010年度（厚生労働省公表
ベース最新版）の労災認定者は１名です。従業員・退
職者のご家族や近隣住民の方から、健康被害等の申
し出はありません。

昭和タイタニウム（株）は2011年12月、日化協安全優秀特別賞を受賞しました。本賞
は、化学業界における自主的な保安・安全衛生の推進の一環として、優れた活動を実施し模
範となる事業所を表彰する賞で、現地調査
や有識者による安全表彰会議での審議の
結果、選定されました。
昭和タイタニウム（株）では共通データ
ベースを使用したリスクアセスメント、「指
差呼称」・「注意！ありがとう運動」の活性化
など、実直な安全活動により無災害記録を
延ばしています。

表彰状を手にする昭和タイタニウム（株）社長（右）と
環境安全課長（左）
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労災統計範囲に加え、昭和電工グループの安全活動
を拡充しました。その結果、2011年のグループ休業
災害度数率は減少となりました。2012年は6月現在、
従業員休業災害1件、不休災害2件が発生しています。
2012年は「創る安全」活動の原点に立ち戻り、全事
業場に定着させるための活動を実施していきます。

（年）
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労働安全衛生

平成23年度消防庁長官賞（優良危険物関係事業所）
平成24年度全国危険物安全協会理事長賞（優良危険物関係事業所）
平成22年度安全優良職長　厚生労働大臣顕彰
平成22年度日本アルミニウム協会労働安全表彰　特別優良賞
厚生労働省無災害記録証（第三種）
平成23年度全国THP推進協議会表彰進歩賞
中央労働災害防止協会　緑十字賞
中央労働災害防止協会　緑十字賞
第35回日本化学工業協会安全表彰　安全優秀特別賞
平成23年度安全優良職長　厚生労働大臣顕彰
平成23年度日本アルミニウム協会労働安全表彰　特別優良賞
平成23年度日本アルミニウム協会労働安全表彰　特別優良賞
第36回日本化学工業協会安全表彰　安全優秀賞

昭和アルミニウム缶（株）小山工場
昭和タイタニウム（株）
押出・機能材事業部生産・技術統括部製造部押出課　慶野秀道氏
昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
昭和アルミニウム缶（株）小山工場
小山事業所
研究開発センター（土気）　吉本栄治氏
昭和タイタニウム（株）環境安全チーム　黒田豊氏
昭和タイタニウム（株）
押出・機能材事業部生産・技術統括部製造部押出課　指首公一氏
昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
小山事業所
横浜事業所

2011年6月
2012年6月
2011年1月
2011年5月
2011年8月
2011年10月
2011年10月
2011年10月
2011年12月
2012年1月
2012年5月
2012年5月
2012年5月

表彰名 受賞事業場・個人 受賞年月日
２０１１～２０１２年　昭和電工グループＲＣ関連表彰受賞一覧 

休業災害度数率　　の推移

休業災害度数率　　の推移
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化学品安全の取り組み

2011 TOPICS

●国内外法改正への適切な対応

●コンプライアンス、教育、
  管理体制の定着
●GPS/JIPSリスクアセスメントの
  推進と情報の開示
●化学物質総合管理データベース
  の定着

方 針

計 画

2012年の計画

●化学物質総合管理データベース
  構築

●昭和電工グループ化学物質関連の
  法違反ゼロ
●化学物質総合管理データベース
  構築
●化学物質管理者を通じた法情報周知・
  再教育を実施
●2013年期限の物質について、
  REACH規則　１に基づく登録準備
  実施
●CLP規則　2対応ラベル/
  SDS　3改訂推進

●国内外法改正への適切な対応

2011年の実績2011年の計画

●コンプライアンス、教育、管理体制の
  定着
●安全性情報の収集・評価・提供
●化学物質総合管理データベース構築

方 針

計 画

目的とする効果

1

2

3

4

お客様

行政

一般消費者自社工場

閲覧

Web CSR情報    認証一覧

化学物質総合管理システムの導入

国際的な化学物質管理活動
昭和電工グループは、WSSD（持続可能な開発に関

する世界首脳会議）で合意された、「2020年までに化
学物質の生産と使用が人の健康と環境に与える悪影
響を最小化する」という目標達成に向け、ICCA（国際
化学工業協会協議会）での化学物質総合管理に積極
的に取り組んでいます。
日化協で進めている、サプライチェーンを考慮した

リスク評価・リスク管理を強化する、化学物質管理の
新たな自主活動（JIPS：Japan Init iat ive of 
Product Stewardship）に参加し、製造・販売およ
び使用・消費の段階での情報収集や安全性評価など、
化学製品管理（Product Stewardship）の強化を進
めています。
今後、優先順位の高い物質からリスク評価を実施

し、安全性要約書をICCAのGPSポータルサイトに掲
載していきます。

海外法規制
欧州連合におけるREACH規則、CLP規則への対
応をはじめとして、アジア各国（韓国・台湾・中国・マ
レーシア他）の法改正、US・TSCA　4改正検討など、
海外各国の新たな法規制の動きに注目し、確実に対
応を進めています。
グループ会社を含めた各事業部、本社・海外スタッ
フ部門と情報を共有しながら、さらに日化協において、
国際法ワーキンググループメンバーとして各種活動に
参加するなど、今後も各国の新たな動きに関して敏感
に、確実に対応していきます。

当社は、WSSDの「2020年までに化学物質の生産と
使用が人の健康と環境に与える悪影響を最小化する」
という目標に向け、化学物質管理の基盤インフラとな
る、「化学物質総合管理システム」を導入しました。この
「化学物質総合管理システム」の導入により、国内外で
取り扱うすべての化学物質の情報を一元管理し、全社
で情報を共有します。これにより、改正化学物質審査規
制法（化審法）および化管法（PRTR法）の各種届出や、
EU/REACH規則、CLP規則、GPS/JIPSリスクアセス
メント等に確実に対応することが可能となります。

昭和電工全体の化学物質情報共有化
製造・販売に関する情報、 SC（サプライチェーン）用途情報な
どの一元管理
関連法規制の施行・改正等に関するヒューマンエラーの防止
国内法規制・海外法規制データベースとの連動による製品に
関係する法規制情報自動更新
化学物質管理関連作業の簡略化
SDSの情報更新・出力の自動化
各種集計レポートのベースとなる事業所別データの精度・
透明性の向上
GPS/JIPS等、化学物質のリスクアセスメントに関するシステム整
備および自動化
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GHS対応SDS
当社グループは、国内すべての製品についてJISに
準拠したラベル・SDSを作成し、お客様に危険・有害
性情報を提供しています。またすべてのラベル・SDS
はJIS７２５３に準拠したものへ改訂を進めています。
海外製品についても、各国規制に準拠したラベル・
SDSのGHS対応を推進しています。
さらに、化学物質の道路輸送時の事故に備えてイエ
ローカード　5を作成しており、タンクローリー等での
危険物輸送の際には、イエローカードの常時携帯を徹
底しています。

●既存システムとの連動
●改正化審法製造輸入数量届出
システム構築

●化管法（PRTR法）対象物質の自動
集計

●GPS/JIPS安全性要約書の自動作
成システム検討

●SDS/ラベルの多言語対応
●SDS/ラベルの自動作成システム

●既存評価ツールと連動させた化学
物質のリスクアセスメントの実施

（2011年実施内容） （2012年） （2013年）
1st Step 2nd Step 3rd Step

危険有害性情報・
物性情報など

行政への数量届出
（化審法・PRTR）

化学物質管理システム
（EH＆S総合管理システム）

CSRレポート

生産
システム

購買/販売
システム

社内Web APIプラットフォーム
仕入先

国内法規制
DB

海外法規制
DB

化学物質
管理DB

製品・原料
情報

購買・販売
情報

リスク
アセスメント
ツール

CSA/CSR
システム X

X

PRTR
排出量レポート

PRTR
排出量データ

SDS

化学物質総合管理システム

5 イエローカード：
危険な物質や有害な物質について、輸送関係者や消防・警察等が事
故時に取るべき措置方法を簡明に記述した緊急連絡カードのこと。

4 TSCA（Toxic Substances Control Act）:
有害物質規制法。

6 ＣＳＡ（Chemical Safety Assessment）：
化学物質安全性評価。

6CSA
SDS（海外版含む）

JIPS安全性要約書

3 SDS（Safety Data Sheet）：
安全データシート。化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意事項、
応急措置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡される
資料のこと。

1 REACH（Registration, Evaluation, Authorization &
Restriction of Chemicals）規則：
化学品の登録・評価・認可および制限に関するEUの規則。

2 CLP（Classification, Labeling and Packaging）規則：
分類・表示および包装に関するEUの規則。

在宅勤務

当社データセンター（東日本）
（プライマリサイト）

当社データセンター（西日本）
（バックアップサイト）

当社データセンターお客様ビル

お客様ビル

外出先

ネットワーク

●デスクトップサービス
●ファイル共有
●メール
●グループウェア
●勤怠管理

マルチサイト

自宅

ICCA GPS
ポータルサイトで
一般公開

50

昭和電工 CSRレポート2012

51

昭和電工 CSRレポート2012



第三者検証
「CSRレポート2012」の内容について、
SGSジャパン株式会社からの第三者検証を受審しました。
ご意見や指導事項を次年度の活動に活かし、CSR活動のレベルアップを図ってまいります。

ASSURANCE STATEMENT
第三者保証声明書
本書は、昭和電工CSRレポート2012に示されるサステナビリティ活動に対する
SGSジャパン株式会社の保証報告書である。 

保証/ 検証の特質及び範囲
SGSジャパン株式会社（以下、当社という）は、昭和電工株式会社からの依頼に基づき、昭和電工CSRレポート 
2012の第三者保証業務を行った。保証の範囲は、SGSサステナビリティ報告書保証手続きに則り、当レポート
に含まれる文章及び表に記載されたデータを含んでいる。なお財務データについては保証の対象としていない。 

昭和電工CSRレポート2012に示されている情報やその掲載は、昭和電工株式会社及び経営層の責任に帰する
ものである。当社は、昭和電工CSR レポート 2012 に含まれる内容の準備には関与していない。

当社の責任は、検証の範囲内における文章、データ、グラフ及び声明について意見を表明し、昭和電工株式会社
のすべてのステークホルダーに意見を供することである。

本保証業務においては、当社の基準を採用し、中程度の保証レベルによって、当レポートにおける報告内容の正
確性を評価した。

保証業務は、事前調査、関連従業員へのインタビュー（本社及び堺事業所で実施）、資料及び記録のレビューな
どの手続きの組み合わせによって実施した。

独立性と力量の声明
SGSグループは、検査、試験、検証業務における世界的リーダーであり、140を超える国々で、品質、環境、社会
及び倫理にかかわるマネジメントシステム認証業務や、トレーニングサービスを実施し、環境、社会及びサステナ
ビリティ報告書保証業務を提供している。SGSジャパン株式会社は、昭和電工株式会社やその関連会社、ステー
クホルダーからも独立しており、公平性を損なう可能性や利害の抵触がないことを断言する。

保証業務に携わったチームは、知識や当該産業分野における経験、そして本保証業務に関する資格に基づき構
成されており、環境・品質・労働安全衛生･社会的説明責任マネジメントシステム及び温室効果ガス排出量検証に
おける主任審査員を含んでいる。

検証/ 保証意見
前述の要領に基づいて実施した保証業務の結果に基づき、我々は、昭和電工CSRレポート2012に含まれてい
る情報やデータは、正確で信頼性があり、報告期間内における昭和電工株式会社のサステナビリティ活動を公正
かつ相応に表現したものであると判断する。

当レポートは、組織のステークホルダーにとって有効なものとなっている。
採用した保証レベル（中程度）は、組織のレポート内容の成熟度に照らして適切なものであった。
 

審査チームは、前述の保証手続によって得られた情報に基づき、昭和電工株式会社の2011年（2011年1月1日
~2011年12月31日）及び2011年度（2011年4月1日～2012年3月31日）の取り組みに関して所見を述べる。

特筆すべき取り組み 
●2011年度において従来の企業行動規範を改訂し、新たに「私たちの行動規範と実践の手引き」が発行されて
いた。この改訂では、ISO26000を参考に社会的責任の中核主題が漏れなく盛り込まれていた。改訂作業は、
組織横断的に選出された若手社員を中心としたワーキンググループにて推進されており、現場の意見が適切に
反映されていた。そのため内容は、具体性があり、実行可能性が高いものとなっていた。従業員及び経営層双
方によって、組織の未来を見据えた行動規範を策定されたことは特筆に値する。行動規範の周知は、ワーク
ショップ形式による研修や、行動規範に関する現場取材を通じて実施されていた。個々の業務がCSR活動と一
体であることについて従業員の理解を深める工夫をしていたことについても特筆に値する。

●リスクマネジメントの運用について、細部にまで及んだリスクマネジメントを継続実施されていることは特筆に値
する。リスクマネジメントは、組織運営に関わるあらゆるリスクを洗い出し、重み付、リスク対策の立案と実行、レ
ビューといった一連のPDCAサイクルを適切に運用していた。想定されるリスクは受容可能なレベルまで低減さ
せた上で管理されていた。

今後への期待 
●昭和電工CSRレポート2012においては、国内のみならず海外グループ企業の社会的な取り組みが報告されて
いた。他方、パフォーマンスデータについては、国内のデータのみの公表にとどまっていた。昭和電工株式会社
は、海外グループに占める従業員数や売上高の比率が高いグローバル企業であり、海外グループ会社における
データの重要性は高い。今後は、係数や法規制の国・地方間の相違等の問題の解消に取り組み、CSRレポートに
おいて海外グループ企業のパフォーマンスデータを含めて公表されるか、CSRレポート外において、国内事業
所で展開している事業所ごとのサイトレポートを海外グループ企業にも拡大を図るなど、グループ全体での
CSR活動の情報開示に取り組まれることを期待する。

●社会面及び環境面のパフォーマンスの推移についてデータを把握集計し報告されていた。経年での変化が明確
であり今後も継続開示を期待する。他方、パフォーマンスに関連する活動内容の報告は、昨年と同様の報告内
容となっている箇所が一部確認された。第三者保証業務を実施した際、報告内容以外にも、新たに地震リスク
対応を追加したこと等の開示に値する活動を実施していることを確認した。継続活動の報告も必要だが、今後
は報告対象年度によって報告内容の重み付けを行い、CSRマネジメントの改善や変更の状況がより明確になる
報告書の公表を期待する。
 
 

署名:

SGSジャパン株式会社
代表取締役　　曽我　正博
2012年7月13日
WWW.SGS.COM
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CSRレポート2012 第三者検証を受けて

昭和電工グループのCSRレポートは、1997年から
発行を開始したレスポンシブル・ケアレポートをその前
身として、2005年にCSRレポートとして財務情報を
除く各種レポートを行う形で全体の体裁と記述内容を
整え、現在に至っています。
化学企業である当社グループでは、天然資源を原料

として多用しており、製品の製造工程においてもエネ
ルギーを多く消費しています。そのため、事業活動が環
境へ及ぼす影響についても決して小さなものではあり
ません。当社グループでは、持続的社会への貢献の意
味合いからこれらエネルギー消費並びに各種排出量を
最小化することを大きな社会的責任ととらえており、本
レポートにおいてもレスポンシブル・ケア活動としてそ
れらの報告に多くのページを割いています。
また、企業としての社会的責任を果たすための法
遵守のための統治体制や「私たちの行動規範と実践
の手引き」制定についての記述も行っています。「私
たちの行動規範と実践の手引き」制定については検
証レポートの中で「特筆すべき取り組み」として触れ
ていただいていますが、企業倫理の観点に加えて
CSR全般に関わる規範として今後の活用を図ってい
く所存です。さらに本レポートの中にはリスクマネジメ
ントの運用や従業員、地域の皆様をはじめとしたス
テークホルダーの皆さんとのかかわりについても記述
しています。

検証レポート作成にあたっては、昨年に引き続いて
SGSジャパン社株式会社に第三者検証をお願いし、
これら数値の算出根拠、正確さや信頼性など詳細に
わたって確認をいただきました。また、各種記述につい
ても第三者の視点から貴重なご意見を頂戴しました。
本年はリオ＋20（国連持続可能な開発会議）が開
催され、地球環境の維持と開発の促進の両立性に再
度スポットライトが当てられたところです。

当社グループでは、地球環境にも配慮した事業の推
進や製品の提供により「グローバル市場で特徴ある存
在感を持つ化学企業」実現に向けて現在進行中の中
期経営計画PEGASUSを更に推し進めていきます。

本レポートについてご一読いただき、感想、ご意見等
頂戴できればありがたいと考えております。

2012年7月
最高リスク管理責任者（CRO）
取締役　常務執行役員

村田 安通
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