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〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9
TEL：03-5470-3235

ステークホルダー
企業の事業活動によって影響を受けるか、企業の事業活動に影響を及ぼすか、いずれかの個人または集団。
株主・投資家、従業員、顧客・消費者、取引業者・納入業者、行政機関・行政官庁、
非政府組織（NGO）などがある。

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。
関連リンク IR情報
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2013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

2013年1月～12月に2014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2013年1
月～12月の範囲を、「年度」と記載された項目は2013年4月～2014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。
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。「労働慣行」および「地域社会／社会貢献」については、国内外連結子会社の情報を加えて
います。
関連リンク バウンダリー一覧

発行

2014年7月（次回発行は201５年7月を予定）

参考としたガイドライン

ISO 26000（2010）
GRI 「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン第3.1版」
環境省 「環境報告ガイドライン2012年版」

作成部署

昭和電工株式会社　広報室

編集方針

レポートの報告対象範囲

編集方針・報告範囲について

編集方針・報告範囲について
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拠点

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 ： 10,234人
連結業績 ： 売上高  8,481億円
　　　　　営業利益  260億円
　　　　　当期純利益 91億円

昭和電工グループ概要（2013年12月期）

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。 2

1

http://www.sdk.co.jp/about/network/group.html

1 2 3 4

3

4

本社 名古屋支店 大阪支店

1 2事業開発センター
　先端技術開発研究所
　分析物性センター
　安全性試験センター

プロセス・ソリューションセンター
事業開発センター
　応用化学品研究所

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

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

福岡支店 5

5

川崎オフィス

国内拠点

2 1

America

Europe
China,
Taiwan,
Korea

SE.Asia

東アジア
上海昭和化学品
上海昭和高分子
上海昭和電子化学材料
昭和電工科学儀器（上海）
上海肖瓦高分子商貿
浙江衢州巨化昭和電子化学材料
連雲港昭菱磨料
四川昭鋼炭素
昭和電工(大連)

昭和電工鋁業（南通）
贛州昭日稀土新材料
包頭昭和稀土高科新材料
昭和電工管理（上海）
昭和特殊気体
台湾昭和化学品製造
昭和電工HDトレース
台湾昭和電工電子
韓国昭和化学品

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

北米
昭和電工カーボン
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

東南アジア
ショウワ・スペシャルティガス・シンガポール
ショウティック・シンガポール
昭和電工HDシンガポール
昭和電工シンガポール
ショウワ・エステリンド・インドネシア
インドネシア・ケミカル・アルミナ

エターナル・ショウワ・ハイポリマー
昭和電工レアアースベトナム
ハナキャン
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
昭和電工HDマレーシア
ショウティック・マレーシア

昭和電工グループ概要
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事業紹介

研究開発

石油化学
● 石油化学事業部（オレフィン部、有機化学品部）
石油化学セグメントでは、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
● 産業ガス事業部  ● 基礎化学品事業部（アンモニア・誘導品部、ソーダ・誘導品部）
● 情報電子化学品事業部  ● 機能性化学品事業部（機能性高分子部、特殊化学品部）
化学品セグメントでは、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
● セラミックス事業部  ● カーボン事業部
無機セグメントでは、アルミナや研磨材、研削材、耐火材等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
● アルミ圧延品事業部  ● アルミ機能部材事業部  ● アルミ缶事業部
アルミニウムセグメントでは、圧延品・押出品・鍛造品などのアルミニウム材料、熱交換器・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。

エレクトロニクス
● 電子機能材事業部  ● HD(ハードディスク)事業部
エレクトロニクスセグメントでは、高機能記録メディアであるハードディスク、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ーなどの燃料電
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。

当社グループは、連結中期経営計画「ペガサス」に基づき、エネルギー・環境と情報・電子の2つの事業ドメインに研究開発資源を重点的に投入し、無機と有機の融
合戦略とマーケティングを重視した研究開発を推進しています。
研究組織としては、各事業部が主体となり既存事業の強化を行うとともに、特定分野の技術者を事業開発センターに集約して、既存事業の応用分野から次世代
テーマまでを含め所管する研究所（応用化学品研究所、先端技術開発研究所）、共通支援センター（分析物性センター、安全性試験センター）および事業化プロ
ジェクトを設置しています。

主な研究テーマ
石油化学 ： ディスプレイ用フィルム
化学品 ： 多官能チオール、各種中間体、化粧品原料
エレクトロニクス ： 次世代ハードディスク
アルミニウム ： 離床センサー
先端電池材料 ： リチウムイオン電池用素材・部材、燃料電池電極用触媒
その他 ： プリンテッドエレクトロニクス、パワー半導体SiCエピタキシャルウェハー、植物工場向けの各種部材

事業紹介
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財務・非財務ハイライト

営業利益・売上高営業利益率売上高 事業別売上高構成比率 当期純利益

09 10 11 12 13

12,706
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（百万円）
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0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

2009 2010 2011 2012 2013

会計年度

会計年度末

1株当たり情報（円）
1株当たり当期純利益
1株当たり期末配当金

財務関連データ
（単位：百万円）

注記 ： 12月決算のため、会計年度は各年1月から12月、会計年度末は各年12月末のデータ

昭和電工株式会社および連結子会社

売上高
営業利益
売上高営業利益率（単位:％）
経常利益
当期純利益
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己資本比率（単位:％）
研究開発費
設備投資額
減価償却費

総資産
自己資本利益率（ROE）（単位：％）
純資産
有利子負債
D/Eレシオ（単位:倍）

933,162

3.6

314,966

342,262

1.09

6.26

3

739,811

28,108

3.8

23,448

9,368

53,310

△40,209

13,101

△20,150

29.2

20,633

42,503

46,232

985,771

3.2

345,811

353,686

1.02

6.06

3

848,071

25,953

3.1

23,488

9,065

63,565

△46,738

16,827

△6,805

30.6

20,435

44,370

39,779

△29.44

3

678,204

△4,983

△0.7

△22,325

△37,981

19,846

△26,595

△6,749

28,402

25.5

20,743

38,666

54,178

958,303

△15.7

286,722

373,911

1.30

8.49

3

797,189

38,723

4.9

30,471

12,706

66,293

△49,074

17,219

△34,494

26.1

20,670

58,035

50,678

924,484

5.2

284,965

351,034

1.23

11.35

3

854,158

47,357

5.5

40,018

16,980

69,437

△38,672

30,765

△17,295

26.8

21,597

38,794

49,413

941,303

6.9

295,745

347,308

1.17

09 10 11 12 13
△4,983

38,723

△0.7

4.9
5.5

3.8
3.1

47,357

28,108
25,953

（百万円） 営業利益 （%）

0

15,000

30,000

45,000

60,000

0

2

4

6

8
売上高営業利益率

計

848,071
百万円

石油化学

32.3 %
その他

19.9 %

エレクトロニクス
15.4 %

化学品

14.8 %
無機

7.4 %

アルミニウム

10.2 %

財務・非財務ハイライト
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0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

総資産 設備投資額 研究開発費

温室効果ガス排出量 産業廃棄物最終埋立処分量 従業員休業災害度数率 従業員数

2009 2010 2011 2012 2013

非財務関連データ

2,496

2,085

2,645

1,360

2,829

2,752

2,732

2,591

2,660

2,144

9,890

0.14

10,234

0.22

11,564

0.29

11,597

0.14

11,542

0.13

0970 71 10 11 12 13

（%）

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
海外 国内全産業 化学工業 昭和電工

昭和電工グループ※3

環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス排出量（kt-CO2)※1 （昭和電工グループ）※2

産業廃棄物最終埋立処分量（t)※1 （昭和電工グループ）※2

社会性データ
従業員数（人）（連結）
従業員休業災害度数率（昭和電工グループ）※3

※1 各年、4月から3月までの年度での集計
※2 昭和電工グループの範囲はP11を参照
※3 昭和電工グループの範囲はP12を参照

POINT.1
2013年は、生産量の増加と購入電力
のCO2排出係数悪化の影響を受け、
エネルギー起源CO2排出量が増加
し、温室効果ガス全体として前年に
比べ149kt増加して2,645ktとなり
ました。

POINT.3
2008年から推進中の「創る安全」活
動により、設備・作業のリスクアセス
メントを進め、リスク低減対策を実施
してきましたが、2013年の昭和電工
グループ従業員休業度数率は0.22
（前年より0.08増）となりました。

POINT.2
無機性・有機性汚泥の有効利用など
の取り組みや、前年の特殊要因に
よる増加の反動減により、2013年
は前年に比べ725t減少し、1,360t
となりました。

235

5,9055,905

4,329

212201

6,449
6,101 6,031

5,802

5,115
5,496

5,511

4,088

1,120

958,303 941,303

21,597

昭和電工
国内グループ会社

POINT.4
海外拠点の事業拡大により2013
年の海外従業員比率は42％となり
ました。

273273
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昭和電工株式会社
代表取締役社長

2013年の国内経済は、安倍政権による金融緩和や積極的な財政出動な
どの経済対策により株価上昇や円高の是正等が進展したことを受け、個
人消費が持ち直すとともに、企業収益の改善もみられ、緩やかに回復し
ました。
このような中、2013年の当社グループの業績は、売上高に関しては主
に石油化学セグメントにおける増収により8,480億71百万円と前期比
14.6%の増収となりましたが、営業利益は石油化学、アルミニウム、
化学品の各セグメントで増加したものの、エレクトロニクス、無機の両
セグメントでは減少し259億53百万円と前期比7.7%の減益となりまし
た。経常利益は為替差益の計上等により234億88百万円と前期比0.2%
の増益となり、当期純利益は90億65百万円と前期比3.2%の減益とな
りました。期末配当につきましては、前期と同額の1株につき3円とさ
せていただきました。

トップメッセージ

2014年から中期経営計画「PEGASUS」の後半計画となるPhaseⅡ（2014~2015年）をスタートいた
しました。PEGASUSでは「エネルギー・環境」と「情報・電子」という2領域を事業ドメインとして設
定し、これらの領域に向けて当社グループ独自の特徴ある製品を開発・提供することにより、「豊かさと
持続性が調和する社会の創造に貢献する」ことを目標に掲げ事業を推進しております。前半のPhaseⅠ期
間中（2011~2013）における事業収益は、記録的な円高やエネルギーコストの上昇、また先進国経済の
停滞や新興国の成長鈍化など厳しい経営環境下において、当初目標を大幅に下回る結果となってしまいま
した。
PhaseⅡにおいては、新たに、2015年に売上高9,500億円、営業利益500億円、当期純利益250億円、
そしてROA（総資産営業利益率）5.0％という計数計画を策定し、事業活動を進めてまいります。
ハードディスクと黒鉛電極を当社グループの主力事業として引き続き強化を図るとともに、個性派製品で
あり国際競争力を持つアルミニウム缶、高純度アルミ箔、半導体用高純度ガス、機能性化学品の4事業を
今回新たに成長事業と位置付け、当社グループの成長とグローバル展開を図ってまいります。

当社グループは、1995年に「レスポンシブルケアに関する行動指針」を策定し、2005年には「レスポン
シブルケア世界憲章」に署名しております。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」のことであり、世界の化学企業がこの活動に取り組んで
います。当社グループにおきましても、事業活動の中核としてレスポンシブルケアの強化を進めていま
す。 
また、2005年には社内にCSR会議を設置し、グループ経営理念の実現に向けて「コーポレートガバナン
ス体制やコンプライアンス体制の強化」、「お客様満足度の向上」、「わかりやすく透明性の高い情報開
示体制の整備」、「働きやすい職場環境の構築」等の施策を順次進めており、今後ともステークホルダー
から高いご信頼をいただける企業グループであり続けます。

当社グループはお客様の期待に応える製品・サービスを提供するとともに、国際社会のサステナビリティ
に貢献する事業活動を進め、すべてのステークホルダーの皆様から信頼される企業であり続けたいと思い
ます。本レポートは当社グループの活動全般をできるだけわかりやすく記載したものです。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いです。

昭和電工株式会社
代表取締役社長　市川秀夫

2013年の昭和電工グループの業績

PEGASUS PhaseⅡをスタート

社会貢献企業の実現に向けて

トップメッセージ
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2013年およびPhaseⅠ期間（2011～2013年）の振り返りをお願いします。

2010年後半に策定した2011年から5か年間の中期経営計画「ペガサス」の当初目標との比較で
は、2013年の売上高は目標の10,000億円に対して8,481億円、営業利益は目標の800億円に対
して260億円にとどまりました。
為替市場における急激な円高、東日本大震災の影響による電力料金、天然ガスなどの原燃料の高騰
によるコストアップ、欧州の経済危機や中国など新興国の成長鈍化といったマクロ経済の急激な変
化がありました。また当社グループの事業については、特に「無機セグメント」の黒鉛電極事業が
世界的な景気鈍化に伴う鉄鋼業界の需要調整と中国の過剰生産の影響を受け、事業環境が大きく変
化したことと、「エレクトロニクスセグメント」のレアアース事業が、2011年に発生した中国政
府の輸出制限に伴う原料価格高騰の影響が残り、事業規模・収益性ともに当初計画から大きくかい
離してしまったことにより、当初目標と大きくかい離する結果となってしまいました。

2013年および中期経営計画ペガサスの振り返り

特集　PEGASUS PhaseⅡ始動。

特集　PEGASUS Phase Ⅱ始動。
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中国の黒鉛電極の一貫製造会社である四川炭素を四川昭鋼
炭素として子会社化しました。

PhaseⅠ期間中における事業強化策の進捗状況について教えてください。

当社グループの主力事業であるハー
ドディスクに関しては、グローバル
シェアを高め、より安定した事業収
益が期待できるナンバーワン外販
メーカーとしての地位を確立するこ
とができました。また、パソコンか
らスマートフォンやタブレットPCへ
のシフトに伴い、当社ハードディス
クの出荷量が伸び悩む中で、実際の需要動向に的確に対応した生産と在庫管理を実施することで、
ある一定の収益を確保できる事業体質へと変革を進めてきました。
黒鉛電極事業についても、これまで当社が得意としてきた欧米や日本のマーケットの大規模電炉向

けのハイエンド製品に加えて、将来的に大きな成長が見込まれる新興市場で主に使用される汎用製
品への事業拡大を狙い、昨年、中国の現地黒鉛電極メーカーを買収しました。その他、アルミ事業
における構造改革や研究開発テーマの絞り込みなど、体質強化策をこれまで着実に実施しており、
グループ全体の事業強化が進んだものと考えています。

■ 中期経営計画（2011年～2015年）PEGASUS（ペガサス）
中期経営計画ペガサスは、ギリシャ神話に登場する翼を持つ天馬をイメージとし、当社の主力事業
であるハードディスクと黒鉛電極を昭和電工グループを高い次元に飛翔させる両翼と位置づけた成
長戦略です。
「エネルギー・環境」、「情報・電子」の2つの事業ドメインにおいて、進化する個性派化学によ
り生み出される製品・ソリューションをご提供することにより、豊かさと持続性が調和する社会の
創造に貢献します。
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2014年からペガサス PhaseⅡがスタートしました。

ペガサス後半計画であるPhaseⅡにおいては、PhaseⅠ（2011～2013年）期間におきた経済構
造や環境の大きな変化を織り込み、事業計画を見直しました。リーマンショックや欧州の経済危
機、新興国の伸長、そして東日本大震災の発生と国内における電力・エネルギー供給構造の変化、
そして2012年まで続いた超円高に伴う国内産業の空洞化傾向など、当社事業をめぐる環境は
PhaseⅠ期間中に激変しました。このような変化に対応し、さらに今後起きる環境変化を先取り
し、経営計画に織り込みました。事業ポートフォリオに関しても、経済構造の新興国への急激なシ
フトを視野に入れ、グローバル市場において競争力を持つ当社の独自製品や技術の事業拡大を図る
ために、新たに「成長」事業を設置しました。

項目 2013実績 2014計画 2015計画

売上高 8,481 8,800 9,500

営業利益 260 320 500

当期純利益 91 140 250

ROA（％）* 2.7 3.2 5.0

※総資産営業利益率

中期経営計画ペガサス PhaseⅡ(2014･2015)の概要
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PhaseⅡの重点施策について教えてください。

海外展開の加速、「基盤（安定）」事業の収益性向上、コストダウン、M&A・アライアンスの4項

ジスプロシウムフリー磁石用合金
ネオジム磁石の耐熱性を高めるために添加さ
れるレアアースの一種ジスプロシウムを使用
せず従来品と同様の性能を持つネオジム磁石
合金の開発に成功し、量産を開始しました。
当社の製品・技術の開発と高度化の一例です。

川崎事業所　プラスチックリサイクルプラント
使用済みプラスチックをケミカルリサイクル
してアンモニアの原料を製造しています。処
理能力の強化を図り、安価な原料ソースの比
率を高めることによってアンモニア製品
チェーンの競争力強化を図ります。

目を重点施策として実行します。

海外展開の加速については、今後とも世界経済をけん引する成長が予想されるアジア地域での成長
を取り込むことを重点課題とし、特にアルミニウム缶、高純度アルミ箔、半導体高純度ガス、機能
性化学品の4成長事業のアジア地域での拡大を積極的に進めます。

「基盤（安定）」事業の収益性向上については、「製品・技術の開発・高度化」、「新たな需要・
市場の開拓」、「事業拠点の統合」、「設備更新による競争力向上」、「電力資源の有効活用」の
5項目を注力テーマとして実行します。
また、コストダウンについてはPhaseⅡ期間中に2年間で200億円の削減を目標として実施しま
す。定常的に行っているコストダウン活動の積上げによる70億円の削減に加えて、130億円を
ハードディスクの抜本的な生産性向上や川崎事業所におけるプラスチックリサイクルプラントの処
理能力増強などの戦略的施策により実現する計画です。
M&A・アライアンスに関しては、新たな事業機会を獲得するために重要な手段であると位置付け
ています。当社グループが独自の競争力を持つ事業に関しては検討の価値があるものと認識をして
おり、今後、事業競争力の源泉を把握し、有効であると判断した場合はこれらの手法を積極的に活
用します。
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主要事業の戦略について教えてください。

PhaseⅡにおいては当初ポートフォリオを見直し
「基盤（安定）」、「基盤（成長）」、「成長」、「新規（育成）」の4分野に改編しました

「基盤（成長）」事業

「成長」事業

「基盤（安定）」事業

「新規（育成）」事業

ハードディスクと黒鉛電極はPhaseⅠと同様、当社の成長を牽引するペガサスの両翼である
主要事業として位置づけます。しかし、PhaseⅡ期間中においては、ハードディスクはパソ
コンからサーバー用途へのアプリケーションシフトの端境期であることから大きな数量的な
伸びは期待できません。また、黒鉛電極についても、米国や欧州などにおいては底を打った
とみられるものの、新興国市場においては中国の供給過剰問題の影響を受け需要の低迷が長
引いていることから、業況の回復は緩やかなものになると想定しています。ハードディス
ク、黒鉛電極の両事業とも将来にわたりグローバルマーケットで大きな存在感を持つ事業で
すので、PhaseⅡ期間においては本来の成長軌道への回帰に向け準備を進める重要なステッ
プとして位置づけます。

PhaseⅡにおいては、アルミニウム缶、高純度アルミ箔、半導体高純度ガス、機能性化学品
の4事業を「成長」事業として新たに位置づけ強化を図ります。
これらの事業は規模はそれほど大きくはありませんが、当社グループならではの強みを持つ
個性的な事業であることと、高成長が続くアジアを中心に市場拡大がみこめること、という
共通点があります。PhaseⅡ期間中に、事業規模と収益の両面での拡大を図ります。

基盤(安定)に位置づけた各事業は、国内市場に依拠した従来型のビジネスモデルを採る事業
が多く、顧客企業の海外生産シフトや円高などに伴い、PhaseⅠ期間中に収益が低迷しまし
た。PhaseⅡにおいてはこのような環境変化に対応した構造改革を加速し、収益性の向上を
図ります。
石油化学においては大分コンビナートの競争力向上に向けて、例えばアセトアルデヒド法ブ
タジエンの事業化により「製品・技術の開発・高度化」を進めます。その他、レアアースに
おいてはジスプロシウムフリー合金の量産、化学品に関しては使用済みプラスチックリサイ
クル原料の比率向上、アルミニウムについてはショウティックのマレーシア拠点新設による
新興市場の開拓などを進めます。

ペガサスの事業ドメインである「エネルギー・環境」分野において、パワー半導体向けの
SiCエピタキシャルウェハー、燃料電池触媒、負極材やパッケージ材などのLIB電池材料の
事業を新規（育成）事業として位置付け、ペガサスの次期経営計画における立ち上げに向け
て、強化を図ります。それぞれ事業化ステージが異なるものの、いずれも数年後に大きな市
場規模となることが期待される事業領域であり、研究開発をはじめとする経営資源投入によ
り、次の大型事業に育て上げていきます。
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フェーズⅡは中期経営計画ペガサスの後半期間であるとともに、ポスト・ペガサスに向けた助走期間でも
あります。このため、ポスト・ペガサスにおいても主力事業として期待されるハードディスク、黒鉛電極 
の収益性向上を徹底的に図るとともに、次期の主力事業となる「成長」事業の育成強化を進めます。ま
た、収益基盤が低下した「基盤（安定）」事業の競争力を強化します。
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社会の課題を解決するためにどのような貢献ができると考えていますか？

現代社会は地球環境やエネルギー問題、人口増加に伴う水や食料、そして介護、医療の問題など、
さまざまな社会的課題に直面しています。当社グループはソリューションプロバイダーとして、こ
れらの課題を解決するために数多くの製品・技術・サービスを国際社会に提供することを通じて経
営理念である「社会貢献企業」の実現を目指しています。

当社は、有機、無機、金属という幅広い分野における技術基盤を保有し、これらを融合させた革新
的な製品をこれまで社会に提供してまいりました。現在は、石油化学、化学品、エレクトロニク
ス、無機、アルミニウムといった幅広い分野で事業活動を行っており、多様な製品が暮らしのさま
ざまなシーンで活躍し生活を支えています。
当社グループはこれからも地球規模のニーズに対応するため、ペガサスで設定した「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、豊かさと持続性が調和する社会の創造
に貢献する製品・技術を開発し皆様にご提供します。

経営戦略とサステナビリティ戦略の関連性
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生活の基盤を支えるさまざまな製品。使用済み廃棄物も有効利用

当社グループでは、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、液化アンモニアやアクリロニトリルなどの基
礎化学品、産業用ガス、不飽和ポリエステル樹脂などの機能性化学品、クロロプレンゴムなどのエ
ラストマー製品から半導体産業向けの高純度ガスなど広範囲にわたる素材や材料の提供により、私
たちの生活や産業を支えています。
たとえば、上下水道の殺菌に使用される次亜塩素酸ソーダや火力発電所から排出されるガスの脱硝
に使用される液化アンモニアなどの社会インフラ維持のために不可欠な製品の安定供給に努めてい
ます。

また原料として、使用済みプラスチックのリサイク
ル原料を活用しており、製品の液化アンモニアは
「環境調和型アンモニアECOANN®」として脱硝用
をはじめとしてさまざまな用途にご提供していま

環境調和型アンモニアECOANN®

高度情報化社会の基盤を支え豊かな生活を実現する

ハードディスク

す。当社は、種類が多くリサイクルが難しいプラス
チックをほぼ100%活用することが可能なプラント
（KPR）を川崎事業所に持ち、循環型社会構築に貢
献するとともに、従来製法と比較して、35%の
CO2発生を削減しました。

現代社会はスマートフォンやパソコンをはじめとし
た情報端末や、行政や民間企業などによるさまざま
な通信ネットワークを持ち、情報を生み出し、相互
に接続・活用することで便利で豊かな生活を実現し
ています。こうした情報化社会の構築には情報通
信、情報処理とともに情報ストレージが不可欠であ
り、クラウドコンピューティングや大容量通信イン
フラの発展とともにストレージの大容量化も予想さ
れます。
当社ではハードディスクを主力事業の一つと位置付
けています。スマートフォンやタブレットなどによ
るクラウド化の急速な進展により、データセンターに蓄積される情報量は増加の一途をたどってい
ます。さらに、ビッグデータの活用が進むことにより蓄積された情報の利用価値がさらに膨らみ、
データストレージに対するニーズはますます高まることが想定されます。これらクラウド化やビッ
グデータにより人びとの利便性向上のインフラとなるデータストレージの基盤を支えるハードディ
スクにおいてさらなる市場拡大に対応するとともに、高容量化ニーズに対しても次世代技術への対
応を着実に進めています。
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省資源、省エネルギーに貢献する黒鉛電極

黒鉛電極

地球環境にやさしいアルミニウムを用いた製品で生活に豊かさと持続性を

アルミ電解コンデンサー

当社の主力事業の一つと位置付ける黒鉛電極は、使用後の各
種鉄鋼製品のスクラップを溶解する電気炉で、高温を発生さ
せるために使用される消耗部材です。大切な資源である鉄ス
クラップが、ビルや橋梁に使用される建築材料などの社会の
基礎素材として再び活用されるためのリサイクルを支えてい
ます。また、電気炉による製鋼は、鉄鉱石を原料とする高炉
法に比較して製造時のCO2排出量やエネルギー使用量が少な
く、地球環境保全に寄与しています。

アルミニウムは軽量であり強度に優れ、加工性や耐食
性・耐低温性・リサイクル性などに富むなど、多彩な
特長を有しています。当社グループはアルミニウムの
優れた特徴を活かした製品を開発、提供することで、
私たちの豊かな生活と持続可能な社会を支えていま
す。
家電製品からIT機器、電気自動車やハイブリッド車な
どの自動車関連機器、さらに風力や太陽光といった新
エネルギー分野にまで幅広く使用される電解コンデン
サー用の高純度アルミ箔、レーザービームプリンター
の基幹部品であるアルミシリンダー、自動車のエアコ

ン部品として使用される高強度、高耐摩耗性アルミニウム合金（商品名：ショウティック®）、軽
量でリサイクル性に優れるアルミニウム缶など、様々な生活シーンに利用されています。また、当
社グループではアルミ缶を製造するとともに当社グループの従業員や協力企業の方々によるアルミ
缶リサイクル活動を推進することにより、循環型社会の構築に貢献しています。
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SiCエピタキシャルウェハー

人造黒鉛負極材「SCMG®」

社会課題と研究開発をどのように結び付けていますか？

現代社会が直面する社会的課題の解決に貢献し世の中に必要とされる製品を創出し続けることを使
命として研究開発を推進しています。パワー半導体SiCエピタキシャルウェハーやリチウムイオン
バッテリー材料など当社が優位性を持つ分野に重点をおき、実際への事業化につなげることにより
ペガサスが目指す「豊かさと持続性が調和する社会の創造」に貢献していきます。

パワー半導体SiCエピタキシャルウェハー

SiCパワー半導体は従来のSi半導体に比べ優れた物性
を持ち、高温動作が可能で高電圧大電流に耐えられ
ることから機器の小型化、軽量化に、電力変換効率
が高いことから省エネルギーに寄与する、次世代の
省エネデバイスです。
当社はこのパワー半導体に使用されるSiCエピタキ
シャルウェハーにおいて世界トップクラスの品質の
製品を供給しています。現在主流の4インチサイズの
エピタキシャルウェハーの高品質化と同時に今後主
流となる6インチサイズについても量産技術を確立し
ました。増加する需要に対応すべく今後も能力の拡
大を図るとともに、新グレード開発など本格普及に向けて技術開発を加速していきます。

LIB電池材料

リチウムイオン電池（LIB）は、地球温暖化をはじめ
とする地球問題への関心の高まりに伴い、今後普及
が見込まれる電気自動車やハイブリッド自動車用途
のほか、風力や太陽光発電システムの電力貯蔵用途
として注目されています。
当社はLIBの主要部材であるパッケージ材や負極材を
提供しています。
当社が開発した人造黒鉛負極材「SCMG®」は大電流
での特性が良く、さらに充放電を繰り返しても充電
特性の低下が抑えられることから、電気自動車やハ
イブリッド自動車バッテリーの負極材として高く評
価されています。また、自動車だけでなく定置型蓄電池などへの展開が可能であり、用途開発、コ
ストダウンを可能とする新プロセスの開発などによって事業拡大につなげていきます。
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当社グループは1971年に国内初となる飲料用アルミニウム缶の製造を開始しました。以来、高品質の飲
料用アルミニウム缶を缶体・缶フタの成形加工から印刷までの一貫工程により提供しており、国内市場で
確固たる地位を築いています。
所得水準の向上が著しい中国、アジア、インド・中東・アフリカ諸国、南米などの地区において、アルミ
ニウム缶飲料の需要は今後年率5～15%程度の伸びが見込まれ、成長産業といえます。拡大するアジア新
興市場への事業進出にも前向きに取り組んでまいります。

ベトナム ハナキャン社買収
当社グループは2014年5月にハナキャン社を買収
しました。ハナキャンは、ベトナム北部・中部にお
いて随一の生産能力およびシェアを有するアルミニ
ウム製缶メーカーであり、さらに2013年9月には
最新鋭の生産設備の導入を完了しています。
ハナキャンが持つ確固たる顧客基盤に加え、昭和ア
ルミニウム缶の生産技術および工程管理のノウハウ
を導入することで、ベトナム市場でのさらなる競争
力の強化を図ります。

アルミニウム缶
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当社は様々な電化製品に使用されるアルミ電解コンデンサーの主要部材である高純度アルミ箔の開発・製
造・販売を行っています。高純度アルミ箔はコンデンサーの性能・品質に大きく寄与するもので、当社製
品の特長は高機能・高信頼性にあります。当社はアルミを効率的に高純度化するCJ法と呼ぶ独自技術によ
る製造プラントを堺に有しており、アルミの精製から圧延、製品化を一貫して行っています。日本最大手

メーカーとして国内シェア5割以上を獲得しています。
アルミ電解コンデンサーは、新興国で市場が拡大しており、2015年まで年率約10%の伸長が予想されて
います。特に今後は中国を中心に、エコカーや太陽光発電のパワーコンディショナー向けでの需要伸長が
見込まれます。当社グループは高品質の高純度アルミ箔を安定供給することにより、国内のみならず、中

高純度アルミ箔

昭和電工鋁業（南通）有限公司

浙江衢州巨化昭和電子化学材料有限公司

国をはじめとするアジアでの事業拡大を今後とも進めてまいります。

昭和電工アルミ（南通）有限公司を設立
2013年10月、中国の南通に高純度アルミ箔の最終加工
を行う拠点を立ち上げ、量産を開始しました。堺事業所
から供給される中間製品の最終加工を行うことにより、
中国各地のユーザーへ高品質な高純度アルミ箔をタイム
リーに提供します。トップサプライヤーとして長年培っ
てきた技術や信頼を武器に、現地メーカーとのパート
ナーシップを獲得し、中国でのシェアを現在の約10%か
ら30%へ伸ばします。

当社は半導体・液晶ディスプレイ・LED・太陽電池などの製造工程でエッチング、クリーニング用ガス、
成膜材料として使用される高純度ガスを扱っています。
当社の高純度ガス事業における強みは、お客様のどのような製造工程や製造される製品にも対応できる世
界一の品揃えにあります。特に当社が優位性を持つアンモニア、臭化水素、亜酸化窒素、塩素については
その優位性を活かして事業展開を図ります。そして、世界の半導体生産の中心である韓国・台湾・中国で
の現地拠点拡充を進めていきます。
今後、自動車の電装化の進展などにより、半導体需要の増加が見込まれています。市場の広がりに合わせ
て事業規模の拡大を図っていきます。

高純度アンモニアおよび亜酸化窒素の
供給能力拡大
当社は半導体製造用特殊ガスである、高純度アンモ
ニアおよび亜酸化窒素の供給能力を拡大します。高
純度アンモニアについては、中国浙江省にある製造
子会社の設備を年産能力1,000トンから2,000ト
ンに引き上げ、2014年1月より運転を開始しまし
た。
亜酸化窒素については韓国の株式会社斗岩産業との
間で高純度亜酸化窒素生産に関する委託契約を締結
するとともに、ソウル近郊の同社工場内に精製設備
を共同で立ち上げることを決定しました。2014年
中に設備を完成させ、2015年から販売を開始します。

高純度ガス
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当社機能性化学品事業部では、各種合成樹脂およびその複合材料、生分解性プラスチック ビオノーレ®、
安定化ビタミンC（アプレシエ®）などの化粧品原料、電子材料をはじめとした幅広い用途を持つUV重合
性材料、プリント基板用レジストインキや半導体封止用材料などの電子材料用樹脂、分析用カラムなど、
オンリーワン製品から汎用製品まで多くの製品を製造・販売しています。

当社の複合材料のひとつであるBMCは、ハイブリッドカーのモーター封止材やその他自動車部材に数多く

使用されています。自動車製品の拡大が続く中国、ASEAN地区において需要がさらに増大すると期待し
ております。また、住宅や工場設備などに使用されるビニルエステルやエマルジョンの需要増も見込まれ
ます。中国、ASEAN市場での拡大を図ります。 液体クロマトグラフィー（HPLC）分析製品Shodex®
は、様々な有機化合物の定量のための手段として利用されていますが、近年、環境分野の分析をはじめと
してさらに注目が高まっています。販売の2/3が海外となっており、グローバル展開が進んでいる事業の
1つです。
生分解性プラスチックビオノーレ®は使用後に水と炭酸ガスに分解される完全分解型の生分解性樹脂とし

機能性化学品

てコンポストバッグや各種フィルムに採用されてまいりましたが、イタリアでの生分解性プラスチック製
以外のレジ袋禁止をはじめとしたヨーロッパにおけるレジ袋削減の動きを受け、ますますの需要拡大が見
込まれます。機能性化学品事業部の製品は多岐にわたり、その製品を組み合わせることで無限の可能性が
生まれると考えています。お客様のニーズにお応えする製品を他事業部や研究所と連携して開発を行い、
早期事業につなげます。

東日本大震災からの復興に貢献する不飽和ポリエステル樹脂リゴラックⓇ、防塵用ポリ
ゾールⓇ ローンフィックスeco700
東日本大震災からの復興に向けFRP（繊維強化プラ
スチック）の需要が高まりましたが、ガソリン二重
殻タンクや東京電力福島第一原子力発電所の汚染水
貯蔵タンクの外殻、仮設住宅用浄化槽に使用された
FRPに当社の不飽和ポリエステル樹脂リゴラッ
ク® が採用されています。
また、福島第一原子力発電所の事故により周囲に飛
散した放射性物質の風による再飛散・汚染地域拡大
の防止のため散布された防塵剤に当社の防塵用ポリ
ゾール ローンフィックス® eco700が使用されました。
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①自己診断

自己診断票

昭和電工グループの主なCSR活動を、原材料・資材調達からリサイクル・廃棄に至るまでのすべてのプロ
セス（バリューチェーン）で整理しました。当社グループはバリューチェーン全体において、CSRを実践
することによって、社会の持続的発展に貢献しています。

昭和電工では、より一層、社会・環境に配慮した事業活動を進めていくため、
2009年よりCSR調達に取り組んでいます。

CSR調達とは？

CSR調達でWIN－WINの関係を構築

③フォローアップ

②CSR訪問

当社のCSR調達は『昭和電工グループCSR調達ガイドライン』を調達先（パートナー）の皆様と共有し、そ
の遵守を求めることで、お互いの企業価値を向上させることを目指すものです。ガイドラインは当社がパート
ナーに求めるCSRの取り組みを具体化したもので、当社はその遵守状況の確認のため、次の3つの活動を行っ
ています。

CSRの取り組みをパートナー自身で確認していただく活動です。当社
CSR調達ガイドラインの内容に関して、アンケート形式(自己診断票)
で回答することによって、当社グループがパートナーに期待するCSR
の取り組みに対して、自社のレベルがわかるような内容になっていま
す。既存取引先には3年に1回、新規取引先には取引開始時に回答して
いただいております。自己診断票は記入後、当社に返送していただ
き、その内容は本社の購買・SCM部で分析、パートナーにフィード
バックしています。

パートナーを訪問し、CSRの取り組みを確認する活動です。各事業所の購買担当者が、年間合計約60社(年
間 ) のパートナーを訪問しています。自己診断票の結果を確認するとともに、「当社が伝えたいこと」、「当社
が知りたいこと」、「工場見学の実施」　などのさまざまな対話を行っています。

「自己診断」、「CSR 訪問」により、ガイドライン遵守に関して確認・改善のテーマが見つかった
パートナーと協働で改善に取り組むものです。
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今後の課題
昨年、日本国内において、当活動を昭和電工単体からグ
ループ会社にも拡大し、グループ会社のパートナーの皆
様にもCSR調達に取り組んいただくことを開始しまし
た。また、CSR調達ガイドラインの英語版と中国語版を
作成、ホームページ上に公開しました。しかし、「自己
診断」についてはまだ日本語にしか対応していません。
今後は海外のパートナーへの展開が課題となります。
購買・SCM部では、CSR調達を積極的に活用するとと
もに、CSR調達活動の過程で、パートナーとのコミュニ
ケーションが非常に重要だと考えて取り組んでいます。
CSR調達を開始して5年、取引先の約半数にあたる
2000社（当社購買額の約80％）への「自己診断」を行いました。また、当社のCSR訪問を
きっかけに、CSRの組織を立ち上げ、同じような取り組みを始めたパートナーもあります。
自己診断結果によるパートナーの選別は行っていませんが、当社およびパートナー両方にとって
信頼関係をより強固なものとするとともに、目的を理解・共有化しつつ、WIN－WINの成果を得
られるような取り組みとして推進していきたいと思っています。
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高純度アルミ箔は加工された後、アルミ電解コンデンサーの主要材料である電極
箔として用いられます。
アルミ電解コンデンサーは、テレビやエアコン、自動車や太陽光発電のパワーモ
ジュールなど、身の回りの多くの電気製品に搭載され、省エネに貢献していま
す。

アルミ電解コンデンサーとは？
コンデンサーとは、電気を蓄えたり放出したり直流を絶縁する働
きをする、電気製品に欠かせない部品です。中でもアルミ電解コ
ンデンサーは、モーターの回転数を連続的に切り替え制御するイ
ンバーター装置などに多く使われ、省エネに貢献しています。ア
ルミ電解コンデンサーは、高純度アルミ箔を加工して得られる陽
極箔と電解紙、陰極箔を重ね合わせた積層構造を有しています。

これらをぐるぐると巻いて、電解液を含浸させた後、アルミニウムの円筒ケースに封入していま
す。安くて大きい電気容量（静電容量）が得られることから、多くの製品で使用されています。最
近は、太陽光発電や風力発電といったエネルギー関連の用途や、薄型テレビなど小型化・大容量化
が求められる分野での活躍の場が広がっています。

お客様のご要望、ひいては省エネ・創エネに貢献するために

最終製品での社会の持続的発展への貢献を目指して

皆さんのノートPCのACアダプターが10年前と比較して大幅に小型化されていますが、これはアル
ミ電解コンデンサーのおかげです。技術開発によりコンデンサー用電極箔の性能が向上し、コンデ
ンサー自体のサイズダウンを図ることができたからです。

コンデンサーの静電容量を大きくするには、電極材の表面積拡大が効果的です。アルミ電解コンデ
ンサーは、表面積を拡大するために高純度アルミ箔に電解エッチングを施し、多くのエッチピット
を発生させた後、化成処理により誘電体となるアルミ酸化物被膜を形成したものを陽極箔として用
いています。高純度アルミ箔には、お客様の高度なエッチング技術に耐えうる品質が要求されてい

今後の課題
高純度アルミ箔は、あらゆる電気製品に使われており、
皆さんの家庭に必ずある製品です。また、自動車分野や
太陽光発電などのエコ分野へ用途拡大が進んでいるこ
と、日本が圧倒的に強い分野であることから、中期経営
計画ペガサスの後半では、重点事業として位置付けまし
た。
当社は昨年、中国の南通市に当社堺事業所から供給する
高純度箔地の最終加工までを行う工場を立ち上げまし
た。中国市場でも、高品質な高純度アルミ箔の需要拡大
にお応えしていきます。

で、電解エッチングに適した、より高品質な高純度アルミ箔をお客様に提供するため、製品開発に
取り組んでいます。

ます。当社では独自の精製技術であるCJ法を活かし、溶解鋳造から箔までの一貫した製造プロセス
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昭和電工での、製品設計から物流までの段階で、廃棄物や環境負荷の削減、省資
源、省エネルギー等環境保全に配慮した生産を行っています。
その具体例をご紹介します。

伊勢崎事業所
昭和電工㈱伊勢崎事業所では、建築資材や車両分野、情報機
器分野といった幅広い産業や用途で使用されるプラスチック
材料の開発および生産を行っています。

製造時における環境配慮
当事業所では、原料、資源、電気、天然ガスなどのエネルギーを消費し、製品を製造しています。
生産活動に伴う環境負荷に関して行っている活動をご紹介します。

水質

排水は、2系列で管理しています。排水は微生物分解により有害物を処理し、測定装置で水質
チェックを行い異常なしと認められた場合は自動水門を経由して事業所外に排出されます。万が
一、汚染物質が検知され異常数値が検出されると、担当部署に通報されるとともに自動水門が閉
まります。今年、万全の体制を期すために、まずは一系列に予備汲み上げタンクを設置しました。

製造時における社会課題解決

大気

当事業所には2つの焼却炉と複数のボイラー設備があります。特にボイラーでは、大気汚染物質
の排出量を削減するために、燃料を天然ガスに変更（2006年）したり、高効率のボイラーへの
入れ替えや設備の統廃合によるボイラー配管の集約などにより発生量削減に努めています。

廃棄物

これまでもリデュース・リユース・リサイクルに取り組み、埋め立て処分をしていた排水処理設
備からの余剰汚泥をリユースやリサイクルに回す取り組みなどを行った結果、2011年にゼロエ
ミッションを達成しました。現在も継続中です。
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作業環境

伊勢崎事業所では、「家族に自慢できる」事業所を全員でつくる
ことを目標に今までの常識やルールを見直しています。例えば、
反応釜の開閉に伴い溶剤の臭気が漏れ作業環境に影響していると
いう課題を抱えていました。そこで、臭気を発生させないため
に、臭気源を開放する作業の削減、臭気をその都度取り除くなど
の取り組みを行っています。また、溶剤の使用量の多い職場では
発生源の囲い込みを行い、脱臭装置や排ガス焼却装置を設置する
など、臭気の原因物質の除去を行っています。

排ガス処理装置

モニタリング

敷地境界線付近に、臭気センサーを6カ所、騒音センサーを3か所設置し、モニターで24時間監
視を行っています。通常と異なる数値が検出された場合は、警報により周知され、直ちに処置で
きる体制にあります。これらのセンサーは、宅地化が進むに伴い導入しました。

今後の課題
当事業所では2010年にフェノールの噴出事故を発生さ
せてしまい、これを契機に、近隣の自治会とのコミュニ
ケーションをとるようになりました。
昨年は、近隣自治会の方に向けての工場見学会を開催し
たり、事業所周辺および事業所とかかわりの深い川の清
掃活動や地域のイベントに参加するなど、地域に開かれ
た事業所を目指して活動しています。
環境負荷低減活動については当然行うべきことであり、
伊勢崎事業所だけ特別ということはありません。今後
も、環境規制や化学物質規制が強まる中、社会課題に貢
献する製品の提供を、より環境に配慮しながら行いたい
と思います。
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PFC除害装置（CD200）

昭和電工では、お客様の工程での使用時においても、社会課題の解決に取り組ん
でいます。
ここではお客様の製造工程で貢献している昭和電工グループ製品をご紹介しま
す。

除害装置とは？
半導体や液晶パネルの製造のドライエッチング工程で使用した後の
PFC（パーフルオロカーボン）ガス類を処理する装置です。昭和電工
では、大型液晶パネル等の生産ライン向けに適した大型機をはじめ、
中・小型半導体生産ライン向け、医療機関で麻酔薬として使用された
余剰麻酔ガス回収向けのラインナップをそろえています。京都議定書
の採択以降、導入する企業が増えています。

お客様の工程で貢献

お客様の工程で、温室効果ガスの排出削減に貢献

PFC除害装置（HB3000）

排ガスを一度に分解処理することができますが、排水等の後処理が必要になります。
また、化学反応方式と触媒分解方式の技
術を組み合わせたハイブリッド式の排ガ
ス処理装置もラインナップしています。
ちなみに燃焼方式という処理方法もあり
ます。こちらは比較的高流量・高濃度の
PFC排ガスを処理可能ですが、燃焼ガス
使用によるCO2排出量やPFCの種類に
よっては除害効率が低下するという問題点があります。

半導体や液晶パネルの製造のドライエッチング工程においてはPFCガスが使用されますが、これら
は温室効果ガスであるため、使用後、残留ガス（排ガス）の処理が必要となります。
PFCガス類の地球温暖化係数は、CO2と比較すると数千～数万倍もあります。当社の除害装置は、
日本国内だけでなく海外でも活躍していますので、これらの稼働によりCO2換算で年間約940万ト
ンの排ガスが削減されていることになります。
処理方法にはいくつかあります。当社では次に紹介する2つの方式と、その組み合わせの製品を提供
しています。
一つは、フッ素系排水処理が不要な乾式の化学反応方式。乾式処理で発生するフッ素成分は合成蛍
石（CaF2)として再利用しています。小型であることから必要な箇所に必要数を設置することがで
きます。しかし、小型のため、1回に処理できる排ガス量に限りがあります。
もう一つは、大型化しやすくランニングコストが安い触媒分解方式。大型であることから、大量の
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今後の課題
半導体や液晶パネル業界では、排ガス量の放出削減を目
指して、これらのような排ガス処理装置を導入するのが
当然のこととされるとともに、多くの企業がCSRレポー
ト上で削減量の報告をしています。
特にランニングコストの安い中規模の触媒分解方式装置
は高評価をいただいています。そのため、特にお客様が
集中している地域にはテクニカルセンターを設置し、お
客様に常に安心して使っていただける体制を整えていま
す。
今後は、半導体産業の中心である中国・台湾・韓国・シ
ンガポールといった地域での展開をより推進します。こ
れまで展開してきた化学反応方式だけでなく、触媒分解
方式装置についても現地化を推進します。
すでに台湾では装置の試作品ができあがりました。環境問題は地球規模の課題ですので、海外展
開により力を入れていきます。
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昭和電工では、リデュース・リユース・リサイクルという社会的課題を意識し
て、私たちの製品がその役割を終えた後に、回収され再利用可能となることまで
を配慮した製品づくりを行っています。

アルミ缶リサイクルとは？
アルミ缶のリサイクルは、日本で広く浸透しているリサイクル活
動です。回収された使用済のアルミ缶は、新しいアルミ缶の材料
として使われるのはもちろん、自動車部品や製鋼用脱酸材等に再
利用されています。
アルミ缶をリサイクルすることは省エネ・省資源につながりま
す。アルミ缶からアルミ地金を作るエネルギーは、原料鉱石の

ボーキサイトから新しくアルミ地金を作る場合に比べ電力など97％のエネルギーを節約することが
できます。節約されたエネルギーは、日本全国の家庭が14日間使う電力量とほぼ同じです（2013
年アルミ缶リサイクル協会調べ）。
日本国内における昨年度のアルミ缶リサイクル率は83．8％と前年比で大きく下がってしまいまし
た。これは、海外輸出量が増えたことによります。ちなみに輸出分も含めて計算するとアルミ缶の
98．4％がリサイクルされていることになります。

昭和電工グループでの取り組み
昭和電工グループでのリサイクル活動は、グループの昭和アルミニウム缶㈱が1971年に日本で初
めてアルミ缶を生産開始した翌年に、社員による自発的な活動として始まりました。その後、
1995年には(株)で昭和アルミ缶リサイクリングセンター（SCR）を設立して、使用済アルミ缶を
回収し再びアルミ缶用の材料にする体制（Can-to-Can）を確立しました。社員によるリサイクル
は2001年、昭和電工グループ全体に規模を拡大し、現在はグループ社員の97％が参加する活動と
なっています。

リサイクルを事業として実践

て使われています。またSCRでは、地域の福祉施設や学校から直接アルミ缶を買い取ることでその
運営に貢献したり、グループ社員が回収した缶の収益金を地域の福祉協議会や福祉施設に寄付する
などの活動も行っています。
アルミ缶リサイクルは、省エネ・省資源に貢献するだけではなく、当社グループの事業活動の一つ
として、「事業を通じたCSR活動」と位置付けて取り組んでいます。

経済産業大臣賞受賞

今後の課題
昨年、リデュース・リユース・リサイクル推進協議会か
ら、昭和電工グループの40年以上にわたるアルミ缶リサ
イクル活動に対して、経済産業大臣賞を受賞しました。
この受賞を励みに、グループをあげてさらにこの活動を
推進していきます。ここ数年は、社員の活動への参加率
はあがっていますが、回収量は減少傾向にあります。

事業場ごとに数値目標を
設定したり、活発な活動
を行っている事業場の事
例を紹介したりして、回
収量がプラスになるよう
に活動の活発化を図りま
す。

昭和電工グループ内で回収したほとんどの缶は、SCRを通じて昭和アルミニウム缶(株)で材料とし
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製品、事業を通じた社会貢献

昭和電工グループは、お客様の期待に応える製品・サービスを提供することにより、国際社会の発展に貢献
することを経営理念としています。
このため当社グループのCSRは、私たちの生活を支える様々な製品を皆様にご提供することにより社会に
貢献することであり、当社の製品・サービスがさまざまな社会的な課題を解決することを目指しています。
一方、当社グループが有用な製品・サービスを提供する過程において、ある部分は地球環境・地域社会に影
響を与えることは事実であることから、環境保全は事業活動の大前提と考えています。

経営理念とスローガン

昭和電工グループ経営理念

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

昭和電工グループは社会的に有用な製品・サービスを提供することにより、豊かさと持続性の調和した社会
の創造に貢献する「社会貢献企業」の実現を目指しています。
この方針をステークホルダーの皆様にしっかりと「約束」させていただく宣言としてスローガンを制定しま
した。
地球環境やエネルギー・資源の問題、加速するグローバル化、そしてデジタル化に伴う情報コミュニケー
ション領域の飛躍的拡大など、私たちを取り巻く状況は大きく変化しています。昭和電工グループは「エネ
ルギー・環境」、「情報・電子」というふたつのフィールドにおいて人々の願いや夢をひとつでも多く化学
の力で実現していくという強い決意のもと、「具体化。」というスローガンを採用しています。
関連リンク 経営理念　 スローガン「具体化。」

私たちの行動規範と実践の手引き

当社がグループの目指す「社会貢献企業」を実現するために、従業員一人ひとりが何をしていくべきか、そ
れぞれのステークホルダーに対してどのような価値を提供していくことができるのかを「私たちの行動規範
と実践の手引き」を定めました。これを誠実に実行することを行動の基本としています。
関連リンク 私の行動規範と実践の手引き

昭和電工グループの事業とCSR

昭和電工グループの事業とCSR

昭和電工のCSR



SHOWA DENKO CSR Report 2014 30



SHOWA DENKO CSR Report 2014 31

想像するだけでは、何もはじまらない。カタチになってこそ、世界は
大きく変わる。
だから、私たち昭和電工の真ん中には常に、具体化への強い意志があ
ります。

企業理念

昭和電工グループは経営理念のもと、豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献する「社会貢献企業」
の実現を目指しています。
この方針をステークホルダーの皆様にしっかりと「約束」させていただく宣言としてスローガンを制定し
ました。
また、経営理念を実現していくために、さらには国際社会と当社グループの持続的発展のために、私たち
が何をしていくべきかを「私たちの行動規範」として定めました。

昭和電工グループ経営理念

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

企業価値の持続的な向上により社会から信頼・評価されるためには、株主様をはじめ、お客様、取引先、
地域関係者、社員などのステークホルダーの皆様と適切な関係を維持・発展させていくことが重要であ
り、これを「グループ経営理念」として明確にし、その実現に向けた経営を推進しています。

夢や、願いや、思いつきにハッピーエンドを。

グループスローガン「具体化。」

それは、ひとりひとりが、最後までやりきる、ということ。

そのために私たちは、新しい発想と深い技術力を持つ個性派企業とし
て、すばやく大胆に行動し、静かな集団から、燃える集団へ変わりま
す。
そして、世界中の先進企業たちと、ともに考え、ともに働き、最良の
パートナーとなることで、ひとつでも多く、人々の豊かな暮らしへの
願いを、具体化していきます。
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スローガン「具体化。」

地球環境やエネルギー・資源の問題、加速するグローバル化、そして、デジタル化に伴う情報コミュニ
ケーション領域の飛躍的な拡大など、私たちを取り巻く状況は、大きく変化しています。このような中、
環境への負荷を減らしたり、情報化社会を支え続ける製品や技術に対して、世の中から多くの期待が集
まっています。
そこで、昭和電工グループは「エネルギー・環境」、「情報・電子」という2つのフィールドにおいて、
全社一丸となり人々の願いや夢をひとつでも多く化学の力で実現していくという強い決意のもと、「具体
化。」というスローガンを採用しました。

シンボル「鉛筆」

具体化の最初の一歩。それは、頭の中で考えたことを実際に書き出すこと。
そこで、人類の夢や願い、アイディアやひらめき、そして思いつきまでもカタチにしていく創造性を象徴
するアイコンとして、鉛筆をモチーフにしました。

私たちの行動規範

1. 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。

2. お客様に満足と安心を提供します。

3. 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。

4. 地域社会の期待に応えます。

5. 地球環境の維持改善に取り組みます。

私たちの行動規範と実践の手引き

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。1)
レスポンシブル・ケアを推進します。2)
公正かつ自由な競争を基本とした取引を行います。3)
人権を尊重します。4)
贈収賄等の腐敗防止に取り組みます。5)

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。

1)

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。2)

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。1)
安全を最優先とし、職場環境の維持・向上に努めます。2)

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。

1)

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。2)

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。1)

2012年1月、社会動向と当社グループの変化を踏まえ「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」を制定しました。内容の検討にあたってはISO26000を参考にし、各ステークホル
ダーに対して私たちがどのような価値を提供するかという構成でまとめました。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。

「私たちの行動規範と実践の手引き」 ( 170KB )　

（「私たちの行動規範」は各国の昭和電工グループ各社に適用、「実践の手引き」は日本国内の昭和電工
グループ各社に適用されるものです。）

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。2)
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昭和電工グループは製品・サービスの提供により国際社会の発展に貢献することを経営理念としています。こ
の経営理念の実現のために、現在推進中の中期経営計画ペガサス（2011～2015）期間において当社グルー
プは「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CSR方針として掲げています。「健康・安
全」と「便利・快適」との両立、さらに資源や環境など「持続性」に配慮した成長が今求められています。当
社グループの製品・技術がこれらの社会課題の解決につながるように事業を進めてまいります。
また、当社グループ経営理念をグループ社員一人ひとりの行動に落とし込むため「私たちの行動規範と実践の
手引き」を制定しています。特にペガサス期間においては、社会的責任のガイドラインであるISO26000を
基礎に、「企業倫理・コンプライアンス」、「リスク管理」、「ステークホルダーエンゲージメント」を重点
に、「一人ひとりの心に根付いたCSR」をめざし活動を進めてまいります。

昭和電工グループはすべてのステークホルダーの皆様に対し、社会的責任を果たし、信頼・評価される企業で
ありたいと考え、ステークホルダーの皆様への責任を明らかにするとともに、対話を通じてステークホルダー
の皆様の当社グループへの期待や課題をとらえ、それらを企業活動に反映させていきたいと考えています。

CSR方針

昭和電工グループを取り巻くステークホルダー

CSR方針、計画、推進体制
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■ ステークホルダーコミュニケーション一覧

 基本的な考え方 コミュニケーション
ツール

コミュニケーション機会

お客様 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。

・webサイト
・ニュースリリース
・CSRレポート
・製品パンフレット
・SDS

・営業活動
・展示会
・サービスセンター
・工場視察
　など

・広告宣伝
・会社案内

株主・
投資家様

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。

・webサイト
・ニュースリリース
・決算短信
・有価証券報告書
・決算説明資料
・会社案内
・CSRレポート
・アニュアルレポート
・株主のみなさまへ

・決算説明会、事業説明会
・株主総会
・事業所見学会
・ネットカンファレンス
・各種セミナー
・その他IR活動
　など

パートナー
の皆様

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。

・webサイト
・ニュースリリース
・CSRレポート
・会社案内

・購買活動
・CSR訪問
・自己診断　
など

地域・行政
の皆様

当社グループの安全・安定操業に
信頼をお寄せいただく。

・webサイト
・ニュースリリース
・CSRレポート
・CSRサイトレポート
・事業所だより

・事業所見学会
・RC地域対話
・環境モニター
・実験教室　
など

社員および
ご家族

働きがいのある職場、誇りの持て
る企業である。

・グループ報
（冊子、web）
・CSRレポート
・ポータルサイト

・MBO
（目標によるマネジメント）
・労使協議
・家族見学会

当社グループでは経営会議メンバーが出席するCSR会議を設置し、経営の施策とCSRを連動させる体制とし
ています。そして、CSR会議の下にレスポンシブル・ケア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・
企業倫理推進会議、IR推進会議を置き、CSRに関する個別案件の企画、立案およびCSR会議への上程事項の
審議を行っています。
また、各事業部・事業所がそれぞれ行う人権・企業倫理・コンプライアンス、リスクマネジメント、レスポン
シブル・ケアなどの各CSR活動について、CSR部、CSR部 環境安全室、CSR部 品質保証室、総務・人事
部、総務・人事部 広報室がスタッフ部として支援する体制としています。CSR部では、CSR会議の事務局、
CSRに関する基本方針、総合施策の立案・総括、CSR関連情報の収集、グループにおけるリスク管理の総括
などを行っています。CSR部のもとに環境安全室および品質保証室を設置し、環境、安全、品質保証などの
レスポンシブル・ケア活動を推進しています。人権・企業倫理・コンプライアンスは、総務・人事部が、
CSRコミュニケーションは総務・人事部広報室が担当し、個別方針・施策を提案、活動を行っています。

CSR推進体制
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2013年のCSR計画と実績

◎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）

 2013年計画 2013年実績 評価 2014年計画

人権
人権啓発活動の着実な
推進

人権教育の拡充（0.95時間/人
の研修を実施、前年に研修時間
の少なかった地区の改善、新た
に6関係会社が取り組みに参加）

○

人権啓発活動
の着実な推進
人権教育の
さらなる拡充

研修ツール
提供と教育
内容のパッ
ケージ共有化

教育内容の
バリエー
ション拡大

企業倫理・
コンプライアンス

「私たちの行動規範と
実践の手引き」浸透活
動の継続

海外法人におけるツールの作成
推進（中国版完成済み）

○

コンプライア
ンスと企業倫
理の定着
「私たちの
行動規範と
実践の手引
き」を用い
た職場単位
のディス
カッション
従業員意識
調査の実施
と課題と対
策の検討
海外法人に
おける「私
たちの行動
規範と実践
の手引き」
活用支援

「企業倫理月間」活動として、
職場単位でのディスカッション
を実施

採用者への教育研修実施

内部通報（企業倫理
ホットライン）の拡充

中国を含む海外グループ会社4
社にてホットライン設置

◎

内部通報制度
（企業倫理
ホットライン）
の利用対象拡大相談窓口担当者スキルアップ支

援実施

リスク
マネジメント

リスクの棚卸しの継続 リスク棚卸の実施 ◎
リスクの棚卸し
の継続

耐震対策の継続
2014年～2015年耐
震計画の策定

耐震対策の見直し・実施 2014
年～2015年耐震計画の策定完了 ◎

耐震対策の継続

2015年耐震
計画の見直し

重要な共通リスクに対
する取り組み

地震リスク、情報セキュリティ
リスク、総務リスクなどについ
て取り組みを実施

◎
重要な共通リ
スクに対する
取り組み継続
検討
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障がい者雇用率、法定雇用率以
上を維持（単体:2.30%、グ
ループ:2.19%）
知的・精神障がい者のインター
ンシップ受け入れ

◎

多様性の推進
女性管理職
数（比率）
目標の設定
および達成

労働慣行

女性活躍の推進から多
様な人材活用を推進す
る活動へ発展（ダイ
バーシティ推進プロ
ジェクト）

女性社員数の増加
（国内単体9.6％（2007年同
期比＋3.4％）・国内連結
10.3％（同＋0.6％（2013年
末））
女性管理職数の増加
（国内単体15名（2007年末時
点：7名）

◎

に向けた採
用・育成
外国籍社員
採用
知的･精神障
がい者受け
入れに向け
た環境整備
障がい者法
定雇用率未
達の関係会
社への支援

外国人社員採用の継続 ◎

公正な事業慣行
とお客様への対応

CSR調達対象範囲
の拡大

CSR調達活動を国内グループ
会社にも拡大（グループ会社4
社の取引先に自己診断を実施）
自己診断・CSR訪問の継続

◎

CSR調達対象
範囲の拡大
グループ会
社のパート
ナーへの自
己診断と
CSR訪問実施

情報開示とIR IRの推進

国内外で各種セミナー、個別説
明会などを実施

◎ IRの推進
ウェブサイトを通じたタイム
リーな情報開示

地域社会/社会
貢献

社内の資源の活用
による地域への貢献

各事業場にて、出前授業、環境
教育、工場見学、インターン受
入れ等を実施

◎

社内の資源の
活用による地
域への貢献
・次世代貢献
活動の推進

レスポンシブ
ル・ケア活動

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

2013年計画 2013年実績 評価 2014年計画
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昭和電工は、経営の健全性、実効性、透明性を確保し、企業価値の持続的な向上を実現するために、以下
の観点からコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

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

■ コーポレート・ガバナンス体制図

当社は、経営の監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にするため執行役員制度を導入し、社長と管掌
執行役員により構成されるトップマネジメントにより、経営の意思決定の迅速化と活性化を図っていま
す。さらに、2名の社外取締役を選任することにより取締役会の監督機能を強化しています。

取締役会は、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および重要な業務執
行案件について、審議、決定を行っています。取締役会の監視監督機能の強化と意思決定の適正性を確保
するため、取締役はコーポレートガバナンスの視点を重視して選任し、業務執行が本来の職務である執行
役員は可能な限り取締役を兼任せず業務執行に専念する体制としています。また、会長・社長を除く取締

役の役付けを廃止し、社外監査役を含む監査役による監視、各取締役間の相互監視により、その実効を
図っています。
さらに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を機動的に構築するとともに、経営責任を明確化する
ため、取締役の任期は1年としています。

コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会

コーポレート・ガバナンス

関連リンク 役員

コーポレート・ガバナンス
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（2014年3月現在）

取締役会に付議すべき事項や重要な案件は、社長が議長を務める経営会議において、2審制による審議の
うえ策定しています。投資案件については、経営会議での審議の前に事前のリスク分析や成果・進捗管理
を行っています。中期経営計画などの経営基本施策は、経営会議の審議はもとより、執行役員による充分
な検討を経た上で策定しています。
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。

当社は経営の施策とCSRを連動させるためにCSR会議を設置しています。CSR会議の下に安全保障輸出
管理委員会、保安対策委員会、レスポンシブル・ケア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企
業倫理推進会議、IR推進会議を設置し、それぞれの事項に関して審議しています。

当社は監査役制度を採用しています。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
意見を述べるとともに、業務執行に対して現地での監査、責任者のヒアリング、重要文書の閲覧などを通
じて行い、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につ
いても主要な関係会社の監査役とも連携し、取り組んでいます。

関連リンク 役員

社長直轄の組織として内部監査部を設置しています。内部監査部は、関係会社を含む会社の業務執行状況
を調査し、正確性、妥当性および効率性を検証しています。
また、経営方針、事業計画および内部統制システムの機能状況を調査し、整合性および健全性を検証して
います。内部監査、監査役監査は相互の連携を図っています。

有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、同法人が会計監査を実施しています。
会計監査人は、監査役と年間監査計画の確認を行うとともに、監査結果の報告を行っています。また、情
報・意見交換を随時行い、連携を図っています。

体制 メンバー 開催頻度（　）は2013年実績

取締役会
9名（うち2名は社外取締役）
議長は会長

1～2回/月
（16回開催　平均出席率98%）

CSR会議
社長、各管掌執行役員、および必要に応じて社長が認める
他の執行役員及びスタッフ部門長
議長は社長

原則として2回/年

経営会議 〃 原則として1回/週

監査役会 5名（うち3名は社外監査役（うち1名は女性））  

経営会議、研究開発会議

CSR会議

監査役会

内部監査部

会計監査

各会議体制の概要
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取締役の報酬は原則として年棒制とし、役位などによって決定する基本報酬額に加え、業績評価制度に基
づき、当事業年度における会社業績および個人の業績などを勘案して決定しています。監査役の報酬につ
いては、監査役会の協議により決定しています。
2013年度において取締役および監査役に支払った報酬は次の通りです。

役員の報酬および決定方法

 報酬の総額 対象となる役員の人数

取締役（社外取締役を除く） 258百万円 8人

監査役（社外監査役を除く） 53百万円 2人

社外役員 55百万円 5人

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。

A111K5468
テキストボックス
俸
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2014年1月、京浜地区人権問題講演会を開催し、約300名
の社員が参加しました。これは、京浜地区事業場および関係
会社を対象に毎年開催しているもので、今年で第20回目と
なります。例年、外部講師を招いて様々な視点から人権の尊

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、「社会正義と企業倫理の遵守」を基本
姿勢とし、人権尊重をその根幹に位置づけて取り組んでいます。従業員が正しい人権意識を身につけ、お互
いを尊重し合える風土を築くことが企業の活性化につながり、お客様や地域社会からの信頼を得て、会社の
発展に資すると考えます。私たちは、社内外で人権を尊重した行動に努め、一切の差別的行為やハラスメン
ト及び児童労働・強制労働等を行わず、取引先の課題にも改善を働きかけるなどして、人権尊重に積極的に
取り組みます。

社長が議長を務めるCSR会議のもとに人権・企業倫理推進会議を設置し、人権に関する各年度の活動内容や
中長期的な取り組みの方向性などを策定し、当社グループ全体の人権尊重意識向上を図っています。

「私たちの行動規範」では、一人ひとりが社内外で差別行為をしないことに加え、民族差別、階級差別、児
童労働、強制労働、貧困問題などの人権問題の解決に向けて、サプライチェーン等に働きかけるなど、人権
尊重に積極的に取り組むことを明記しています。こうした方針に基づき、各事業所や関係会社において、社
員の人権意識向上のための啓発活動や、職場でのハラスメント対応、女性や外国籍従業員の活躍支援、障が
い者雇用の促進、CSR調達の推進などに取り組んでいます。

人権に関する啓発活動

社員参加型教育のための研修ツール開発や社会的関心が高いとされる「障がい者」、「子供」、「インター
ネットによる人権侵害」、「高齢者」、「東日本大震災による人権問題」などに関する教育を行っていま
す。

人権尊重の方針

推進体制

取り組み

京浜地区人権研修を開催しました。

人権

人権研修の様子（京浜地区）

重について考える機会を提供しており、本年は落語家・切磋
亭琢磨先生から「笑って考えよう～日常の中の人権問題～」
と題してご講演いただきました。参加者からは「思いやりを
持って生きることの大切さを考える貴重な機会になった」な
どの感想が寄せられました。

人権
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ハラスメント対応

「昭和電工グループはハラスメントを許しません」と題したリーフレットを全社員に配布し、基本姿勢を周
知徹底するとともに、管理監督者層への教育や相談窓口担当者のスキルアップ支援などに取り組んでいま
す。

女性従業員、外国籍従業員の活躍支援

多くの女性従業員から直接意見を聴きながら両立支援制度の充実を図るとともに、研修会などを通じたキャ
リア形成支援および女性管理職・リーダー育成のための意見交換会などを実施しています。
また、外国籍従業員の定着と活躍支援を目的として、外国籍社員交流会などの取り組みも進めています。

障がい者雇用

障がいをお持ちの方の雇用の拡大を引き続き進めるとともに、知的・精神障がい者のインターンシップ受け
入れによる就労支援と当社における雇用確保に向けての課題と対応策の検討を行っています。

サプライチェーンにおける人権

サプライチェーン全体で人権に配慮した事業活動を進めるため、CSR調達においてお取引先にも基本的人権
の尊重、差別の禁止、適正労働条件の確保、労働者の権利保護を求め、協働で遵守していく取り組みを進め
ています。

コンゴおよび隣接する国々で採掘される鉱物（スズ、タンタル、タングステン、金）は、これを購入するこ
とで現地の武装勢力の資金調達につながり、結果として地域の紛争に加担し、人権侵害、環境破壊を引き起
こすとして国際的に大きな問題となっています。
当社グループでは紛争鉱物問題に関して「私たちの行動規範と実践の手引き」にある次の項目内容に応じて
適切に対応します。

1-④-6　サプライチェーンの人権

1-④-7　人権デューディリジェンス

2-②-5　CSR調達

紛争鉱物への対応について

取引先の選定にあたり、当該企業内およびその取引先の人権が尊重されていることを重視し、問題
があればその改善を働きかけます。
当社グループの企業活動が、人権にマイナスの影響を与えることがないか確認し、注意します。

当社グループの企業活動が、人権にマイナスの影響を与えることがないか確認し、注意します。

CSR調達を推進し、ビジネスパートナーと協働して、社会の持続的発展に貢献します。
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私たちの行動規範と実践の手引き

経営理念を具体化する上で、従業員が考え行動するための指針として制
定したものが「私たちの行動規範と実践の手引き」です。一人ひとりが
当社グループの一員としての責任を果たし、国際社会の持続的な発展に
貢献していくため以下の5つの項目を定めています。
① 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
② お客様に満足と安心を提供します
③ 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
④ 地域社会の期待に応えます
⑤ 地球環境の維持改善に取り組みます
本規範を9言語に翻訳し、海外グループ会社に周知徹底するなど、多様
性の尊重にも取り組んでいます。

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、コンプライアンスを
基本とした経営を進めています。遵法経営の推進・定着を図るための全社的な推進基盤として、社長が議長
を務めるCSR会議のもとに人権・企業倫理推進会議を設置するとともに、「私たちの行動規範と実践の手引
き」の最初の項目としてコンプライアンスと企業倫理を掲げ、その徹底に努めています。

コンプライアンスを基本とした経営の徹底を図るため、全社のリスク・コンプライアンスマネジメントを担
う最高リスク管理責任者（CRO）を任命しています。毎年1月に企業倫理月間を設け、全社でコンプライア
ンスの再確認を実施するとともに、スタッフ部門による研修や各組織のコンプライアンス推進体制を通じ、
さらなる浸透を図っています。また、コンプライアンスに関する違反行為については、再発の防止措置と適
正な処分を行うとともに、内部牽制制度や内部通報制度により問題の未然防止やその早期発見と適切な対応
を行う体制をとっています。

2004年より毎年1月を「企業倫理月間」と定めています。「私たちの行動規範と実践の手引き」を用い
て、海外グループ会社も含めて職場単位でグループディスカッションを実施するなどの取り組みを行ってい
ます。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、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、教育の充実を図っています。

基本的な考え方

コンプライアンス推進体制

「私たちの行動規範と実践の手引き」

企業倫理月間

企業倫理・コンプライアンス

企業倫理・コンプライアンス
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東京会場の様子（2013年10月28日実施） 大阪会場の様子（2013年11月8日実施）

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、国内では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。また、パワハラ・セクハラに関しても従来からの社内窓口に外部相談窓口を加えて強化し、国内グ
ループ会社も含めて問題の早期解決に努めています。2013年は41件の通報・相談があり、通報者への
フィードバックを重視した対応を実施するとともに、窓口と利用方法を適宜周知することによって、利用し
やすい環境づくりを進めています。海外グループ会社4社においても内部通報の窓口を設置しています。今
後、拡大の取り組みを進めていきます。

2013年10月と11月にハラスメント相談窓口担当者研修を開催し、40名の担当者が参加しました。社
外相談窓口をお願いしている（株）クオレ・シー・キューブ様から講師を招き、当社グループの運営に
基づいた現実的な相談内容をテーマとし、ロールプレイを取り入れるなど実践に近い形式での研修を行
いました。全国から昭和電工グループ各社の相談窓口担当者が集まり、一人でも多くの相談者の役に立
てるよう、日頃より行っている相談業務のスキル向上に取り組みました。

企業倫理ホットライン

ハラスメント相談窓口担当者研修を開催しました。
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CRO（最高リスク管理責任者）を中心にリスクマネジメント体制を構築しています。また、リスクマネジメ
ント推進会議にてリスクに関する重要事項を審議し、CSR会議で決定します。

環境保全、保安防災、製品品質、輸出管理や契約など、企業活動に関わるリスクについて社内規程などに基
づき、事前審査や決裁制度を通じて管理をしています。また、事業所などは火災・爆発・漏えい、労働災
害、業務上疾病、品質不良、環境汚染などのリスクの極小化および発生時の影響の最小化に日常的に取り組
んでいます。

当社グループは2007年から海外拠点を含むグループ全体でリスクの棚卸を毎年行っています。リスクの棚
卸は、（1）リスクの抽出、（2）影響度評価、（3）対策立案、（4）実施・確認の手順で行っており、各
部署で抽出されたリスクの中から共通的なリスク（共通リスク）について全社的対策を立案・実施していま
す。2013年は共通リスクとして地震リスク、情報セキュリティリスク、総務リスクなどについて取り組み
ました。

■ リスク棚卸の進め方

地震リスク

事業所が立地する地域で予想される地震の頻度・地震動などを考慮した上で建屋・設備について優先順位を
つけて耐震診断・耐震補強に取り組んでいます。また、2007年からは地震発生時の事業継続計画
（BCP）についても取り組んでいます。内閣府の事業継続ガイドラインなどを参考に推進体制の構築、基本
方針の策定、事業部・事業所・主要な関係会社ごとの重要業務の決定、重要業務に関わるボトルネックの抽

リスクマネジメント体制

リスクマネジメント活動

リスクの棚卸

リスクマネジメント

出を行い、計画の策定を進めるとともに、文書化し、教育・訓練を通じて定着を図っています。作成した事
業継続計画（BCP）は適宜見直しを実施しています。

リスクマネジメント
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事業継続計画（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

2014年5月21日
徳山事業所にて行われた防災訓練の様子

防災訓練の後に行われたメディアトレーニ
ングの様子

情報セキュリティリスク

情報技術の発達により、扱われる情報の質・量・スピードが飛躍的に向上した一方で、秘密情報の漏えいや
個人情報の流出、ホームページの改ざんなど、情報に関する事件・事故も発生しています。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、情報に関わるリスクへの適
切な対応で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体制を構築しています。また、e-
ラーニングや情報セキュリティ月間での啓発活動など、機会あるごとに情報提供を行い、情報セキュリティ
に関する方針や規程などの浸透を図っています。
情報セキュリティへの新たな脅威に対してのシステム整備として、標的型攻撃への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。またルール面では2013年4月にスマート
フォン、タブレット端末の使用に関するルールを情報セキュリティ規程運用細則に追加しました。

製造系制御システムセキュリティ強化の取り組み
世界的なサイバーテロの脅威は製造系の設備にも及ぶようになりました。当社グループはコンピューター
ウィルスの感染リスク低減のため、自主制定した製造系制御システム向けセキュリティガイドラインに基づ
き、ウィルスを製造設備に持ち込ませないよう対策に取り組んでいます。

総務リスク

当社グループは、2009年から総務関連業務のリスクマネジメント強化のため、（1）リスクを切り口に総
務関連業務を網羅した「ガイドライン」を活用しての総務リスクの把握、対策立案、（2）先進事例や対応
要領の共有化、法令理解のためのデータベースの充実、（3）総務担当者の連携強化を目的に、定期的な責
任者会議、担当者会議（研修）の実施、(4)事業所、工場での意見交換などを行っています。2013年は、8
拠点で「知見の継承」をテーマに意見交換を実施するとともに、全拠点担当者の課題の集約、共有化、ディ
スカッションを実施しました。

昭和電工グループの各事業所では、リスクマネジメントの一環としてメディアトレーニングを実施して
います。
重大な事故・災害の発生時、情報の錯綜により、さらなる混乱や2次災害が起こり得ます。有事におい
ても適切な情報開示を行えるよう、トレーニングで実践的な経験を体得するとともに、潜在リスクの抽
出など、防災対策の立案にもつなげていきます。
また、一部の事業所では、メディアトレーニングを定例の防災訓練に組み込んでいます。事態の早急な
収束と作業者の安全確保を最優先するなかで、いかに情報を集約し、迅速に関係者のみなさまにお伝え
するか、包括的な訓練の中で問題点を見つけ、危機管理体制の見直しに反映させています。

メディアトレーニングの実施
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中期経営計画「ペガサス」において、「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。

■ 昭和電工の教育体系

人材制度と人材育成の強化

労働慣行

労働慣行
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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、当社グループにとって重要なテーマで
す。
このため、国内の外国人留学生の他、中国、シンガ
ポール等の大学で直接求人活動を行い、継続的に外国
籍新卒採用を行っています。現在、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
学制度を設けています。

従業員の経営への参画度を高め、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（目標
によるマネジメント）システムを展開しています。
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、処遇（賞金・賞与）に反映させています。

VOICE 短期海外語学留学プログラムを終えて

2013年9月から半年間語学留学を行いました。多面的にアメリカの文化を体験したく、2拠点に3ヶ月
ずつ滞在しました。ボストンでは、歴史がありアカデミックなこの街に相応しい多彩な人たちと出会い
彼らの経験や将来像にとても刺激を受けました。多様性に溢れ変化の激しいサンフランシスコでは、パ
ワフルなクラスメイト達とマーケティングやプレゼンなど、より実践に近い授業で会話力を伸ばしまし
た。
バックグラウンド・価値観や考え方が異なる人たちとの生活は毎日が驚きの連続でした。いかに自分の
視野が狭く凝り固まっていたかを痛感し、柔軟かつ広い視野でものを考えるようになりました。今後は

コミュニケーション重視の人事評価

グローバルな人材の採用と育成

この経験を活かし国内外問わず仕事を共にする方々とより良い関係を築いていきたいと思います。

セラミックス事業部第2営業部
増島　顕子

クラスメイトと一緒に
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■ 2013年10月発刊　リーフレット ■ 2013年12月実施　ダイバーシティ講演会

ダイバーシティ戦略

昭和電工グループでは『自分を活かす』『人を活かす』をキーワードに、ダイバーシティマネジメントに取
り組んでいます。

■ SDKダイバーシティ イメージ図

多様な人材の活躍推進
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昭和電工グループでは、2014年より経営方針のひとつに『ダイバー
シティの推進』を掲げ、取り組みを開始しました。
そこで、『自分を活かす』『人を活かす』取り組みに対するダイバー
シティCEO表彰を実施することとしました。
『自分を活かす』『人を活かす』取り組みとは、「多様性を活かし合
い、組織・個人の創造力を高める」「新しい価値を生み出す、しなや
かで活性化した組織を作る」ことです。マネジメントやコミュニケー
ション、働き方、自分自身を見直し新たな取り組みを行うことで、企
業価値を向上させたグループ、個人を表彰します。
第1回目の表彰は2014年10月に行う予定です。

■ 推進体制図

高齢者雇用について

2013年4月より「改正高年齢者雇用安定法」が施行となり、65歳までの再雇用が義務化されました。
当社では、2006年より定年退職者の再雇用を開始し、技能や専門能力を引き続き社内で活かしていただい
ています。
後進の育成・技能継承はとても重要です。多くの再雇用者が頼れるベテランとして、職場で働きながら得意
分野について技能教育の講師を務めるなど、これまでのキャリアを活かし、やりがいを持って活躍していま
す。

ダイバーシティＣＥＯ表彰始めます！
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■ 障がい者雇用率の推移

障がい者雇用について

多様な方が『自分を活かす』ことができる職場づくりを目指し、障がいをお持ちの方の採用、継続的なご活
躍の推進に取り組んでいます。
今後も、ハローワーク、就労支援施設、特別支援学校等と連携しながら、一人ひとりが『自分を活かす』こ
とができる様な職場づくりに取り組んで行きます。

■ 連結従業員数の推移

本社地区では、知的・精神障がいをお持ちの方の採用と継続的な雇用を実現するため、「就労体験」と
して、複数の就労支援施設、特別支援学校等からインターンシップの受け入れを行っています。2013
年10月～12月の間に8名の受け入れを実施しました。
2014年は首記モデル事業に参加することが決定し、引き続きインターンシップの受け入れを行いま
す。

女性の採用・育成について

性別にかかわらず活躍できる企業を目指し、2008年から2012年の5年間、女性活躍推進の取り組みを行い
ました。
①女性の積極採用・配置 ②キャリア設計･能力開発支援 ③多様性を尊重したマネジメント・企業文化の形成
④多様な働き方を実現する環境整備の4つの柱を設け、様々な施策を実施した結果、女性社員数の増加（国
内単体9.6％（2007年同期比＋3.4％）・国内連結10.3％（同＋0.6％（2013年末））女性管理職数の増
加（国内単体15名（2007年末時点：7名）に繋がりました。
今後も、継続して強化施策、支援施策に取り組みます。

厚生労働省主催『平成26年度　精神障害者等雇用促進モデル事業』
に参加することが決まりました。
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■ 労働時間推移（1人あたり年間） ■ 年休取得日数（1人あたり年間）

従業員が社会と調和しいきいきと仕事に取り組むことにより、社会のニーズに応えていくことは、当社グ
ループの成長のために重要です。
一人ひとりが充実した社会生活を実現するため、総労働時間の削減、年次有給休暇の取得率向上など働き方
の見直しを含めた取り組みを進めていきます。

働きやすい環境づくり

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、育児休業や介護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。

■ 主な両立支援制度

主な制度 内容

育児休業
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。

育児・介護
短時間勤務

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
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
校などの行事などへの参加、あるいは看護の目的で休暇取得可。

介護休業
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）がある。

■ 両立支援制度利用者数実績（2009年1月～2013年12月）
※昭和電工単体（出向者含む）

 男性 女性 計

育児休業 166 143 309

介護休業 6 2 8

育児・介護短時間勤務 2 126 128

製造業平均は厚生労働省「毎月勤労統計調査（年
報）」の「就業形態別月間労働時間及び出勤日数」
から算出

※1 製造業平均は、厚労省「就業条件総合調査」より作
成

※2

仕事と生活の両立への支援
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くるみんマーク取得
（2008年）

2008年に次世代認定マーク「くるみん」を取得しました。2013年12月18日
付で、厚生労働省東京労働局より「次世代育成支援対策推進法」に基づく「基
準適合一般事業主」として引き続き認定されました。今回の認定は、下記のと
おり行動計画を策定し、実行してきた取り組みが評価されたものです。

毎年夏休みの時期に、育児休業の取得資格を持つ男性
社員とその上司に対し、育児休業取得推進のキャン

第二期行動計画（2008年9月1日～2013年8月31日）

【目標１】
計画期間内に、育児休業者への情報提供や教育などの復職支援のしくみを導入する。
（目標の達成状況）
復職支援プログラムスタート

【目標２】

計画期間内に、所定外労働時間削減のための措置を実施する。
（目標の達成状況）
・36協定の見直しについて組合に申し入れ実施
・36協定の見直しについて全社に周知

【目標３】
計画期間内に、地域の子どもを対象とした事業所見学会を実施する。
（目標の達成状況）
秩父事業所にて6回実施

「パパ育休取得キャンペーン」（2008年より実施）

引き続き、子育てサポート企業としての認定を受けました

ペーンを実施しています。

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）

１．復職支援面談
育児休業者が妊娠してから復職するまでの間、上司と定期的に
面談を実施。

２．復職支援システム
自宅のパソコンや携帯から育児情報の収集やe-ラーニングの受講、
上司とのメール交換などを行うインターネットサービスを採用。
（これまでに38人が利用）

３．仕事と育児の両立支援ガイド 妊娠・出産・育児に関わる制度をまとめたガイドを作成・配布。

４．相談窓口 両立支援の相談窓口を設置。
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当社と労働組合は、（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、長期にわたっ
て信頼関係を築いてきました。労働経営会議などの定期的な対話を通じて経営方針の確認や共有、労働条件
の改善などに取り組んでいます。

労使共同レスポンシブル・ケア研修会（2014年6月伊勢崎事業所にて開催）

労働組合との関わり
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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、ガイドラインの遵守を求めることで、お互いの企
業価値を向上させることを目指すものです。
2013年は、CSR調達開始から5年目、3年1サイク
ルの2サイクル目に当たります。2サイクル目では、
活動の深化と対象の拡大を目標に掲げ活動を進めてい
ます。
また、当社だけではなく国内グループへもCSR調達
活動を広げ、グループ会社4社の同意を得て、パート
ナーの皆様への「自己診断」を実施しました。今後は
さらに「CSR訪問」の実施、他のグループ会社への
拡大を目指していきます。
今後ともパートナーの皆様のご賛同とご協力をいただ
きながら、CSR調達の活動に取り組みます。

昭和電工は、CSR調達を推進するため基本方針を定め、取引先（パートナー）を選定しています。

基本方針概要

部材の調達から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通じ「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。

購買に関する基本方針

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。

1)

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。

2)

法令および社内規程を遵守した購買活動を行います。3)

CSR調達の推進

環境・社会に関する要請への取り組み

公正な事業慣行とお客様への対応

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
証のご要求に対し、適切かつ誠実に対応しています。

公正な事業慣行とお客様への対応
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「私たちの行動規範と実践の手引き」において、贈収賄等の腐敗防止に取り組むことを定めています。贈収
賄やその強要などの権力を私的に利用する行為は社会の健全な発展を阻害する行為であり、当社グループで
はそれを助長するような行為を行いません。当社グループでは賄賂の禁止に関するリーガル・ガイドライン
を設けるとともに、関係する組織を対象に各国贈収賄禁止法制の教育を実施しており、各国の法令に基づい
た、賄賂の禁止の再確認と徹底を図っています。

私たちの行動規範

1.国際社会の一員としての自覚を持って誠実に行動します。
⑤贈収賄等の腐敗防止に取り組みます。

「私たちの行動規範と実践の手引き」においては、公正かつ自由な競争を基本とした取引を行うことも明記
しています。公正かつ自由な競争は国際社会の持続的な発展に欠かせないものであり、それを当社グループ
の基本姿勢と位置づけ、各国の競争法を遵守することを徹底しています。当社グループでは独占禁止法遵守
マニュアル及び同業他社との接触に関するルールを制定し、営業部門をはじめとする関係組織を対象に教育
を実施することにより、独占禁止法の遵守徹底と自由で公正な競争の確保に努めています。

私たちの行動規範

1. 国際社会の一員としての自覚を持って誠実に行動します。
③公正かつ自由な競争を基本とした取引を行います

「私たちの行動規範と実践の手引きに」において、製品を輸出したり、貨物を輸入する際の手続きについ
て、適切に対応することを定めています。
国際的な安全保障という観点から2013年はシリア内戦での化学兵器の使用とその処理、あるいは日本の民
生品（船舶用アンテナ）の中国の駆逐艦への転用などがニュースとなりました。また、オウム真理教関係者
の逮捕や裁判により地下鉄サリン事件という化学テロの記憶も呼びさまされたところです。
昭和電工では、CSR会議のもとに安全保障輸出管理委員会をおき、すべての輸出品に対して行政の許可要否
を確認するために該否判定、顧客審査、取引決裁をシステム化して確実な審査を行っています。
昭和電工の製品が国際平和と安全を脅かすことにつながらないよう、社会的責任の一つとして着実な取り組
みを行います。

私たちの行動規範

1. 国際社会の一員としての自覚を持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。

汚職・贈収賄防止への対応

1）腐敗防止
贈収賄やその強要などの腐敗につながる行為をしません。
2）公務員への接待禁止
国内外において、国家公務員またはそれに準ずる立場の公務員に、その職務に関しての、接待・贈
答等を行いません。特に、国内においては、国家公務員またはそれに準ずる立場の公務員に、一切
の接待・贈答等を行いません。

独占禁止法への対応

1）独占禁止法の遵守
独占禁止法を遵守し、公正な取引を行います。

安全保障輸出管理の対応

1）安全保障輸出管理
安全保障輸出管理に関する法令、社内規則を遵守し、適切に手続きをします。
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■ 日本特許および外国特許出願率の推移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
れらの事業を支援する目的で、外国出願を積極的に行って
います。
右のグラフは「特許行政年次報告書 2014年版（特許
庁）」のデータと当社出願実績からまとめたものですが、
当社のグローバル出願率は全出願平均に比べ10％以上高
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。

知的財産権の取得・特許網の構築

リスクマネジメント

「私たちの行動規範」のひとつに他者の知的財産権の尊重を掲げ、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把握に努めています。2005年から電子化への移行を進め、2011年には、全社
共通検索システムShareresearch（日立製作所製）を採用し外国特許も監視可能な体制を確立しました。

職務発明に関する表彰制度

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を改定しましたが、2011年、発明
者への公平性をより高めるため再改定を行いました。（2011年7月1日付施行）
当社の職務発明規程に基づく補償金の算定に対して、これ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。
また、より価値のある特許出願を促進するために、表彰制度の見直しを行いました。従来は前年度の出願件
数トップ3のみを表彰の対象としていましたが、2013年より前年度の登録特許件数トップ3も合わせて表彰
することになりました。また、当社出願特許の中で前年度、特許庁審査官が他社特許の拒絶査定に引用した
回数が最も多かった特許の社内報での紹介を始めました。

知的財産の保護
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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。

関連リンク 情報開示に関する基本方針

株主総会

定時株主総会は、毎年3月下旬に開催します。当社は、株主総会の招集ご通知を総会の約3週間前に発送す
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。
また、より多くの株主の皆様に議決権を行使していただくために、株主総会にご出席いただけない株主様に
は、郵送による方法に加え、インターネットによる方法もご案内しています。
株主総会では、経営概況や中期経営計画について説明するとともに、株主様からのご質問にはわかりやすく
答えるよう努めています。また、展示スペースを設けて、当社グループの製品･技術を紹介しています。

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について直接説明しています。
また個人投資家の皆様に対しては、個人投資家様向けセミナーに参加し、事業や経営計画についての説明を
行う他、製品展示を行っています。

情報開示に関する基本方針

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。1.
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。

2.

株主・投資家とのコミュニケーション

情報開示とIR

機関投資家・証券アナリスト向け中期経営計画進捗説
明会

関連リンク 中期経営計画説明資料

3月と9月の年2回「株主のみなさまへ」を発行してい
ます。事業別の概況や事業トピックスをご紹介してい
ます。

関連リンク 株主総会関連資料

情報開示と IR
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IRサイトトップページ

関連リンク IRカレンダー

最新決算ハイライトページ

個人投資家が選ぶ
未来創造企業（表
彰ロゴ）

当社は、2013年3月に株式会社ツバルの森より「個人投資家が選ぶ未来創造企業
Tuvalu Social Investment Award」に表彰されました。同賞は、「個人投資家
からの評価」、「企業活動の社会性」に優れた企業を表彰する制度です。
また、公益社団法人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25年度）において、業種別では化学・繊維で2位の評価
を受けています。

当社の株主構成比率は、国内金融機関が36.4％、国内事業法人が
5.6％、外国法人などが25.9%、個人投資家が30.2%となっていま
す（2013年12月末日現在）

ウェブサイトを通じたIR情報のご提供

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
スリリースなどを掲載、タイムリーに情報を提供しているほか、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。
また、IR情報サイトでは、当社株価情報がリアルタイムでご確認いただけるほか、決算ハイライトや主要業
績・財務指標など、当社業績を視覚的にご覧いただけるページを設け、株主・投資家の皆様を始めとする多
くの皆様に当社グループの事業活動をご理解いただけるよう努めています。

■ IRサイト

IR活動への評価

株主構成

当社が採用されているインデックス

IR
Investor relationの略。投資家向け広報のこと

2014年1月現在
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昭和電工グループでは「私たちの行動規範と実践の手引き」に以下の項目を定め、地域との交流、社会への
貢献を進めています。

地域社会の期待に応えます。
① 立地する国・地域社会に対し適正に情報を開示し、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。

■ 2013年の地域・社会貢献活動実績

取り組み内容 事業所数 実績

教育関連
社員の講師としての派遣 12

33回開催、1,465
人・時間派遣

インターンの受け入れ 18
55件実施、122人受
け入れ

事業所周辺
の
環境整備

美化活動 31 述べ91,009時間実施

芸術・文
化・
スポーツ振
興

芸術・文化・スポーツ振興
への協力

30 207,936,000円支出

地域との交
流

イベント開催 28 8,545人参加

施設の貸し出し 18
述べ12,499時間貸し
出し

工場見学受け入れ 35 8,760人受け入れ

地域発展・
福祉

地域経済との調和 24 5,057,000円支出

アルミ缶リサイクル活動 21
収益金　1,830,000
円

NPO・地元団体との協働 8 252,000円支出

社会貢献の方針

地域社会／社会貢献

地域社会／社会貢献



SHOWA DENKO CSR Report 2014 60

当社グループは、「化学」への理解と関心を深めていただくことを目的に、地域の小中学校への出前授業、
大学生を含めた学校関係の工場見学やインターンシップの受け入れなどの教育活動に関する取り組みを積極
的に行っています。

教育関連

2014年2月19日、横浜事業所と先端電池材料部では、横浜
市立子安小学校で6年生4クラスを対象に電池の講義や電池
を用いた車キットの走行実験、電気自動車の試乗などを行い
ました。
詳しくはCSRニュースへ

学校にとって実体験を伴う出前授業は、大変ありがたいと
思っています。
例えば教科書には充電池と電気自動車について書かれていま
すが、学校ではそれらの実物を用意することは難しいです。
今回の出前授業では、それらを持ってきてもらい、実際に見
たり乗ったりすることで、子どもたちの理解を深めることが
できました。
また、専門の人の生の声を聴くということは、将来の職業選
択などにも役立つと思います。子供たちにも良い経験になり
ました。
（横浜市立子安小学校　人見先生）

本社
2013年8月3・4日、科学技術
館（東京・北の丸）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 夏休み子
ども化学実験ショー」に出展
し、「磁石の不思議をさぐろ
う」と題した実験を行いまし
た。
詳しくはCSRニュースへ

東長原事業所
2013年11月22日、河東学園小
学校5年生78名を対象に「物質
の三態」と「ゲルの生成」の実
験授業を2班に分かれて約3時間
行いました。
詳しくはCSRニュースへ

秩父事業所
2013年11月29日、影森小学校
3年生を対象に、LEDと磁石を
使用した実験授業を行いまし
た。
詳しくはCSRニュースへ

出前実験授業

実績一覧

担当の先生からのコメント

横浜市立子安小学校での実験授業（横浜事業所／先端電池材料部）
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インターンシップ受け入れ

喜多方事業所
10月22日～24日、会津工業高
校の2名が素材加工課で実習し
ました。
詳しくはCSRニュースへ

昭和アルミニウム缶
2013年7月4日～5日、栃木県
立栃木工業高等学校2年生3名が
蓋製造課で実習しました。

昭和電工HDマレーシア
JABATN TANAGA
MANUSIA, UNIKL-MSI,
MALAYSIA UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY, INSTITUT
KEMAHIRAN MARASIKの各
学校から合計5名のインターン
生を受け入れ、オフィスや現場
の仕事を経験していただきまし
た。
詳しくはCSRニュースへ

伊勢崎事業所
2013年4月27日、8名の従業員
が「韮川をきれいにする会」に
参加し、自治会の方々と親睦を
深めながら川の清掃を行いまし
た。

塩尻事業所
2013年6月22日、歩きながら
美化活動を行う『クリーン塩
尻』大作戦に37名の従業員が参
加しました。

徳山事業所
2013年10月12日、「まちと森
と水の交流会」に参加し、10人
の従業員が森林ボランティア活
動を実施しました。

実績一覧

当社グループでは事業所周辺の環境に配慮し、地域住民の皆様や地元自治体と協働で美化活動を行っていま
す。

実績一覧

事業所周辺の環境整備
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昭和電工HD山形
協賛する「果樹王国ひがしねさ
くらんぼマラソン大会」が
2013年6月9日開催され、多く
の従業員がボランティアとして
参加し大会支援活動をしまし
た。

伊勢崎事業所
伊勢崎市にある身体障がい者野
球チーム「群馬アトム」に伊勢
崎事業所内にあるグラウンドを
本拠地の一つとして利用いただ
いています。

当社は事業所が立地する地域の
お祭りに協賛、参加していま
す。

当社グループでは芸術・文化・スポーツ振興に関して支援を行っています。

芸術・文化・スポーツ振興

地域との交流

川崎事業所
2013年6月21日、経済広報セ
ンター主催「企業と生活者懇談
会」が行われプラスチックケミ
カルリサイクル施設見学と意見
交換を行いました。

ショウワ・エステリンド・イン
ドネシア
2013年12月17日、SEI's
Open Houseを実施し、近隣の
High School "SMAN 1 Pulo
Ampel"全校生徒と先生方に工
場をご覧いただきました。
詳しくはCSRニュースへ

各事業所・関連会社でサイト情
報誌を発行しています。
サイトレポート一覧

事業所の活動について紹介するサイト情報誌の発行や近隣住民の方々に対応した工場見学の開催など、地域
社会とのコミュニケーションを図っています。
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大町事業所・昭和電工ユニオン
2013年9月20日、長年地域で
操業してきた感謝の気持ちをこ
めて、福祉車両を大町市に寄贈
しました。
詳しくはCSRニュースへ

昭和電工カーボン
毎年Trident United Wayの支
援活動を行っています。9月13
日はClay Hi l l小学校で従業員
22名がボランティア活動に参加
しました。

当社は従業員や協力企業の方々
によるアルミ缶リサイクル活動
を行っており、本活動で得た
チャリティ基金は様々な施設や
団体に寄付しています。
詳しくはCSRニュースへ

当社グループはイベントや都市計画、街づくり活動への参加・協力、中小企業に対する技術指導・支援、雇
用への貢献、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ています。また、福祉関連など
の活動通じて地域社会への貢献を図っています。

地域発展・福祉
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レスポンシブル･ケア世界憲章認証書

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
ました。
当社グループはこの行動指針に基づき活動を推進しています。ま
た、2005年には「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。

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
(昭和電工グループ行動指針)

2014年4月現在、本社、13事業部、15事業所、3支店、事業開発センターおよび主要グループ会社15社で
レスポンシブル・ケアを推進しています。
また、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。
レスポンシブル・ケア推進会議はCSR会議のもとに配置され、レスポンシブル・ケアに関する重要事項を事

製品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
を継続的に見直すとともに改善に努める。

1.

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、地球環境との調和による持続的発展にに努める。

2.

新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、安全と健康の確保および環境の保護
に配慮する。

3.

安全と健康の確保および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。

4.

製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関するリスク評価およびリスク管理の充実を
図るとともに、安全な使用と取り扱いに関する情報を、ステークホルダーに提供する。

5.

海外事業、技術移転、製品の国際取引において、安全と健康の確保および環境の保護に配慮す
る。

6.

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。

7.

安全と健康の確保および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。

8.

レスポンシブル・ケア行動指針

推進体制

レスポンシブル・ケア マネジメント

前審議しています。

レスポンシブル・ケア活動
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■ レスポンシブル・ケア推進体制図

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（Act）という
PDCAサイクルを活用し、継続的改善に努めています。
また、入社時や昇格時などに、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
教育を実施しており、特に新任製造課長などを対象としたレスポンシブル・ケア研修会を毎年事業所で開催
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。

■ PDCAサイクルの図

環境マネジメントシステム内部監査員についても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ています。

PDCAサイクル、教育体制

新任製造課長等レスポンシブル・ケア研修会
（2013 年 11 月横浜事業所）

労働安全衛生マネジメントシステム内部監査員養成研修
（2013 年 8 月本社）
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当社および主要グループ会社事業場は、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、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。
CSR部環境安全室による監査を実施し、当社および主要グループ会社のレスポンシブル・ケアに関する評価
を行うとともに、改善を進めています。これらの結果をCSR会議で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）についても取り組み状況を現地確認し指導を行って
います。2013年は、29事業場（本支店・事業部含む）、国内グループ会社事業場、4海外グループ会社事
業場の事業所監査を実施しました。

監査体制

グループ会社
昭和電工一体となってレスポンシブル・ケアを推進している、鶴崎共同動力、東京液化酸素、
昭和電工セラミックス（富山）、塩尻昭和、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。
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レスポンシブル・ケア行動計画

◎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）

2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画

環境管理

【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
（環境トラブル未然防止
チェックリスト活用）
環境リスクの低減

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

省エネ法の努力目標は達成、
個別ベンチマークのソーダは
未達成
定期報告実施

○

【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 ポ
スト京都への備え

【計画】
各事業所の14年以降
の削減目標の策定

温室効果ガス排出実績：
90年比単体25%削減、
グループ22%削減

特定荷主のエネルギー消費
原単位12年実績、13年削減
計画行政報告実施

◎

【方針】
低炭素社会実現に向けた、
GHGの低減と省エネの推進

【計画】
行政提出の削減計画実施

環境保全
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【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 1,400t
以下、昭和電工グ
ループ 1,600t以下

◎
【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 1,100t以下、
昭和電工グループ 1,300t以下

【方針】
循環社会への貢献

【計画】
リサイクルの推進

プラスチックケミカルリサイ
クル生産実績：12年比
0.4%減
紙リサイクル率（本社）
85％（12年比0.9％増）
アルミ缶リサイクル：
グループ参加率96.6%、
持込缶数158缶/人・3ヶ月

○

【方針】
循環社会への貢献

【計画】
リサイクルの推進

化学物質排出量の削減

【方針】
化学物質排出量削減

【計画】
PRTR改正情報の徹底

PRTR総排出量：
223tで12年比34%削減で
目標達成
有害大気汚染物質排出量：
17tで12年比19％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

産業廃棄物の削減

【方針】

ゼロエミッション達成
循環社会への貢献

埋立処分量：単体 1,087t
（12 年比 -763t)、
昭和電工グループ
1,360t
（12年比 -725t）で目標達成

【方針】

ゼロエミッション達成
循環社会への貢献

2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画
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2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画

設備安全

【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
機能別担当者会議成
果物の運用
HRM審査会の確実な
実行
自主保安の推進

事故：昭和電工グループ　
火災2件、漏洩1件
（12年計4件）
日化協の保安事故防止ガイド
ライン、および外部事故情報等
を織り込んだ設備事故予防
チェックリストの改訂版を
発行、周知、横展開中。

プロセス、機械、電気、計装の
４機能別ガイドラインを各事
業場で試用、およびブラッ
シュアップ実施。

新規HRM案件審査1件、
試運転結果確認1件。
既存取扱物質調査及び
HRM該非判定完了。

事業所課題解決事例の全社
共有、活用開始。

防災訓練、内部監査は各事業所
で計画的に実施。
液状化対策・耐震強化を
各事業所で計画策定し推進。

○

【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
設備事故予防チェックリスト
横展開保安力評価システム
適用 等

HRM審査定着
自主保安の推進非定常状態・
作業時のリスクアセス実施
体制・手順の確立設備・施設の
地震対策の維持、向上高圧ガス
認定事業場のPDCA維持、向上
等

保安防災
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2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画

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

昭和電工グループ従業員休業
災害3件（12年2件）、
不休災害0件（12年4件）発生

昭和電工グループ従業員休業
災害度数率：0.22（12年0.14）

先端技術開発研究所（土気）、
昭和アルミニウム缶（株）
小山工場、彦根工場、大牟田
工場が外部安全表彰受賞

伊勢崎事業所、昭和電工ガス
プロダクツ㈱川崎工場が
労働安全衛生マネジメント
システム認証取得。
計16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】
グループ休業度数率0.1以下
危ない設備、作業の撲滅
安全感度維持向上
労働安全衛生マネジメント
システム認定事業場の拡大

労働衛生

【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

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
作業環境･作業方法の改善

健康管理

【方針】
「昭和電工グループい
きいき健康づくりプラ
ン」活動の推進

【計画】
 目標

「昭和電工グループいきいき
健康づくりプラン」活動実績
（昨年と比較）

○

【方針】
従業員のこころとからだの
健康保持・増進

【計画】
目標
昭和電工グループいきいき
健康づくりプラン

労働安全衛生

生活習慣病の予防
（高血圧・脂質異
常症・糖尿病・
がん）

1）

こころの健康づくり2）

生活習慣の改善
（適正体重・運動
習慣・休養・喫
煙・飲酒等）

3）

健康診断と事後
フォローの確実な
実施

4）

生活習慣病の予防有所見率
は横ばいであった。

1）

メンタルハイリスク者の
割合は減少した。

2）

高血圧・高脂肪異常症・
糖尿病の有所見率および
適正体重者の割合は横ばいで
あった。

3）

事後フォローは100％に至ら
なかった。

4）

生活習慣病の予防1）
こころの健康づくり2）
生活習慣の改善3）
健康診断と事後フォローの
確実な実施

4）



SHOWA DENKO CSR Report 2014 71

化学品安全

2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画

化学物質管理

【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

化学物質総合管理シ
ステム整備（SDS作成、
SDS/JIPS安全性要約書
作成など
REACH規則2013年
登録対象物質の登録実施

◎

【方針】
管理不良「ゼロ」

【計画】
化学物質に関する法、安全教育
の充実
リスクアセスメントの充実
全製品のGHS対応
SDSへの改良完了（2015年）　
海外法規制への適切な対応

2013年の方針・計画 2013年の結果・実施状況 評価 2014年の方針･計画

品質保証

【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
有効な予防処置の実施
（工程能力品質保証）

2012年7月より運用を開始
した製品上市審査は定着。
2013年の審査実績は14件。
多面的なリスク評価の充実
により、製品事故ゼロを継続。

顧客要求事項の把握、工程能力、
発生・流出防止策、変更管理の
４点の視点からリスク評価実施
状況を確認。

指定製品の工程能力を確認。
問題なし

◎

【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
有効な予防処置の実施
（工程能力品質保証）

HRM（High Risk Material）
特別危険物質

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。

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。

JIPS（Japan Initiative of Product Stewardship）
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
新たな自主活動のこと。

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

GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labell ing of Chemicals）
化学物質の分類および表示に関する世界調和システム

品質保証
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資源の利用と環境の負荷
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2013年の計画

【方針】
エネルギー原単位の継続的
改善
昭和電工グループ ポスト京
都議定書への備え

【計画】
省エネの創造
各事業所の14年以降の削減
目標の策定

2013年の実績

省エネ法の努力目標は達
成、個別ベンチマークの
ソーダは未達成
定期報告実施
温室効果ガス排出実績：90
年比単体25%削減、グルー
プ22%削減
特定荷主のエネルギー消費
原単位12年実績、13年削
減計画行政報告

2014年の計画

【方針】
エネルギー原単位の継続的
改善
低炭素社会実現に向けた、
GHGの低減と省エネの推進

【計画】
省エネの徹底
行政提出の削減計画実施

■ 温室効果ガス排出量の推移（昭和電工グループ） ■ 電源別電気使用量比率（2013年度）

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、生産プロセスの見直しや最適化、設備改造な
どの省エネルギー施策を推進しています。
2013年の温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で2,645kt-CO2 （前年比149kt-CO2増）、そのうちエネ
ルギー起源CO2 排出量は2,484kt-CO2 （前年対比で169kt-CO2 増）となりました。これは主として生産
量の増加や購入電気における排出係数悪化の影響によるものです。
また、当社は4事業所に水力発電所を保有し、クリーンエネルギーとして活用しています。当社は電気使用
量の19％を水力発電でまかなっており、購入電気を利用した場合と比較すると、年間約150ｋtのCO2 を排
出抑制しています。

温室効果ガス削減と省エネルギーの取り組み

地球温暖化防止対策
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昭和電工エレクトロニクス（株）

エネルギー使用量の低減対策

東北アンモニアセンター

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。
2013年度は、輸送エネルギー消費原単位が前年度対比で約
1.5％改善する結果となりました。これは、船舶輸送による輸送
量が増加したことが主な要因です。
東日本大震災の津波により被災した液化アンモニアの物流基地
（福島県相馬郡）を、2014年4月より再稼働しました。川崎事
業所から東北地方のお客様までの輸送をタンクローリーから船舶
とタンクローリーの併用にシフトしました。これにより、2014
年度以降には輸送エネルギー消費原単位の改善が見込まれます。

ハードディスクを生産する昭和電工エレクトロニクス(株)は、2011年に震災以降の電力逼迫状態への
対応として徹底した省電力の取り組みを開始し、2013年度も継続して取り組んできました。
本活動では、初期に各工程、ユーティリティを電気使用量換算することによって電力全体の「見える
化」を実施し、そのデータを踏まえて優先取組箇所を決定し対策立案、実施をしてまいりました。
2013年度はフリークーリング※ 導入によるクリーンルームの空調動力（電気使用量）の削減、圧縮空
気、純水などユーティリティ設備の運転効率化、照明のLED化などを実施しました。

また、2013年度年間電気使用量は2010年の約77％となりました。2014年度もさらなる電気使用量
削減の目標を立てて活動中です。また、この省エネルギー活動を昭和電工グループ内事業場にて共有
し、活動範囲を広げていく予定です。

※フリークーリング(Free Cool ing)とは、外気温度の低い冬期・中間期に冷却塔単独で空調や生産装
置の冷却に使われる冷水を製造するシステムのこと。冷凍機を用いずに冷水を作ることができるため省
エネルギーとなる。

■ 2010年度比 昭和電工エレクトロニクス年間電気使用量

SCM活動における環境負荷低減

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CO2排出削減貢献に取り組んで
いきます。

c-LCAへの取り組み
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■ 輸送部門におけるCO2排出量とエネルギー消費
原単位

■ 輸送トンキロ

当社は、物流にともなう環境負荷を低減するため、トラックによる輸送から、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CO2排出量の削減に努めています。2013年度は、大町事業所の製品の輸
送に関して、長野県から九州へのトラック輸送の一部を順次段階的に船舶輸送へと切替えを進めています。
2013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339百万トンキロとなり、これは国
内総輸送トンキロの約3分の2にあたります。 
モーダルシフトのほかにも、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。

モーダルシフトの推進など

■ 輸送手段構成比率（2013年度）
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■ 本社ビル 電気使用量推移設備関連
省エネ型空調設備への更新
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
LED照明への交換
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・プリンターなど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

コピー機などの必要最小限の使用の徹底

就業関連
19時15分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）

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。本社ビルの
電気使用量は、以下のような対策を行った結果、2013年度は2010年度と比較して26％削減しました。

本社における節電対策

オフィスでの省エネルギー対策の推進
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2013年の計画

【方針】
ゼロエミッション達成
循環社会への貢献

【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 1,400t以下、
昭和電工グループ 1,600t
以下
リサイクルの推進

2013年の実績

埋立処分量：単体
1,087t（12年比-763t)、
昭和電工グループ
1,360t（12年比-725t）
で目標達成

2014年の計画

【方針】
ゼロエミッション達成
循環社会への貢献

【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 1,100t以下、
昭和電工グループ 1,300t
以下
リサイクルの推進

産業廃棄物削減の取り組み  PCB管理

昭和電工グループは、産業廃棄物処分量を削減するため、以下のような取り組みを通じて、廃棄物発生量の
抑制、再使用および有効利用などを進めています。

・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（セメントなど）

2013年度の産業廃棄物最終埋立処分量は単体1,087t 、グループ会社273tの合計1,360tとなり、前年よ
りも725t削減してグループ目標（1600t以下）を達成しました。2014年度はグループ目標を1,300t以下
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。
2013年度のボーキサイト残さの海洋投入は、2000年度比21％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。

■ 産業廃棄物埋立処分量の推移

産業廃棄物削減の取り組み

産業廃棄物の削減
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昭和電工セラミックス（株）富山工場ではゼロエミッション（産業廃棄物埋立処分量／発生量が1％以

昭和電工セラミックス（株）富山工場　産業廃棄物埋立処分量
「ゼロ」達成

下）達成を、2002年のTPM活動目標に設定して取り組みを開始しました。
当初、産業廃棄物埋立処分量の80％を占めていた酸化チタン工程で発生する汚泥を、汚泥沈降槽・脱
水機の改善により大幅に削減するとともに、土壌改良剤として有効利用することに成功しました。さら
に廃プラスチックなどのリサイクルも進め、2008年にはゼロエミッションを達成しました。その後、
塩ビ製の廃プラスチックなどのリサイクルも実現し、2011年には「産業廃棄物埋立ゼロ」を達成しま
した。
この取り組みと実績が評価され、2014年5月に（一社）日本化学工業協会第8回レスポンシブル・ケア
賞RC優秀賞を受賞しました。

■ 廃棄物埋立率推移

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、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。

PCB管理
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化学物質排出量の削減

2013年の計画

【方針】
化学物質排出量削減

【計画】
PRTR改正情報の徹底

2013年の実績

日化協PRTR総排出量：
223ｔで12年比34%削減
で目標達成
有害大気汚染物質排出量：
17ｔで12年比19％削減で
目標達成

2014年の計画

【方針】
化学物質排出量削減

【計画】
PRTR改正情報の徹底

■ 日化協PRTR対象物質排出・移動量（昭和電工
単体）

■ 日化協PRTR対象物質の総排出量（昭和電工単
体）

昭和電工は、（一社）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。2013年度は、PRTR法対象物質を含む590物質について調査を
行い、132物質（うち法対象物質は97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
223tで、前年度に比べて113t減少しました。
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。

化学物質排出量削減の取り組み
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生物多様性への取り組み

清掃の様子

小山事業所では、渡良瀬遊水地の環境保全を目的として利根
川上流河川利用者協議会が主催する「渡良瀬遊水地クリーン
作戦に参加しています。
渡良瀬遊水地は、2012年7月3日ラムサール条約湿地に登
録された、総面積3300haの本州以南最大の湿地です。
この豊かな自然環境と共生して事業を行うため、今後も地域
の取り組みに協力していきます。
詳しくはCSRニュースへ

持続可能な地球環境を将来にわたって維持していくためには、生物多様性を確保し生態系の保全を図る必要
があります。昭和電工は2013年に、「生物多様性民間参画パートナーシップ※」の行動指針の趣旨に賛同
し、同パートナーシップに参加しました。当社グループは、この行動指針を踏まえ、事業活動が生物多様性
に与える影響を評価し、生物多様性に配慮した活動に努めます。

※生物多様性民間参画パートナーシップ：「生物多様性民間参画パートナーシップ行動指針」の趣旨に賛同
し、行動指針（１項目以上）に沿った活動を行う意思のある事業者、及びそのような事業者の取り組みを支
援する意思のある経済団体、ＮＧＯ、研究者、地方自治体、政府等から構成される「マルチステークホル
ダー」のイニシアティブです。

事業場で実施している水資源、緑化、地域活動などの環境保全の取り組みを、生物多様性保全の視点で整理
し、取り組むべき課題の抽出を行ってきました。2014年より、事業場では以下の項目を中心に取り組みを
開始しています。

緑地率を確認のうえ、緑地率向上の可能性を検討し、計画を立てます。
定期的な排水処理設備の点検の実施や処理水の負荷平準化などによる設備の安定化に努めます。また、排
水の自主管理濃度が、実際の排出水の濃度に対して充分な余裕がある事業場は、自主管理基準値の見直し
を行います。

基本的な考え方

今後の取り組み

小山事業所の取り組み「渡良瀬遊水地クリーン作戦」
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2013年の計画

【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
機能別担当者会議成果物の
運用
HRM審査会の確実な実行
自主保安の推進

2013年の実績

事故：昭和電工グループ　
火災２件、漏洩１件（12年
計4件）
日化協の保安事故防止ガイ
ドライン、および外部事故
情報等を織り込んだ設備事
故予防チェックリストの改
訂版を発行、周知、横展開
中。
プロセス、機械、電気、計
装の４機能別ガイドライン
を各事業場で試用、および
ブラッシュアップ実施。
新規HRM案件審査1件、試
運転結果確認1件。既存取
扱物質調査及びHRM該非判
定完了。
事業所課題解決事例の全社
共有、活用開始。
防災訓練、内部監査は各事
業所で計画的に実施。
液状化対策・耐震強化を各
事業所で計画策定し推進。

2014年の計画

【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
設備事故予防チェックリス
ト横展開
保安力評価システム適用　
等
ＨＲＭ審査定着
自主保安の推進
非定常状態・作業時のリス
クアセス実施体制・手順の
確立
設備・施設の地震対策の維
持、向上
高圧ガス認定事業場の
PDCA維持、向上　等

保安防災
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昭和電工グループでは、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
取り組んでいます。2013年は人的被害のない3件の設備事故が発生しました（過去5年平均の事故件数＝5
件弱／年）。化学業界では2011年から重大事故が発生していることなどもあり、当社グループにおいても
「創る安全」活動を原点に回帰すべく、経営会議でも安全関係を集中的に議論する「安全会議」を行うなど
活動を強化しています。他社で発生した事故は、自己反応性が強いなど危険性の高い物質を使用する設備で
潜在リスクの抽出と対策が不足して生じた事故です。当社グループではこれらを防止するために次の活動を
行っています。

1. HRM（特別危険物質）審査の確実な実行
自己反応性が強い等危険性の高いHRMを取り扱う新規設備に関しては、特別の審査で潜在リスクの抽出・
対策を徹底的に講じてきました。これまでに各事業所の既存プラントの取り扱い物質を対象としたHRMの
該非判定を完了しました。今後は既存HRM物質の重大リスクの抽出・対策の実施を継続して行います。

2. 設備事故予防チェックリスト改定
運用中の「設備事故予防チェックリスト」に、（一社）日本化学工業協会の発行した保安事故防止ガイドラ
イン及び外部事故情報等を織り込んだ改訂を実施し、その周知、水平展開を開始しました。

設備安全

塩尻事業所
2013年9月10日、長野県中信
地区で震度６強の地震が発生し
たという想定で、昭和電工㈱塩
尻事業所と信州昭和㈱塩尻事業
所および場内協力企業の計256
名で訓練を行いました。
詳しくはCSRニュースへ

川崎事業所
2013年9月26日、10月1日の
2日にわたり、川崎事業所扇町
地区で総合防災訓練を実施しま
した。大規模地震発生時の適切
な防災体制の確立と迅速な災害
応急活動を実施し、不測の大災
害に備えるために毎年行ってい
ます。
詳しくはCSRニュースへ

本社
2013年11月12日本社で首都直
下地震を想定した防災訓練を実
施しました。
詳しくはCSRニュースへ

3. 本質安全設計ガイドラインの試用
前年に作成した機能別（プロセス・機械・電気・計装）の本質安全設計ガイドラインを各事業所で試用開始
しました。

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、2012年までに関係会社も含めてすべての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。2013年以降も継続し
て、地震リスク評価と耐震対策を実施しており、首都直下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。
本社屋については、首都直下地震対応としての耐震性を評価し、新耐震基準を満たしていることを確認済み
です。
重要度の高い高圧ガス設備、危険物施設などの既設設備を現行の最新耐震基準に適合させるべく、2014年
から補強を行う計画です。

各事業所にて防災訓練を実施しています。

地震への対応
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2013年の計画

【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

2013年の実績

昭和電工グループ従業員休
業災害3件（12年2件）、
不休災害0件（12年4件）発生
昭和電工グループ従業員休
業災害度数率：0.22（12
年0.14）
先端技術開発研究所（土
気）、昭和アルミニウム缶
（株）小山・彦根・大牟田
工場が外部安全表彰受賞
伊勢崎事業所・昭和電工ガ
スプロダクツ（株）川崎工
場が安全衛生マネジメント
システム認証取得。計16グ
ループ事業場で認証取得

2014年の計画

【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】
グループ休業度数率0.1以
下
危ない設備、作業の撲滅
安全感度維持向上
労働安全衛生マネジメント
システム認定事業場の拡大

労働安全衛生
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■ 従業員休業災害度数率の推移昭和電工グループは労働災害の撲滅を図るため、独自
に作成した「創る安全チェックリスト」を活用した
「創る安全」活動（※1 ）を2008年より推進してい
ます。この活動により設備・作業のリスクアセスメン
トが進み、2013年までは活動の成果が安全成績に現
れつつありましたが、2014年3月に昭和電工堺アル
ミ（株）にて重篤災害を発生させてしまいました。こ
の災害については現在徹底的な原因解析を行ってお
り、現在グループ会社全事業場にて再発防止対策を
行っています。

労働安全衛生

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ています。リスクアセスメントとは、職場の危険有害性を特定
し、それによって生じる恐れのあるリスクを評価し、評価に応じた対策によってリスクを低減するプロ
セスのことです。

※1

グループ会社範囲（2013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、昭和電工セラ
ミックス（富山）、塩尻昭和、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

※2

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、
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
（～2013年3月）、昭和電工HD山形、芙蓉パーライト

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、次の式で表される。
度数率=（死傷者数／延べ労働時間）×100万

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。
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 表彰名 受賞事業場・個人 受賞年月

RC

平成25年度リデュース・リ
ユース・リサイクル（３Ｒ）
推進功労者等表彰　経済産業
大臣賞

昭和電工㈱「アルミ缶
リサイクル活動40周
年」

2013年10月

日本化学工業協会 第8回レス
ポンシブル・ケア賞

昭和電工セラミックス
㈱富山工場「ゼロエ
ミッションの取り組
み」

2014年5月

保
安
防
災

平成25年度石油化学工業協会
保安表彰

大分コンビナート製造
部エチレン課　佐藤正
義氏

2013年10月

平成26年度消防庁長官表彰 優
良危険物関係事業所

龍野事業所 2014年6月

平成26年度消防庁長官表彰 優
良危険物関係事業所

ユニオン昭和（株）四
日市工場

2014年6月

労
働
安
全
衛
生

平成24年度安全優良職長 厚生
労働大臣顕彰

堺事業所 箔製造課 鈴
木健一氏

2013年3月

厚生労働省無災害記録証（第
一種）

昭和アルミニウム缶
（株）彦根工場

2013年4月

第37回日本化学工業協会安全
表彰 安全優秀特別賞

先端技術開発研究所 2013年5月

第37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

2013年5月

平成24年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）大牟田工場

2013年5月

平成24年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）小山工場

2013年5月

平成24年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）彦根工場

2013年5月

平成25年度中央労働災害防止
協会 緑十字賞

堺事業所 総務部 環境
安全チーム 小南順一
氏

2013年10月

平成25年度中央労働災害防止
協会 緑十字賞

昭和アルミニウム缶
（株）小山工場　設備
課　星野祥一氏

2013年10月

第38回日本化学工業協会安全
表彰 安全優秀賞

秩父事業所 2014年5月

第38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）彦根工場

2014年5月

平成25年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）大牟田工場

2014年5月

平成25年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）小山工場

2014年5月

平成25年度日本アルミニウム
協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶
（株）彦根工場

2014年5月

2013～2014年 昭和電工グループRC関連表彰受賞一覧
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ヘルスアップセミナー
「目の疲れを解消するVDTストレッチ」
12月3日　本社開催

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。
2013年から2016年までの4年間、新たな健康づくり活動とし
て「生活習慣病の予防・改善」・「こころの健康づくり」を中心
とした「昭和電工グループいきいき健康づくりプラン」活動を推
進中です。「生活習慣病の予防・改善」の取り組みにつきまして
は、健康診断実施後の事後措置と保健指導を含めた事後フォロー
を、「こころの健康づくり」につきましては、2012年に策定し
た「心の健康づくり計画」に基づいて着実に実施してまいります。

先端技術開発研究所（土気）と昭和アルミニウム缶㈱小山工場は2013年5月、（一社）日本化学工業
協会安全表彰を受賞しました。本賞は、化学業界が自主的に保安・安全衛生を進める一環として、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。
先端技術開発研究所（土気）は2007年に同安全努力賞を受賞後さらに無災害記録を伸ばし、今回は安
全優秀特別賞を受賞しました。「安全の確保と環境の護持を全ての研究活動に優先させる」をRC活動
の基本理念とし、徹底したリスクアセスメントや薬品管理などを推進しています。
昭和アルミニウム缶㈱小山工場は工場長を先頭に、「全従業員自らが主役となって行動すること」を共
通認識とした積極的な安全活動に取り組んで無災害記録を伸ばし、安全優秀賞を受賞しました。

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

現在、アスベストを使用した製品の製造・販売は行っていません。
また、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など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2012年度（厚生労働省公表ベース最新版）の労災認定はありません。従業員・退職者
のご家族や近隣住民の方から、健康被害などの申し出はありません。

■ 健康関連セミナー実績

種類 実施回数 延べ受講者数

メンタルヘルス 35 1,322

生活習慣病、がん 7 235

運動 5 94

救急法 3 158

その他 16 350

計 66 2,159

先端技術開発研究所（土気）と昭和アルミニウム缶㈱小山工場
平成25年度日化協安全表彰優秀賞を受賞

アスベストについて

こころとからだの健康づくり
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2013年の計画

【方針】
国内外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

2013年の実績

化学物質総合管理システム
の整備（SDS作成、
SDS/JIPS安全性要約書作
成など
REACH規則2013年登録対
象物質の登録実施

2014年の計画

【方針】
管理不良「ゼロ」

【計画】
化学物質に関する法、安全
教育の充実
リスクアセスメントの充実
全製品のGHG対応SDSへの
改訂完了（2015年）
海外法規制への適切な対応

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。
サプライチェーンを考慮しリスク評価・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、化学製品の管理（Product
Stewardship）強化を進めています。
グループ内で優先順位の高い物質からリスク評価を実
施し、物質の安全性要約書をICCAのGPSポータルサ
イトに掲載しています。

国際的な化学物質管理活動  海外法規制  GHS対応SDS

国際的な化学物質管理活動

化学品安全
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欧州連合における、REACH規則、CLP規則をはじめ
として、2013年9月施行の新しいBIOCIDE規則への
対応、またアジア・アセアン各国（韓国・台湾・中
国・マレーシア・ベトナム・インドネシア・タイ・

フィリピン・オーストラリア）の法改正、
US・TSCA改正法案など、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。
グループ内での情報共有と日化協における国際法ワー

海外法規制

キンググループへの参加など、今後も各国の新たな動
きに確実に対応していきます。

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、EU・CLP規則、
US・OSHAのHSC改正など、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
ローカードを作成しており、タンクローリーなどでの
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。

GHS対応SDS

GPS(Global Product Strategy)
グローバルプロダクト戦略

JIPS（Japan Initiative of Product Stewardship）
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
新たな自主活動のこと。

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

BIOCIDE規則
殺生物規則

CLP規則（Classification, Labell ing and Packaging）
分類・表示及び包装

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

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。

OSHA（Occupational Safety and Health Administration）
米国労働安全衛生局

HSC（Hazard Chemical Standard）
危険有害性周知基準

GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labell ing of Chemicals)
化学物質の分類および表示に関する世界調和システム

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。
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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、BIOCIDE規則、US・TSCA、
GPS/JIPSリスクアセスメントなどに確実に対応することが可能となります。

目的とする効果

化学物質総合管理システム

化学物質総合管理システムの導入

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、サプライチェーン用途情報などの一元管理

1.

関連法規制の施行・改正など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

2.

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

3.

GPS/JIPSなど、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4.

※CSA：化学物質安全性評価。（Chemical  Safety Assessment）
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2013年の計画

【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
有効な予防処置の実施（工
程能力品質保証）

2013年の実績

2012年7月より運用を開始
した製品上市審査は定着。
2013年の審査実績は14件。
多面的なリスク評価の充実に
より、製品事故ゼロを継続。
顧客要求事項の把握、工程
能力、発生・流出防止策、
変更管理の４点の視点から
リスク評価実施状況を確認。
指定製品の工程能力を確
認。問題なし

2014年の計画

【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
有効な予防処置の実施（工
程能力品質保証）

関連法規と社内ルールの遵守

安心・安全な製品をお客様にお届けするために、法規制の遵守に加えて、「品質保証･品質管理規程」（下
図参照）を制定、毎年見直し改定を行うことにより、品質保証の有効性を高めています。「品質保証・品質
管理規程」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で、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、販売前に厳しい審査を行うとと
もに、その後も製造条件を変更する場合には、製品の品質に影響がないことを充分に確認する体制を構築し
ています。
また、製品自体の安全性の確認だけではなく、特性、用途、使用形態、お客様の特徴、廃棄時の問題など、
様々な角度から想定される危険性およびその回避方法について審査会などで充分な検討を行っています。

■ 品質保証・品質管理規程

製品安全の徹底

品質保証
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■ クレーム件数の年別推移
（2006年を100とした場合）

製品の品質に関するクレームの発生件数は年々減少傾向
にあります。2012年の件数は連続して前年比で３割減の
大幅な削減をすることができ、2013年においても2012
年とほぼ同等の低い水準を保っています。

2013年6月に大分コンビナートにおいて、「内部監査のレ
ベルアップ」を目指した本社品質保証室員によるセミナーを
実施しました。
プロセスの評価指標に関する演習をおよび内部監査の有効性
向上に関する講義を通じて、コンビナート従業員の品質管理
および内部監査に関するレベルアップを図っています。

品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）

当社グループでは、ISO9001やISO/TS16949などの国際規格を取得するとともに、品質マネジメントシ
ステムを継続的に見直し、製品およびサービスの品質向上に努めています。

クレーム削減

レベルアップ活動

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。
2013年は43事業場について監査を実施し、2013年の重点品質目標とした有効な予防処置（製品事故など
を未然に防ぐ潜在している不具合発生原因の除去）の実施に関する課題（特に顧客要求事項の把握、工程能
力、流出防止対策および変更管理の観点から）の抽出と改善を行いました。
さらに、定期的に実施する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に加えて、４事業所において内部監査員のレベル向上を目的としたセミナーを開
催しました。また、2011年から開始した品質管理や製品リスク管理などのｅ-ラーニングについては、
2013年も教材内容の充実を図りました。

出前セミナー

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。

品質保証・品質管理レベルの向上

A111K5468
線
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■ 人権教育の実施実績（総時間）（昭和電工グループ）

 2012年 2013年

(時間) 4,680.0 8,834.6

▲ページトップへ

■ 企業倫理ホットライン相談件数（企業倫理ホットライン設置以降）（昭和電工グループ）

 2012年 2013年

(件) 32 41

▲ページトップへ

■ 障がい者雇用率（昭和電工単体）6月末時点

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

1.92% 1.87% 1.81% 2.01% 2.28% 2.34%

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 連結従業員数

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

国内連結従業員
内女性従業員

6,246
496

6,449
575

6,101
566

6,031
588

5,802
599

5,905
618

海外連結従業員数
内女性従業員

5,510
1,695

5,115
1,625

5,496
1,638

5,511
1,663

4,088
1,239

4,329
1,287

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 女性管理職数、比率（昭和電工単体）
 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

女性管理職数 10 11 13 11 14 14

比率 0.24％ 0.27％ 0.31％ 0.26％ 0.35％ 0.36％

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 平均年齢（昭和電工単体）
2013年12月現在： 39.5 歳

■ 平均勤続年数（昭和電工単体）

人権

企業倫理・コンプライアンス

労働慣行

パフォーマンスデータ集

2013年12月現在： 16.7 年

■ 平均年間給与（昭和電工単体）
2013年12月現在： 6,561,464

■ 従業員一人当たり残業数（昭和電工単体）
2013年12月現在： 17.7

パフォーマンスデータ集
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■ 労働時間推移（一人当たり年間）（昭和電工単体）

 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

昭和電工
総実労働
時間

2054.4 1969.3 2019.2 2019.5 2008.5 2009.1

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 年休取得日数（昭和電工単体）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

昭和電工年休取得
日数

13.9 14.2 13.1 12.8 12.7 12.8

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 両立支援制度利用者実績（昭和電工単体）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

育児休業 46 46 47 63 67 86

 男性 19 18 25 34 36 53

 女性 27 28 22 29 31 33

介護休業 2 3 0 3 2 0

 男性 1 2 0 2 2 0

 女性 1 1 0 1 0 0

育児・介護短時間
勤務

9 20 23 26 27 32

 男性 0 0 0 0 1 1

 女性 9 20 23 26 26 31

育児休業復職率 100 82.4 85.7 100 100 82.4

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 採用人数（昭和電工単体）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

新卒 168 207 142 153 171 184

 男性 148 172 118 136 149 159

 女性 20 35 24 17 22 25

（うち外国籍） 3 7 1 4 5 7

 男性 3 6 0 3 5 4

 女性 0 1 1 1 0 3

中途、移籍 228 125 49 88 60 69

 男性 206 97 43 66 48 60

 女性 22 28 6 22 12 9

範囲は バウンダリー一覧 へ
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■ 離職率（定年退職・転籍除く）（昭和電工単体）

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

1.3% 0.9% 0.6% 0.8% 1.0% 1.0%

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 離職者数（定年退職・転籍除く）（昭和電工単体）

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

54 43 41 45 42 49

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 再雇用率（昭和電工単体）

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

79% 80% 84% 86% 83% 88%

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 労働組合（昭和電工単体）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

加入数（人） 3348 3291 3014 3281 3106 3092

加入数（人） 81.7% 81.5% 71.5% 78.7% 78.6% 78.9%

範囲は バウンダリー一覧 へ

▲ページトップへ

■ 日本および外国特許出願件数の推移（昭和電工単体）

 2009年 2010年 2011年 2012年

国内出願件数 446 434 362 325

グローバル出願件数 209 184 176 179

グローバル出願率（昭和電工） 47% 42% 49% 55%

グローバル出願率（全出願人） 25% 27% 30%
 

▲ページトップへ

公正な事業慣行とお客様への対応

A111K5468
テキストボックス
　　 加入率　（％）
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■ 2013年の地域・社会貢献活動実績（昭和電工グループ）

 
事業
所数

実績

教育関連

社員の講師として
の派遣

12
33回開催、1465人・
時間派遣

インターンの受け
入れ

18
55件実施、122人受け入れ

事業所周辺の環
境整備

美化活動 31 述べ91,009時間実施

地域社会／社会貢献

芸術・文化・
スポーツ振興

芸術・文化・
スポーツ更新への協力

30 207,936,000円支出

地域との交流

イベント開催 28 8,545人参加

施設の貸し出し 18 述べ12,499時間貸し出し

工場見学受け入れ 35 8,760人受け入れ

地域発展・福祉

地域経済との調和 24 5,057,000円支出

アルミ缶リサイクル
活動

21 収益金 1,830,000円

NPO・地元団体の
協働

8 252,000円支出

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 2013年 出前実験授業の実施状況

事業所 実施場所、イベント名 内容

大分
鶴崎中学校、松岡小学校、高田小学校、鶴崎小学校

生分解性プラ
でアクセサリ
作り、燃料電
池作り

川崎

福島県立浪江高校（本校、津島校）、港区立赤羽
小学校、武蔵野市立関前南小学校、江東区立川南
小学校、子ども霞が関見学デー（経済産業省大
ホール）

3Rについ
て、プラス
チックを使っ
た実験

東長原 河東学園小学校
物質の三態、
ゲルの生成

横浜 横浜市立子安小学校 電池について

秩父 久那小学校、影森小学校
LED、レア
アース磁石に
ついて

先端技
術開発
研究所
（土気）

地域の自治会にて
ドライアイス
を使った実験

本社 夢！化学21子ども実験ショー　東京、盛岡

磁石の不思議
をさぐろう、
スライムづくり
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■ 2013年 インターンシップ受け入れの状況

事業所 学校

大分 大分工業高校、鶴崎工業高等学校、大分高等専門学校、
東京大学大学院

川崎
慶應義塾大学、秋田工業高等専門学校、熊本高等専門学校、
函館工業高等専門学校

東長原 会津工業高校

伊勢崎 伊勢崎市立第四中学校、県立伊勢崎工業高校

横浜 東京大学物理学科

塩尻 室蘭工業大学、岡谷工業高等学校、松本工業高等学校

大町
池工版デュアルシステム、東京工業大学化学工学科、長野
高専、松本工業高等学校、池田工業高校、大町北高等学校

小山
東北大学大学院、栃木県立小山北桜高校、栃木県立下館
工業高校

秩父 秩父特別支援学校、埼玉県立皆野高校、秩父市立影森中学校

喜多方 会津工業高校、喜多方桐桜高校

昭和電工アルミ
ニウム缶　
小山工場

栃木工業高等学校、下館工業高等学校

昭和電工アルミ
ニウム缶　
大牟田工場

有明高等学校、三池工業高等学校、有明工業高等専門学校

ユニオン昭和 四日市工業高等学校

昭和電工ガスプ
ロダクツ

四日市中央工業

ショウワエステ
リンド・インド
ネシア

SMK KIMIA PGRI SERANG, SMKN I PULO AMPEL,
PPPTIK (FT. UNTIRTA), UKI ATMAJAYA,
UNIVERSITAS, NUSA BANGSA

昭和電工カーボン Orangeburg Calhoun Technical Col lege

贛州昭日稀土有
限公司

西安外国語大学

昭和電工HD
マレーシア

MARA ski l l  training institute, Ploytecnic Sultan
Abdul Hal im Muadzam Shah, Ploytecnic Tuanku
Sultanah Bahiyah, Putra University,Malaysia,
University Kuala Lumpur - Malaysian Spanish
Institute, University Kuala Lumpur Brit ish
Malaysian Institute, University Malaysia Perl is
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■ 2013年 地域の美化活動への参加状況

事業所・会社 清掃活動

川崎 田島統一クリーンデイ

徳山
錦川流域清掃活動、海の日記念日　清掃活動、平野地区　
清掃ボランティア、利水協森林ボランティア

伊勢崎 韮川をきれいにする会

横浜 わが町かながわマナー違反一掃作戦

塩尻 クリーン塩尻

大町 木崎湖漁協主催木崎湖清掃、青木湖漁協主催中綱湖清掃

小山
渡良瀬遊水地クリーン作戦、おやまサマーフェスティバル
2013会場清掃

市原 市内一斉清掃

本社 みんなとクリーンアップ大作戦

昭和アルミニウ
ム缶　小山工場

おやまサマーフェスティバル2013会場清掃

昭光通商 加美町清掃デー

昭和電工カーボン United Way Day of Caring

■ アルミ缶リサイクル 実績（昭和電工グループ）

事業所・会社 寄付先

大分 社会福祉法人新友会障害者就労支援センター

川崎 川崎市健康福祉局（長寿社会福祉振興基金へ）

徳山 周南市社会福祉協議会

東長原 福祉施設に高圧洗浄機及び大型扇風機を寄贈

伊勢崎 伊勢崎市民プラザ（図書購入費として）

横浜 （財）神奈川新聞厚生文化事業団

塩尻 塩尻市社会福祉協議会

大町 大町市社会福祉協議会

小山 小山福祉協会どんぐり基金

彦根 社会福祉協議会

秩父 秩父市社会福祉協議会

昭和電工HD山形 東根市福祉協議会

昭和アルミニウム缶 本社 港区福祉協議会

昭和アルミニウム缶 
彦根工場

社会福祉協議会

ユニオン昭和 社会福祉法人　あいプロジェクト

昭和電工研装
近在の小学校に寄贈
（昭和電工セラミックと共同で）

東北金属化学 いわき市社会福祉振興基金

範囲は バウンダリー一覧 へ

▲ページトップへ
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環境保全

■ 電源別電気使用量比率（2013年度）

■ 温室効果ガス排出量

 1990年度
（基準年）

2008年度 2009年度 2010年度2011年度2012年度 2013年度

単体

CO2（エネルギー起源）（kt-CO2）
CO2（非エネルギー起源）（kt-CO2）
その他5ガス（kt-CO2）

2,401
88
407

2,284
111
358

2,045
111
267

2,071
99
127

2,047
95
103

1,895
89
59

2,039
110
29

GHG計（kt-CO2） 2,897 2,753 2,423 2,297 2,245 2,043 2,178

グループ会社

CO2（エネルギー起源）（kt-CO2）
CO2（非エネルギー起源）（kt-CO2）
その他5ガス（kt-CO2）

483
0
0

411
0
18

389
0
17

383
0
52

374
3
38

420
0
33

445
0
22

GHG計（kt-CO2） 483 429 406 435 415 453※ 467

合計
CO2（エネルギー起源）（kt-CO2）
CO2（非エネルギー起源）（kt-CO2）
その他5ガス（kt-CO2）

2,884
88
407

2,695
111
376

2,434
111
284

2,454
99
179

2,421
98
141

2,315
89
92

2,484
110
51

範囲は バウンダリー一覧 ※2013年度版（448）より修正へ
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■ 輸送部門のCO2排出量と輸送エネルギー消費原単位（昭和電工単体）

 
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

輸送部門のCO2 排
出量（kt）

29.8 26.2 33.1 32.4 27.5 29.3

輸送エネルギー消
費原単位（原油換
算ベース）（kl/百
万トンキロ）

20.2 20.9 22.5 21.7 22.2 21.8

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 輸送トンキロ（昭和電工単体）

 
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

（百万トンキロ） 550 470 551 561 467 505

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 輸送手段構成比率（2013年度）

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 本社ビル　電気使用量推移

 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

千kWh 1,302 1,050 1,042 967

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 水使用量

 
2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

単体（万m³） 7,121 6,945 6,721 6,498 6,146 5,825

国内グループ会
社（万m³）

 ー  ー  ー  ー 366 347

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 排水量

 
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

単体（千ｔ） 28,067 30,117 33,914 32,282 28,667

国内グループ会社
（千ｔ）

 ー  ー  ー 3,084 4,089

範囲は バウンダリー一覧 へ
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■ 産業廃棄物排出量

 2011年度 2012年度 2013年度

単体（t） 35,143 26,060 22,912

国内グループ会社（t）  ー 8,441 8,668

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 産業廃棄物最終埋立処分量
 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

単体（t） 1,717 1,632 2,390 1,932 1,850 1,087

国内グループ会社（t） 1,341 1,120 201 212 235 273

範囲は バウンダリー一覧 へ

▲ページトップへ

■ 日化協PRTR対象物質の排出量

  
2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

化学物質排出量の削減

大気排出
単体（ｔ） 301 254 273 317 231 198

 
国内グループ
会社（ｔ）

 ー  ー  ー  ー 61 175

水域排出

単体（ｔ） 44 30 43 55 105 25

 
国内グループ
会社（ｔ）  ー  ー  ー  ー 0 1

合計

単体（ｔ） 345 284 365 381 336 223

 
国内グループ
会社（ｔ） 90 69 62 61 61 176

■ 日化協PRTR対象物質排出・移動量（昭和電工単体）
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・大町事業所 ・川崎サイト

・龍野事業所 ・大分コンビナート

・東長原事業所 ・伊勢崎事業所

■ 2013年度の事業所ごとのPRTR法対象物質排出量（昭和電工単体）

・小山事業所

■ 有害大気汚染物質総排出量（昭和電工単体）

 
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

（t） 62 46 32 28 21 17

範囲は バウンダリー一覧 へ
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・ジクロロメタン ・1,3－ブタジエン

・ベンゼン ・アクリロニトリル

・アセトアルデヒド ・クロロホルム

■ 有害大気汚染物質 物質別排出量（2013年度実績：昭和電工単体）

・テトラクロロエチレン ・ホルムアルデヒド

・トリクロロエチレン
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■ 大気環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単
体）

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 水質環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単
体）

範囲は バウンダリー一覧 へ

■ 大気環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）
 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

SOx（t） 631 494 464 457 453 398

NOx（t） 1,877 1,389 1,285 1,238 966 1,267

ばいじん（t） 155 94 132 153 174 166

■ 水質環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

COD（t） 501 433 444 386 365 380

全窒素（t） 677 574 574 502 419 458

全りん（t） 13 10 12 16 13 10

▲ページトップへ

海外グループ会社

 2013年

温室効果ガス排出量(kt-CO2) 475

水使用量（万m³） 476

排水量(千t) 2,117

産業廃棄物最終埋立処分量（t） 3,781

▲ページトップへ

A111K5468
テキストボックス
383※

A111K5468
テキストボックス
※7月末に公表した数値「476」より修正（10月31日）
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■ 従業員休業災害発生件数（昭和電工グループ）

 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

休業災害 5 4 2 2 2 3

■ 従業員休業災害度数率

 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

SDK従業員 0.34 0.34 0.1 0.21 0 0.12

グループ従業員 0.34 0.29 0.14 0.13 0.14 0.22

■ 健康関連セミナー（昭和電工単体）

種類 実施回数 述べ受講者数

メンタルヘルス 35 1,322

生活習慣病、がん 7 230

運動 5 94

救急法 3 158

その他 16 350

合計 66 2,154

▲ページトップへ

保安防災

労働安全衛生

グループ会社範囲（2013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、昭和電工セラミックス
（富山）、塩尻昭和、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、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（～2013年3月）、昭和電工HD山形、芙蓉
パーライト

※
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■ コスト　単位(百万円)
   設備投資 経費

公害防止
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

1,393 335

2013年環境会計

事業
エリア内
コスト 地球環境保全

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

1,872 814

資源循環 省資源、廃棄物処理に関わる設備投資・費用 2,936 1,655

上下流
コスト  

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）

0 12

管理活動
コスト  

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）

11 509

研究開発
コスト  環境配慮製品・技術の研究開発コスト 382 0

社会活動
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）

0 4

その他  公害健康被害補償費など 3 320

 合計  6,597 3,649

■ 環境負荷低減効果

 1990年 2013年

SOx 3,698ｔ 398ｔ

NOx 3,522ｔ 1,267t

ばいじん 283ｔ 166t

COD 786ｔ 380t

全窒素 607ｔ 458t

全りん 51ｔ 10t

廃棄物埋立処分量 19,723ｔ 1,087t

範囲は バウンダリー一覧 へ

一部推計額を含む※
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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）

■ 金銭的効果　単位(百万円/年)

省エネルギー 833

資源循環 557

廃棄物削減 76

その他 0

合計 1,466

範囲は バウンダリー一覧 へ 範囲は バウンダリー一覧 へ

■ クレーム件数の年別推移（2006年を100とした場合）

範囲は バウンダリー一覧 へ

品質保証
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昭和電工と記載している場合は昭和電工単体
昭和電工グループと記載している場合は昭和電工を含む以下の範囲のグループ会社

■ 昭和電工グループの範囲

 

環境負荷指数

災害統計 社会貢献
活動実績 人権研修 ホット

ライン温室効果
ガス排出量 その他

国内

連結

昭和電工ガスプロダクツ ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭和電工セラミックス（富山） ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭和アルミニウム缶 ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭和パッケージング ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭和電工建材 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東北金属化学 ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭和電工HD山形 ○ ○ ○ ○ ○ ○
新潟昭和 ― ○ ○ ○ ― ○
日本ポリテック ― ○ ○ ○ ○ ○
昭和電工研装 ― ○ ○ ○ ― ○
名古屋研磨材工業 ― ○ ○ ― ○ ○
鶴崎共同動力 ○ ― ○ ○ ― ○

その他
関係会社

昭和電工エレクトロニクス ○ ― ○ ○ ― ○
東京液化酸素 ― ― ○ ― ○ ○
塩尻昭和 ― ― ○ ― ― ○
昭和電工堺アルミ ― ― ○ ― ― ○
ユニオン昭和 ― ― ○ ○ ○ ○
昭和アルミニウム缶リサイクリングセ
ンター ― ― ○ ― ― ○

ハイパック ― ― ○ ― ○ ○
クリーンエス昭和 ― ― ○ ― ― ○
カナヱ化学工業 ― ― ○ ― ○ ○
東京アルミ線材（～2013年3月） ― ― ○ ― ― ―
芙蓉パーライト ― ― ○ ○ ○ ○

国内上記以外 2社 2社 34社

海外

昭和エステリンド・インドネシア ○ ○ ― ○ ― ―
台湾昭和化学品製造股份有限公司 ○ ○ ― ○ ― ―
昭和電工カーボン ○ ○ ― ○ ― ―
ショウティック・シンガポール ○ ○ ― ○ ― ―
ショウティック・ヨーロッパ ○ ○ ― ○ ― ―
ショウワ・アルミナム・コーポレション・オブ・
アメリカ ○ ○ ― ― ― ―

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 ○ ○ ― ○ ― ―

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HDトレース ○ ○ ― ― ― ―
包頭昭和稀土高科新材料有限公司 ○ ○ ― ― ― ―
贛州昭日稀土新材料有限公司 ○ ○ ― ○ ― ―
昭和電工レアアースベトナム有限会社 ○ ○ ― ― ― ―
昭和電工（大連）有限公司 ○ ○ ― ○ ― ―
海外上記以外 13社

バウンダリー一覧

バウンダリー一覧

バウンダリー一覧
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昭和電工CSRレポート2014のCSRパフォーマンスに関する定量的データについて、SGSジャパン株式会
社から第三者検証を受審しました。

第三者検証報告書PDFダウンロード

第三者検証

第三者検証




