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　当社では 2006 年度から環境報告書を発行し、創刊
5 年目にあたる 2010 年度については、社会面の内容
を増加し、名称を「社会 ･ 環境報告書」に変更しました。
　さらに、今年度はガバナンスやマネジメント体制
などを追加し「CSR 報告書」に変更しました。
　また、2011 年度は創立 60 周年ということで、種々
の記念事業を実施しましたので、記念事業特集を掲載
いたしました。
　今後も、ガバナンス、コプライアンス、社会貢献活動、
環境配慮活動などの CSR 活動に真摯に取り組む姿勢を
ご理解いただくために分かりやすく親しみのある報告書
発行に努めていきます。

■ 報告対象組織
　大電株式会社および大電産業株式会社
 
■ 報告対象期間
 　2011 年度 (2011 年 1 月～ 12 月）
　（一部 2011 年以前の経過と 2012 年度の活動を
　  含みます）

■ 参考にしたガイドライン 
　環境省「環境報告ガイドライン（2007 年度版）」　
    GRI        「サステナビリティ ･ レポーティング ･ ガイド
                     ライン第 3 版（G3）」
　環境省「環境会計ガイドライン（2005 年度版）」　

■ Web との連携について
　当社ホームページ http://www.dyden.co.jp でも
　ご覧いただけます。

社        名　 大電株式会社
　　　　　 DYDEN　CORPORATION
本        社　 〒 830-8511
                 　 福岡県久留米市南 2-15-1　　
設        立　 1951 年 3 月 10 日　　　
代  表  者　 代表取締役社長　森  昭典
資  本  金　 4 億円
売  上  高　 191 億円
従業員数　 443 名 
事業内容　 電線 ･ ケーブル、光ファイバケーブル、
　　　　　 電力用機器、FA・ OA 用ケーブル、
　　　　　 FA・OA 用ハーネス品、 油圧機器・バッテリー用
　　　　　 インジケーターなどのプラスチック精密成形品、
　　　　　 メディアコンバータ、スイッチングハブ、
　　　　　 蛍光体材料等の製造、加工、販売 
関係会社　 大電商事株式会社
  　　　　   大電産業株式会社
  　　　　   クランデーワールド株式会社
  　　　　   大電塑料（上海）有限公司
　　　　　 大電機器人電纜（昆山）有限公司

  会社概要（2011 年 12 月 31 日現在）  編集方針
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「新たな価値の創造」への挑戦！

トップメッセージ



Q １．東日本大震災の影響はどうでしたか
　東日本大震災で被害を受けられたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。被災地の一日も

早い復興を心より祈念しております。当社は資材調達などでいくらか影響はありましたが、

幸いにも、大きな影響は受けませんでした。被災地の方々に対しては、大電グループ社員から

集まりました義援金および震災を受け中止しました 60 周年記念コンサート費用を全額寄付に

切り替え、支援を行わせていただきました。こうした活動の中で、あらためて大電グループの

存在意義について見つめ直すきっかけになったと考えています。

Q ２．大電の CSR の状況はどうでしょうか
　当社では CSR の原点である「我等の信條」という企業理念のもと堅実な経営を推進してい

ます。また、安全衛生、品質、環境についてはマネジメントシステムを構築し、運用しています。 

　また、近年、コンプライアンスや情報セキュリティについてそれぞれ委員会を設置し推進

体制を整備しました。今後は、これらの種々のマネジメントを総括するシステム構築を図って

いきたいと考えています。

Q ３．新たな価値の創造とはどういうことなのでしょうか
　新たな価値の創造とは、新分野においては新製品開発、新技術開発などに取り組むことです。

既存分野においては、足元の市場環境の変化に適切に対応し、新たな視点や発想から知恵や

アイデアを出し、課題解決を図ることです。そして、既存分野の戦略見直しや、コストダウン、

効率化などに取り組み、業績向上を図ることです。

　また社員においては、自分が今なすべきことは何かを理解、認識のうえ、新しいアイデアや

知恵、創意工夫により組織の成果に貢献できるよう、日々の業務に取り組んでいただくこと

です。

Q ４．60 周年を経て大電の今後のめざす姿を教えて下さい
　企業は毎年確実に利益を出す必要が至上命題としてあります。そのために、新製品の投入、

拡販製品差別化のための技術開発力の強化などの課題に対して、新たな視点、発想、手法のもと

知恵と工夫を発揮して九州のグローバル企業を目指していきたいと考えています。

Q ５．ステークホルダー（利害関係者）へのメッセージはありますか
　大電という会社は、大企業と比べれば売上 200 億円弱の小さな会社です。しかし、福岡県

久留米市に根を張って 60 年、徐々に市民の方々にもその存在を知っていただけるようになって

きました。これからも引き続き「我等の信條」にある「会社の発展を通して従業員の幸福と

社会の繁栄に貢献する」ための会社経営を行っていく所存です。皆さま方のより一層のご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　代表取締役社長
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■地域社会への感謝
●みやき町に緞帳（どんちょう）製作協賛金寄贈
　みやき町に完成しましたコミュニティセンター

「こすもす館」の緞帳製作にあたり協賛金を寄贈しました。

こすもす館の緞帳
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特集１：創立 60 周年記念事業

■ 60 周年記念事業の内容
　60 周年記念事業として、以下のような、地域社会や
従業員・家族への感謝を表す事業を行いました。
　１）佐賀県みやき町に緞帳製作の協賛金寄贈
　２）福岡県久留米市にドライミストシステム寄贈
　３）佐賀県上峰町にプラズマクラスターイオン
　　　発生機、液晶テレビ寄贈
　４）福岡県青少年科学館にロボット寄贈
　５）筑後川花火大会に 3,000 発の花火の協賛
　６）くるめ「水の祭典」に過去最高の人数で参加
　７）記念植樹　
　８）大電社歌 CD 製作
　９）「大電 60 年の軌跡」DVD 製作
１０）創立 60 周年記念グッズ製作
１１）大電社員、OB 等への記念品の寄贈
１２）従業員家族による事業所見学会
１３）60 周年記念広場（かがやきの杜）の設置
１４）創立 60 周年記念式典・祝賀パーティー

　当社は 2011 年に創立 60 周年を迎え、地域社会への貢献の一環として各種の記念事業を行いました。

みやき町長（右）と森社長
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特集 1：創立 60 周年記念事業

●久留米市にドライミストシステム寄贈
　久留米市に西日本最大規模のドライミストシステム
を寄贈しました。JR 久留米駅東口のバス・タクシー
待ち合いシェルターに設置されています。

●青少年科学館にロボット寄贈
　福岡県青少年科学館に安川電機様の双腕ロボット

「モートマン」を寄贈しました。お絵かき、積み木
などができ、子どもたちの人気者となっています。

●上峰町への寄贈
　上峰町へプラズマクラスターイオン発生機および
液晶テレビを寄贈しました。

● 60 周年記念コンサート中止
　60 周年記念事業の一つとして由紀さおり、安田祥子
コンサートを 2011 年 4 月 23 日に計画しましたが、
東日本大震災が発生したため中止し、コンサート開催
費用と社員義援金併せて 1,093 万円を東日本大震災
義援金として久留米市経由で日本赤十字社に寄付し
ました。

●かがやき続けよ大電

60 周年記念事業
企画推進委員会
委員長
齊藤 哲夫

　創立 60 周年にちなんで多くの記念事業を行い
ました。日頃お世話になっている地域への貢献
を第一に考え計画・実行しました。また、記念
式典、祝賀パーティでは全社員および大電 OB 
600 名により 60 周年を無事に祝うことができ
ました。
　また、大電の社歌の CD や大電 60 年の軌跡の
DVD もすばらしいものができたと思います。
　これからも、いつまでもかがやき続ける大電
でありますことを祈念しています。

上峰町長（右）と森社長
久留米市長（右）と森社長

ドライミストシステムが設置された JR 久留米駅

　当社は 2011 年に創立 60 周年を迎え、地域社会への貢献の一環として各種の記念事業を行いました。

■ 60 周年記念式典、祝賀パーティ
　震災を受け半年延期しました記念式典、祝賀パーティ
を 10 月 7 日、社員、OB  600 名の出席のもと、かつ
てない規模で盛大に行いました。
　これもひとえに、お客さまをはじめ関係者の方々の
おかげと感謝しつつ、今後の発展を誓い、明日への英気
を養いました。

社員及び OB  600 名の出席による記念式典



6　　CSR 報告書  2012

　当社では改正省エネ法に対応した全社レベルのエネルギー管理体制を 2010 年度に構築。2011 年度は
事業所レベルのエネルギー管理体制の構築を目指しましたが、構築が未終了の部分もあり 2012 年度も引き
続き構築を行うとともに、着実な運用を推進していきます。

■省エネへの取り組みについて

　2011 年度は、東日本大震災に伴う電力会社の節電
要請もあり、全社を挙げて省エネ活動に取り組みました。
その結果 6 ～ 9 月の電力使用量は前年比 11% の減少
となりました。
　生産量との関係もあり一概に省エネ施策のみの結果
とは言えませんが、同期間の生産量の減少は 4% でした
ので省エネ活動が十分に機能したと考えています。今後
も省エネ活動は企業の重要な課題でありますので、真摯
に取り組んでいきます。
　下記に、2011 年度の省エネ施策の一部を記載します。

■ 2011 年度の省エネ施策

■これまでの取り組み結果
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　当社は省エネへの取り組みを設備技術部を中心に実施
していましたが、2011 年度より環境マネジメント
システム体制にエネルギー管理組織を組み込むこと
で従来に比べ大きな成果を実現しています。下記の
グラフは、過去 5 年間の省エネ施策の効果を表して
います。

■ 2011 年度事業所別電力使用量

佐賀事業所
久留米事業所
上峰事業所
本社
その他各営業所

全体　18,931MWh

48%

25%

25%

1%
1%

　当社の電力使用量を事業所別に見てみますと、佐賀
事業所の電力使用量が全社の約 5 割を占めており、
また、佐賀事業所は省エネ法の「第二種エネルギー管理
指定工場」に指定されていて、エネルギー管理員のもと
管理標準などの整備も積極的に進めています。

特集２：省エネルギーの取り組み

区分 取り組み内容

照明

① LED 化（133 本）
②個別スイッチの取付け（37 箇所）
③蛍光管の間引き
④不要時消灯の徹底
⑤ノー残業デーによる時間外消灯

空調

①室温の管理
　（夏 28℃以上、冬 20℃以下）
②サーキュレータ使用
③ノー残業デーによる時間外空調
    の停止
④屋根散水による夏季空調負荷低減

空気圧縮機 吐出圧の低減（0.05MPa 低減）

受配電設備 ①省エネタイプのトランスへの更新
②不要トランス 750KVA の停止

生産設備 ①シールド機インバータ化（12 台）
②混練機モーターの IPM 採用

デマンド
管理

契約電力より 65kW 下げての自主的
デマンド対応による省エネ

遮光・遮熱 遮光・遮熱フィルムの施工

OA 機器
①モニター輝度の低減（60% 低減）
②パソコンの省電力設定の実施
②パソコンサーバーの夜間停止

自動販売機 ①省エネ型への変更
②夜間帯の電源 OFF

その他 ハイブリッド型社有車の導入

省エネ施策の効果（削減電力量）



■省エネの取り組み事例
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特集２：省エネルギーの取り組み　　　

　当社では、「学園通り」と呼ばれる久留米事業所北側道路に花壇を設置し、小学生、中学生あるいは周辺の皆様に
色鮮やかな花を楽しんでいただいています。この花壇には、散水装置を設置していますが、今回、スイッチの切り忘
れを防止するため、タイマーによるプログラム設計を実施し省エネ化を図りました。このような、小さな省エネ改善
にも真摯に取り組んでいます。

　シールド機 12 台のモーターにインバータ装置を取り
付け省エネを実施しました。
　効果は以下の通りです。

削減電力量
（kWh）

効果金額
（万円）

削減 CO2

（トン）
36,080 54.1 13.3

電力量計

　主要な生産設備に電力量計を取り付け「目で見る管理」
による省エネを実施しています。
　また、契約電力（1,365KW) より自主的に 65kW
下げての 1,300KW でのデマンド対応も実施しました。
　自主的デマンド管理による 2 ヶ月間の効果は以下の
通りです。

削減電力量
（kWh）

効果金額
（万円）

削減 CO2

（トン）
10,400 15.6 3.8

ポンプ タイマー

●シールド機インバータ化による省エネ ●目で見る管理や自主的デマンド管理による
　省エネ

　　シールド機　　　　　  インバータ装置

デマンド監視装置



  ガバナンス

　当社は、我等の信條にある「会社の発展を通して、従業員の幸福と社会の繁栄に貢献する」という CSR
理念を実現するための経営マネジメントを整備しつつあります。
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マネジメントのために

■業務執行体制
　当社は、取締役会、常務会、常勤役員会による執行
体制を採用するとともに、監査役や会計監査人による
監査体制を採用しています。
　また、日常的な業務執行における内部統制活動は、
本社管理部門、各事業部管理部門が、それぞれの立場
で管理し、各部門の方針 ･ 目標の達成状況については
部門長会を通じて共通認識化を図っています。
　内部統制活動の制度としては、コンプライアンス
委員会や情報セキュリティ委員会を設けて法令遵守や
適切な情報管理運営に努めています。

■常務会・常勤役員会
　当社では、経営に関する重要な基本方針、経営計画、
課題等について、経営の見地に立ち、協議を行うこと
を目的とする常務会や、経営に関する基本方針、経営
計画、課題等について協議することにより経営層の
共通認識を得ることを目的とする常勤役員会を開催し、
経営に関する基本方針および経営計画に関する事項や
予算および決算に関する事項などを協議しています。

ガバナンス体制図

■取締役会
　取締役会は、全ての取締役（現在、社内取締役 9 名、
社外取締役 2 名）で構成されています。
　定時取締役会は、原則として毎年 ２月、３月、６月、
９月および 12 月に開催され、臨時取締役会は、随時
必要があるときに開催されます。
　取締役会では、株主総会に関する事項、決算等に
関する事項、重要な財産の取得、処分等に関する事項
などについて決議や業務執行の状況についての報告を
行っています。

■監査役
　監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として
取締役の職務の執行を監査することにより、良質な
企業統治体制の確立に資する責務を負います。その
ため、監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、
取締役及び使用人等から受領した報告内容の検証、
会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、
取締役等に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役
の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じています。

■ CSR の原点　我等の信條
　我等の信條とは、当社の創業者吉田 直大が掲げた
企業理念で、会社の発展を通して、従業員の幸福と
社会の繁栄に貢献するという崇高な理念です。

■経営指針

  －我等の信條－

　   我等は信頼と敬愛のもとに

　   積極  正確  迅速に行動し

　   協力一致  会社の発展  従業員の幸福

　   社会の繁栄を期す

  －経営指針－

　   当社は「人」と「技術」をベースに

　   絶えず新しい価値の創造に向け

　   進取で活力のある事業の推進に

　   最善を尽くします

株主総会

取締役会
会計監査人

社長

常勤役員会

事業所長

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

品質管理委員会

中央安全衛生委員会

監査役

安全衛生委員会

環境委員会

監査

会計監査

選任･解任

常務会

事業所以外の部門

連携

選任･解任 選任･解任



コンプライアンス基本方針

　１．法令の遵守

　２．公正、適正な企業活動

　３．お客様第一・品質重視

　４．地球環境への配慮

　５．地域社会への貢献

　６．明るい職場づくり

　７．適切な情報開示

■コンプライアンス推進体制

マネジメントのために　　　
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　当社では法令遵守はもとより企業倫理に則った
公正で確実な事業活動を推進しています。
　2010 年 5 月に社長を委員長、取締役を委員とする
コンプライアンス委員会を設置。コンプライアンス
基本方針を策定しています。
　また、コンプライアンス推進の統括を総務部、推進
責任者は各部門長として活動を展開しています。

■コンプライアンス活動内容
　社員一人ひとりのコンプライ
アンス意識を醸成することを
目的に 2011 年 10 月 17 日から
11 月 15 日までをコンプライアン
ス推進月間として制定しました。
　推進月間においては入門用
DVD 視聴、社内業務の点検や
職場討議などの業務管理の
見直し、啓発ポスターの掲示
などを行っています。

　社長を委員長とする情報セキュリティ委員会を設置
しています。委員会の下で情報資産および情報システ
ムを適切に保護するための基本となる考え方を定め、
情報セキュリティの確保に取り組んでいます。
　また、個人情報保護法や不正競争防止法等の趣旨に
沿い、規程・標準類を整備し、秘密情報の漏洩防止、
情報の不正使用防止等の対策を行っています。

■事業継続計画
●新型インフルエンザへの対応
　当社では、いち早く新型インフルエンザ対策を実施
しています。
　具体的には、2008 年度から検討を進め、第 1 段の
対策として全従業員 2 ヶ月分のマスクを購入配備しま
した。2009 年 5 月には「新型インフルエンザ対策マ
ニュアル」を発行するとともに、新型インフルエンザ
流行に際しては、社長を総本部長とする対策総本部を
立ち上げ、迅速な対応を行いました。今後は、強毒型
に備えての検討を行います。

●天災発生時の対応
　天災としては、特に地震の発生が考えられますので、
万一大きな地震が発生した際に、お客さまにご迷惑を
かけないための体制を確立しています。
　具体的には、お客さまへの資材供給をストップさせ
ないための方策を立て実行に移しています。

  リスクマネジメント

■リスク管理
　当社では、危機管理規程を定め、労働災害、交通
事故、火災、爆発などの事故や地震、風水害、落雷等の
災害のほか、情報管理や財産管理その他の企業リスク
に関して対応を図っています。

■ホットライン制度

　公益通報者保護法の趣旨に則り、法令違反等の早期
発見とその是正を図るため、社員が通報・相談する窓口
を設置しています。併せて通報者が解雇等の不利益な
扱いを受けないことを宣言した内部通報制度を設けて
います。通報を受けた場合、会社は調査、是正措置を
行い、再発防止措置を講じる体制を整えています。 

      コンプライアンス委員会

      推  進  担  当  者

      推  進  責  任  者

      統  括  部  署

委員長：社長
委員　：取締役
オブザーバ：監査役

総務部

部門長

  コンプライアンス

推進月間ポスター



これまでの実績は

学術奨励金人数　　　　　　122 名　　

奨学金述べ人数　　　　　　684 名
振興助成金寄贈数　  　　  　316 箇所
図書等の贈呈数　　　　　　777 校
となっています。

■学術奨励金
　2011 年 3 月に学術奨励金の贈呈先が決まり、各
    200 万円の研究費が贈呈されました。　
１）  奥山 哲也 様
　　久留米工業高等専門学校　材料工学科・教授
　　山崎 有司 様
　　久留米工業高等専門学校　一般物理・准教授
　　大崎 邦倫 様
　　久留米工業高等専門学校　電気電子工学科・准教授
　　『熱電・光電エネルギー変換特性を示すハイブリッド
　　 材料の開発』

２）  田中 優実 様
　　九州大学　大学院工学研究院応用化学部門・准教授
　　『イオン伝導性セラミックスを利用した高出力
　　  静電式振動発電システムの開発』

３）  藤井 義久 様
　　九州大学　大学院工学研究院応用化学部門・助教
　　『高分子中に無機微粒子を 3 次元配列させた
           フレキシブル高伝導率導電材料の開発』

４）  植田 和茂 様
　　九州工業大学　大学院工学研究院物質工学研究系
　　・准教授
　　『白色 LED 照明に向けた新規酸化物蛍光体の
           開発』

５）  小迫 雅裕 様
　　九州工業大学　大学院工学研究院電気電子工学
         研究系電気エネルギー部門・助教
　　『電気設備の絶縁診断高度化のためのユビキタス
          センサーシステムの開発』

●事務局からのコメント
　学術奨励金の贈呈式は、当社会議室に集合しての
贈呈式を 3 月下旬に行っていましたが、2011 年度
につきましては東日本大震災の発生に伴い、急遽取り
止め、吉田曉生理事長と事務局にて各受贈者を訪問し、
目録を贈呈することで対応しました。

  吉田学術教育振興会活動
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■これまでの活動
　1985 年度から学術奨励金、奨学金、振興助成金、
図書等の贈呈を行い、これまでに贈呈しました金額
累計が

5 億 3 千万円
を超える支援を行ってきています。

　当振興会の特徴は「学術教育の振興こそ、社会発展
の基礎であるという創業者の信念に基づき、当振興会
の行う事業の学術奨励金 ･ 振興助成金・奨学金の贈呈
等は、一切返済不要で、使用についての条件は付け
ない」ということです。

　1985 年 6 月に創業者の吉田直大により創設されました吉田学術教育振興会は、着実な運営に基づき
数多くの貢献をさせていただいています。これからも地道な支援を続けてまいりたいと考えています。

地域社会のために

■公益財団法人吉田学術教育振興会とは
　当振興会は、福岡県下で科学技術の先進的な研究に
取り組む新進気鋭の研究者、また児童生徒の豊かな人間
性を育む教育に取り組まれている学校の特色ある学習
活動に、資金的な側面からお役に立つことはできないか
との思いで、創業者の吉田直大が私財を投じて創設した
公益財団法人です。

初代理事長  吉田 直大 現理事長  吉田 曉生

久留米高専での贈呈訪問では、受贈者のほか校長の
出迎えを受け、東北の高専の被害状況や全国にある
高専の支援状況のお話を伺いました。



■図書・教材の贈呈
　当財団は毎年福岡県内の小中高校に図書 10 万円相当
を 30 校、教材 50 万円相当を 10 校に寄贈しています。
　2011 年度、図書については北九州市立南小倉小、
芦屋町立芦屋小、みやこ町立豊津小、福岡市立香椎小、
久留米市立荒木小、県立明善高ほかに、教材について
は北九州市立日明小、直方市立直方第 3 中、添田町立
真木小、大野城市立大野小、うきは市立御幸小ほかに
寄贈しました。
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■アジアからの留学生に奨学金贈呈
　2011 年度の里親奨学生として 2 名を採用しました。
一人は中国出身の奨学生、もう一人はラオス出身の
奨学生です。
　2011 年 7 月 25 日、奨学生（アジア各国からの留
学生）と奨学金を贈呈する側の企業・団体の代表など
が出席し贈呈式がありました。

地域社会のために　　　

■研究内容について
　学術奨励金贈呈の研究内容について、2 件紹介
します。

●研究内容紹介
１）奥山 哲也 様ほか 2 名
　　『熱電・光電エネルギー変換特性を示すハイブリッド
　　 材料の開発』

　省エネルギー化社会を実現する一つの方法として、
廃熱を効率よく電気エネルギーに変換する技術が注目
されている。低温度領域で動作する材料としてはビス
マス－テルル系合金が代表的であるが、機械的性質や
物質がレアメタルで構成されているといった課題が
あった。そこでこの研究は、低温度域で高性能に発電
する新規の薄膜型熱電変換材料の創出を目指すもので
ある。併せて太陽光発電の変換効率を向上させた薄膜
材料を開発し、熱電・光電ハイブリッド型のエネルギー
変換材料の創製を目指す。

●研究内容紹介
２）田中 優実 様
　　『イオン伝導性セラミックスを利用した高出力
　　  静電式振動発電システムの開発』

　日常生活においては、自動車や電車、人間等の移動
に際して 1 から 100 ヘルツ程度の「環境振動」が発生
している。最近になって、従来公害とみなされてきた
これらの微小振動をエネルギー源として有効利用しよう
とする研究が活発になってきた。この研究は、超高密度
な表面電荷を半永久的に保持可能なイオン伝導性セラ
ミックスを発電素子として活用することで、環境振動
－電力変換システムの飛躍的な高出力化を目指すもの
である。

アジア各国の奨学生との合同写真

■ 2011 年度奨学生、入学支度金給付生を決定
　2011 年度の奨学生は 38 名で、年間支給総額は、
864 万円です。奨学生の内訳は、大学生 7 名、高専生 4 名、
高校生 27 名です。
　入学支度金給付生は 7 名で、九州・山口県内の国公立
大学進学を条件に１人当たり 30 万円を支給します。



■久留米事業所
　毎年、久留米事業所に隣接する南小学校から 3 年生
児童が「校区発見」という学習の一環で、工場見学に
訪れます。
　2011 年は、187 名が訪れ、簡単な会社概要と DVD
視聴の後、FA ロボット電線事業部の工場を見学しま
した。また、本社玄関の受付ロボット「デンデン」は
小学生の人気者になっています。

  工場案内
■事業所周辺美化活動
　当社及び大電産業の従業員により、事業所周辺の美化
活動を行っています。
　久留米事業所は 2011 年 6 月 14 日、佐賀事業所は
6 月 20 日、上峰事業所は 6 月 6 日に事業所周辺の美化
活動を実施しました。

　2011 年は、330 名 が参加しました。

  美化活動
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佐賀工業高校の生徒の工場見学

　佐賀・上峰事業所では 12 年前から久留米事業所では 9 年前から毎年 6 月 5 日の「世界環境デー」や
5 月 30 日の「ゴミゼロの日」などに合わせて美化活動を行っています。また、地域に根ざした取り組みの
一環として工場案内や地域イベントへの参加なども行っています。

地域社会のために

久留米事業所周辺美化活動

佐賀事業所周辺美化活動

上峰事業所周辺美化活動

■佐賀事業所
　2011 年 6 月 16 日に佐賀工業高校から 85 名が佐賀
事業所に見学に見えました。見学後の質疑応答では「工場
には作業者があまりいないが何人くらいいるのか」、

「大電で製造した電線ケーブルはどこで使われている
のか」など活発な質問がありました。

南小学校の生徒の工場見学

佐賀工業高校の工場見学の写真
かがやき 7 月号　7 頁

2011 年は、1,040 名 の方々が見学されました。
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■くるめ水の祭典
　地元久留米では、8 月 4 日「くるめ水の祭典 1 万人
総踊り」が開催されており、毎年参加しています。
　2011 年は、大電の 60 周年という
こともあり大電グループとして過去
最高の 235 名が参加し、明るく楽しく
元気をモットーに参加しました結果、

「久留米まつり 40 周年記念大賞」を
みごと受賞することができました。

  地域イベントへの参加

地域社会のために　　　

■大電ニュース
　2011 年 6 月に久留米事業所を見学した南小学校の
3 年生の生徒達が見学の中で発見してくれたことを

「大電ニュース」としてまとめてくれましたので、
一部を紹介します。
　ニュースには、本社の受付ロボット「デンデン」や
工場の機械、製品のイラストなどが描かれ、それぞれ
のテーマのもと、工場見学の感想が記されていました。
熱心に見学していた生徒達の眼差しが伝わってきます。

小学生が書いてくれた大電ニュース

いざ出陣！

汗だくになりながら明るく楽しく元気に踊りました

235 名の大電グループ隊列



 

階層別 職能別 課題別 自己啓発

部長

課長

課長補佐

職長

一般職
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　当社は、絶えず新しい価値の創造に向け、進取で
活力のある事業の推進を図っており、そのベースは

「人」と「技術」であると考えています。
　とりわけ、「人」は当社にとって財産であり、採用に
あたっては、当社への志望度合いを含め、公平・公正
に人物本位での選考を行っています。また、社員が
安心して働ける職場環境づくりにも力を入れており、
その成果は離職率の低さに表れています。

  従業員の採用・雇用

　当社は「人と技術をベースにした経営」を実践して従業員が成長できる環境を作ることが重要であると
考えています。従業員の価値観は、今後益々多様化していきます。そのような中で、従業員の採用・雇用、
人材育成、福利厚生などの充実を図っていきたいと考えています。

■採用状況
　最近の新卒者採用数は、2008 年度 24 名、2009 年
度 14 名、2010 年度 6 名、2011 年度 18 名、2012 年
度 16 名という状況で、毎年、定期採用を確実に実施
しています。

従業員のために

■雇用延長制度
　高度技能及び専門知識等を有する社員の雇用継続と
後進への技能伝承と厚生年金定額部分の支給開始年齢
引き上げに伴う老後生活への不安の解消を目的として
定年退職者再雇用制度を採用しています。
　定年退職を迎えた社員のうち、心身ともに健康で、
会社が定めた基準をクリアし、定年後も働くことを
希望する方を対象として再雇用しています。おおよそ
定年退職を迎えた社員のうちの半数前後の方々を再雇用
しています。

■人材・育成体系
　当社は「人」と「技術」を第一の経営資源と考えて
おり、人材育成については、当社独自の能力開発体系
をベースに積極的な取り組みを行っています。
　本体系は階層別教育、職能別教育、課題別教育、自己
啓発と大きく４つの区分に分類され、それぞれの
教育内容に具体的な研修項目を設定しています。
　人事労務部門を中心に年度ごとの能力開発計画を
策定、計画的に社員への教育を実施しています。

■キャリア・デザイン研修
　本研修は、中長期的な観点から人材育成を行うこと
を目的として 2008 年より実施しています。2011 年
のキャリアデザイン研修は、中堅、課長クラスを対象
に行いました。
　内容としてはこれまで経験した一連の仕事を振り
返り、今後自分が目指すべき姿や挑戦したい仕事を
デザインするものです。

管
理
・
監
督
者
研
修

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー

通
信
教
育担

当
者
研
修

作
業
主
任
者
研
修

中
堅
社
員
研
修

  人材・育成

   （名）

   （年度）  2011  2010  2009  2008

  20

  15

  10

 5

 0
  2012

   （名）

   （年度）  2010  2009  2008  2007

  40

  30

  20

 10

 0
  2011

新卒者採用数

年度別再雇用就業者数 キャリア・デザイン研修

人材・育成体系概略図

  18

  6

  14

  24

  37

  28
  21  18

  11

  16

  25
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従業員のために　　　

  ワーク・ライフ・バランス   DYP 活動

■休日・休暇について
　当社の休日は、完全週休 2 日に加え、夏期、年末年始、
ゴールデンウィーク、さらに誕生日休暇 1 日、リフ
レッシュ休暇 2 日などを含め年間 121 日です。仕事
を効率よく計画的に進め、年次有給休暇を上手に組み
合わせれば、長期の休暇を取ることも可能です。
　しかしながら、実態としては従業員の年休取得日数
が業界平均より少なかったため、年間 10 日以上を
目標に年休取得を推進しました。その結果、2011 年
の平均取得日数は、9.5 日 / 人となり、目標の 10 日
以上には達しなかったものの、2010 年の 7.7 日 / 人
に比べ、1.8 日 / 人増加しました。

■ライフプランサポート
　当社では、1994 年から定年を間近に控えた 53 歳以
上 57 歳以下の社員を対象にライフプランセミナーを
開催しています。
　ライフプランセミナーは、現在までの仕事人生を
ふり返り自分を棚卸しして、定年さらには雇用延長の
出発点となる 60 歳を見据えて、活き活きとした職業
生活 ･ 家庭生活を築くために役立つ情報を提供する
参加型研修です。

■ワーク・ライフ・バランスに向けた取り組み　
　従業員の「仕事と子育て」や「仕事と親の介護」等
の両立支援のため、育児休業、介護休業など関連制度
の整備を行っています。以下に、休暇、休業などの
制度を紹介します。

■ 2012 年度 DYP 活動方針 ･ 目標
　方針：新たな視点で日常業務を見直し、みんなで 
　             知恵を 結集し、改善活動を精力的に展開する

　目標：グループ毎に設定した課題を 100% 解決する

■年間多数提案賞
　1 年間における改善提案提出上位 3 名を表彰して
います。2011 年は全社平均 5 件に対して、1 位は
120 件、2 位は 44 件、3 位は 31 件でした。

　DYP 活動とは、1983 年から活動を開始した当社の
小集団活動です。1997 年からは仕事研究の考え方も
取り入れています。仕事研究とは、「日常のあらゆる
職場の仕事遂行上の全ての場面で自分たちの仕事を
知恵を込めて成し遂げ、業績に貢献しよう」という
考え方です。
　具体的な活動は、グループにより改善を行う課題
活動と提案により改善を行う提案活動があり、優秀な
活動に対して表彰を行っています。

●１位受賞者の声

設備技術部
保全課
山浦 英海

　目標の 100 件以上を達成したことに満足して
いましたが、提案トップ賞をもらえて大変うれ
しく思います。提案の秘訣は、現場で問題点・
疑問点を見つけたら手帳に記入し、後で熟考し
具現化した改善案を提案として出していくこと
です。
　今後は、専門知識の改善力・設計力を上げて
質の高い提案が出せるようにしたいと思って
います。

改善提案の秘訣

 半日休暇  年 12 回を限度とした半日単位の 
 年次有給休暇 

 誕生日休暇  誕生日を休日とする

 リフレッシュ休暇
 本人の希望日を休日とする 2 日間
 の休暇で土日等の休日に連続して
 取得する

 育児休業  満 1 歳未満の子を養育する従業員
 が申し出たとき取得可能

 介護休業  介護を必要とする従業員が申し
 出たとき取得可能

 フレックスタイム
 制度

 技術および管理部門の従業員で
 所属長が適用を認めた者に適用



1 位　やさしさ　いたわり　思いやり　ストレス 
　　   フリーの快適職場
2 位　ストレスはためず・増やさず・ふりまかず 
　　   笑顔ですごそう　健康職場
2 位　でていませんか「SOS」　一人一人が思い 
　　   やり　みんなでつくる健康職場
2 位　いつもと違う「あの声、あの顔、あの態度」
　　   職場のケアで健康職場

1 位　急ぐな！あせるな！気を抜くな！いつも 
　　   気配り安全管理
2 位　決めた事　守る勇気と続ける努力　予知 
　　   して 摘み取れ　危険の芽
2 位　慣れと過信に予期せぬ危険、みんなで摘み 
　　   取れ危険な芽！！
2 位　これぐらい　事故になってはもう遅い 
　　   見直す自分の意識と行動

  安全衛生マネジメントシステム ■安全標語（応募総数：395 件）

■衛生標語（応募総数：514 件）

　当社では、安全衛生 ･ 健康に関する基本の考え方を定めた「安全衛生方針」に基づき、労働安全衛生
マネジメントシステムの運営を通じて、心身ともに健康で安全 ･ 快適な職場環境の運用に努めています。
　また、労使の代表で構成する「安全衛生委員会」を毎月開催し、事業所の安全衛生向上に向けた活発な
議論を行っています。
　このほか、事業所ごとの取り組みとして、安全衛生パトロール、ヒヤリハットの活用、KYT（危険予知
トレーニング）、安全衛生に関わる各種教育などの積極的な活動を行っています。

従業員のために

■災害発生状況
　2011 年は、休業災害 0 件、不休業災害 1 件という
結果となりました。不休業災害の内容は、エアーで吹
き飛ばしたごみが目に入るという災害でしたが、保護
メガネ着用の義務化とマニュアル化により再発防止を
図りました。

－理念－
人間尊重を基本とした安全と健康の更なる向上を 
めざして会社発展と従業員の安全と健康維持を 
推進する。

－活動方針－
1. 労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、　
　災害のない安全な職場環境づくりを推進する。
2. メンタルヘルス対策の推進および健康教室や 
　スポーツイベントを開催し、こころと身体の 
　健康づくりを推進する。
3. クリーンで快適な職場環境づくりを推進する。
4. 交通安全運動を展開し、無事故、無違反をめざす。

●衛生標語

   １位受賞者の声

環境部
熊倉　毅

　メンタルヘルスで大事なことは自分であれ、
他人であれ「いつもと違う感じ」をいち早く
察知することだと思います。そして、変化を
見つけたら、早めの対処が必要です。メンタルな
疲れが溜まらないように早めの休養をとったり、
楽しいことに没頭し悪玉ストレスを解消するなど
いろいろと工夫したいものです。

■安全衛生方針
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　事業所においては、2003 年に労働安全衛生マネジ
メントシステムを構築し運用しています。
　具体的活動としては、リスクアセスメントの実施、
リスクアセスメントに基づく改善策の実施、安全衛生
教育の実施、内部監査の実施、マネジメントレビュー
の実施などを通して継続的改善を図っています。

継続的改善

1  安全衛生方針

2   危険性又は有害性等の調査
     及び実施事項の決定
  2.1  危険性又は有害性等の調査
  2.2  法的要求事項
  2.3  実施事項の決定
3  安全衛生目標
4  安全衛生計画
5  緊急事態への対応

6  安全衛生計画の実施等 

7  日常的な点検、改善等
8  労働災害発生原因の調査等
9  システム監査 
10  記録

11  労働安全衛生マネジメント   
　  システムの見直し

Plan

Do

Check

Action

疲れを溜めない

労働安全衛生マネジメントシステムの概要



　（久留米事業所 24 チーム参加）

　（佐賀事業所 30 チーム参加）

●メンタルヘルスケア研修会
　外部講師による研修を計画し、全従業員対象にセルフ
ケア研修を、管理監督者対象にラインケア研修を実施
しました。また、職業性ストレス簡易調査を実施する
とともに、内部相談メール、外部相談窓口、セルフ
チェックツールを社内電子掲示板に掲載しました。
　管理監督者向けのラインケア研修では、メンタル
ヘルス不調の防止、不調者の早期発見のためには

「いつもと違う部下の様子」を把握し、部下からの相談
に産業医などと連携して対応するなど、管理監督者の
役割が重要であることを学びました。
　今後も、継続的に研修の充実を図っていきます。

■ メンタルヘルス対策

■保健師による健康教室
　保健師による健康指導の一環として、「血糖値の変動
について」と題した講話（健康教室）を開催しました。
血糖値を正常に保つために、動物性の脂質を控える、
炭水化物の過剰摂取を控えることを日頃から意識する
とともに、「歩く」、「階段を使う」、「自転車を使う」
などの ” 街中の無料のジム ” を有効活用してはという
お話でした。

ラインケア研修

健康教室

■ DY 駅 dEN（ダイ駅デン）大会

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   オヤジナル・キング 16,100　

2 位   バブリシャス 15,475　

3 位   ウォーキングシューズ 15,446　

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   計尺工程 19,419　 

2 位   保全マン 16,214　

3 位   シニアランド 15,523　

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   赤色不健康体 11,675　

2 位   インジケーター 11,231　

3 位   プリーツ 10,172　
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　（上峰事業所 12 チーム参加）

従業員のために　　　

ラインケア研修の写真
かがやき 11 月号　7 頁

健康教室の写真
かがやき 8 月号　9 頁

　チーム毎に歩数を競う社内イベントで、従業員の
生活習慣病予防を目的に 1999 年より毎年開催して
います。成績によって、団体賞、チームワーク賞、
継続賞などの表彰があります。
 　厚生労働省の 2013 ～ 22 年度の第 2 次「健康日本
21」計画の素案の中では、1 日の目標平均歩数は、
男性が 8,500 歩、女性が 8,000 歩。70 歳以上では、
男性が 6,000 歩、女性が 5,000 歩となっています。
健康で活き活きと生活するには適度な運動が欠かせ
ませんが、DY 駅 dEN 大会の上位入賞チームは、男性
の 8,500 歩を見事にクリアしています。

■交通安全活動
　当社では、交通安全のために以下のような種々の
活動を行っています。
　1. 年 4 回の交通安全運動の推進と運動期間中の路上
　　チェック（交通マナーのチェック）
　2. 警察署講師による交通安全講習会（200 名参加）
　3. 交通安全ビデオを使用しての交通安全教育
　4. ヤングドライバー活動
　　28 歳以下の社員によりヤングドライバークラブ
　　を結成し、交通ルールマナーアップ活動やマイカー
　　による事故防止のための教育などを行っています。



地球環境のために
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■環境方針
　当社は「環境問題が人類共通の重要課題である」
ことを認識し、企業活動のあらゆる面で、よりよい
地球環境への保全を目指して活動し、製品及びサー
ビスの提供を通じて、社会に貢献する」の基本理念
のもと、以下の５つの項目について重点的に取り組ん
でいます。

　当社は ISO14001 の要求事項をもとに環境マネジメントシステムを構築し、環境保全活動を行っています。
2010 年度より改正省エネ法に対応したエネルギー管理体制を当社環境マネジメントシステムに組み込み、
省エネ活動を展開しています。

■エネルギー管理方針
　当社は「地球環境との調和を図り、効果的なエネ
ルギー使用に努めることで社会的責任、使命を果たす」
の基本理念をもとに、行動指針、目標を定め、活動
しています。

●行動指針
　１．エネルギー消費の管理を徹底し、社会に対する
　　　環境負荷を低減する。
　２．全従業員、関係会社、委託会社等を含めて、
　　　全員参加で省エネに取り組む。
　３．省エネ管理の PDCA サイクルを構築し、実施
　　　し、継続的改善を図ることで、環境負荷を
　　　軽減する。
　４．省エネ法などの法規制を遵守するとともに、
　　　省エネ目標を設定して省エネ活動に取り組む。
　５．省エネ活動を実施し、定期的な見直しを行う。
　６．省エネ方針は、組織で働く人又は組織のため
　　　に働く全ての人に周知し、省エネに関する
　　　教育を通じ意識の高揚を図る。

●省エネ目標
　中期目標（2011 ～ 2013 年）として、エネルギー
原単位を 2010 年をベースに 3 年間で 3% 以上改善
する。

■環境マネジメント組織図

環境管理責任者

実行組織

（関係会社）

事業所

事業所長

環境部
（全社事務局）

環境担当役員
（エネルギー

管理統括者）
社長 エネルギー管理員

内部監査員

製造

業務

技術

営業

管理

法的責任者

環境事務局

大電産業

・・・

　本社・久留米事業所と佐賀 ･ 上峰事業所の 2 つのサイトで、事業所長をトップとしたマネジメントを行っています。
エネルギー管理体制強化のためエネルギー管理員を配置しています。

  方針・体制

エネルギー管理
企画推進者

■ ISO14001 認証

JQA-EM2103（本社 ･ 久留米事業所）
　2002 年に登録

JQA-EM0608（佐賀事業所）
　1999 年に登録

　※当社は ISO14001 と併せて各事業所で ISO9001
　　認証も取得しています。

エネルギー管理事務局

１．環境に配慮した製品化
２．グリーン調達
３．有害化学物質の管理
４．廃棄物の削減
５．省エネルギー



地球環境のために　　　

● 外部審査

●内部監査
　当社は内部監査を年に 1 回実施しています。2011 年度
は本社・久留米事業所における新たな取り組みとして、
品質マネジメントシステムと合同での内部監査を実施
しました。合同で実施したことにより、監査時間の短縮、
監査回数を半減できました。

■環境教育
　環境マネジメントにかかわる内部監査員をはじめ新入
社員や管理監督者などに対して必要な環境教育を行って
います。

●環境関係資格取得状況

■環境監査
　本社 ･ 久留米事業所及び佐賀 ･ 上峰事業所では、
ISO14001 の要求事項や環境マネジメントシステムに
基づく取り決めが確実に実行されているかを確認する
ため、審査機関による外部監査と社内監査員による内部
監査とを実施し、システムの継続的改善に努めています。
　また、審査機関による外部監査や内部監査での改善
の指摘や改善の機会に対しては、是正処置や予防処置
を行うことにより改善を図っています。

  環境マネジメント

教育名称 人数

自覚の教育 全員　

新入社員環境基礎教育（全員） 18 名　

新入社員環境基礎教育（学卒者） 9 名　

内部環境監査員養成セミナー 11 名　

内部環境品質監査員養成セミナー 5 名　

内部環境監査員レベルアップセミナー 21 名　

内部環境品質監査員レベルアップセミナー 21 名　

環境マネジメントシステム管理者セミナー 22 名　

区分 資格名称 人数

環境マネジメ 
ントシステム
監査

環境マネジメ ントシステム
審査員補 1

エコアクション 21 審査人 1

エネルギー
管理

新エネルギー管理士 2

エネルギー管理士（電気） 2

エネルギー管理士（熱） 1

環境コンサル
ティング

環境カウンセラー 1

環境プランナー ER 1

環境サイトアセッサー 1

環境計量
環境計量士（濃度） 1

環境計量士（騒音 ･ 振動） 1

公害防止管理

公害防止管理者 ( 大気１種 ) 1

公害防止管理者 ( 水質１種 ) 1

公害防止管理者 ( 水質２種 ) 1

公害防止管理者 ( 騒音 ) 1

公害防止管理者 ( 振動 ) 1

廃棄物管理 特別管理産業廃棄物管理
責任者 8

消防法関係
危険物取扱者（乙４類） 28

防火管理者 9

環境学習 エコ検定 1

現場視察風景

現場での内部監査風景
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● 2011 年度社内環境教育



■ 2011 年度実績
　2011 年度は環境に配慮した 製品化、グリーン調達の推進、省エネの推進などに関する 61 テーマの取り組み
を環境マネジメントプログラムに掲げて推進しました。下記は代表的な取り組みの目標達成状況です。

　当社では環境方針や環境関係法規制、環境影響評価結果などをもとに環境目的 ･ 目標を設定し、改善活動
に積極的に取り組んでいます。

地球環境のために

20　　CSR 報告書  2012

テーマ 2011 年度目標 目標値 実績 評価

環境に配慮
した 製品化

環境に配慮した製品の技術
確立を推進する 1 件以上 5 件 ○

長寿命化製品の開発 3 件以上 4 件 ○

グ リ ー ン 調 達
の推進

化学物質含有調査を行う
（調査対象材料）

① PET テープ
②アルペットテープ
③羊毛フェルト

化学有害禁止物質の含有調査
回収率 90% 以上 100% ○

グリーン調達基準の整備を実施
する

グリーン調達基準の整備
整備完了：6 月末

期限内に整備
完了した ○

グリーン調達の運用実績向上 REACH 取り組み状況アンケート回収
回収率 100% 100% ○

環境調査フォーマットの最新版
対応を行う

対応時間 15 分／製品を目指した環境
調査フォーマットの改訂を行う

対応時間 25 分
／製品であった △

省エネの推進

改正省エネ法対応 エネルギー管理運用状況のチェックと
フォロー

計画通りチェッ
クとフォローを
各 3 回行った

○

省エネに貢献するために、生産
効率の改善活動を推進する

工数の低減 1,200MH/ 年以上
（電力製造） 1,660MH ○

工数の低減 800MH/ 年以上
（光通信製造） 1,622MH ○

環 境 配 慮 活 動
の推進

木製ドラムの使用率、物流
輸送におけるモーダルシフト
の目標値を維持する

再生ドラム使用比率
83% 以上 90.4% ○

モーダルシフト率
30% 以上 31.5% ○

廃棄物再利用・再使用化 2 件以上 2 件 ○

（評価）○：達成率 100% 以上　
　　　  △：達成率 60% 以上 100% 未満　
　　　  ×：達成率 60% 未満

  目標と実績



CSR 報告書  2012　　21

地球環境のために　　　

■ 2012 年度目標
　2012 年度も引き続き環境に配慮した 製品化、グリーン調達の推進、省エネの推進などに関するテーマを掲げ環境
保全活動を推進していきます。

テーマ 2012 年度目標 目標値

環 境 に 配 慮
した製品化

環境対応製品のラインナップ拡大 PVC の鉛フリー化
5 件以上

長寿命可動用ケーブル製品のリリース 3 件以上

グリーン調達
の推進

有害化学物質の含有調査
不使用保証書の回収

不使用保証書の回収率
90% 以上

自主選定部材の AIS 回収 AIS の回収率
50% 以上

環境調査フォーマットの最新版対応を行う 対応時間 12 分／製品を目指した環境調査
フォーマットの改訂

省エネの推進

改正省エネ法に則ったエネルギー管理を推進する 改正省エネ法に則った構築・運用の管理・支援

省エネに貢献するために生産効率の改善
活動を推進する

段取り時間短縮・線速アップ　750MH 以上
（電力製造）

段取り時間短縮・線速アップ　750MH 以上
（光通信製造）

加工条件を見直し・改善し、加工時間を短縮する 加工時間の短縮　800 時間以上
（精機製造）

設備技術部門でできる省エネにより地球温暖化
防止へ貢献する

省エネ機器の検討、選定、提案、導入の実施
4 件以上

省エネにより地球温暖化防止に貢献する 複合棟 2 階事務所、厚生棟の使用電力量の削減
前年比 1% 以上（上峰事業所）

環境配慮活動
の推進

木製ドラムの使用率、物流輸送におけるモーダル
シフトの目標値を維持する

再生ドラムの使用比率
89% 以上

モーダルシフト率
30% 以上

廃棄物の処理費用削減、適正な廃棄等の総括管理 １）対策立案　2 件以上
２）実施　　　1 件以上

試作後の不要コンパウンドのリユースを推進する コンパウンド産廃量の削減
前年比 5% 以上

産業廃棄物を削減し、環境負荷低減を図る 可燃ゴミの排出量の削減
前年比 10% 以上



地球環境のために

  マテリアルバランス

INPUT OUTPUT

　当社は事業活動が環境に与えた影響をマテリアルバランスで表すとともに、環境保全に関わる費用と
その効果を定量的に把握・分析し環境会計として情報開示しています。

設計 ･ 開発

調達

生産

販売

     エネルギー

     資源      排出物
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電力　　

重油　　

LPG　　

軽油　　

ガソリン　　

18,187 MWH

360 KL　　

10.6 千 m3

29.2 KL　　

12.1 KL　　

上水道　

地下水　

工業用水　  

銅　                

アルミ　                

32,298 t　　

29,538 t　　

7,790

t　　

t　　

903 t　　

164,616

CO2 排出量

廃棄物排出量

廃油排出量

排水量

8,145 t　　

129 t　　

79.3 KL　　

214 千 t　　

廃棄物排出量

廃油排出量

排水量

使用
0
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ガソリン

軽油

LPG

A 重油

電気

全体　193,482GJ

91.3%

7.3%

0.6% 0.6%

0.2%

     製品生産量

電線　　
FA・OA ケーブル
精機製品　
化成製品　
ネットワーク機器　

7,028 t
912 t　
252 t
900 万個　
3.5

蛍光体　 28 t　
万個　

エネルギー使用量内訳（熱量換算）

（注）生産量は 2010.4.1 ～ 2011.3.31 の値を使用

（注）
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  環境会計

■環境保全コスト
　環境保全コストとは環境負荷発生の防止や抑制、回避、
環境影響の除去、発生した被害の回復またはこれらに
資する取り組みのための投資額および費用額を集計した
ものです。

■環境保全効果
　環境保全効果とは環境負荷発生の防止、抑制又は回避、
影響の除去、発生した被害の回復、またはこれらに資
する取り組みによる効果を物量単位で集計したもので
す。

■環境保全対策に伴う経済効果
　環境保全対策に伴う経済効果とは、環境保全対策を
進めた結果、当社の利益に貢献した効果を金額で集計
したものです。

分類 効果の内容 金額

収益 廃棄物の有価物としての売却益 1.7

費用削減 省エネルギーによるエネルギー費
の節減額 3.6

合計 5.3

分類 投資額 費用額

事業エリア内
コスト

1) 公害防止コスト 0.0 2.8

2) 地球環境保全
　コスト 16.9 3.4

3) 資源循環コスト 0.0 8.5

管理活動
コスト

ISO14001 審査、
緑化等 0.0 7.5

研究開発
コスト

環境配慮製品の
研究開発 8.4 46.0

環境損傷対応
コスト 土壌調査 0.0 0.0

合計 25.3 68.2

　事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

2010 年度
実績

2011 年度
実績

2010 年度
との差

総エネルギー投入量 200TJ 192TJ -8TJ

水資源投入量 242 千 t 226 千 t -16 千 t

　事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に
　関する環境保全効果

2010 年度
実績

2011 年度
実績

2010 年度
との差

温室効果ガス排出量 8,500t 8,145t -355t

総排水量 219 千 t 214 千 t -5 千 t

廃棄物総排出量 150t 129t -21t

（単位：百万円）

（単位：百万円）

■環境会計
　環境会計とは環境対策にどれだけコストをかけ、
どれだけの効果が得られたかを定量的に評価すること
で自社の環境保全への取り組みを改善していくための
経営管理上のツールであり、その結果を CSR 報告書
などで公表します。
　当社では、2008 年度より環境会計を実施しており、
今回が 5 回目となります。
　具体的には環境コストとその効果を定量的に把握する
ため「環境保全コスト」「環境保全効果」および「環境
保全対策に伴う経済効果」を集計します。集計は環境省
の環境会計ガイドラインを参考にしました。

　2011 年度の当社の環境保全コストは投資額約 25 百万
円、費用額約 68 百万円でした。投資額は前年に比べ
29 百万円減少しました。これは「地球環境保全コス
ト」で約 9 百万円の減少と「研究開発コスト」で約 20
百万円減少したことによります。費用額は前年に比べ
約 30 百万円増加しました。これは「公害防止コスト」

「資源循環コスト」「管理活動コスト」「環境損傷コスト」
が約 11 百万円減少しましたが「研究開発コスト」で
約 41 百万円増加したことによります。
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  地球温暖化防止

■エネルギー使用量と CO2 排出量
●エネルギー使用量の推移

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

電気 20.0GWH 19.9GWH 16.1GWH 18.9GWH 18.2GWH

重油 402KL 370KL 378KL 380KL 360KL

LPG 17 千 m3 14 千 m3 9 千 m3 13 千 m3 11 千 m3

軽油 39KL 38KL 31KL 30KL 29KL

ガソリン 13KL 15KL 13KL 14KL 12KL

合計 211.5TJ 208.9TJ 172.2TJ 200.0TJ 192.0TJ

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

電気 7,684t 7,645t 6,199t 7,277t 7,002t

重油 1,086t 999t 1,021t 1,026t 972t

LPG 105t 88t 57t 85t 67t

軽油 103t 98t 82t 79t 76t

ガソリン 31t 35t 30t 33t 28t

合計 9,009t 8,865t 7,389t 8,500t 8,145t

● CO2 排出量の推移

　当社では 2010 年 4 月施行の改正省エネ法に対応したエネルギー管理体制を構築しました。
今後は、エネルギー管理規程やエネルギー管理方針に基づき、省エネを推進していきます。

（注）2007 ～ 2011 年の電気の CO2 換算係数は 0.000385t/KWh を用いました。

■改正省エネ法対応　
　2010 年 4 月の改正省エネ法施行に伴い、当社は原油
換算で年間 1,500KL 以上のエネルギーを使用していま
したので「特定事業者」の指定を受けました。
　指定に伴いエネルギー管理統括者、エネルギー管理
企画推進者、エネルギー管理員を選任し届出を行うと
ともに、エネルギー管理規程やエネルギー管理方針を
制定するなどの対応を行い、エネルギー管理体制を構築
しました。
　2011 年度は前年構築しました仕組みが確実なもの
となるような運用管理活動を展開しましたが、まだ完全
ではありませんので、2012 年度も引き続き運用管理
活動を展開していきます。

　管理本部

　理事　環境部長

　冨田 辰男

●エネルギー管理企画

　推進者の声

チェックリストを
活用して省エネ改善

　改正省エネ法で選任を要求されているエネルギー
管理企画推進者として当社のエネルギー管理に
携わっています。具体的には、改正省エネ法の要求
事項を一覧表にしたチェックリストをもとに定期的
にチェックを行い、システム改善および運用改善を
図っています。
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■環境コミュニケーションの状況 ■法令遵守の状況

  環境コミュニケーション

項目 内容

社会・環境報告書  
の活用

当社のホームページに掲載する
とともに、工場見学者やお客さま
に配付しています。2011 年度版
は 430 部配布しました。

久留米市へ環境
負荷低減計画提出

2006 年 10 月 17 日に締結しま
した「環境共生都市づくり協定」
に基づき 2011 年度の環境負荷
低減計画を提出しました。

主な法律名 久留米
事業所

佐賀
事業所

上峰
事業所

騒音規制法

自主基準値
超過のため
騒音対策
実施中

自主基準値
超過のため
騒音対策
実施中

○

振動規制法 ○ ○ ○

大気汚染防止法 － ○ －

エネルギーの使用の
合理化に関する法律 ○ ○ ○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律 ○ ○ ○

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物 の適正な処理の
推進に関する特別措置
法

○
2007 年度

処理済

○
2010 年度

処理済
－

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律

○ ○ －

工場立地法 ○ ○ ○

毒劇物法 － ○ ○

特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び
管理の改善の促進に
関する法律

－ ○ －

土壌汚染対策法 － ○ －

●久留米商工会議所での発表
　2011 年 8 月に久留米商工会議所の環境・エネルギー
委員会の事例発表で当社の省エネ活動について報告を
行いました。

○：問題なし
－：該当しない

●久留米市での発表
　2012 年 1 月に久留米市の環境セミナーの事例発表
で当社の省エネ活動について報告を行いました。

場　所：商工会議所内会議室
聴講者：約 40 名

場　所：久留米ビジネスプラザ
聴講者：約 100 名
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  環境配慮製品

■普通・急速充電ケーブルの開発
   （電線事業本部 技術部）
　EV・PHV 普通充電ケーブル及び急速充電コネクタ
リードケーブルを開発し、普通充電ケーブルはプリウス
PHV に採用され、2011 年 11 月から納入を開始しま
した。

　一般の方が扱うケーブルで、各種認証適合できる
高性能と共に取扱性・柔軟性を考慮したケーブル
です。製品化までに 2 年を要しましたが、当社
ケーブルが世界中で使われると考えると感慨深い
です。

●普通・急速充電ケーブル

　開発者の声

普通充電ケーブル

　地球環境保全の必要性が益々高まる中、環境に配慮した設計 ･ 開発が重要な使命となっています。
ここでは 2011 年度に開発しました環境配慮製品の一部を紹介します。
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電線事業本部

技術部

古城　健太

世界で使用される喜びを感じる製品です

　研究開発部材料開発グループと共に、鉛フリー化
検討・評価を実施しました。難燃・耐熱という
特殊仕様のため評価が大変でした。今後も環境
負荷低減設計に積極的に取り組んでいきます。

●材料開発者の声

電線事業本部

技術部

池田　篤

環境にやさしい材料を開発しました

■難燃、耐熱 PVC 電線・ケーブルの鉛フリー化　  
   （電線事業本部 技術部）
　難燃・耐熱 PVC 材料 4 グレードの鉛フリー化を実施、
2011 年 11 月より量産を開始しました。
　対象は F-SHVV ※等の難燃・耐熱仕様の電線・ケーブル
で主に発電所や変電所内で使用されます。

　　　※ DOP とはフタル酸エステルの一種。合成樹脂の
　　　　可塑剤として使用される。

※ F-SHVV とは難燃性 600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱
　ビニルシースケーブルの略称です。

●環境ラベル（エコラベル）

　2008 年に JIS が改定され、J-MOSS グリーンマーク
ラベルを使用できないことになりましたので新たな
環境ラベル（エコラベル）を制定しました。
　このラベルは、ネットワーク機器部の製品に使用して
います。

　＜特徴＞
　①日本、アメリカ・カナダ、ヨーロッパの
　　規格に適合
　②鉛フリー、DOP ※フリー
　③低温での高柔軟性の実現
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■ Giga ノンインテリジェント光 SW-HUB(DN5203E)
　の開発（ネットワーク機器部）
　耐環境性能に優れた Giga 用ノンインテリジェント
SW-HUB です。
　SFP 対応により柔軟な構成に対応可能です。アドレス
ラーニングディスエーブル機能により、STP 等の冗長化
時のトポロジーチェンジにも瞬時に通信が復旧できます。

（ミラーリングも可能）

Giga ノンインテリジェント光 SW-HUB
DN5203E

■ 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP) 用 2 ポートセレクタ
　 （DN4810E）の開発（ネットワーク機器部）
　100BASE-FX 及び 1000BASE-X に対応した回線切り
替え機です。
　障害発生時には自動で回線を切り替えます。従来の
ラックオプションと組み合わせることでリモートコント
ロール・リモート監視が可能です。

100BASE-FX/1000BASE-X(SFP) 用 2 ポートセレクタ
DN4810E

●生物多様性の検討について
　生物多様性という言葉もだんだん理解されるように
なってきており、当社も生物多様性の対応を検討する
ことにしました。
　具体的には、「生物多様性民間参画ガイドライン

（環境省）」や他社の取り組み事例を調査し、当社として
どのように取り組んでいくのか検討していきます。

RoHS 対応品

●生物多様性とは
　生物多様性とは、生きものの豊かな個性とのつながり
のことです。地球上には森林、里山、河川、干潟、サンゴ
礁などの自然環境に適応して進化してきた 3,000 万種
ともいわれる多様な個性を持つ生きものがいて、お互い
につながり、支えあって生きています。
　生物多様性条約では、この多様な個性のつながりを
①生態系の多様性、②種の多様性、③遺伝子の多様性
の 3 つのレベルに分類しています。

RoHS 対応品

  生物多様性

森林、里山、河川、干潟、サンゴ礁
などのさまざまな自然があります。

同じ種でも異なる遺伝子を持つこと
による、多様な個性があります。

動植物から細菌などの微生物にいたる
までの多様な種があります。

①生態系の多様性

③遺伝子の多様性

②種の多様性
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■グリーン調達
　当社は 2005 年 5 月から 10 月にかけて化学物質管理
体制を構築し、2005 年 8 月には「グリーン調達基準」
を制定し、RoHS 指令など内外の化学物質関係法令に
対応した禁止物質や管理物質を定め「有害化学物質を
入れない、使わない、出さない !」ための対応を行って
います。
　さらに 2008 年 10 月に欧州 REACH 規則の SVHC ※

第 1 次（15 物質）が公開されたことにより 2009 年 3 月
に JAMP MSDSPlus 及び JAMP AIS による調査を開始
しました。その後、SVHC の公開が続き現在（2012 年
4 月）では合計 73 物質となりました。
　公開される SVHC については、公開後から半年後に
情報提供法的義務が発生します。そのため、管理体制
をさらに強化することを目的に 2011 年 6 月に「グリーン
調達基準」を JAMP MSDSPlus 及び JAMP AIS に対応
した内容に改訂しました。
　化学物質管理は 1 社だけの対応でどうにかなるもの
ではありません。全てのお取引先さまのご理解とご協力
を必要とするものです。
　化学物質管理体制構築当初は対応について不安を
抱えての運用開始でしたが、現在はいろいろなお客さま
の要求事項をほぼ満足できています。
　しかし、お客さまから当社のお取引先さまに対する
監査が不十分との声も一部あることから今後は、計画的
に実施していく予定です。お取引先さまのご協力を
お願いします。
 （注）各事業部毎に製品の種類やお客さまからの要求が
　　   異なるため事業部により対応が異なります。

■化学物質分析装置
　当社では RoHS 指令対応に向け蛍光 X 線分析装置を
2 台保有しています。1 台は固定型で、もう 1 台は
現場で簡単に分析が可能な携帯型です。
　また、関連会社に設置の ICP 発光分光分析装置で精密
分析を行っています。

蛍光 X 線分析装置（携帯型）蛍光 X 線分析装置（固定型）

ICP 発光分光分析装置

　化学物質管理はサプライチェーン全体で管理体制を構築 ･ 運用し、情報を伝達する必要があるため
お取引先さまにも化学物質管理体制の構築をお願いしています。今後ともご協力をお願いします。

■ REACH 規則とは
　REACH 規則とは欧州連合（EU） における化学品の
登録 ･ 評価 ･ 認可および制限に関する規則で 2007 年
6 月に発行されました。
　その内容は EU に上市される製品（機器製品、部品、
サプライ、包装材、製造用消耗品など）を対象に化学
物質含有情報の届出、伝達などの段階的実施が義務付け
られるというものです。
　当社では、以下のような対応を推進しています。
　１） JAMP MSDSPlus 及び JAMP AIS による川上企業
　　  さまからの確実な情報伝達
　２）情報収集の仕組みの構築と運用
　３）川上企業さま ･ 関連生産拠点への指導
　４）情報に変更が生じた場合の速やかな新情報の伝達

※ SVHC とは
　（Substances of Very High Concern：高懸念物質）
　発がん性などの毒性が懸念され、REACH 規則で使用の
　認可の対象になる物質

■化学物質管理体制図

お
客
さ
ま

大電

①環境保全活動に関する取り組み調査票
②禁止物質不使用保証書
③化学物質の含有情報報告
　AIS･MSDSPlus フォーマット（最新版）
④事前協議書

受
入

検査

データベース化

出荷

①グリーン調達基準
② AIS フォーマットによる調査依頼
③お取引さまの監査

お
取
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ま



項目 内容

リコー CMS
認証

「リコー CMS 認証」とはリコーグループ
様が要求される化学物質管理システム
を構築し、審査を受け基準を満たして
いれば認定される制度です。

ソニーグリーン
パートナー
環境品質認定
制度

「ソニーグリーンパートナー環境品質
認定制度」とはソニー様が、サプラ
イヤーの環境マネジメントを現場で
確認され、ソニー様が定めた基準を満
たしていれば「グリーンパートナー」
として認定されるものです。当社は、
2012 年 1 月に 2 回目の更新を受け、
合格しましたので、認定通知書をいた
だきました。

■お客さまグリーン認証
　2006 年 3 月にリコー CMS（化学物質管理システム）
認証を取得し、 2008 年 3 月にはソニーグリーンパー
トナー認定を取得しました。また、その他のお客さま
からもグリーンサプライヤーとしての認定がなされて
おり、個々のお客さまの要求に沿った化学物質管理を
行っています。

■内部環境品質監査
 　ISO14001 に基づいた内部環境監査を実施する際に
時間を別に確保し「内部環境品質監査」を実施してい
ます。
　「内部環境品質監査」とは、お客さまの化学物質に
関する要求事項に該当部門が対応できているかを内部
環境品質監査員が監査するものです。
　過去 3 年間の監査結果及び対応内容を紹介します。
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年度
　　　改善の機会

指摘例 対応内容

2009

製品環境品質に関して
実施すべき事項や
手順に関して部署毎の
役割・責任を明確化
すべきである。

関係部署と協議し、
主担責任部署、運用
関連部署を明確化
した。

2010

標 準 類 を 見 直 し 技 術
課、品質管理課との
役割を明確にされた方
がよい。

技術課が品質管理を担
当していた時の標準類
が品質管理課が創設さ
れ た 後 も 曖 昧 な ま ま
だったので見直しを実
施した。

2011

顧客要求事項と各作業
者の実務の関連性を強
化してはどうか。
マジック等の消耗品に
も含有禁止物質の規制
はあるため、教育を通
じ自業務との関連性の
意識付けを提案する。 

仕組みはあり、運用上
の問題であるため、
自覚の教育の漏れが
ないよう教育項目を
整 理 し、2012 年 2 月
に関係者に教育を実施
した。

認定証

認定通知書
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