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東証一部上場と 
創立70周年についてのご報告

2013年10月、当社は東証市場第一部銘柄に指定（P2参照）さ
れました。当社にとって一部上場は悲願であり、長年ご支援いただ
いている株主様やお客様など、全てのステークホルダーの皆様に心
より感謝申しあげます。また、2014年は創立70周年（P2参照）と
いう節目の年となります。今後とも皆様の期待にお応えできるよう、
さらなる業容の拡大と企業価値の向上を目指し、役員、従業員が一
丸となって取り組んでまいります。

「人財」の強化・活用により、 
継続的な競争力を確保

当社の強みは、多分野にわたる市場にさまざまな製品を提供する
「多品種少量生産」にあります。たゆみなく新製品の研究・開発を行
い、魅力的な製品を上市し続けることが、この強みを活かした継続
的な競争力の確保につながります。そのためには、付加価値の源泉
である「人財」の強化を図り、生産技術と生産効率を向上させてい
くことが必要ですが、今回の東証一部上場により、社員のモチベー
ションやお客様に対する信用力の一層の向上が図られるものと期待
しています。

「人財」の強化を推進する具体的な取り組みの一つが、会社の次
世代を担う40代社員10名からなる躍進の「10年先夢プラン策定
チーム」です。従来の常識にとらわれない自由な発想で、10年後の
会社のあるべき姿やその実現のための計画を立案し、今後の経営
に活かしていく考えです。

世界で戦える 
「世界最高水準の頭脳集団」を創ります

当社の経営は、（1）超スピード経営（2）独自経営（3）持たざる経
営—の3つが基本です。これらをベースに、社員全員参加の知力
経営、アイデア経営によるビジネスプランを実現し、世界のお客様
に選ばれる「世界最高水準の品質とサービス」を提供しています。

経営指針として、お客様の感動を企業の喜びとする「心の経営」を、
経営戦略のテーマには「国際ビジネス拠点とお客様ネットワークの
拡大」を掲げています。お客様と当社をつなぐ高度な技術開発の提
案と開発人財への投資をはじめ、グループの再編と人財の再組み合
わせで世界と戦える低コストの実現、提携先であるHACHとの独自
製品の開発による新たなビジネス展開と売上高の拡大、さらに海外
で勝てる生産能力、製造技術力および調達力の開発などに取り組み、

「世界最高水準の頭脳集団」を目指します。

トップメッセージ

「人財」の強化を軸に
「世界最高の頭脳集団」へ

代表取締役社長

多品種少量生産 超スピード
経営

独自
経営

世界最高水準の品質とサービス「世界最高の頭脳集団」へ

持たざる
経営

●グローバル人財の採用・育成
●「品質一番運動」の強化→クレームの極減化

当社の強み

ビジネスプラン

知力経営 アイデア経営人財の強化
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おごることなく、 
挑戦を続けてまいります

当社は創業以来、「地球環境の保全と人にやさしい社会環境の
実現に貢献する」という理念のもと、さまざまな環境分野製品を
ご提供してまいりました。また、当社の事業活動が環境に与える
影響についても「環境配慮設計」を採用した開発研究センター（P12
参照）をはじめ、法規制などを遵守して汚染の予防に努めるとと
もに、環境保全を推進するため環境目的・目標を設定し、見直
しながら、継続的改善に努めています。

今後は、東証一部の中でも優良企業となるよう、おごること
なく引き続き挑戦し、「地球環境保全のリーディングカンパニー」
としてエレクトロニクスとケミカル技術の融合など、卓越した技
術や豊富な経験とお客様のニーズを組み合わせ、未来につなが
る新たなコア技術の創造に努めることで、世界の人々に役立つ事
業を展開してまいります。

東亜ディーケーケーの事業
当社は総合計測器メーカーとして、国内トップクラスのシェアを誇ります。

大気や水をはじめ、ガス、医療用機器などさまざまな分野で
事業を展開しています。

セグメント別構成比 （2013年度売上高）

環境・プロセス 
分析機器 
基本プロセス計測器、
環境用大気測定装置、
上下水道用分析計など

科学分析機器
ラボ用分析機器・
ポータブル分析計、
医療用機器など

産業用ガス検知 
警報器
定置式ガス検知器、
本質安全防爆
ガス検知器など

電極・標準液保守・修理
部品・その他

不動産賃貸事業 
1.0％

14.2％

2.8％

15.7％

13.5％

16.5％

36.3％

家庭   安心・安全なおいしい 
飲料水の供給に貢献

上下水道の浄水工程における残留塩素、色度、
濁度、アルカリ度、SS濃度などの測定装置

グローバルレベルで増加する計測ニーズに 
お応えする東亜ディーケーケー

大気

水

さまざまな大気の 
汚れを測定
工場や自動車、家庭などから
発生する窒素酸化物や二酸化硫黄、
オゾンなどの濃度測定装置

産業   電子、半導体などの分野で 
超純水の水質を監視

超純水製造装置、半導体工場の超純水ラインの
水質監視用抵抗率計などを提供

あらゆる分野の 
水質管理をサポート

ガス医療 ガス漏れを 
見張って知らせる
半導体の製造工程や石油化学、
化学プラントなどで使用される
毒性ガスの漏洩検知警報器

医療施設に信頼性の 
高い製品を提供
透析治療に必要な透析液をつくる
粉末薬剤の溶解装置を
製造・販売

東証一部銘柄に指定
当社は、2013年10月31日をもって東証第二部から同第一部へ

指定されました。技術を伝承してきた諸先輩方に敬意を表すととも
に、ステークホルダーの皆様に心から感謝申しあげます。

創立70周年記念式典（夢と絆）開催
おかげさまで今秋創立70周年という節目の年にあたり、長年ご

支援いただいたお取引先をお招きして記念式典と謝恩パーティを計
画中です。この記念事業として、生産子会社のある山形（新庄市）、
岩手（遠野市）の関係自治体に対し、3年前の東日本大震災の復興
支援並びに社会貢献活動の一環として、席上、「がんばろう！東北 
応援寄付金」を申し出ることにしております。

Topics
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レポート概要

会社情報

経営理念

『誠実・創造・挑戦』をモットーに、
地球環境保全と豊かで

人にやさしい社会環境の実現に貢献します

企業行動憲章
1.  法令と規則を守り、誠実で公正・透明な取引を実行します。
2.  優れた製品・サービスを開発・提供し、 

お客様の満足と信頼の向上を図ります。
3.  環境計測を通じて地球環境の保全と 

豊かで人に優しい社会環境の実現に貢献します。
4.  透明性を重視し、ステークホルダーに対して 

必要な企業情報を適時開示します。
5.  従業員の人格、個性を尊重するとともに、 

安全で働きやすい環境を確保します。
6.  グローバル企業の一員として、諸外国の慣習・文化を尊重し、 

その発展に貢献します。
7.  反社会的勢力および団体には、毅然とした態度で臨み、 

一切の関係を遮断します。

事業内容
○  分析機器、工業計器、環境計測器、医療用計測器の製造、販売
○ その他の計測器、測定器および分析機器の製造、販売
○ 計測機器の部品・消耗品の販売
○ 計測機器のメンテナンス・修理
○ 不動産賃貸事業　　その他

会社概要

社名 東亜ディーケーケー株式会社 

創立 1944年（昭和19年）9月19日 

資本金 18億4248万1000円　東京証券取引所市場第一部 

本社 〒169-8648　東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号
TEL 03-3202-0211　FAX 03-3202-0220 

従業員数 584名（連結　2014年（平成26年）3月31日現在）

事業所
狭山テクニカルセンター・開発研究センター

東京エンジニアリングセンター

グループ
会社

山形東亜DKK（株） 岩手東亜DKK（株）　
アリス東亜DKK（株） 東亜DKKアナリティカ（株）
バイオニクス機器（株） 東亜DKKサービス（株）

業績報告

編集方針
本「環境・CSRレポート2014」は、東亜ディーケーケーグループ

の環境保全およびCSRについての考え方や活動状況をステークホ
ルダーの皆様に向けてご報告することを目的としています。当社グ
ループは、環境計測機器メーカーとして環境保全に役立つ技術や
製品を送り出し、人にやさしい社会環境の実現に貢献することを理
念として掲げています。本レポートでは、この理念に基づくさまざ
まな取り組みとその経過および成果について、幅広いステークホル
ダーの皆様にご理解いただけるよう、わかりやすくお伝えしていま
す。今後も引き続き、環境保全・CSR活動の改善を図り、透明性の
高い情報開示に努めてまいります。

報告範囲
対象期間 2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）
 一部この前後期間の活動・情報も含みます。
対象組織 本社、事業所、各グループ会社
 ※ 特定の会社のみを対象とする活動には、その旨を明記しています。

発行時期 2014年6月
発行責任者 企画総務部長
編集担当 企画総務部 企画・IR課

● 売上高の推移（連結）

● 経常利益の推移（連結）
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水道水用水質自動測定装置

MWB4-72 型
飲料水の自動監視で省力化に 
貢献するコンパクトな水質計
上水道末端の給水栓や受水槽など、飲料水の水質を連続
監視します。毎日の検査を完全自動化し、水質管理の強化
と大幅な省力化を実現。改良を重ね、限られたスペースで
も設置しやすいB4サイズまで小型化しました。全国に先が
けて設置を始めた東京都に採用されているほか、韓国でも
高く評価され、ソウル市内の浄水場で多数採用されています。

大気中窒素酸化物測定装置

GLN-354B
省スペース化、省電力化を 
実現した大気分析計
大気中の窒素酸化物や一酸化炭素、オゾ
ンなどを測定する大気分析計のシリーズ。
従来品よりも大幅に小型化・省電力化し
ました。オープンフレームの架台を採用し、
省材料と軽量化を実現しています。

定置式 毒性ガス検知警報器

TG-8000KL
（バイオニクス機器株式会社製品）

迅速な検出が可能な 
高感度のガス検知警報器
当社のコア技術である電気化学技術の粋を集
め、長年にわたるノウハウが蓄積された産業
用の毒性ガス検知警報器です。製造工程や部
品などの見直しにより、低価格を実現しました。

環境
配慮設計
環境
配慮設計

環境
配慮設計
環境
配慮設計

株主・投資家の皆様..............................................................7
社員..................................................................................................8
地域・社会貢献活動..............................................................9
環境...............................................................................................11

トップメッセージ...................................................................1
会社情報・レポート概要....................................................3
製品紹介........................................................................................4
コーポレート・ガバナンス...............................................5
お客様.............................................................................................6

東亜ディーケーケーは、社会と環境保全に寄与する
「安心・安全」な計測機器をご提供しています

簡易モニタリング用残留塩素計

RC-31P-K 型
無試薬で手軽に塩素の 
測定ができる残留塩素計
無試薬で最長1ヵ月間の連続測定が可能な
簡易モニタリング用残留塩素計です。単3
形アルカリ乾電池2本で約1,200時間の動
作を可能にした省電力設計で、緊急時など
の水質管理にもご活用いただけます。

INDEX

水

水

大気 ガス

水
蛍光式溶存酸素計

LDO2 型
メンテナンスが容易で 
扱いやすく環境負荷の少ない 
蛍光式溶存酸素計
当社が日本国内総代理店を務めるHACH
の製品。電解液や隔膜の交換が不要で、
保守がほとんど必要ありません。取り扱い
が容易なだけでなく、省試薬のため、環
境負荷低減を実現する製品です。
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リスク管理
「リスク管理規程」を制定し、社長の下にリスク管理体制を構築、

「コンプライアンス委員会」を通じて必要な体制の構築と関係する
規程の整備と検証・見直し等を行っています。見直しは年1回行い、
発生頻度と影響度を図表化し、想定可能なリスクを把握。リスクを
発生させないしくみ、発生した場合の諸施策を検討しています。

情報セキュリティについて
当社グループが取得、収集した個人情報

は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、
適切な保護に努めています。情報システム
管理については、厳重なアクセス権を定め、
90日ごとのパスワード再設定等を義務づけ
ています。また、ネットワーク接続機器の
自動監視、外部接続装置やサイトの私的利
用禁止、ウイルス対策も進めています。

コンプライアンス管理
「コンプライアンス管理規程」および「企業行動憲章・行動規範」

を制定し、社長の下に「コンプライアンス委員会」を設置、定期的
に委員会を開催しています。

●委員会の役割
委員会はコンプライアンス管理責任者、本部長、子会社社長で構成され、

役職員が法令・就業規則等を遵守するよう、啓蒙・教育等を推進するほか、
委員の配下にある部門長をコンプライアンス推進責任者とし、各部門のコ
ンプライアンスの策定とその励行状況を定期的に確認しています。

コンプライアンス教育
当社は、企業行動憲章・行

動規範を基本としたコンプラ
イアンス・ガイドラインを定
め、冊子を全従業員に配布し
て階層別研修やテーマ別研修
等を実施するほか、各本部の
励行状況を定期的にレビュー
し、コンプライアンスの周知
徹底に努めています。

　 コンプライアンス体制

内部通報窓口
従業員が法令や規則に違反する行為または違反する恐れのある

行為を発見した場合、社内（社長／コンプライアンス管理責任者）
と社外（弁護士法律事務所）にいつでも相談できる通報窓口を設置
しています。

反社会的勢力排除の方針
当社は、暴力団や総会屋などの反社会的勢力からの金銭の要求

や取引を断固として拒否し、会社または自らの利益を得るために反
社会的勢力を利用しないこ
とを明言し、実行しています。
取引先が反社会的勢力であ
ることが判明した場合には、
契約を解除できる旨を基本
契約書に条項として盛り込
んでいます。

コンプライアンス委員会編集のガイドブック

コーポレート・ガバナンス

株 主 総 会

監査役会

選任 選任

監　査

会計
監査

選定
解任 報告

報告選定
解任

監査

提
言

（内部統制機関）指導
助言

指導
助言

代表取締役社長

経営会議

本部長会議

各業務執行部門

関係会社

コンプライアンス 
委員会 

（コンプライアンス管理責任者）

監査室

取締役会会計監査人

顧問弁護士
事務所

顧問税務会計
事務所 J-SOX※推進プロジェクト

※J-SOXとは　金融商品取引法に基づく企業の内部統制の厳格化を目的とした法律のこと

指示
報告

公益社団法人「警視庁管内特殊暴力防止対策連
合会」に加盟しています。

　 基本体制
当社は、経営環境の変化に迅速に対応

できる経営システムの構築・維持を実現
するため、右のようなコーポレート・ガバ
ナンス体制を敷いています。

● 経営監視機能
監査役会設置会社の体制をとり、取締役会

が経営の基本方針、法令で決められた事項や
その他経営に関する重要事項を決定するとと
もに、取締役の業務執行を監督し、監査役会
が厳正な監査を行います。

● 内部監査機構
社長直轄の監査室を設け、監査役および会

計監査人と相互に連携を図っています。
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　 岩手東亜DKKが発明奨励賞を受賞
2013年度の東北発明表彰において、当社グループの岩手東亜

DKKが応募していた「割れにくいガラス電極およびその製造方法」
が発明奨励賞を受賞しました。このガラス電極発明にあたり、現場
作業の改善を行い、特許登録の申請には当社知的財産課が支援す
るなど、当社グループ
一丸となって取り組んだ
成果が認められました。
今回の受賞を機に、さ
らにお客様のご期待に
お応えできる製品開発
の強化を推進してまいり
ます。

当社は、創立当初から一貫して「品
質一番」の姿勢を貫いてきましたが、
2005年に経営戦略の一環としてさら
なる品質改革を掲げ、品質保証部に
検査課を設置しました。以来、全社を
あげて「お客様に世界最高水準の品質
とサービスを提供」するためのさまざ
まな取り組みを遂行しています。

　 品質への取り組み

　 お客様の満足の向上と安全性の確保
当社は、お客様の信頼と満足向上のために、業務プロセスの継

続的な改善に取り組み、トータルコストの削減による競争力強化を
図るとともに、毎年「品質目標」を定め、全社で「PDCAサイクル」
を回すことにより、確実な達成を目指しています。また、製品の安
全性に関わる設計・製造上の欠陥防止に努め、お客様の安全の確
保に注力しています。

　 鉛フリーのはんだ実装技術者を養成
2006年 の EU の RoHS 指 令

（電気電子機器中の特定有害物
質の使用制限指令）施行に先立
ち、2005年から鉛フリーのは
んだ付け作業に社内作業資格制
度を設け、研修を実施しています。
資格取得者を増やすことで、質
の高い鉛フリー対応製品のご提
供に努めています。

　 VOC※制度によるサービス強化

　 第4回 お客様満足度調査を実施
2013年10月の東証一部指定を機に、

6年ぶりにお客様満足度調査を実施しま
した。製品の品質・性能はもとより、担
当社員の姿勢や技術サービス、さらには
次世代製品への期待など、幅広い項目に
ついての率直なご意見、評価などをいた
だきました。これらのご回答を今後の成
長戦略の糧とし、より信頼される製品づく
り、サービス向上に役立ててまいります。

当社では、お客様窓口として営
業本部と生産本部に設けている
コールセンターに加え、VOC制
度を導入しています。この制度は、
製品に製造担当者とVOC担当者
の名前、専用のフリーダイヤルを
記した検査証を貼付し、ご相談や
苦情を直接お受けするというもの
です。クレームの早期解決だけで
なく、担当社員の意識や姿勢の改
善を促すことで、総合的なお客様
へのサービス向上を図っています。

●品質マネジメントシステム認証の取得
当社グループでは、世界共通の規格である品質マネジメントシ

ステム（ISO9001）の認証を取得し、この規格に沿って総合的な
品質管理に努めています。

● PDCAとは
Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）

→ Act（改善） を繰り返すことによって品質の
維持や管理などをスムーズに推進する手法です。

ISO9001品質マネジメントシステム取得会社一覧
取得月日/認証番号 当社グループ登録会社

1995年9月8日
JQA-0791

東亜ディーケーケー（株）（アリス東亜DKK（株）
岩手東亜DKK（株）を含む）

1996年12月13日
JQA-1491 山形東亜DKK（株）

2003年11月21日
JQA-QMA-10678 東亜DKKサービス（株）

社内での意識統一を図るため、
全社員がバッジを着用

お客様

● VOC制度の流れ

生産本部

お客様

お客様

VOC担当
(品質保証本部）

営業
本部

生産
本部

P

D
C

A

鉛フリーはんだ付け研修の様子お客様満足度調査のアンケート用紙

菊池英雄課長、池口健一顧問が代表で授賞式に出席

担当者名入り検査証を
貼付した製品を納品

ご相談・お問い合わせ等

対応 対応

内容を
データ化して
報告・蓄積

担当各署に
フィードバック

製品に貼付する検査証

※ Voice Of Customer＝お客様の声
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　 株主優待制度

　 情報開示の推進

　 配当政策
より多くの皆様に当社を知っていただき、当社株式への投資意欲

を高めていただくとともに、日頃のご支援にお応えするため、株主
優待制度を実施しています。毎年9月末日現在の株主名簿に記載さ
れ、100株以上を保有する株主様に対し、寄付金付き（緑の募金※）
クオカードを贈呈しています。

適時情報開示体制
当社は、株主、投資家、取引先などのステークホルダーの皆様と強い信頼関係を構築するために、各種法令、規則などを遵守することは

もとより、投資家判断に影響を及ぼす重要な会社情報の適時・適切な開示がきわめて重要であるとの認識に立ち、迅速、正確、かつ公平な
情報公開に努めています。

事業報告書の発行
半期ごとの業績や事業活動報告などをまとめて、年2回発行して

います。株主・投資家の皆様とのコミュニケーションツールとして、
わかりやすい情報開示に努めています。 

ホームページでの公開
ホームページ上にIR情報ペー

ジを設け、事業報告書や有価
証券報告書、決算短信、企業
情報など、株主・投資家の皆
様に向けてタイムリー
な情報をご提供して
います。

配当については、将来の事業展開や内部留保の状況等を勘案し
つつ、業績に応じた適正かつ安定的な配当の継続を基本としていま
す。2013年度は1株あたり11円とさせていただきました。

※ 緑の募金とは　公益社団法人国土緑化推進機
構および各都道府県緑化推進委員会が行って
いる募金で、集められた寄付金は国内外の森
林整備・緑化推進事業・森林に関わる人づく
りなどに活用されています。

第70期
第2四半期（中間）事業報告書

● 当社に係る決定事実、決算に関する情報開示体制 ● 当社グループに係る発生事実に関する情報開示体制

起案部門

企画総務部（取締役会決議予定案件のとりまとめ）

企画総務部、経理部（開示有無の確認）

取締役会

情報管理責任者（管理部門担当取締役）

企画総務部（情報開示担当部門）

情報開示

代表取締役社長 情報管理責任者（管理部門担当取締役）
報告 報告

緊急事態の発生（各本部・子会社）

情報管理責任者（管理部門担当取締役）

企画総務部、経理部（開示有無の確認）

企画総務部（情報開示担当部門）

取締役会

情報開示

代表取締役社長 情報管理責任者（管理部門担当取締役）

報告 報告

12
10
8
6
4
0

（円）

第 66 期
(2009 年度）

7円7円
第 67 期
(2010 年度）

9円9円

第 68 期
(2011年度）

9円9円

第 69 期
(2012 年度）

10円10円

第 70 期
(2013 年度）

11円11円

株主・投資家の皆様

（注）速報性が求められる適時開示要件への対応については、社長の判断により、一旦開示した後に取締役会で追認を求めることがあります。
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　 あいさつ運動の実施
当社グループでは、「あいさ

つは人と人とのコミュニケーショ
ンの原点であり、社会人として
の基本である」との考えに立ち、
毎週月曜日に上級職社員が社
屋玄関で社員を出迎える「あい
さつ運動」を行っています。

　 働きやすい職場環境の実現
当社グループでは、多様な人

財の雇用、活用と機会均等を図り、
個々の能力が十分に発揮できる職
場環境づくりを目指しています。障
がい者雇用、外国人従業員採用の
推進、男女を問わず選択・取得で
きる短時間勤務や育児休暇、介護
休暇などを充実させています。

　 労働安全衛生と快適な職場づくり
当社では、企業の社会的責任の一端として、従業員

の心身の健康と安全な職場環境の維持を図っています。
● メンタルヘルスケア対策のための研修を実施

2012年にスタートした「心の健康づくり計画」を基に、グループ
各社で2013年からメンタルヘルスケア対策のための管理監督者向
け研修や全社員向け研修、ストレスチェックのセルフケアなどを実
施しています。

　 第9回「発明の日」開催
2013年10月3日、 狭 山 テ ク

ニカルセンター内開発研究セン
ターにて、第9回「発明の日」イ
ベントを開催し、外部講師による
講演や知財活動に貢献した社員
の顕彰などを行いました。市場
競争力強化のため、「新しい技術
の創造」と知財活動の活性化を
図る契機としたい考えです。

　 アイデアファイル・改善提案制度
ビジネス環境の変化に対応し、企業改革と体質改善を継続するた

めに、当社グループでは社員の声を募る2つの制度を設けています。
業務や作業効率の見直し、改善など、幅広いアイデアや提案が寄せ
られ、数多くの成果と社員の意識向上に結びついています。

　 能力開発の支援
当社では「社内専門家の育成」を目指し、新人研修・昇格研修制

度を設けて専門資格の取得を奨励しています。また、自己啓発通信
教育講座の設置など、社員の能力開発を積極的に支援しています。
● 知的財産管理技能検定対策講座を開催

2013年5月から約半年にわた
り、知的財産管理技能検定3級合
格を目指すミニ講座を開催しました。
この検定は、知的財産に関する知
識と実務能力に関する国家試験で
す。講座の受講料は無料、知的財
産課のメンバーが講師を務めました。

社長以下、上級職社員が率先して「笑顔であ
いさつ」を実践

改善提案 アイデアファイル
範囲 （1）品質向上に関するもの

（2）環境マネジメントシステムの維持・改善に関するもの
（3）仕事の合理化に関するもの
（4）原価・経費削減に関するもの
（5）安全衛生改善に関するもの

提案条件 実施した結果 
（数値化したもの）を添えて提
案・報告

思いついたアイデアを気軽に
書き留めて提出するもので、
実施の有無は問わない

2013年度　総数 888件 2,973件
項目 実績

外国人従業員
採用数 3名

育児休暇取得率
100％（2010～
2013年度・男性
も取得実績あり）

女性役員数 
（グループ全体） 3名

● 「多様な働き方」認定
狭山テクニカルセンターは、埼玉県より「多様な働

き方実践企業」に認定されています。

「日本のものづくり」を学ぼうと入社を決意
日本の大学と大学院を卒業後、「日本のものづくり」について学

びたかったので、メーカーである当社に入社しました。日本人の
仕事に対する奉仕の心は、本当に素晴らしいですし、当社の製品
と技術力なら、中国の環境改善にきっと貢献できると思います。

直接お客様から評価され、やりがいを実感
2014年3月、出張で北京と上海を訪れました。普段はメール

と電話でのやりとりが中心なので、実際に製品が導入された施設
で品質・性能を評価していただき、この仕事をやっていて本当に
良かったと思いました。今後はもっとお客様と直接お会いする機
会を増やしたいです。

多様な文化への理解力を高め、世界へ
入社して3年。今も教育担当から日本の文化や日本語を教わって

いて、仕事の面でも熱心に指導してもらえ、とても働きやすい職場です。
英語も勉強しており、将来は中国だけでなく、他の国々の環境問題
解決にも貢献したい。多様な文化への理解力を高めることは会社に
とって有益ですし、自分のキャリアアップにもつながると思います。

社員

外国人社員の声

故郷のハルビンも大気汚染
が深刻。「日本は空気がお
いしい。人々はマナーが良
く、住みやすいですね」

仕事を通じて、 
中国の環境問題解決に 
貢献したい
海外営業部 中国課  関

カン
　博

ハ ク ウ
宇

TV会議システムで東京エンジニアリング
センターにも同時中継
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● 充実した社内認定制度
同社は品質向上に向けて、重要基本作業についての社内認定制

度を充実させています。3年～5年程度の指導訓練期間が必要なガ
ラス加工の技術習得に独自の技能認定制度を設けているほか、はん
だ付け作業、圧着作業、接着剤作業にも認定制度を採用しています。

● 生産部・ガラス加工課
主としてpH、ORP、電気伝導

率と生化学電極のガラス部分の
加工を担当しています。温度補
償電極のガラス加工品やガラス
外管加工なども担当し、山形東
亜DKKはじめグループ各社へも
供給しています。

● 生産部・電極製造課

男性2名、女性11名で電極の
組み立てを担当しています。種
類は数百種以上にもなりますが、
古い機種でも製造資料を基に課
員の経験と知識を結集して生産。
一人当たり10機種以上の知識を
持って多品種少量生産に対応し
ています。

● 遠野東中学校で寄贈水質計の説明会開催

2012年、遠 野市の3つの中
学校に寄贈した水質計について、
2014年1月7日 に、 遠 野 東 中
学校の生徒への説明会が実現し
ました。水質計の説明の後、飲
料水や遠野市内の河川水のpH、
電気伝導率などの水質測定を体
験してもらいました。

● グリーンカーテンで節電対策

節電効果アップの取り組みと
して、2012年からグリーンカー
テンを始めました。ミニトマト、
かぼちゃなどが順調に育ってい
ます。

地域・社会貢献活動

　 女性を中心に、若手技術者の育成に取り組む岩手東亜DKK
2013年8月に創立40周年を迎えた岩手東亜DKKは、当社の生産子会社として主に電極を製造しています。電極は高度なガラス加工等の

技術を必要とし、その習得には繊細な感覚が求められるため、女性従業員が55％を占めています。

福島県南相馬市の東北電力原町火力発電所は、東日本大震
災の津波被害に見舞われましたが、「不屈と前進」をスローガ
ンに復旧作業に取り組み、2014年4月に発電を再開されました。
当社は2013年5月に東北復旧支援チームを発足、製品の短
納期とコスト面でも協力し、同社から復旧記念の絵皿を受贈
いたしました。

業 務 部 長 に 聞 く

必死で学び、改善を重ねた入社当時
入社当初から総務担当として仕事をしてきましたが、同僚の退

社により、知識のなかった経理まで担当することになり、全ての
ことを必死に学び、やりにくい部分は改善してきました。おかげ
で仕事の幅が広がり、現在も2名で全ての業務をこなしています。

家族と会社の協力で仕事を継続
当時は共働きが珍しく、家族が背中を押してくれたおかげで仕

事が続けられました。会社の理解もあり、同僚たちには本当に助
けられましたね。当時から女性社員が多かったのが良かったのか
もしれません。

女性が積極的に参加できる労働環境
女性社員は主婦が多いので、「年休の時間単位付与」を導入す

るなど、働きやすい環境づくりに努めています。アイデアファイル、
改善提案数も女性が65％を占め、現場参加に積極的で、全員が
仕事に誇りを持って取り組んでいます。

取締役としての役割と課題
女性の管理職への登用は、地方ではまだまだ遅れており、重

責を感じます。後進の育成はもちろん、諸先輩方の努力と成果を
伝えていく役目もあり、親会社への品質と納期の責任を大前提に、
会社としての自立と社員一人ひとりの自立をどう形にするかも考え
ないと。未来に向けて課題はたくさんありますね。

6月に取締役に就任。「プ
レッシャーはありますが、
楽しく働ける明るい職場
を目指したい」

同発電所より受贈した絵皿（大堀相馬焼） 復興後の原町火力発電所

岩手東亜DKK

女性の働き方に柔軟な 
職場環境づくりを実践
岩手東亜DKK　取締役、業務部長
佐々木　鈴子

　 東日本大震災　被災地支援活動
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● 国際石油交流センター（JCCP）研修生を受け入れ
東京エンジニアリングセンター

は、2014年2月13日 に、 石
油製品の品質管理に関する研
修の一環として、昨年に引続き
JCCPの研修生を受け入れ、当
社の石油分析計に関する講習会
と実機見学を行いました。

● 地域振興イベントに出展
新庄市で行われた「第2回ものづく

り博 しんじょう商工見本市」に今回も
出展し、水やジュースなどのpH値を実
際に測定するデモを行いました。 ● 「地元企業見学会」開催

2013年8月23日、NPO法人さやま環境市民ネットワーク主催
による「地元企業見学会」が開催され、小中学生を含む計39名が
参加されました。PM2.5など3つのテーマによる講話のほか、設備
見学や計測器を
用いた測定デモ
も行いました。

●  無災害記録で立川労働基準協会長賞受賞

同センターは、2014年2月5日
に立川労働基準監督署および一般
社団法人立川労働基準協会主催の
2013年度安全衛生表彰にて、無
災害記録が3年以上5年未満の事
業所の第三種として認められ、立
川労働基準協会長賞を受賞しました。

● 献血活動

社会貢献の一環として年
1回、献血車（埼玉県赤十
字血液センター）を受け入れ、
献血に協力しています。

2013年度　会社見学受け入れ実績
日付 お客様 人数

 7月 1日 新庄市議会　絆の会 6名
 7月 2日 神室産業高校 39名
 10月 11日 新庄北高校1年生 21名
 12月 13日 新庄市立升形小学校4年～6年生 30名
 2月 6日 ものづくり企業魅力体験見学会

最上地区　理工系学部等への大学進学希望の高校生
30名

今年度は2014年1月24日に実施

pH値測定デモの様子

イラク、クウェート、リビアなど10ヵ国、計
15名が参加

神室産業高校の皆さん

　 山形東亜DKKの取り組み
従業員の半数近くを女性が占める山形東亜DKKは、山形県の「男

女共同参画社会づくり」の一環である「ワークライフバランス優良企
業」知事表彰を受賞しています。

● 会社見学の受け入れ
山形東亜DKKでは、山形県内の学校や企業などの会社見学を積

極的に受け入れ、製造過程をご覧いただいています。

　 東京エンジニアリングセンターの取り組み

　  狭山テクニカルセンターの取り組み  

品 質 保 証 部 長 に 聞 く

山形東亜DKKの業務と現在の主な役割
部品組み立てから加工、調整、最終検査、出荷まで一貫生産

体制で統合管理しています。親会社と綿密に連携し、生産段階の
動作不具合の原因究明と改善、お客様の問い合わせ対応、改善
提案制度のとりまとめなども行っています。

ステークホルダーや地域住民とのかかわり
当社には以前から、お客様の視察のほか、教育関係者や生徒

さんなど地元の方々が多数、訪れています。工場見学を通して理
解を深めていただくために、こうしたかかわりを大事にしています。

迅速な対応を可能にする人とのつながり
私たちにはお客様のご要望にお応えし、迅速に納品する責任が

あります。その実践には、関係各所のスタッフとの人間関係の構築、
円滑なコミュニケーションが何よりも大切だと実感しています。

より良い製品を提供し続けるために、体制を強化
認証取得しているISO9001を基本とし、さらに肉付けして体

制強化を目指したい。いいものを作ってこそのメーカーです。ク
レームを未然に防ぎ、高品質の製品を提供し続けるよう、努め
ています。

新庄市立升形小学校の皆さん

山形東亜DKK

人とのつながりを強め、 
質の高い製品づくりを
山形東亜DKK　取締役、品質保証部長
涌井　由里子

6月に取締役に就任。
「製造現場や人との
かかわりが好きなこ
とが役立ったかな」
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環境方針

　 環境保全の取り組み

　 グローバル企業としての役割

地球環境の保全は現代社会の最優先課題です。当社は地球環境を守り、次世代に引き継いでいくために、環境計測機器メーカーとして環
境保全に役立つ技術や製品を社会に提供する一方、製造業として自ら環境を汚染しないよう、細心の注意を払っています。

当社は、（公社）日本環境技術協会での活動を通して、地球規模での環境問題解決に協力し、持続可能な
社会の創造に貢献いたします。また、海外での事業展開については、駐在所・代理店と協調し、社会環境
に配慮した適材適所の経営を心がけるとともに、現地の慣習・文化を尊重し、その発展に貢献します。

A．環境に配慮した事業活動の推進
●  事業活動における環境負荷を低減し、環境保全に貢献します
  構内環境の適正化に努め、廃棄物質の分別によるリサイクルへの転用など環境負荷

の低減に貢献します。
●   環境マネジメントシステムに則り、グループ全体で環境保全に取り組みます
  当社グループでは、世界共通の環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取

得しています。これをグループ全体の理念として、各社で発展的に取り組んでいます。

B．環境に配慮した製品・サービスの提供
●   有害物質の使用制限および化学物質の取り扱いについて、法令を遵守します
  製品の鉛フリー設計など、有害化学物質をできるだけ使用しない製品開発を指向し、環境負荷低減に貢献します。 

また、試薬など化学物質の保管・移動・運送・消費・廃棄等について、関係法令を遵守し、適正に取り扱います。

ISO14001 環境マネジメントシステム取得会社
取得年月/認証番号

2000年10月6日　JQA-EM-1031
当社グループ登録会社

東亜ディーケーケー（株）
狭山テクニカルセンター・開発研究センター
および東京エンジニアリングセンター

（アリス東亜DKK（株）、東亜DKKサービス（株）、
東亜DKKアナリティカ（株）を含む）

当社グループは、事業活動が環境に与える影響を認識し、環境・プロセス分析機器、科学分析機器、
医療用機器に関わる開発・設計・調達・生産・販売・サービスを実施するにあたり、次の環境方針を定
めています。

環境

駐日本大使館呂克儉公使ご一行様
2014年2月19日、環境保全に関する日

中技術交流会開催のため、中国駐日本大使
館の呂克儉公使ご一行様が開発研究センター
に来訪されました。中国では環境問題が深
刻化しており、当社としても問題解決に貢献
したい考えで、製品や技術のご紹介、質疑応
答などを行いました。

中国省エネ・環境訪日団ご一行様
2014年3月12日、天津市省エネ・環境訪

日団ご一行様が開発研究センターに来訪され
ました。中国における「持続可能な環境保護
対策の推進」を訪日の目的とされており、質
疑応答では、当社PM2.5測定装置やCOD
計等に関する具体的な質問があるなど、高い
関心がうかがえました。

工場排水の自動測定装置を 
中国に5機種投入

河川の汚染で飲料水による健康被害が
発生した中国では、政府が工場排水の規
制を打ち出しました。当社は規制対象と
なっている重金属に対応した自動測定装
置5機種をHACHと共同開発、同国に
投入しました。

呂公使ご一行様 開発研究センター内の作業実験室を見学されました

中国駐日公使、天津市省エネ・環境訪日団が

相次いで開発研究センターをご見学
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雨水再利用　貯留槽
有効容量4～5トン

屋外中水
ポンプ室

薬
注
ユ
ニ
ッ
ト

中
水
ポ
ン
プ

1F

2F

3F

4F

トイレ

トイレ

中水管

雨水貯留がない場合
上水流入

トイレ

トイレ

雨水再利用
モニター
（ホール）

雨水桝
雨水

雨 水

雨
水

雨水スクリーン桝

雨水流水管

サクション管

中水管

地球環境保全に貢献するエコ設計を実現

開発研究センター
開発研究センターは、環境負荷を低減するエコ設計を採用しています。
当社の環境保全への貢献を象徴する施設として、
新たな計測技術の研究と製品開発に取り組んでいます。

 雨水利用システム
「中水道」と呼ばれる雨水を利用したシステムを主にトイレ洗浄に

取り入れています。雨水を雨どいで集め、雨水スクリーン桝を通し
てゴミなどを除去し、建物地下に貯留。溜めた雨水を圧送ポンプで
トイレに給水します。給水時に滅菌処理を行い、衛生管理に留意し
ています。

 Low-E複層ガラス
建物の南面窓に、2枚合わせのガラスに特殊な金属膜をコーティ

ングしたLow-E（低反射）複層ガラスを採用しています。夏と冬の
節電に効果を発揮します。

雨水再利用
基本フローチャート

 発電機能付き街路灯（LED照明仕様）
太陽電池パネルと風力発電機のハイブリッド型発電機で点灯する

街路灯です。太陽電池の最大出力は168W、風力発電機の定格出
力は64W（定格風速 10m/sec）。LED電球（白色タイプ）21個を
使用しており、消費電力は18.9wh。1日10時間の点灯で5日分の
蓄電容量があります。

 屋上緑化
4階テラス部分に107.5㎡の屋上緑化スペースを設け、サカサマ

ンネングサ、コーラルカーペット、キリンソウ、メキシコマンネング
サの4種類の植物を育てています。この屋上緑化は屋上の断熱効
果を増強し、冷暖房用電力の低減に寄与しています。

 リサイクルインターロッキングブロック
お客様駐車場と建物東側の通路の舗装に、「リサイクルインター

ロッキングブロック」と呼ばれる一般廃棄物溶融スラグを配合した
舗装材を使用し、表面の温度上昇を抑えています。

 太陽光発電システム
4階テラス部分に設置した太陽光パネルによる発電システム。出

力15kw、年間約15,000kwhの発電が可能です。

開発研究センター概要
所在地 埼玉県狭山市北入曽613狭山テクニカルセンター内
竣工 2010年 延床面積 約4,000m2

建屋 ・鉄骨4階建 ・1階 実験棟（大型実験設備）
・2～3階 事務・研究棟 ・4階 大ホール

竣工以来の会社見学
受け入れ人数 573名（2014年3月末現在）

PM2.5の高精度測定装置
山形東亜 DKKで生産しているFPM-

377Bは、環境省の認定試験に合格した
PM2.5自動測定装置です。高まる需要
を受けて生産対応能力を増強し、納期短
縮も実現しました。

FPM-377B型（屋外設置型）

車の排ガス:
石油

暖房や工場などで
化石燃料使用

PM2.5などの有害物質により大気が汚染！

火力発電:
石炭

ぜんそくなどの深刻な健康被害

環境大気測定用コンテナ局舎モデル施設を設置
狭山テクニカルセンター内に新たに環境大気測定用コンテナ局

舎を設置しました。局舎内には、当社の環境大気測定用の全計測
器を設置し、機器などの紹介や技術サービスのトレーニング、国
内外からの視察や見学にも対応する多目的のモデル施設です。た
とえば大気測定器の導入の際には、実機をご覧いただきながら設
置方法などを説明することができます。
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　 環境負荷低減の取り組み
当社グループでは、事業活動で発生する廃棄物の分別や排水経路の分離をはじめ、環境負荷の低減につながる取り組みを実践しています。

● 廃棄物排出量とリサイクル率の推移

環境負荷低減への取り組み（2010〜）一覧

項目 内容
狭山

テクニカル
センター

東京
エンジニアリング

センター

廃棄物の
分別

1. 産業廃棄物 ・  可燃物、リサイクル紙、不燃物、金属、プラスチック、その他に分別廃棄
・  職場にて分別回収し、所定の場所（分別コンテナ、廃棄物倉庫）へ廃棄

2. 特別管理 
産業廃棄物

・  廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB等、廃石綿等、 
水銀等の有害産業廃棄物

・  特別管理産業廃棄物責任者の選任
・  鍵のかかる保管場所に廃棄業者に渡すまで保管
・  マニフェスト（産業廃棄物管理票）により最終処分までを管理

排水経路の
分離

1. 生活排水 一般の流しやトイレ排水は専用排水管を経て公共下水道へ　

2. 雨水 宅内処理を原則とし、地下浸透処理をしているが、オーバーフロー水は雨水管理排
水管を経て狭山市雨水公共下水道へ ―

3. 薬品作業用排水 専用排水管を経て除害施設へ、処理後に生活排水と合流して公共下水道へ

除害施設の設置 ・  公害防止管理者の選任
・  薬品作業用排水のpH調節を行い、公共下水道へ排水

雨水用浸透桝の設置 雨水を地下浸透させ、公共下水道への負担を軽減 ―

薬品の出入庫管理 購入から出庫までを台帳管理し、漏えい・不法投棄・盗難を防止

大気汚染の防止 ボイラーの廃止により、ばい煙の排出をゼロに ―

地盤沈下の防止 地下水を採取しないことにより地盤沈下を防止 ―

地域の環境保全 埼玉県の工場立地法（緑地面積、環境施設面積、生産施設面積）を遵守 ―

ノーカーデーの実施 月1回通勤用自動車の使用を自粛
（公共交通を使用することによる、燃料の使用量削減と排気ガスの低減） ―

IT化による労働時間の削減 社内情報システムの開発で業務を改善、労働時間を削減

紙の
使用量削減

1. 書類の電子化 仕様書・検査成績書などを電子化し、紙媒体での発行数を低減　　　　

2. プリントアウトの削減 リスト、帳票などのプリントアウトを削減

梱包材の見直し 再資源化・再利用化 ―

生産性の向上 リードタイムを短縮させ、照明やエアコンの使用時間を減少

クレーム処理 クレーム直接費を減らし、各種資源や工数を低減

製品の輸送の効率化 無線ハンディターミナルによる出庫を拡大、倉庫ロケーションの再配置

狭山テクニカルセンター （アリス東亜DKKを含む） 東京エンジニアリングセンター 

（kg） （％）

リサイクル紙類（廃棄段ボール紙・リサイクル紙）、処分ゴミ（可燃ゴミ）の合計
リサイクル率（紙類＋処分ゴミに対するリサイクル紙類の占める割合）

リサイクル紙類（廃棄段ボール紙・リサイクル紙）、処分ゴミ（可燃ゴミ）の合計
リサイクル率（紙類＋処分ゴミに対するリサイクル紙類の占める割合）
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東亜DKKアナリティカ・
東亜DKKサービスを含む

環境
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　 使用電力の削減
当社グループでは、各社工夫しながら節電に努めています。たと

えば狭山テクニカルセンターでは、これまで遮熱塗料を使用した屋
根の塗り替えや消費電力を抑えたエアコンへの買い替えなどを実施。
全社的取り組みとしては、より消費電力の低いPCの購入やクール
ビズなどを実施しています。

　 RoHS対応
2006年、EUはRoHS指令（電気電子機器中の特定有害物質の

使用制限指令）を施行しました。これに伴い、当社グループでは、
鉛フリー化対応ラインの工場をいち早く新設した山形東亜DKKをは
じめ、各社でRoHS対応を進めています。

　 グリーン調達
事務用機器や文房具、用紙類などの消耗品について、グリーン商

品の購入比率を高めるよう、グループ全社で取り組んでいます。

　 狭山市「環境にやさしい事業所」に認定
狭山テクニカルセンターは、埼玉

県狭山市資源循環推進課が環境への
負荷の軽減を積極的に推進している
お店・事業所を対象に実施している

「環境にやさしい事業所」にこれまで
2度、認定されています。

　 環境配慮設計
製品そのものの設計・生産時において環境負荷を抑えることは、

製造メーカーにとって最も大きな社会貢献のひとつです。当社では、
他社に先駆けて鉛フリー製品を送り出したほか、製品の小型化や省
電力化、あるいは使用する薬品の少量化など、あらゆる観点から環
境への影響を考慮したものづくりを推進しています。

RoHS対応の取り組み（2013年度）
目的：2014年のRoHS規制改定実施に合わせてRoHS化を実現する

内容 目標 実績 達成評価
RoHS対応の部品調達 数値目標なし 対象品6点選定
新規登録の電気・電子
部品のRoHS対応を推進 90%以上 93.6%

東京エンジニアリングセンターの取り組み（2013年度）
目的：2009年から5年でRoHS対応を実現する

内容 目標 実績 達成評価

RoHS対応部品を採用 90%以上 2機種
採用率平均90％

●使用電力量（kw）の推移 ●東京エンジニアリングセンターの取り組みの推移 
内容：装置の小型化、試薬の少量化、省電力化と製造工程や装置の輸送等の効率化

● グリーン商品の購入比率推移

狭山テクニカルセンター （   ）内は目標値

東京エンジニアリングセンター （   ）内は目標値
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この用紙は、責任ある管理をされて
いる森林からの木材を使用してい
ます。

印刷時に、VOC（揮発性
有機化合物）などを含む
湿し水が不要となる水
なし印刷を採用してい
ます。

VOC（揮発性有機化合物）成
分フリーのインキを使用して
います。

この環境・CSRレポートを印
刷した工場の消費電力の一
部はCO2を排出しないグリー
ン電力を使用しています。

東亜ディーケーケー株式会社
〒169-8648　東京都新宿区高田馬場一丁目29番10 号
TEL 03-3202-0211（代表）   FAX 03-3202-0220
ホームページ　http://www.toadkk.co.jp/
お問い合わせ先　企画総務部 企画・IR 課


