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経営改革を続け、創立70周年を 
迎えることができました

当社は、2000年10月1日、東亜電波工業（株）と電気化学計器
（株）の合併により、国内有数の「水・大気・ガス」の総合計測機器メー
カー「新生 東亜ディーケーケー」としてスタートを切りました。その後、
2005年に米国HACHと提携し、2010年には共同で開発研究セン
ター（P11参照）を建設。たゆまぬ経営改革を断行しながら、2014
年9月に創立70周年を迎えることができました。

記念式典にて東北への復興支援寄付金の
贈呈式も行いました

2014年11月13日には、70周年の記念式典と謝恩パーティを開
催いたしました。当社グループの主力工場2社が山形県と岩手県に
あることから、「がんばろう東北 “夢と絆”」をコンセプトとし、復興

支援として寄付金の贈呈式も行いました（P9参照）。改めて株主の
皆様の長年にわたるご支援に深く感謝申しあげます。

「心の経営」を実現するための3つの宣言
当社の目指す経営は、全てのステークホルダーの皆様に感動して

いただける「心の経営」、すなわち「ハートウェアの経営」です。これ
を実現するため、創立70周年を機に次の「3つの宣言」を掲げ、いっ
そう社会に貢献する企業を目指してまいります。

1.	 	未来戦略レベルを上げ、「躍進の10年先夢プラン」をスタートさ
せます。

2.	 	世界最高水準の環境保全に役立つ独自技術を磨き、世界の人々
の幸福に貢献いたします。

3.	 	「お客様の声は天の声である」と耳を傾け、「お客様の喜びを経
営の喜び」としてまいります。

トップメッセージ

創立70周年を機に
「心の経営」の
実現に向けて邁進

代表取締役社長

東亜ディーケーケー　70年の歩み

1944年
◦		東京都小石川区（現文京区）に
東亜電波工業㈱設立

1945年
◦		東京都武蔵野市に
電気式化学計器
研究所（電気化学
計器㈱）設立

1954年
◦		卓上型pH計HM-5(A)発売。
2万台を超えるベストセラーに

1961年
◦		東京証券	
取引所	
第二部に上場

1963年
◦		埼玉県狭山
市に現狭山テ
クニカルセン
ター建設

1963年
◦		旧厚生省の計画に参
画し日本初の窒素酸
化物自動測定装置を
開発。これ以後、当
社の柱となる大気分
析機器分野へ参入

1968年
◦		新宿区高田
馬場に本社
ビル完成

1970年
◦		旧建設省の委託
により日本初「河
川水質監視装置」
を淀川、多摩川
に設置

1973年
◦		生産子会社とし
て、岩手県遠野
市に現岩手東亜
DKK㈱を設立

2014年に「分析機
器・科学機器遺産」
に認定
日本の産業の発展に
貢献した製品として高
く評価されました。

遺 産 認 定 1979年
◦		旧厚生省より医療
用具製造業許可
を受け、臨床検査
機器の販売を開始。
これ以後、生化
学・医療用機器分
野へ参入
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この3つを経営の柱とし、全社員が独自性を発揮して「世界最
高水準の頭脳集団」を創ることをお約束いたします。

未来に向かって、夢のある製品開発に
取り組んでまいります

また、当社の製品や技術を通じての社会・環境貢献だけでなく、
事業活動に伴う環境への影響についても、法規制を遵守して汚
染の予防に努めると同時に、環境目的・目標を設定し、継続的
な改善を進めています。

今後も経営理念である「誠実・創造・挑戦」のさらなる進化を
図り、「地球環境保全のリーディングカンパニー」として当社独自
の「夢のある製品」開発に戦略的に取り組み、80周年、90周年、
そして100周年へと、未来に向かって企業価値の創造に努力して
まいります。

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

水や大気をはじめ、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 （2014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 
1.8％

12.7％

2.3％

14.9％

15.0％

15.2％

38.1％

家庭 		安心・安全なおいしい	
水道水の供給に貢献

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 
水道管理をサポート

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
センサ技術を応用し、人工透析や
臨床検査分野向けの分析計などを開発、
製造販売

東亜ディーケーケー　70年の歩み

1990年
◦		生産子会社とし
て山形県新庄市
に現山形東亜
DKK㈱を設立

1995年
◦		ISO9001を	
認証取得

2000年
新生

東亜ディーケーケー（株）
誕生

◦		ISO14001を認証取得

2005年
◦		株式交換によりバイ
オニクス機器㈱を完
全子会社化、産業用
ガス検知警報器部門
を拡大

◦		HACHと業務および
資本提携契約を締結

2006年
◦		HACH製品の
国内総代理店
業務を開始

2010年
◦		狭山テクニカル
センター内に開
発研究センター
を建設

2013年
◦		東京証券取
引所第一部
銘柄に指定

2014年
◦		狭山テクニカルセンター内に環
境大気測定用コンテナ局舎モデ
ル施設を設置 

2014年
◦  創立70周年
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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 

豊かで人にやさ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 589名（連結　2015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2015」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 2014年度（2014年4月1日～2015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 2015年6月
発行責任者 経営企画部長
編集担当 経営企画部 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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9,000
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3,000
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（百万円） 第 2 四半期 通期

第 67 期
（2010 年度）

13,734
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（2011年度）

14,357

6,459

第 69 期
（2012 年度）

13,672

6,246

第 70 期
（2013 年度）
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第 71期
（2014 年度）
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6,395
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1,500
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0
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第 67 期
（2010 年度）

525

1,271

第 68 期
（2011年度）

702

1,649

第 69 期
（2012 年度）

502

1,429

第 71期
（2014 年度）

415

1,287

第 70 期
（2013 年度）

386

1,357
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水道水用水質自動測定装置

MWB4-72 型
水道水の安全とおいしさを	
連続監視するための水質計
一般家庭の近くまで送られてきた水道水の
水質を連続監視する分析計です。水道配水
の末端で連続監視することで、水の安全と
おいしさを両立することができます。

透析用薬剤粉末溶解装置

Ａ剤溶解装置 ＡＨＩ-701 型 
Ｂ剤溶解装置 ＢＨＩ-701 型
粉末で供給される透析剤を溶解し
適切な濃度に調整する溶解装置
当社の電気伝導率測定技術を駆使して安定した
透析液濃度の調整を行っています。各地の透析
施設で透析治療を支える装置として活躍してい
ます。

微小粒子状物質測定装置

FPM-377C 型
PM2.5を連続的に監視する	
大気汚染分析計
PM2.5は、人の肺の奥まで入り込み、付
着する有害物質が健康に悪影響を及ぼすと
言われています。本装置はPM2.5を連続
的に監視し、人々の健康維持に活用されて
います。

排ガス中塩化水素測定装置

GNC-224-1 型
ゴミ焼却施設等の	
排ガス中の塩化水素ガス濃度を	
監視する分析計
塩化ビニルなどのプラスチック類や食品に含まれ
る食塩などを焼却するときに発生する塩化水素ガ
スは、設備を腐食させるほか、有害なダイオキシ
ンの発生源となります。本装置は塩化水素ガス濃
度を監視して人の健康を守る役割を担っています。

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、豊かな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
無試薬で手軽に消毒用塩素の	
測定ができる残留塩素計
水道水に消毒用として添加されている次亜塩
素酸ナトリウムの残留濃度を連続的に監視
します。同濃度が多すぎると塩素臭などの害
となり、少なすぎると殺菌効果が失われます。
電源は単３乾電池２本で、災害時などにも飲
料水の安全確保に活用いただけます。

INDEX

水

水 医療

大気 ガス

水

蛍光式溶存酸素計

LDO2 型
水中に溶け込んでいる酸素濃度を
新方式（蛍光式）で測定する水質計
当社が日本国内総代理店として販売している
HACHの製品。微生物による下水処理工程で酸
素濃度を連続測定し電力の低減に資するなど、
環境負荷を抑え効率のよい社会環境の実現に貢
献しています。

A剤溶解装置 AHI-701型

B剤溶解装置 BHI-701型
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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
「企業行動憲章・行動規範」および「コンプライアンス管理規程」

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、各本部・子
会社のコンプライアンス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付すると
ともに、新入社員、中途採用者、
上級職昇格者、役員などの階
層別研修やテーマ別研修を実
施し、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
解任

選任
解任

監　査

会計
監査

選任
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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 2年連続で発明奨励賞を受賞
2014年度の関東地方発明表

彰において、当社の「水道水用
水質自動測定装置」が選考され、
創作者である社員2名が表彰さ
れました。当社グループでは2
年連続の受賞です。この連続受
賞を励みに、さらに革新的な技
術の創生とアイデアやデザイン
の創作を奨励し、お客様に喜ば
れる製品を提供してまいります。

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「品
質一番」を宣言し、さらなる品質向
上を図ってまいりました。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

 お客様満足度の向上と安全性の確保
当社は、お客様の信頼と満足度向上のために、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、全社で「PDCAサイクル」を回すことにより、確実
な目標達成を目指しています。また、製品・サービスにおいても世
界最高水準を追求し、お客様の安全確保に注力しています。

 全国に広がるネットワーク
お客様に当社の製品を安心して長くお使いいただけ

るよう、開発から販売まで全部門が連携し、ご要望
にお応えしています。また、営業本部を中心に全国に
支社・営業所、技術サービスセンター
を設け、高品質の製品と迅速で重層
なサービスを提供しています。

 ダナハー×東亜ディーケーケー テクニカルセミナー開催
2014年11月28日、DANAHER CORPORATION（本社：米国）

と当社は「水を護る先端技術」と題した3回目となるテクニカルセミ
ナーを開催し、上下水道の管理技術および環境水質分析計について
ダナハー・グループ各社および当社から、省エネ・省力化に視点を
置いた先端技術をご紹介いたしました。

沢山のお客様と報道機関のご参加
をいただき、最後の質疑応答まで盛
況なセミナーとなりました。

●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-0971

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

P

D
C

A

水戸市内で行われた表彰式

営業企画部全体でお客様に対応
コールセンターは国内営業本部にあり、主に製品の営業・販売

についてのお問い合わせ窓口になります。コールセンターで受け
た内容は、情報として速やかに営業に伝えるとともに、営業企画
部全体で支援する体制をとっています。

迅速に正確に、最適なソリューションを
コールセンターの役割は、迅速かつ正確に、お客様の視点に立っ

て最適なソリューションを提供し、お客様満足度を向上させるこ
とです。お客様には、良い印象を持っていただき、当社のファン
になっていただけるように、という思いで接しています。

ご要望を的確に把握し、データで共有
迅速で正確な対応には、各部署との緊密な連携が不可欠なので、

情報をデータベース化し、共有しています。お問い合わせ内容だ
けでなく、お客様のお言葉のニュアンスまで注意を払い、ご要望
を正確に把握するよう努めています。

お客様のお礼が大きな励みに
毎日のお問い合わせ内容は予測できませんが、それがほどよい

緊張感になり、今日どのような方とめぐりあえるか、どんな新し
い発見ができるかという楽しみにもなっています。問題が解決して、
お客様からお礼のメールをいただくと本当にうれしく思いますし、
励みになりますね。

コールセンター長に聞く

35年 の 営 業 経 験 を 経 て、
2014年4月コールセンター
長に着任。「新しいお客様
との出会いが楽しみ」

業務を通じて 
東亜ディーケーケーの 
ファンを増やしたい
国内営業本部  営業企画部  コールセンター長
辻　常男
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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、規則などの遵守はもとより、

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。開示基準や開示方法などを含む情報開示方針を定め、当社ホームページで公表しています。

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。 

ホームページをリニューアル
2014年4月1日、 当 社 ホ ーム

ページの会社情報、IRページなど
を一新しました。一般投資家の皆
様向けに、当社をわかりやすくご
紹介する新たなコンテ
ンツなども追加し、よ
り充実した内容となっ
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。2014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
構が運営する募金で、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71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

経営企画部（取締役会決議予定案件のとりまとめ）

経営企画部、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）

経営企画部（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）

経営企画部、経理部（開示有無の確認）

経営企画部（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 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 71期
(2014 年度）

11円11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、活躍の機会均等を図り、

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。
技術職、営業職にも女性を積極的に採用しており、育児期間の休業
や子どもの看護休暇などを含む短時間勤務制度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10回「発明の日」開催
今回で10回目となる社内イベント「発明の日」。今年度は2014

年10月9日に開催し、外部講師による講演や知財活動に貢献した
社員への顕彰式などを行
いました。本イベントは、
市場競争力強化の一環で、

「新技術の創造」と「知財
活動の活性化」の契機と
なることを狙っています。

 能力開発の支援
当社では、「社内専門家の育成」をスローガンに、新入社員教育、

昇格試験制度を設けているほか、専門資格の取得や自己啓発通信
教育講座の受講を奨励し、社員の能力開発を積極的に支援してい
ます。
● ビジネス文書技能検定の社内受験を実施

企画書や報告書、案内状、お礼状など、さまざまな場面で必要
な文書の作成能力を磨くため、公益財団法人 実務技能検定協会が
実施するビジネス文書技能検定の受験を奨励しています。2014年
11月に社内受験を行い、158名がチャレンジ。当社の高い合格率
が評価され、団体優秀賞を受賞しました。

社長以下、上級職社員が率先
して「笑顔であいさつ」を実践 項目 実績

女性社員数（全社員352名中） 88名

女性上級職 11名

女性役員数（グループ全体） 3名

育児休暇取得率 女性100％（2010～2014年度）
男性1名　2011年度に取得実績あり

勤続年数 男性22.0年　女性18.2年

※数字は2015年3月末現在

●「多様な働き方」「ワークライフバランス優良企業」
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。
2011年には山形東亜DKKが山形県より「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。

社員

再就職して一から学び直し、専門外にもトライ
子育てが一段落し、10年のブランクを経て再就職しました。不安

は全くなく、わくわくしながら一から学び直しました。海外のお客様
が多いので、専門外の英語も勉強し、外国人インターンシップを受
け入れたときには積極的に話しかけました。楽しかったですね。

会社の方針に則り、法令遵守を徹底
当社の方針は「環境に配慮し、かつ、お客様に満足いただける製

品を提供すること」。化学物質の取り扱いや安全保障輸出管理の法
令体系などコンプライアンスを重要と考え、自分自身も学びながら
社員一人ひとりの意識向上に努めています。

家族との時間を大切に。仕事もオフも充実
忙しいときは家庭を犠牲にすることもありますが、家族が協力的で、

仕事を辞めたいと思ったことはないですね。休日は夫と車で遠出し
たり美術館巡りをしたり、一緒に過ごす時間を大切にしています。

女性社員が後に続くよう期待
取締役に就任し、社員の生活や幸せを守ることを意識するように

なりました。社員の成果はしっかり次の世代に伝えたいですし、女
性の視点から苦言を呈しつつも、成長を見守っています。当社は3
分の１を女性社員が占め、多数活躍しています。彼女たちが希望を
持ち、後に続いてくれるよう期待しています。

バイオニクス機器　総務部長に聞く

当社グループ女性役員第1
号として2006年6月に取
締役に就任。「若い人たち
のチャレンジに期待！」

女性社員が希望を持ち、 
いっそう活躍できる 
職場に
バイオニクス機器株式会社　 
取締役　総務部長
細川　敬子
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地域・社会貢献活動

● 高校生企業見学会の受け入れ
2014年10月8日、遠野市主催による「遠野地区人材育成事業（市

内高等学校1年生企業見学会）」があり、当社に県立遠野高等学校1
年生約40名が午前と午後に分かれて企業見学に訪れました。初めて
見るガラス加工課の手加工作業に驚き、質問をしたり、説明にも真剣
に聞き入ったりと、熱心に見学。最後にお礼の言葉をいただきました。

● 高校生インターンシップの実施
同12月には、遠野地区人材育成モデル事業として、遠野市内の高

校2年生2名を2日間にわたって受け入れました。オリエンテーショ
ンから作業説明、作業体験、日報記入までを実施し、ガラス加工か
ら電極製造、機器製造の半日ずつの作業体験に一生懸命取り組む様
子が見られました。今後も生徒たちの受け入れを継続いたします。

● 遠野市内の2高校に水質計を寄贈
2015年2月12日、県立遠野高等学校と遠野緑峰高等学校を訪問

し、水質計を寄贈しました。当日は学校長・副校長など数名の方が
出席され、なかでも遠野緑峰高等学校の化学の先生が大変お喜びに
なり、有効に活用していただけると期待しています。岩手東亜DKK
が生産活動を営む地元への貢献を果たすことができました。

2014年11月13日、都内ホテルにて、長年ご 支援い
ただいている内外のお取引先様、吉村美栄子山形県知事、
駐日中国大使館劉亜軍公使をはじめご来賓の方々など約
350名をお招きし、創立70周年記念式典および謝恩パー
ティを盛大に開催いたしました。

式典のコンセプトとして「がんばろう東北 “夢と絆”」を掲げ、
生産子会社のある山形県、同新庄市、岩手県遠野市の関
係自治体に対し、東日本大震災の復興支援と社会貢献活
動の一環として「社会活動応援寄付
金」を贈呈いたしました。

当社はこれからも継続して地域の
振興と活性化に貢献してまいります。

 創立70周年記念式典・社会活動貢献基金贈呈式を開催

 岩手東亜DKKの取り組み

岩手県立遠野高等学校

ご来賓の方々と当社役員による鏡開きでスタート

駐日中国大使館 劉亜軍公使様ごあいさつ

山形県 吉村知事に「やまがた社会貢献基金」を贈呈 遠野市 本田市長に「日本のふるさと遠野応援寄付金」を贈呈新庄市 山尾市長に「新庄市ものづくり教育奨励基金」を贈呈

岩手県立遠野緑峰高等学校
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● 会社見学の受け入れ
県内の中学校や高等学校の会社見学

のほか、今年度は、山形県環境技術研究
センターで研修中の外国人技術者の視察
受け入れと高校生のインターンシップも
行いました。

● 地域振興イベントに出展
2014年10月25日、すっ

かり恒例となった新庄商工
会議所主催の「第3回もの
づくり博　しんじょう商工見
本市」に今年も出展。水や
ジュースのpH値を測定する
デモを行いました。

● 外国人技術研修生の受け入れ
当社は毎年、国際石油交流センターなどから外国人技術研修生

を受け入れ、当社製品や品質管理に関する講習会、実機見学などを
行っています。今後も積極的に研修生を受け入れ、国際協力に貢献
していきたいと考えています。

●  グラウンドを 
地域イベントに開放
狭山テクニカルセンター

敷地内のグラウンドを地元
の盆踊りなどの地域イベン
トにご活用いただいています。

●  無災害記録で優秀賞受賞
当社グループ企業バイオ

ニクス機器は、2015年3月
6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2014年
度安全衛生表彰にて、無災
害記録が3年以上5年未満
の事業所第三種として認め
られ、優秀賞を受賞しました。

● AEDの設置
当社では、本社および 事業所に

AEDを設置し、救命講習の資格取得
を奨励しています。職場でのアクシ
デントはもとより、緊急災害時など、
万一の場合に社員一人ひとりが積
極的な行動を起こすことができる
よう、意識啓蒙を図っています。

● 献血活動
社会貢献の一環として年

1回、狭山テクニカルセン
ターに献血車（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。今
年度は2015年1月15日に
実施しました。

2014年度　受け入れ実績
日付 お客様 人数

5月28日 新庄神室産業高校3年生 22名
7月 新庄神室産業高校（就業体験学習インターンシップ） 2名
7月10日 新庄中学校2年生 103名（教員含む）
9月8日 山形県環境技術研究センター外国人研修生 2名

2014年度　受け入れ実績
日付 運営機関 研修内容 受入人数 参加国

6月2日
国際石油交流
センター

（JCCP）

・  オンライン分析計、
石油分析計講習会

・実機見学
16名

イラク、
クウェート 他
計11ヵ国

6月24日
北九州国際技術
協力協会

（KITA）

・大気分析計講習会
・工場見学 10名

ボツワナ、
中国 他
計9ヵ国

10月22日
国際石油交流
センター

（JCCP）

・  オンライン分析計、
石油分析計講習会

・  実機見学
13名

カタール、
イエメン 他
計10ヵ国

2月18日
国際石油交流
センター

（JCCP）

・  オンライン分析計、
石油分析計講習会

・  実機見学
13名

クウェート、
スーダン 他　
計8ヵ国

 山形東亜DKKの取り組み

 バイオニクス機器の取り組み

神室産業高校の生徒さんから
いただいたお礼状

新庄中学校の皆さん 新庄神室産業高校の皆さん
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Topics

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。

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。

 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。

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 実験室（大型実験設備）
・2～3階 事務・研究室 ・4階 大ホール

竣工以来の会社見学
受け入れ人数 707名（2015年3月末現在）

中国大使館劉亜軍公使ご一行様　 
山形東亜DKKご来訪

2014年12月19日、駐日中国大使館の劉亜軍公使ご一行様が山
形東亜DKKを来訪され、環境保全技術交流会を開催して意見交換
を行いました。劉公使は創立70周年記念式典へのご出席を機に工
場見学を希望されていたと
のことで、部品加工から組
み立て調整まで一貫生産の
様子をご覧いただきました。
これからも同大使館との交
流を深めて日中友好に寄与
し、中国でのビジネス拡大
に努めてまいります。

重慶市経済貿易代表訪問団ご一行様　 
狭山テクニカルセンターご来訪

2015年3月14日、中国・重慶市経済貿易代表訪問団ご一行様
が狭山テクニカルセンターと開発研究センターを見学されました。
重慶市は、当社の中国戦略にとって重要な都市です。今回の来訪は、
左記の山形東亜DKKを来訪された中国大使館が当社の見学を訪問
団に推奨し実現し
たもので、大変名
誉なことです。今
後も技 術 交 流 会
の開催などで関係
を深めていきたい
と考えています。

中国環境技術交流

雨水再利用水の水質を当社製品MWB4
でモニター表示。また、センター入口
に太陽光発電による発電量をリアルタ
イムで表示しています。

 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。
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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
社会の創造に貢献しています。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、その発展に貢献しています。

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

どのような研究をされていますか
国内外の環境問題に対して、オリジナルな修復

技術を開発して改善に取り組んでいます。たとえ
ば中国の火力発電所の脱硫工程や建設現場で出
る廃棄物を利用して砂漠化した土壌を改良、オー
ストラリアでは大規模植林地域における炭素固定
技術※1の開発、タイ南部ではマングローブ植林に
よる環境修復なども手がけています。国内では「磯
焼け※2」 と呼ばれる海の砂漠化現象について、バ
イオマスを利用した改善方法の開発を行っています。

何をポイントに当社製品を選ばれましたか
現地ではフィールド用のポータブル分析計を、大

学研究室ではラボ用分析計を使っています。製品
を選んだポイントは、精度はもちろん、強度やメン
テナンスのしやすさ、コンパクトで軽量であること、
防水性が高いことなどですね。デザインも多少気
になります。さまざまな製品があるので、研究内
容に合った使い勝手の良いものを選んでいます。
※１  植物が空気中から取り込んだ二酸化炭素を炭素化合物として

留めておく機能のこと。この機能を利用して、大気中の二酸
化炭素を削減、地球温暖化を防止することが考えられている。

※2  海藻の群落が著しく衰退、消失し、海の生態系に影響を及ぼす。

お客様の声

pHメータ　HM-25R 型
大学研究室での土壌、水質分析に使用

ポータブル多項目
水質計WQC-24型
海外のフィールド
ワークで使用

～科学分析機器、ラボ用分析計 使用事例～
工学院大学　環境修復工学研究室　准教授　酒井	裕司博士（工学）
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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）本社 東京エンジニアリングセンター
（東亜DKKアナリティカ・東亜DKKサービスを含む）

（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）
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環境
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 使用電力の削減
当社は、省エネ効果の高い設備を段階的に導入することで電力の

削減を進めています。具体的には、2010年に狭山テクニカルセン
ター内に開発研究センターを建設したことを機に、東京都武蔵野市、
同東大和市、埼玉県狭山市の３ヵ所に分散していた開発拠点を１ヵ
所に統合することで、省エネ効果も含め、生産性向上を実現しました。

近年、同テクニカルセンターの開発、生産設備増強を進めている
ことから使用電力量は増加傾向にありますが、同テクニカルセンター
および東京エンジニアリングセンターの使用電力の合計は、統廃合
前の３事業所合計より下回っています。

（参考：2009年事業所電力合計1,659,106kw、2014年事業所電力合計1,624,574kw）

当社はこれからもさらなる電力削減に取り組んでまいります。

 RoHS対応
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）施行にいち早く対応し、山形東亜DKKの増築工場
に鉛フリー化対応のラインを新設しました。これに先立ち、2005
年より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
を実施するなど、グループ各社でRoHS対応を進めています。

 グリーン調達
製品設計はもちろん、事務用機器や文房具、用紙類などの消耗

品についても、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。

 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（2014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9点選定
新規登録の電気・電子
部品のRoHS対応を推進 90%以上 90%

東京エンジニアリングセンターの取り組み（2014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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鉛フリーはんだ付け研修の様子
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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　経営企画部 企画・IR 課


