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2015年度は大きな節目の年
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、「新生 東亜ディーケーケー」として発足しました。
2013年に東証一部に上場、翌2014年9月には創立70周年を迎
えました。2015年は、合併から15年、米国HACHとの提携から
10年にあたります。また、山形東亜DKKが創立25周年、開発研
究センター（P12参照）建設から5年など、さまざまな面で次なる
飛躍に向けた節目の年となりました。

技術と社員のHYBRIDによる 
経営計画を推進

2015年にスタートさせた3ヵ年の「HYBRID 経営計画」は、「世
界を変える技術と常識を変える社員のHYBRID」による取り組みで
す。具体的には、環境保全の独自技術で世界の人々に貢献するとと
もに、社員一人ひとりが経営参加し「心と強い絆」でより強固な基礎
を築くことを目的としています。その実現のために、「新製品開発」「海
外戦略」「人財開発」の3つの経営基軸に資源を集中投資いたします。

海外市場を積極的に開拓し、 
全社員の活躍の場を世界へ

中でも海外戦略については、海外営業部を海外営業本部へ昇格
（P2参照）させたのを皮切りに、中国・アジア諸国を中心に海外市
場を積極的に開拓し、お客様の技術と自社技術の融合を図ってまい
ります。この3月と4月には中国企業2社と初の技術合作で提携合
意（P2参照）しました。また、昨年12月には海外初の拠点として韓
国ソウル事務所を開設（P2参照）するなど、海外販売網を拡充、強
化しつつあります。

優れた測定技術で、地球環境保全と 
人々の健康維持に貢献いたします

当社の製品や技術を通じての環境・社会貢献だけでなく、事業活
動に伴う環境への影響についても、各国の法規制に適合して環境負
荷の低減に努めると同時に、環境目的・目標を設定し、継続的な
改善を進めています。

中国やアジア諸国をはじめ、経済成長に伴い環境改善に取り組ん
でいる国は少なくありません。当社は計測機器メーカーとして、優
れた測定技術で環境保全に関する国際協力を推進してまいります。

また、「水・大気・ガス」に続き、4本目の柱として掲げる「医療
関連機器」の事業に力を入れ、人々の健康維持に貢献してまいります。

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、環境計測から 
化学分析まで幅広い分野で人々の暮らしを支えています。

セグメント別構成比 （2015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％

12.2％

2.6％

14.8％

14.3％

16.2％

38.1％

次なる飛躍に向けて
独自技術で
海外展開を本格化

代表取締役社長

トップメッセージ
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TOPICS

●北京市「北京牡丹聯友環保科技股份有限公司」との合意
中国において排ガス測定器市場で高いシェアを持つ「北京牡丹聯

友環保科技股份有限公司」と、VOC（揮発性有機化合物）排出規
制に適応した測定器の技術合作および販売提携に合意し、2016年
4月23日に北京市内の釣魚台国賓館で調印式を執り行いました。

VOCはPM2.5の生成物質のひとつで、中国でも先ごろ排出を規
制する法律が制定され
ました。当社は日本で
の豊富な経験を活かし、
中国でのVOC 規制市
場への参入を図ってま
いります。

●重慶市「重慶川儀自動化股份有限公司」との合意
中国大手の計測器メーカーであり国営企業でもある「重慶川儀自

動化股份有限公司」と、環境用大気測定装置の技術合作および販
売提携に合意し、2016年3月14日に調印式を執り行いました。当
社にとって技術合作は今回が初となります。

同社は、中国全土に
強力な販売ネットワー
クと技術サービス力を
持っており、この提携
を契機に今後の中国で
の環境ビジネス拡大を
目指してまいります。

中国企業２社と環境用大気測定装置の 
技術合作および販売提携で合意

海外営業部が海外営業本部として新たに始動
海外での需要拡大とグローバル

人財の育成・強化を目的として、当
社海外営業部を2015年7月、海
外営業本部に昇格させました。今
後はより積極的な戦略をもってグ
ローバル化を推進してまいります。

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

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
水質監視用として使用される抵抗率計

ソウル事務所を開設
2015年12月30日、韓国での拡販体

制の強化を目的として、当社初の海外事
務所「東亜ディーケーケー株式会社ソウ
ル事務所」を開設いたしました。

本拠点を足がかりに、韓国における
当社製品技術のPRとブランド力の向上
を図ってまいります。

「PM2.5（微小粒子状物質）測定装置」の 
中国国家認証を取得

2015年11月9日、 中 国 に お け る
「PM2.5測定装置」の国家認証試験に
当社製品が合格しました。

当社はすでに環境水質分析計に多く
の実績があり、今回 PM2.5測定装置
が加わったことで水･大気の両面から中
国の環境保全への貢献が可能になります。

水

医療

大気

ガス

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

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

あらゆる分野の 
水道管理をサポート

医療施設に信頼性の 
高い製品を提供
電気伝導率センサを用いて、
透析治療を支える装置
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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 

上場取引所 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 593名（連結　2016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（埼玉県狭山市）

東京エンジニアリングセンター（東京都東大和市）

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）

編集方針
本「環境・CSRレポート2016」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 2015年度（2015年4月1日～2016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 2016年6月
発行責任者 経営戦略部長
編集担当 経営戦略部 経営企画課

● 売上高（連結）

● 経常利益（連結）
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業績推移
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水道水用水質自動測定装置

MWB4-72 型
安全でおいしい飲料水の供給に 
貢献する水質計（災害時にも対応）
公園など公共の場に設置され、飲料水の水質
7項目を連続して監視します。バッテリーとの
組み合わせで停電時でも一定時間（72時間）
測定を続けることができ、災害時でも安心です。
電力需要の少ない夜間に充電し、昼間はバッ
テリーで運転する機能も備えています。

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

卓上用マルチ水質計

MM-43X 型（新型 X シリーズ）

大型タッチパネル搭載で視認性・ 
操作性を向上させたラボ用分析計
主力機種の卓上用水質計をフルモデルチェンジ。
大型カラータッチパネルを搭載し、視認性・操
作性・メンテナンス性の向上を図りました。電
極に測定項目ごとに異なるカラーを用いて識別
しやすくしたほか、より柔軟なリード線の採用
で使い勝手にも配慮しました。

INDEX

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

水

水

水

医療

大気 ガス
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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）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契約書全般に条項として盛り込んでいます。

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。

●  「海外販売代理店における法令遵守状況の確認・検証に関する規程」を制定
海外販売代理店の法令遵守推進のための規程を制定しました。2015

年7月には海外販売代理店に対し、コンプライアンスアンケートを実施、
贈収賄禁止等の規制を遵守していることを確認しました。

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。

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や関係する
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。

コンプライアンス体制

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
解職

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

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。

当社は、ステークホルダーの皆様への社会的責
任を果たし、当社の持続的な成長と企業価値の向
上を実現することを目的として、「東亜ディーケーケー
株式会社 コーポレートガバナンス・ガイドライン」
を制定し、開示しています。

コンプライアンス委員会
編集のガイドブック
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関東地方発明表彰で3年連続受賞
2015年度の関東地方発明表彰に応募した「ギヤを使用しない

定量シリンジポンプ」が「埼玉県発明協会会長賞」を受賞しました。
当社グループでは、3年連続の受賞です。この連続受賞を励みに、
ますます活発に革新的
な技術の創成、アイディ
アやデザインの創作に
努めてまいります。

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。

海外へも広がるネットワーク
当社は、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。また、韓国・
ソウルに初の海外事務所を開設（P2参照）したほか、
中国や東南アジア、北米、欧州など、世界各地で販
売代理店ネットワークを展開しています。

技術セミナー＆製品展示紹介 全国キャラバン開催
2015年11月～翌3月、お客様か

ら高い関心が寄せられているpH・
ORP・電気伝導率・溶存酸素電極の
維持管理と正しい測定方法をテーマ
にした技術セミナーを全国10ヵ所で
開催しました。また、新製品の「卓上
型水質計 Xシリーズ（P4参照）」をは
じめ、製品の展示紹介も行い、分析
計の操作や保守に携わる実務者に多
数ご参加いただきました。●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

お客様に近いところで開発に携わる部署
科学機器課は、機器の開発だけでなく、営業に同行してデモや

セミナーなどに出向き、技術者の立場からお客様に製品をご紹介
する業務も担当しています。当初は不安でしたが、上司のフォロー
や先輩方のアドバイスもあり、お客様にお会いする大切さが実感
できるようになりました。

いつも自分の言葉で説明できる知識とスキルが必要
対象は主に企業などのお客様ですが、イベントでは幼児や中高

生が対象になる場合もあります。対象者が違っても自分の言葉で
説明できるよう、製品を深く理解すること、会話の中から求められ
ているものを探り、その情報をきちんとお伝えするスキルも必要です。

やりがいは、自分の説明が実績につながったとき
当社の装置は初めて、というお客様に製品の特長や他社製品と

の違いなどをご説明し、「わかりやすかった」「ありがとう」と言っ
てもらえたときは、本当にうれしいです。そのお客様から受注が
あると、実績につながった手ごたえとやりがいを感じますね。

お客様の声を反映した新製品で、シェアの拡大を
学生時代から当社製品を使っていたので、新たな科学機器製品

の開発にはぜひ携わりたい。今はその開発に向け、お客様から学
ばせていただく時期なのかなと思っています。ご要望に応える製
品を生み出し、シェア拡大にも貢献したいです。

開発技術本部　社員の声

「海外のお客様にもきちん
と説明できる語学力を」と、
まずは英語の通信講座を
受講中。

お客様の生の声を 
新たな製品開発に 
つなげたい
開発技術本部　センサ技術部　科学機器課
後藤 由季

6



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、投資家の皆様やお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。 

投資家向け会社説明会を初めて開催
「コーポレートガバナンス・コード（企業統治原則）」に掲げられてい

る「株主・投資家等との建設的な対話」推進活動の一環として、機関
投資家・個人投資家向け会社説明会を開催しました。今後も定期的
に開催し、株主・投資家の皆様への説明責任を果たしてまいります。

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。2015年度は、合併15周年の記念配当1円を加え、1株あたり
12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72期　第2四半期（中間）事業報告書
機関投資家向け会社説明会

（2015年12月開催）
個人投資家向け会社説明会

（2016年3月開催）

● 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

経営戦略部（取締役会決議予定案件のとりまとめ）

経営戦略部、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）

経営戦略部（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）

経営戦略部、経理部（開示有無の確認）

経営戦略部（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 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 72 期
(2015 年度）

12円12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。

社内イベントの開催
● 「改革発表チャンピオン大会」

2015年4月21日、「第1回 改革発表チャンピオン大会」を開催
しました。この発表会は、推進中の「HYBRID経営計画」で取り上
げている人財教育の一環
として、幹部のプレゼン
テーション能力の向上を
目指して実施しています。
2015年度は3回開催しま
した。

● 第11回「発明の日」
今回で11回目となる「発明の日」を2015年10月7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奨励

企画書や報告書、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、ビジネス文書技能検定の受験を奨励していま
す。前年度の当社団体受験に続き、グループ会社も含め、各級にお
いて、多数の合格者を出しています。

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335名中） 82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％（2010～2015年度）
男性1名　2011年度に取得実績あり

勤続年数 男性21.3年　女性18.1年

※数字は2016年3月末現在

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。

社員

女性の職域拡大が新制度導入の理由のひとつに
2015年10月、新たな人事制度をスタートしました。背景には、

少子高齢化など社会の変化がありますが、後継者を育てるための能
力開発の重要性が増していること、女性の職域が広がり、画一的な
処遇では対応できないことなどが改革のきっかけになりました。

望む職種で活き活き活躍キャリアアップ
新制度では、一般職を総合職と担当職に分け、社員が職種を選

択します。幹部を目指し、難度の高い業務に挑戦する人は総合職、
特定業務の熟練度を上げつつ職務の拡大を目指す人は担当職を選び、
職種に合ったキャリアを積むことができます。それぞれの目指す職
種が特定され、評価に納得性が得られやすくなります。

ダイバーシティ、ワークライフバランス推進にも注力
当社は、外国人や障がい者の雇用、高齢者の再雇用、育児や介

護との両立支援にも力を入れており、この制度では両立支援の一
環として総合職から担当職への転換を可能にしています。新制度の
もとで業務を効率化させ、有休取得率アップと時間外労働の1割削
減も目指します。

新制度を定着させ、ワンランクアップにつなげたい
新制度の定着には、社員の意識変革、中でも管理職の指導が不

可欠で、まだ時間が必要です。しかし、一人ひとりが希望する職種
で正しく評価されることで、意欲や向上心が醸成され、当社の目指
すワンランクアップに結びつくものと期待しています。

総務人事部 次長に聞く

3年がかりで取り組んでき
た新制度。「かなりきめ細
かい内容。反応を見ながら
定着させていきたい」

多様化する社会と 
時代の変化に対応した 
新人事制度を導入
管理本部　総務人事部　次長
代見 敬一郎
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山形東亜DKK　創立25周年

地域・社会貢献活動

● 会社見学の受け入れ
山形東亜DKKでは、中高生の会社見学や高校生の就業体験、学

習インターンシップなどを積極的に受け入れています。

2015年度　受け入れ実績
日付 お　客　様 受入人数

6月3日 神室産業高校機械電気科3年生（工場見学） 24名（教員含む）
6月31日～
7月3日 神室産業高校（就業体験学習インターンシップ） 2名

7月9日 新庄中学校2年生（新庄中核工業団地企業訪問） 70名（教員含む）
8月3日～
7日 神室産業高校（就業体験学習インターンシップ） 1名

8月5日 最上企業見学ツアー　高校生および保護者 20名
10月19日 新庄市立八向中学校1年生（工場見学） 8名
10月20日 子育てママの企業見学ツアー 15名
10月28日 湯沢雇用開発協会事業視察 12名

● 地域振興イベントに出展
2015年11月21日、 恒

例の新庄商工会議所主催
「第4回ものづくり博　しん
じょう商工見本市」に今年
度も出展いたしました。前
年度より多くの来場があり
ました。

● 肘折温泉「地面出し競争」に参加
毎年、大蔵村・肘折温泉で行われる「地面出し競争」に山形東亜

DKKの精鋭チームが参加しました。このイベントは、雪を掘り下げ、
春（＝土の地面）に達する速さを競う肘折の冬の名物。今年は242
㎝の積雪に41チームが挑み、当社チームは大健闘の7位！10位ま
での来年のシード権も獲得しました。

2015年に創立25周年を迎えた山形東亜DKK。そ
の社屋は、新庄市「新庄中核工業団地」の一角に位置し
ています。新庄市商工観光課で同工業団地の立地推進
をご担当の渡辺様に、山形東亜DKKの地域での取り組
みなどについて、お話をうかがいました。

統合システムを駆使して活力をもっ
て前進し、飛躍する企業経営を目指す
山形東亜DKKのコンセプトを新庄市
のシンボルフラワー「あじさい（AJISAI）」
にちなんで表現しました。

山形東亜DKKの取り組み

山形新幹線をイメージした社屋外観

市のイメージキャラクター「かむ
てん」をあしらった改善シート

新庄市立八向中学校の皆さん
神室産業高校の生徒さん
からいただいたお礼状

山形新幹線のイメージでデザインされた社屋
1977年の分譲開始以来、「新庄中核工業団地」では約50の企業が操業し、

新庄市のものづくり産業の一旦を支えてきました。山形東亜DKKは1992年に
操業を開始されましたが、社屋に同じ年に開業した山形新幹線をイメージした設
計を取り入れるなど、新庄市との関係を大事にされているのは嬉しいことです。

地域への想いの深さを感じる取り組みの数々
地元出身の社員が多く、市のシンボルフラワー「あじさい」の文字を使って企

業コンセプトを表現したり、社員のアイデアを募る改善シートに市のイメージキャ
ラクターをあしらったり、自分たちの夢を地域と一緒に作り上げたいという想い
が伝わります。

また、市内の中高生を対象とした会社見学やインターンシップの受け入れにも
積極的で、あらゆる面で地域とのかかわりを密にしようという姿勢に、とても感
謝しています。

独自製品の開発による今後の成長に期待
同社は、岩手大学と共同で画期的な開発をしたことで注目されています。これは、

牛の胃に無線センサーを投入してpH値を監視し、牛の健康管理を行うというも
の。このようなすばらしい独自製品の開発を通じて、ぜひ当地から世界へ羽ば
たいてもらいたいと期待しています。　

「さまざまな交流を通して、
地域と企業、双方が発展
的に活性化するよう努めて
いきたいですね」

新庄市とのかかわりを大切に
される姿勢に感謝しています
山形県新庄市商工観光課　課長
渡辺 安志 様

A dvance
J ump
Integration
S ystem
A ctivity
I nnovation

新庄市商工観光課　ご担当者様インタビュー
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●  「声かけ・サポート運動」に協力
東京商工会議所が推進する「声かけ・サポート運動」に当社も協

力しています。本運動は、高齢者や子ど
も、障がい者、外国人など、困っている
方や助けが必要な方に「声かけ」をする
ことで、誰もが安心・安全・快適に暮ら
せる地域社会の実現を目指しています。

● 高校生企業見学会の受け入れ
遠野市主催による「市内高等学校企業見学会」が2015年10月

22日に行われ、岩手県立遠野緑峰高等学校1年生7名が見学に訪
れました。各業務の説明に真剣に聞き入り、質疑応答も活発に行わ
れました。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
2016年1月17日～18日、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名を受け入れ、オリエンテーションから作
業説明、作業体験、日報記入まで体験しました。ガラス加工から電
極製造までと、機器製造を半日ずつ体験、今回は倉庫部品のピッキ
ング作業が加わり、一生懸命取り組んでいました。後日、学校から
お礼状が届きました。

●  海外技術研修生の受け入れ
2015年度も海外からの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、実機見学などを行いました。

●  JAIMAサマーサイエンススクー
ルに参画
2015年7月23日、日本分析機

器工業会（JAIMA)主催のサマーサ
イエンススクールが日本科学未来
館で行われました。この催しは、中
高生を対象に、分析機器の操作体
験を通じて科学技術への関心をよ
り高めてもらうことを目的に行われ
ています。

●  「環境にやさしい地元企業の見学
会」開催
狭山テクニカルセンター・開発研

究センターにて、2015年8月21日、
NPO法人さやま環境市民ネットワー
ク主催「環境にやさしい地元企業見
学会」が開催されました。夏休み
中の小学生とその保護者が参加し、
飲料水などの測定体験を行いました。

2015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22日 北九州国際技術 
協力協会（KITA）

・大気分析計講習会
・実機見学
・大気測定局舎見学

10名
ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ、中国 他
計4ヵ国

2月17日 国際石油交流 
センター（JCCP）

・石油分析計講習会
・実機見学 15名

カンボジア、ロシ
ア、カタール 他
計10ヵ国

岩手東亜DKKの取り組み

東亜ディーケーケーの取り組み

当社はイオンクロマトグラフの実習を
担当

味覚と違う意外なpH値に驚く場面も

●  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。

●  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2016年1月21日に実施しました。

● AEDの設置
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。
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T O P I C S

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。

　　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。

　　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

インドネシア「INDOWATER2015」 
マレーシア「OGA2015」

2015年5月、水・排水技術
に特化したインドネシア最大の
展 示 会「INDOWATER2015」
に初出展しました。続く6月に
はマレーシアのクアラルンプー
ルで開催されたアジア最大の
石油・ガス展示会「OGA2015」
に出展し、当社製品を幅広くご
紹介しました。今後も、大きな
潜在需要が見込まれる東南ア
ジア地域での知名度向上と市
場拡大を目指してまいります。

中国「CIEPEC2015」
2015年6月、 中 国・北 京 で「 第14回 中 国 国 際 環 境 保 護 展

（CIEPEC2015）」が開催されました。当社は知名度の向上を目指
し、今回初めて単独出展しました。PM2.5測定装置のほか、VOC
計、開発中の排水中水銀計、重金属計、油膜検知器等を展示。中
で も VOC は 大
気汚染の新たな
規制項目として
注目されており、
VOC 計 へ の 関
心の高さは予想
以上で、連日大
盛況のうちに終
了しました。

海外の展示会へ積極的に出展
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「分析機器・科学機器遺産」に認定
当社の「pH 標準液検査用高精度

pH測定システム（COM-30型）およ
びノンリーク塩化銀式比較電極」が
JAIMA※1、JSIA※2 が進める「分析機
器・科学機器遺産」に認定されました。

本認定制度は、国民の生活や文化
などに貢献した分析技術や機器を後
世に伝えるために設立され、2015年
で4回目。当社製品は、前年に続い
て2度目の認定です。これを糧に今
後もさらなる技術開発に努めてまい
ります。
※1　一般社団法人日本分析機器工業会　
※2　一般社団法人日本科学機器協会

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
受入人数 894名（2016年3月末現在）

クウェート国KCCEC社と販売代理店契約を締結
2015年9月9日、当社は、クウェート国のエンジニアリン

グ会社 KCCEC社※と販売代理店契約を締結しました。同国
水・電力市場への納入実績も豊富なKCCEC社との契約を機に、
新規需要獲得が期待される中東地域での拡販を目指します。
※KCC Engineering and Contracting Company

2年連続遺産認定中東地域での拡販を強化

雨水再利用水の水質を当社製品で監視。
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。

2015年9月2日に行われた認定証授与式

pH 標 準 液 検 査 用 高
精度pH測定システム

（COM-30型）

ノンリーク塩化銀式比較電極
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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、廃石綿、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、漏洩・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 クレーム費用を減らし、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） （％）

廃棄物排出量
（※）リサイクル紙類、処分ゴミ（可燃ゴミ）の合計

リサイクル率（廃棄物排出量に対するリサイクル紙類の占める割合）
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2013 年度 2014 年度

31,333

2015 年度

94.6％ 94.7％

18,700

2013 年度 2014 年度

15,600

2015 年度

71.7％ 67.3％

2013 年度 2014 年度

9,629

32,735

16,200

9,355

2015 年度

89.1％ 90.8％94.7％

70.0％

91.8％

7,074

環境
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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
するなど、グループ各社で
RoHS対応を進めています。

（％）

2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
0
90

95

100

（93％）
（94％）

（％）

2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
0
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95
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（97％）

（97％）

95.8％

99.3％

（97％）

（97％）

99.4％

95.6％

99％99％ 99％99％

（95％） （95％）

99.8％99.8％ 100％100％

使用電力の削減
当社は、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。

同テクニカルセンターでは開発、生産設備増強を進めていること
から使用電力が増加する要因はありますが、省エネ効果の高い設備
の導入や効率化により、使用電力の増加を最小限に抑える努力を続
けています。

なお、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、2015年度においても統廃合前の３事業所合
計より下回っています。

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。

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、あるいは使用する試薬の少量化など、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。

狭山テクニカルセンターの取り組み（2015年度）
目的：2014年のRoHS規制改定実施に合わせてRoHS対応を実現する

内容 目標
RoHS対応の部品調達 数値目標なし
新規登録の電気・電子部品のRoHS対応を促進 90%以上

2015年度は対象品がなかったため評価実績がありませんでした。

東京エンジニアリングセンターの取り組み（2015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 95%以上 5台
採用率平均100％

●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

（kW）
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本社
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

2012 年度 2013 年度 2014 年度

216,941216,941

963,884963,884
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（件）
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52件
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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　経営戦略部 経営企画課


