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今も、これからも環境保全に役立つ 
製品を提供します

私たちの住む日本は、戦後の高度成長期を経て現在の生活
環境に至っていますが、その歴史は公害との戦いでもありました。
その中で当社東亜ディーケーケーは、「地球環境保全」を経営
理念に掲げ、大気汚染や水質汚濁の監視に寄与できる製品を
提供してきました。現在、新興国などで進んでいる深刻な大
気汚染の例を挙げるまでもなく、今後も当社製品は美しい地
球環境を守るために、なくてはならない存在であり続けるもの
と自負しています。

企業全領域のワンランクUPで 
品質管理を強化

グローバル企業として、製品とサービスをお客様に提供する
上で最も重要なことは、お客様との信頼関係であり、そのため
には製品の品質を高いレベルで維持する必要があります。当社
では「お客様に選ばれる世界最高水準の製品とサービスの提供」
を最大の目標に、かねてから「品質一番」運動（P6参照）の推
進をはじめVOC制度（同P6参照）の導入などを通じ、企業全
領域のワンランクUPを図り、経営品質の向上に努めています。

目標達成に欠かせない全社員の 
ワンランクUP

この目標達成は、社員一人ひとりの能力向上なしには為し得
ないものです。当社では、「アイデアファイル」制度の活用（P8
参照）を通じて社員のアイデアあふれる知力職場を構築し、生
産性向上に取り組んでいますが、2014年度は全社員がアイ
デアで参画できる新たな「人事制度」の導入を予定しています。
最終的に全社員
がワンランクUP
することが目標
達成の実現に不
可欠であると考
えています。

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 (2012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 2.1％

34.3％ 14.1％
3.0％

16.0％
13.9％

16.6％

トップメッセージ

face to faceのコミュニケーションをモットーにいつも
社員に囲まれて執務しています。

ワンランクUPを目指し、多様な社長10訓を発令

「世界最高水準の製品と
サービスの提供」 を通じて、
社会と地球環境保全に貢献します

代表取締役社長
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「心の経営」で皆様のご期待に 
お応えいたします

私が最も大切にしていることは、経営方針にも掲げている「心
の経営」です。「心の経営」とは、「お客様の喜び」「株主様の喜
び」「社員の喜び」、そして取引先、さらに社会貢献など、全て
のステークホルダーの皆様のご期待にお応えすることを経営の
喜びとするものです。

この「心の経営」のキャッチフレーズとして、全ての関係者の
幸せを意味する「WIN-WIN大作戦」を設定し、2014年度の
経営計画に盛り込みました。前述の「企業全領域のワンランク
UP」と「全社員のワンランクUP」を進めることにより、世界の
お客様に選ばれる世界最高水準の製品とサービスの提供を目
指してまいります。

環境負荷低減への取り組みも 
当社の責務と考えています

当社では、自らも環境負荷の低減に努め、皆様のお役に立
てるよう日夜取り組んでいます。当社の開発研究センターは、
2000年の合併以降、分散していた開発部門の統合による生
産性の向上と、当社の筆頭株主である米国HACH社との共同
研究を目的に、2010年に建設しました。太陽光発電や雨水利
用システムなどの「環境配慮設計」（P11〜12参照）を採用した、
当社の「地球環境保全」という理念を象徴する存在でもあります。

今後、当社内に分散している古い建物の統廃合の際にも、こ
うした設計を取り入れ、製造過程での環境負荷低減や日々の省
エネへの取り組みなどと合わせて、地球環境保全への貢献を目
指す企業にふさわしい活動を実践してまいります。

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

Topics
いま注目！ PM2.5の高精度測定装置

当社グループ・山形東亜DKKで生産しているFPM-377は、大気
汚染物質としてマスコミ報道などで注目されている微小粒子状物質

（PM2.5）の自動測定装置です。全国の自治体など需要の高まりを受
けて専用の生産ラインを設置し、生産対応能力を従来比の4倍まで増強。
製造方式の見直しなどで納期短縮を実現し、迅速に対応しています。

PM2.5とは
空気中に浮遊する粒径2.5μm以下（髪の毛の太
さの約1/30）の微小粒子。呼吸器の奥まで入り
やすく、深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。

環境省の認定試験に合格した 
高精度のPM2.5自動測定装置
FPM-377-1型（屋外設置型）

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

医療   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

あらゆる分野の 
水質管理をサポート

ガス 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

WIN・WIN大作戦
“心の経営”
POWER UP改革

経営基本方針

超速経営

お客様の
課題解決で
共に成長

HACH社
との

完全融合

全社員
経営参加の
品質革命

日本“モノ”
づくり

復活宣言

知力経営

独自経営

ブランド力UP
独自製品の開発

収益の拡大

お客様に接近
国際ビジネス強化

販売拠点拡大

連結再編成
グループの最適生産

成果の加速

品質経営

独自のビジネスモデルを開発し一部上場を指向する

最高水準の品質
ワンランクUP

人材の育成

H
A
C
H
社
と
共
に
世
界
最
高
水
準
の
ビ
ジ
ネ
ス
展
開

高
度
な
独
自
技
術
を
更
に
進
化
さ
せ
環
境
社
会
に
貢
献

未来創造型の経営 全社員が改革者
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水道水用水質自動測定装置

MWB4-70 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。

会社情報

▎経営理念 ▎会社概要

▎業績報告

▎企業行動憲章

▎事業内容

「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

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 18億4,248万1,000円　東京証券取引所市場第2部上場 

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 585名（連結　2013年（平成25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)

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。

○  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

● 売上高の推移（連結）

● 経常利益の推移（連結）

水 水

MWB4-70型

環境
配慮設計
環境
配慮設計

15,000
12,000
9,000
6,000
3,000

0

（百万円） 第 2四半期 通期
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（2009 年度）
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5,341

第 67 期
（2010 年度）

13,734
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第 68 期
（2011年度）
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第 69 期
（2012 年度）

13,672

6,246

2,000

1,500

1,000

500

0

第 2 四半期 通期（百万円）

第 66 期
（2009 年度）

861
22

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 65 期
（2008 年度）

757
124

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

当社従来型(MW-20)の
約1/120のサイズに

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。
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レポート概要

▎編集方針

▎報告範囲

本「環境・CSRレポート2013」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、本年初めて
発行いたしました。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。

対象期間
2012年度（2012年4月1日〜2013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
東亜ディーケーケー(株)

［事業所］
本社　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)
※ 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 2013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

大気中窒素酸化物測定装置

GLN-354
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オゾン、炭化水素などを測定する大
気分析計のシリーズ。従来品よりも大幅に小型化し、消電
力化も図りました。また、架台にパイプフレームを採用し、
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。

大気 ガス
環境
配慮設計
環境
配慮設計

INDEX

トップメッセージ...........................................................................1
会社情報...................................................................................................3
レポート概要.......................................................................................4
コーポレート・ガバナンス...................................................5
お客様への対応.................................................................................6
株主・投資家の皆様への対応.............................................7
社員への対応.......................................................................................8
地域への対応・社会貢献活動.............................................9
環境への対応
　　環境保全の取り組み...............................................................10
　　開発研究センター....................................................................11
　　環境負荷低減の取り組み.....................................................13
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▎基本体制
東亜ディーケーケーは、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。

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、当社の企業行動憲章・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、「企業行動憲章・行動規範ガイドブッ
ク」を全従業員に配布して新入社員、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等を実施するほか、各本
部、子会社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。

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。発生の可能性があ
るリスクを洗い出して年1回以上の見直しを行うとともに、発生
頻度と影響度を調査分析し、図表化することで想定可能なリスク
を把握。リスクを発生させないための施策と発生した場合の不利
益を最小限に抑えるための諸施策を検討しています。

▎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。

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」に基づいて個人情報保護規程を整備し、情報保護
方針を定めて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、担当者ごとにアクセス権を定め、
IDを付与して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や外部接
続装置の禁止、WEB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
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

選　任

監　査

会計
監査

選任
報告

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　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
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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
の製品とサービスを提供」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

▎VOC※制度の導入

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。

当社では、以前からお客様窓口として営業本部と生産本部にそれぞれコールセンターを設けていますが、 
クレームの早期解決を図るため、2012年4月にVOC制度を導入しました。

●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。

2010年10月、当社は狭山テクニカルセンター
内に開発研究センターを新設しました。設計部門
と開発部門の技術者が一拠点に集約され、技術
者同士のコミュニケーションの円滑化や技術力向
上を目指すとともに、品質向上に向けて安全性・
信頼性を検証する試験設備を充実させています。

▎開発研究センター

VOC
部長の声

担当者の名前を検査証に記載
VOC制度は、製品に製造担当者の名前と
VOC担当の名前、専門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
受けするシステムです。お客様の声を社内に
正確に伝え、全社を動員して適切な答えを迅
速に出すことが、使命であると考えています。

VOC制度が社内にもたらしたもの
この制度の目標は、クレーム処理期間の短
縮とクレーム数の減少ですが、検査証に名
前を記載することが「きちんとした製品をつ
くる」意識付けになり、品質に対する姿勢が
改善されたことは大きいと思います。

一番のやりがいは？
早期対応に導くためには、生産本部と営業
本部の双方の意見を聞き、コミュニケーショ
ンを密にする必要があります。こうした社内
調整が結果的にお客様へのサービス向上に
つながる点がこの仕事のやりがいですね。

社内の意識改革で 
お客様へのサービス強化を
品質保証本部 VOC部長　東海林 正男

※Voice Of Customer＝お客様の声

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）

EMC試験設備
機器から出る電磁
波と機器外部から
の電磁波に対する
耐性の評価試験を
行 う EMC 機 器 と
電波暗室

クリーンルーム
半導体センサの研
究や製造に必要な
設備や装置などを
備えた高度なクリー
ンルーム

社内での意識統一を
図るため、全社員が
バッジを着用

営業出身の東海林部長。
「最初はとまどいも
ありましたが、
与えられた役割を誠実に、
素直にこなすだけ」製品に貼付する検査証

お客様への対応

● VOC制度の流れ
担当者名入り検査証を
貼付した製品を納品

クレーム・
お問い合わせ等

クレーム内容等を
データ化して報告・蓄積

担当各署に
フィードバック

対応
生産本部 お客様 お客様VOC担当

営業本部

生産本部

P

D
C

A
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株主・投資家の皆様への対応

▎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。2012年6月からは単元株式数
の引下げ（1,000株から100株）を行い、優待内容を充実させました。

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。2012年度は1株あたり10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
にかかわる人づくりなどに活用されています。

第69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

10
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0

（円）

第 66 期
(2009 年度）

第 67 期
(2010 年度）

第 68 期
(2011年度）

第 69 期
(2012 年度）

7円7円
9円9円 9円9円 10円10円
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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
曜日にグループ各社
の上級職社員が社
屋玄関で社員を出
迎える「あいさつ運
動」を行っています。

社員への対応

▎あいさつ運動の実施

▎働きやすい職場環境の実現

▎労働安全衛生と快適な職場づくり

▎アイデアファイル・改善提案制度

▎能力開発の支援
当社グループでは、多様な人材の雇用、

活用と機会均等を図り、一人ひとりの能力が
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に加え、育児
や介護と仕事の両立を支援する制度として、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。

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。

めまぐるしく変化するビジネス環境に対応するため、当社グルー
プでは社員の声を企業改革・体質改善の推進に活用しています。
日頃の業務や作業効率の見直しなどについて幅広い提案が寄せられ、
数多くの成果に結びついており、社員の意識向上にも役立っています。

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。

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

2012年度 総数 1,075件 3,533件

項目 実績
障がい者雇用率 2.00％（2013年4月現在）

外国人従業員採用数 4名（2013年4月現在）

育児休暇取得率・職場復帰率 100％（2010〜2012年度・男性も含む）

● 埼玉県「多様な働き方実践企業」に認定
2013年4月、埼玉県が「女性が働きやす
い職場環境づくり」の推進を目指して実施
している認定制度「多様な働き方実践企業」
に狭山テクニカルセンターが認定されまし
た。当社グループでは、2011年に山形東
亜DKKが山形県の「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。

● 心の健康づくり計画
心の健康は、社員自身とその家族
にとって、また企業の生産性と活気
ある職場づくりにおいても重要な課
題です。当社では、2012年12月に

「心の健康づくり計画」をスタートさ
せ、「相談窓口の設置」「教育・研修」

「ストレス対策」「プライバシーへの
配慮」の4つを推進しています。

資格挑戦を決めた理由
生化学営業部では透析治療用の薬剤を溶かす装置を扱っていま
す。臨床工学技士は、会社にとってはお客様ですので、資格取
得を勧められたとき、「お客様と同じ目線で装置を見ることがで
きる」と思い、すぐに決心しました。
厳しくも充実した学びの1年
入学に必要な単位取得のための準備期間を経て、1年間、首都
医校で学びました。30以上の履修科目をこなし、3ヵ月の臨床
実習期間には毎日レポートの提出があるなど、体力的にも厳し
い日々でしたが、実際の臨床工学技士の業務が体験でき、とて
も有意義でした。学費は全額補助、給与も支給され、会社には
本当に感謝しています。
資格取得の収穫とやりがいは？
試験に合格して1年。知識を得たおかげで以前よりもお客様と
のやりとりがスムーズになり、いただいたご要望の内容を、具
体的なアイデアをからめて技術部門にうまく「通訳」できるよう
になりました。やりがいを感じるのは、そうして完成した製品
をお客様にお届けできたときです。

大学は電気系と情報系出身。「医
療系が勉強できてよかった。この
体験をもっと仕事に活かしたい」

お客様の 
視点が理解でき、 
実りある1年でした
2012年臨床工学技士 国家資格取得
生化学営業部 東京販売課 佐藤 円

2014年末までの達成目標
1.  管理監督者を含む社員全員が

心の健康問題について理解し、
心の健康づくりにおけるそれぞ
れの役割を果たせるようになる。

2.  円滑なコミュニケーションの推
進により、活気ある職場づくり
を行う。

3.  管理監督者を含む社員全員の
心の問題を発生させない。

資格取得社員の声
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地域への対応・社会貢献活動

▎山形東亜DKKの取り組み

▎開発研究センターのグラウンドを開放

▎不老川の浄化活動に協力

▎AEDの救命講習資格取得を奨励

▎東日本大震災　被災地支援活動

● 会社見学の受け入れ
当社の生 産子会社である山形東 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。2011年には
山形県知事の訪問も受けています。

● 地域振興イベントに出展
また、同社は2013年2月2日に新庄

市で行われた「第1回ものづくり博 しん
じょう商工見本市」に出展。地元のもの
づくり企業として、新庄市の企業立地推
進など、地域活性化につながる活動に協
力しています。

埼玉県狭山市の開発研究センターでは、敷地内のグラウンドを
地元の盆踊りなど、地域イベントにご活用いただいています。

狭山テクニカルセンター近くの不老川は、かつて「日本一汚い川」
という不名誉な称号を与えられていました。この汚名を晴らすため、
近隣住民による「不老川をきれいにする会」が中心となって水質向
上のための活動を行ってきました。当社も1996年から水質測定器
の提供などで協力。今ではコイが泳ぐほど水質が改善されています。

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。

2011年の東日本大震災の発生
以来、当社はさまざまな形で被災
地を支援しています。
● 2012年度の活動
◦ グループ全社に義援金箱を設置
◦ 給料天引きによる義援金受付シ

ステムを導入
◦ 岩手県遠野市に被災支援金を寄

付。また、同市に立地する岩手
東亜DKKが市内の3中学校に教
材用のハンディ水質計を寄贈しま
した。今後、環境学習の一環と
して、水質計の取り扱いを通じて生徒たちと交流する予定です。
岩手東亜DKKでは、この寄贈をきっかけに地域の環境保全活
動を継続的に支援し、教育現場をサポートしていく所存です。

新庄北高校の生徒からいただいたお礼の手紙

2012年度　会社見学受け入れ実績 116名
日付 お客様 人数

5月5日 最北支部高校教育研究会 45名

8月1日 大学進学者のための
ものづくり企業見学会

20名

10月12日 新庄北高校1年生 22名

10月15日 山形共和電業株式会社 5名

10月17日 山形県県会議員 12名

3月7日 神室産業高校　担任教師 12名

遠野市とぴあ庁舎にて
本田敏秋市長(左)当社佐々木社長

中学生による採水 計器の詳細をご説明
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環境方針

環境への対応

▎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・使用・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 当社グループ登録会社

2000年10月6日　
JQA-EM-1031

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。
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年間約15,000kwhの節電
年間約6,150kgのCO2 削減
 （CO2 排出量は1kwhあたり0.41kgで算出）

効 果

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。

地球環境保全に貢献するエコ設計を実現

環境配慮をカタチにした新たな計測技術の研究・開発のステージ
2010年10月、当社狭山テクニカルセンター内に新しい開発研究センターが誕生しました。本開発研究センターは、「開発研究なく

して成長なし」を経営の基軸に、コア技術を進化させ、需要拡大に応え、人にやさしい地球環境保全に寄与する目的で建設したものです。
設計段階から環境負荷を低減するエコ仕様を取り入れ、近年、自治体を中心に建築物の評価の指標となっている埼玉県のCASBEE（建
築環境総合性能評価システム）でB+（良い）を取得しています。CO2 排出量に換算すると、従来の標準設計と比較して10％以上の省
エネルギー効果があります。当社の環境保全に貢献する姿勢を象徴する施設として、また開発型企業である当社の中核として、次世
代に向けた社会に役立つ新たな計測技術の研究と製品開発に取り組んでまいります。

 雨水利用システム
いわゆる「中水道」と呼ばれる雨水を利用したシステムをトイ

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する仕組みです。給水時には滅菌処
理を行っており、衛生管理に留意しています。

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。

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

雨水再利用
基本フローチャート

4階テラス部分に設置した太陽光発電パネル

開発研究センター

年間約111.3tの節水
試算条件 従業員：100人
 使用回数：大1回・小4回/日
 便器水量： 大6L・小2L（小便器利用）/回
 年間稼働日数：265日
 雨水利用率：30％

効 果
年間

約64.5㎏
CO2を削減

（CO2 排出量は、1tあたり
0.58㎏で算出）

※杉の木1本あたりの
CO2 吸収量は、平均約14㎏ /年

（「地球温暖化防止のための緑の
吸収源対策」環境省/林野庁より試算）

 杉の木
440本分の

年間CO2 吸収量に
相当

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。また、雨水再利用水の水質
を当社製品MWB4でモニター
表示しています。
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●日射熱を室外側に反射…夏場の冷房効率をアップ
●暖房熱を室内側に反射… 冬場の断熱効果にさらに保温効果をプラス

効 果

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。

雨水が浸透しやすいため、打ち水効果で表面温度が低下し、アス
ファルト舗装に比べてヒートアイランド現象が緩和されます。

効 果

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。

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
▎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

年間約22,870kwhの節電
試算条件 稼働時間：10時間/日
 年間稼働日数：265日

エコ照明の効果

年間約6,678kwhの節電
試算条件 稼働時間：10時間/日
 年間稼働日数：265日

LED 照明の効果

年間

約9,377㎏
CO2を削減

（CO2 排出量は1kwhあたり
0.41kgで算出）

年間

約2,738㎏
CO2を削減

（CO2 排出量は1kwhあたり
0.41kgで算出）

年間約254.4tの節水
試算条件 従業員：100人
 使用回数：4回/日・人
 使用水量： 自動水栓0.4L/回 

手動水栓2.8L/回
 年間稼働日数：265日

効 果

自動水栓の採用
手洗いに自動水栓を採用し、洗浄水のムダを削減しています。

年間

約147.5㎏
CO2を削減

（CO2 排出量は、
1tあたり0.58kgで算出）

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。

年間約28kwhの節電
試算条件 稼働時間：10時間/日
 年間稼働日数：365日

効 果
年間

約11.48㎏
CO2を削減

（CO2 排出量は、1kwhあたり
0.41kgで算出）

●一般の照明器具とエコ照明の比較

消費電力

寿命

一般の照明器具

エコ照明

一般の照明器具（68W）

エコ照明（54W）

68W

約12,000時間

54W

約18,000時間

約86.3kwh/日の
節電！※

約1.5倍！

エコ照明・LED照明の採用
一般の照明器具と同等の明るさで、消費電力を抑える高効率

のエコ照明を採用。ランプ寿命も一般照明の約1.5倍となって
います。また、一部にLED照明も採用しています。

※エコ照明の効果　22,870kwh/年÷265日＝86.3kwh/日
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環境への対応

▎環境負荷低減の取り組み

● 廃棄物排出量とリサイクル率の推移

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。

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狭山市公共下水道へ　 ―

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狭山市公共下水道へ ―

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、狭山市公共下水道へ排水

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 ―

リードタイムの短縮 照明やエアコンの使用時間を短縮

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） （％）

2009 年度 2010 年度 2011年度 2012 年度

93.5％ 93.9％ 93.4％ 93.6％

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

25

50

75

100

32,206.0 36,139.6 32,825.0 28,496.0

（kg） （％）

2009 年度 2010 年度 2011年度 2012 年度

94.0％ 91.5％ 92.6％ 93.2％

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

25

50

75

100

6,401 7,971.1 6,634.2 8,010

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）

東亜DKKアナリティカ・
東亜DKKサービスを含む
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狭山テクニカルセンターと開発研究
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。

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。
2012年度は、たとえば狭山テクニカルセンターでは、断熱効果
のある塗装への外壁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。東京エンジニアリングセンターでも、より
消費電力の低いPCの購入などを実施しました。

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剤の少量化など、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。

当社は、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、同社では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、研修を実施しています。その他のグルー
プ各社でもRoHS対応を進めています。

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。

▎使用電力の削減 ▎環境配慮設計

▎RoHS対応 ▎グリーン調達

▎狭山市「環境にやさしい事業所」に認定

鉛フリーはんだ付け研修の様子

RoHS対応の取り組み（2012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1点選定

新規登録の電気・電子
部品のRoHS対応を推進

80%以上 94.6%

その他の市販品の
RoHS対応について調査

調査期間の
ため目標なし

調査期間のため
判定なし ―

東京エンジニアリングセンターの取り組み（2012年度）
目的：2009年より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 50%以上 4機種

採用率平均74％

●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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Forest Stewardship Council（森林管理
協議会）の基準に基づき認証をされた、
適切に管理された森林からの材料を含
むFSC認証紙を使用しています。

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




