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Top MessageTop Message

当社が社業としております電気計測器は、科学技術や産業

の発展に欠くことのできないものです。計測器を通じて、

未来の社会をより豊かなものにし、人がより幸せに暮らす

ことができる社会づくりに少しでも貢献することが、私た

ちの使命です。

本社機能を置く長野県上田市の「HIOKI フォレストヒル

ズ」では、お客様が求める価値を追求し、「はかる」技術

でお応えするために、創造的な商品の創出と信頼性の高い

モノづくりに日々励んでおります。また、国内はもとより、

世界各地に拠点を置き、より高品質な商品と最高のサービ

スをお客様に提供しております。

これからも「コト」づくり、「人」づくり、「信頼」づくり

に邁進し、HIOKI ならではの新たな計測の世界を実現す

ることで、お客様に心から喜んでいただける価値を提供で

きる企業であり続けたいと考えております。

さて、近年気候の急激な変動や格差社会の拡大、経済成長

や働きがいなど世界が抱える包括的な課題が掲げられ、持

続可能な社会づくりが大きく叫ばれるようになりました。

当社が従来「人間性の尊重」と「社会への貢献」という企

業理念のもと、社会との関わりを大切にし、よき企業市民

であると同時に、信頼あふれる企業となるべく進めてきた

取組みを、この報告書でご紹介しておりますが、今後もそ

の姿勢を貫きながら、持続可能な社会づくりに向け、事業

を通じて、また企業理念の具現化を目指すことにより、積

極的に貢献してまいります。

細谷 和俊
日置電機株式会社
代表取締役社長

HIOKI は 1999 年に初めて「環境報告書」を発行し、2010 年からは「社会環境報告書」として発行しています。本報告書では、社会的
責任に関する国際規格である ISO26000 に沿って、わかりやすさに留意しながら、幅広いステークホルダーの皆さまに対応した情報開
示に努めています。
●報告対象期間：2018 年 4月～ 2019 年 6月まで　※一部、上記期間外の事柄も含まれます
●報告対象組織：HIOKI グループ

編集方針

未来の社会をより豊かに未来の社会をより豊かに
人がより幸せに暮らすことができる人がより幸せに暮らすことができる
社会づくりに貢献してまいります。社会づくりに貢献してまいります。

未来の社会をより豊かに
人がより幸せに暮らすことができる
社会づくりに貢献してまいります。

本社「HIOKI イノベーションセンター」入口にて
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経営ビジョン

オンリーワンへ挑戦し、高付加価値企業を目指しています

経営ビジョン

全社員で価値観を共有する「HIOKIの約束」 （2009年発行）
私たちは、何のために存在するのか、どこに向かっていこうとしているのか…。
1986年に策定された「HIOKIの理念」をベースに、私たちの行動の拠りどころとなる基本的な価値観、
使命、ビジョンを改めて整理し、「HIOKIの約束」としてまとめました。
一人ひとりの行動が、理念の具現化につながっているのかを意識することができるよう、行動指針が
示されています。
またタイトルには、ステークホルダーの皆さまに対する「約束」という意味が込められています。

企業が発展していくためには、私たち一人ひとりが自分の能力を最大限に

発揮していくとともに、良き企業市民であることが必要です。

私たちは、「人間性の尊重」と「社会への貢献」という企業理念を全社員共有の価値観として、

これを具現化することが企業の使命、すなわち社会的責任であると考えています。

そのために、私たちはステークホルダーの皆さまから信頼を得られるよう努力するとともに、

高品質の製品と最高のサービスを提供するため、常にオンリーワンへ挑戦し、高付加価値企業を目指しています。

高付加価値企業

経営
ビジョン

HIOKI
の理念

経営指針

オンリーワンへの挑戦

8つの経営方針

　人間性の尊重 社会への貢献

■ 先進の製品開発
■ 個人の尊重
■ 地域社会への貢献
■ 崇高な倫理観

8つの経営方針

能力開発と
個性・適性の尊重

人間性の尊重

環境経営
次世代育成

社会への貢献

HIOKI が目指す企業像
HIOKI が大切にしている価値観です

■ 最高の顧客サービス
■ 利益の確保
■ 自主的な目標管理
■ 自主的な成長発展
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事業内容と利用領域

HIOKI は産業の発展を支える
電気計測器の専門メーカーです

事業内容と利用領域

産業のマザーツールと呼ばれる電気計測器。

研究開発、生産ライン、保守サービスなどあらゆる場面で不可欠です。

電気計測器は、時代のニーズを先取りしながら社会の進歩を支え、科学技術の発展とともに進化を続けています。

電子部品分野 自動車分野 インフラ分野 環境・
新エネルギー分野■スマートフォンやパソコン

　などに使われる、電子回路
　基板、タッチパネルの良否
　検査
■電子機器の高性能化に伴い
　高周波化が進む抵抗器、
　コンデンサー、コイルなど
　の電子部品の性能評価、
　出荷検査

■ハイブリッドカーや電気自
　動車のモーター、インバー
　ター、　バッテリーなどの
　開発・性能　評価
■電子制御化が加速する自動
　車の電子回路の評価

■電気、ガス、交通などの
　インフラの保守点検

■電気機器や設備の電力使用状況を
　把握し、省エネ推進
■太陽光や風力発電などの新エネル
　ギーの品質・効率評価、設備の
　保守点検
■分散した工場や店舗などの電力
　使用状況を無線や通信インフラ
　を利用し、一元管理

自動試験装置

電子回路基板や
部品内蔵基板の検査に

スマートフォンや自動車などに使
われている電子回路基板の良否を
検査

記録装置

電気機器の開発や設備の
異常監視に

あらゆる機器やシステムの制御が
適正に動作しているかを電気信号
の波形から解析

電子測定器

電子部品、バッテリーの検査や
省エネ、電源の品質評価に

モーター・インバーターの効率評価
やコイル・コンデンサーの周波数特
性評価

現場測定器

電気工事・設備の
保守点検に

受配電設備などの現場で、設備の
保守管理のための電圧・電流や
絶縁抵抗の測定

事業内容 4つの製品群で研究開発から保守サービスまで対応

利用領域 私たちが安全で快適な生活が送れるよう、あらゆる分野で活躍しています
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HIOKI フォレストヒルズ

緑豊かな工場公園に開発、生産、販売・サービスが集結
世界に向けて計測の先進技術を提供しています

HIOKI フォレストヒルズ

長野県上田市の緑豊かな自然環境に抱かれて建つ、HIOKI の本社工場一帯を

「HIOKI フォレストヒルズ」と呼んでいます。
1990年に当社は、坂城町から現在の上田市に本社工場を移転しました。

その2年前の1988年に「工場建設にともなって失われた自然を復元させよう」と、

全社員で約60,000本の苗木を植え、HIOKI フォレストヒルズの森を造りました。

本社工場は開発、生産、および販売・サービスを担う全部門が集結しています。

三位一体となって、世界に向けて計測の先進技術を提供できる環境を構築しています。

2015年には最新鋭の実験研究設備を導入したHIOKI イノベーションセンター（研究棟）

が完成し、より充実した設備環境のもと、研究開発に取り組んでいます。

敷地内には社屋の他、各種スポーツ施設やHIOKI ロッジ（独身寮）があり、仕事だけでなく

趣味やプライベートを充実させることで、個人の力を最大限に発揮できる環境を整えています。

本社

ソリューションファクトリー

HIOKI イノベーションセンター

HIOKI ロッジ
健康増進センター ランニングコース

テニスコート

野球グラウンド

HIOKI フォレストヒルズ
敷地面積　　：123,500㎡
累計植樹本数：約93,000本

研究開発 生産 販売・サービス
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高品質の製品を開発するため「デザインレビュー（DR）」を

導入し、1993年に ISO9001を認証取得しました。

今日では、DRの仕組みを「コンカレントエンジニアリング」

に発展させ、組織横断チームで製品開発を進めています。

「お客さまの視点の製品コンセプト」をチームで早期に共有

し、高品質の製品を短期間で開発することを目指しています。

お客さまとの関係お客さまとの関係

お客さまの満足と信頼を得るため、
高品質の製品と最高のサービスを提供していきます

お客さまとの関係

コンカレントエンジニアリングの製品開発

開 発

生 産

品 質販 売
サービス

コンセプトの
共有

コンカレントエンジニアリングによる
製品開発

1977年に TQC（全社的品質管理）とともに導入した「改

善提案」「小集団活動」は、「ACE21」として制度化し、

改善活動に取り組んでいます。

毎年1,000を超える活動テーマに取り組み、成果を上げ

ています。（2018年実績：1,765件）

 --- ＡＣＥ21活動の理念・目的 ---

　1．顧客に価値を提供し、顧客満足を得るとともに、

　　  顧客に目を向けた製品・サービス、仕事、企業の

　　  質の向上を目指した改善・改革指向の活動を展開する。

　2．個人能力の向上、創造性及び挑戦する精神の発揮、 

　     達成する喜びを得ることで 社員の自己実現を図る。

改善活動の取り組み

当社の製品数は約 1,800 品目、部品種類は約 23,500

品目にのぼります。この多品種少量生産、変種変量生産を

セル生産により可能にしています。お客さまの希望納期遵

守を目指し、さらなる生産性向上のため、次の取り組みを

進めています。

　1．生産計画の最適化

　2．生産リードタイムの短縮

　3．作業中断の撲滅、自工程不良の撲滅

お客さまの希望納期遵守を目指した生産革新

安定して高品質の製品を提供するため、製品検査の IT 化を

推進し、ほとんどの製品の自動検査が可能となりました。

また、目視に頼っていた表示・外観検査についても、画像

処理への切り替えを推進しています。

生産台数の多い製品については、ロボットを活用した、部

品の準備、組み立ての自動化を進め、今まで以上に効率よく、

高品質の製品を安定して提供できるようになりました。

自動化により、品質の安定と効率化を実現

ACE21 活動　概念図

HIOKI の理念
人間性の尊重
社会への貢献

HIOKI の成長発展

職場内活動 職場横断活動 自主的勉強会

顧客満足 達成感

自己実現

喜び
（ENJOYMENT）

能力
（ABILITY）

製品・サービス
仕事、企業の質

（QUALITY）の向上

創造性
（CREATIVITY）

挑戦
（CHALLENGE）

ACE21 活動
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突発的な故障発生での修理の対応や、定期的な校正の対応

において、お客さまのデッドタイム（計測器を使用できな

い期間）を短縮することは重要です。世界どこにいても安

心して当社製品をお使いいただけるよう、当社ではアフタ

ーサービスの提供に向けて、取り組みを行っています。

2007年の中国で始まり、韓国、シンガポール、インド、

そして、2019年 2月にはアメリカの拠点で修理・校正

サービスを開始しました。

サービス開始時は、技術者を派遣し、作業環境を整え技術

指導をするなど、全面的に本社から支援をしています。ま

た開始後は、現地の技術者に対して、現地およびWeb に

より、各種のトレーニングを実施し、品質を確保しています。

このようにして、少しずつ現地で対応可能な製品数を増や

しています。

現地での修理・校正サービスの実施は、お客さまのデッド

タイムを短縮できるとともに、お客さまの声を直接聞い

て、ご要望に即座に対応できるメリットがあります。外国

拠点が無い地域では、当社が現地を確認し認定登録するこ

とで、代理店においても同サービスを開始し、修理・校正

サービスの拡大を図っています。 今後も、お客さまのよ

り近くで、信頼のおけるアフターサービスの提供ができる

よう体制を築いていきます。

外国における修理・校正サービスの充実

お客さまとの関係お客さまとの関係

2018年 4月 1日以降の出荷分から、新たに約300機

種の製品保証期間を1年から3年に延長しました。

製品保証とは、お客さまのご購入日を起点とした製品保証

期間中に、当社責任による故障が発生した場合、無償修理

または新品交換を行うことです。当社では製品発売以降も

性能の改善を行っており、3年間の製品保証ができること

を検証しました。

現場測定器を中心に約350機種はすでに製品保証期間が

3年でしたが、今回の対象拡大により自動試験装置とオプ

ション品を除くほとんどの製品で3年保証を実現しました。

製品保証期間3年　対象製品の拡大

保証期間内の修理を無償で実施

「計測器を修理したいが、計測器をHIOKI へ送ってから戻

されるまでの期間が長すぎるのは困る」。お客さまのこの

ような声に応えて、2013年 12月 2日に当社は修理に

関する新サービス「ワイド保証サービス」を開始しました。

ワイド保証サービスとは、製品保証期間内において、お客

さまのうっかりミスによる損傷や故障の修理を初回に限

り無償で行うというものです。

無償にしたことにより、事前見積もりやお客さまへの確認

作業など、修理作業以外にかかっていた時間が削減されま

した。

このサービスは困り事であった「計測器の使用できない期

間」を短くし、安心で迅速なアフターサービスをお客さま

に提供しています。 
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お客さまとの関係お客さまとの関係

グローバル視点での製品販売と開発

製品の拡販と真の計測ニーズをつかむことを目的に、アジ

ア、アメリカならびに欧州に販売拠点を展開し、販売網の

構築を推進しています。これらの拠点では、販売とともに

アフターサービスの充実を図ることで、お客さまの満足度

の向上を目指しています。

2018年 6月には台湾に「台湾日置電機股份有限公司」、

2018 年 9月にはインドネシアにHIOKI SINGAPORE 

PTE.LTD. の子会社にあたる「PT. HIOKI ELECTRIC 

INSTRUMENT」を設立し、販売網の拡大を進めています。

また、製品開発面では、グローバル市場を直接肌で感じ今

後の製品開発やビジネス展開に活かす目的で、技術者を一

定期間アメリカ、中国などの拠点に派遣する取り組みを行

っています。2016年 1月には、中国販社内に技術部・

営業企画部を設置。市場に合った製品開発につなげる活動

を一層加速させていきます。

外国販売拠点

当社は長野県上田市に本社工場を構え、全国に9支店3

オフィスを展開しています。「顧客密着型営業」を基本と

し、face to face でお客さまのニーズや課題に対応して

います。

お客さまとのコミュニケーション

■カスタマーサポート（電話・メールにて受付）
お客さまの製品に関するさまざまなお悩み事をお聴きす

るカスタマーサポートを設けており、計測器のプロが迅

速・丁寧に問題を解決いたします。寄せられた貴重なご意

見は関係部署に届けられ、改善に役立てられています。

■展示会・セミナー
国内外の展示会や展示即売会に多数出展しています。最新

計測技術をご紹介するとともに、お客さまと直接お話しで

きる重要なコミュニケーションの場と捉えています。

また、お客さまに計測器を有効にご活用いただけるよう、

各地で少人数制の無料セミナーを開催しています。電気計

測器の使用法説明、新しいソリューションのご提案、校正・

修理に関する解説などさまざまなテーマを扱い、ご好評を

いただいています。 

■無料会員サービス
お客さまに役立つ情報やサービスを提供する会員制の「e-

友マイページ」を運営しています。年会費無料で以下の特

典を提供しています。

　・校正、調整、修理費用の特別割引

　・全製品の取扱説明書を無償ダウンロード

　・技術報告書、製品外観図など技術資料を無償ダウンロード

　・セミナー資料、セミナー動画を閲覧可能

　・新製品情報、機能アップ情報をメールマガジンで先行配信 

　・豪華景品が当たる抽選会を実施（年2回）

また、2019年 3月に登録者数10万人を突破しました。

これからもお客さまにとって有益な情報やサービスを提

供できるよう内容の充実を図っていきます。

■ホームページ
最新の製品・アフターサービス・企業・IR といった情報

をご覧いただけます。

2018年 12月には日本語ホームページをリニューアル

しました。スマートフォンに対応、デザインを一新するな

ど、より利便性の高いホームページになりました。

さらに「Hioki Design」サイトを新設しました。プロダ

クトデザインに込めた想いや背景など、機能だけではない

HIOKI 計測器の魅力をお伝えします。

展示会の様子
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お客さまとの関係お客さまとの関係

国内はもとより全世界の学校教育機関を対象に計測器を導

入しやすい特別価格でご提供してきた「アカデミックプラ

イスキャンペーン」が、期間限定のキャンペーンではなく、

恒久的な「アカデミックプライス」として2018年 4月

に新設されました。これを機に、機器用電力計、記録計、

LCRメータといった本体だけでなく、電流プローブやユ

ニットなどのオプション類も追加され、約200種類の製

品が対象となり、一層教育活動の幅が広がりました。

これからも未来を担う若者の成長と科学技術の発展に寄

与していきます。

教育機関向け「アカデミックプライス」

日本マニュアルコンテスト2018において、「MR6000、

MR6000-01 メモリハイコーダ クイックスタートマニュ

アル」が「産業部門 部門優良賞」、併せて「SM7420 超

絶縁計 取扱説明書」が「産業部門 奨励賞」を受賞しました。

日本マニュアルコンテストは、1991年から開催されて

いる国内で唯一のマニュアルコンテストです。マニュアル

の品質向上などを目的に、分かりやすい優れたマニュアル

を表彰しています。

44点の応募の中から10点が優良賞を受賞しました。当

社の同コンテストでの受賞は、優良賞、奨励賞ともに今回

が初めてです。

日本マニュアルコンテスト2018初受賞

AC/DCクランプメータCM4376が JECA FAIR 2019

（電設工業展）の第58回製品コンクールに出展し、「一般

社団法人 日本電設工業協会 奨励賞」を受賞しました。

JECA FAIR は国内最大級の電気設備総合展示会で、電気

設備業界関係者が一堂に集う注目度の高い展示会です。

今回の受賞は、計測器の性能向上とともに、測定現場の声

を積み重ね、作業の安全性や人々の暮らしに安心を提供す

JECA FAIR 2019製品コンクール 受賞

人間を見つめたデザインの提案

当社は、お客さまが手にした時や使用した時に感じる気持

ちに寄り添い、使い続けるほど心になじむよう、人間を見

つめてデザインをしてきました。 「魅力ある製品を提供し

てお客さまに喜んでもらいたい」という想いが長年にわた

り受け継がれ、その成果の一つとして、多くの製品がさま

ざまな賞を受賞しています。　

受賞したMR6000（左）、照度計サポートシステム（右）

AC/DC クランプメータ CM4376

受賞した取扱説明書の表紙

るという点も評価されたと考えています。

今後も顧客視点に立った、オンリーワン製品を提供してい

きます。

■グッドデザイン賞 受賞
2018年度は4製品が選ばれました。
・メモリハイコーダMR6000

・パワーアナライザPW3390

・AC/DCカレントセンサCT6904

・照度計測サポートシステム

　（照度計 FT3425＋測定補助カートZ5023＋GENNECT
　 Cross SF4072/SF4071）

グッドデザイン賞は、総合的なデザイン評価・推奨制度

として 50年以上の歴史を持っています。HIOKI では、

1985年の初受賞以来、今回で73件目 ( ロングライフ

デザイン賞2件を含む ) の受賞となります。「お客さまが

本当に欲しい魅力ある製品を提供したい」という思いが長

年にわたり受け継がれ、当社の文化になっています。
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お取引先さまとの関係お取引先さまとの関係

毎年4月に主要な販売代理店さまの幹部をお招きして会

議を催しています。会社の近況や重点方針の説明、今後の

販売戦略、商品戦略をご紹介して私たちの方向性をご理解

いただけるよう努めています。

あわせて、前年度の優秀代理店さまの表彰を行います。前

年からの高い伸長率、連続伸長を達成された販売代理店さ

まに感謝をこめて楯やトロフィーを贈呈しています。

優秀販売代理店さまの表彰

お取引先さまとともに成長発展していく
Win-Win の関係をさらに強化していきます

お取引先さまとの関係

当社の製品は販売代理店さまを通して販売しています。国

内拠点 9支店 +3オフィスを通して現在約 200社の販

売代理店さまとお取引をしており、全国を広くカバーする

販売ネットワークを構築しています。

私たちは販売代理店さまに対して広範な販売支援の活動

を行っています。さまざまな機会を設けて互いの販売力の

向上に努め、情報交換を密にして相互理解を深める活動を

積極的に進めています。力を合わせて、お客さまとの関係

を深め、広く製品を紹介し、販売、アフターフォローを通

して市場の情報を収集し、製品開発や品質向上のためにフ

ィードバックします。

販売代理店制度

当社では、お客さまの望む納期で高品質の製品とサービスを

提供していくことを目指しています。 

部材・設備を調達するにあたっては、国内・外国各国の法令・

社会規範を遵守し、お取引先さまの選定に際しては品質・価

格・納期・環境対応・CSR活動・BCP対応などの指標を客

観的に評価することで公平かつ公正な取引が行われるよう努

めています。 

優良なお取引先さまと長期安定的なお取引を継続すること

は、製品の信頼性を向上させることになり、ひいては相互の

企業価値を向上させることにもつながると考えています。 

お取引先さまとのつながりを強化するため、サプライチェー

ンマネジメント を積極的に運用し、コミュニケーションを

取りながら、ともに成長するための活動を行っています。 

お取引先さまには、パートナーとして当社の調達方針につい

てご理解を頂き、 CSR活動への取組みにご協力をいただい

ています。

資材調達基本方針

●グリーン調達ガイドラインは、当社ホームページの「資材調達」ページをご参照ください。

-資材調達基本方針-
1. 公平・公正な取引 

　  資材調達に当たっては、国内・国外を問わず全てのお取引
　  さまとのオープンで公平・公正な取引を推進します。

2. 相互発展

　  取引を通じて、パートナーとして相互発展できる関係を
　  目指し、お取引先さまとのコミュニケーションにより、
　  信頼関係が維持できる取引を推進していきます。

3. 社会への貢献

　  「社会への貢献」の理念に基づき、法律を遵守し、資材
　  調達活動を通じて地域社会に貢献していきます。

4. 環境への配慮

　  「グリーン調達ガイドライン」を設定し、かけがえのない
　  地球環境に配慮した資材調達活動に努めます。

2005年 11月制定、2019年 1月改定
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お取引先さまとの関係お取引先さまとの関係

2009年から毎年1回、お取引先さまに対し資材調達方

針説明会を実施しています。調達方針とともに、会社の近

況や重点施策、部品品質状況なども報告し、パートナーと

しての信頼関係の構築を図っています。さらに、お取引さ

まを対象とした「満足度調査」を実施し、当社の行動が資

材調達基本方針に則っているかどうかを評価していただ

いています。調査結果を踏まえ、改善活動を行っています。

近年さまざまな材料の価格高騰により利益が圧迫されて

います。低コストの調達、在庫回転率の改善、廃棄ロスの

低減、限りある資源の有効利用など、早急に検討・実施が

必要な課題が多くあります。

材料の調達管理や流通について、当社はお取引先さまの声

に耳を傾け、情報を共有することでお互いの生産性を高

め、お客さまの価値を無限に創造し続ける企業へと、モノ

づくり体制の構築・改革を進めていきます。

資材調達方針説明会の開催

満足度の低い項目 改善内容

14項：当社からのEDI※に
よる部品使用予定情報は参考
になるか？

より精度の高い予測情報の提供をめざ
し、2018年に新フォーキャストシ
ステムを導入。初めて4.0 点台とな
りました。

※EDI とは、受発注、見積り、入出荷などの情報をあらかじめ定めた形式
　で電子化し、専用回線で受発信する仕組みのこと。
 　Electronic Data Interchange の略。

（表）取り組みの弱さと改善内容について

満足度調査結果比較

市場で材料・部品が逼迫する中での、QCD対応に感

謝の意を込めて、感謝の集いを資材調達方針説明会

と同時開催いたしました。

【記念講演会】
ロサンゼルス・エンゼルスのフロントに在籍した実務家で、

ビジネス＆スポーツアナリストのタック川本氏をお招き

し、「メジャーリーグに学ぶ経営戦略 　経営革新と人材育

成」と題した講演会を開催いたしました。

【懇親会】
HIOKI グループの日置フォレストプラザ ( 株 ) が腕を振る

い、皆さまにお料理をお楽しみいただきながら、懇親を深

めました。

感謝の集い

資材調達説明会では、品質（Q）、コスト（C）、および

納期（D）に対する評価基準を明確にし、上位にラン

クされたお取引先さまを表彰しています。

2018年は次のお取引先さまに感謝状を贈呈しました。

日頃の感謝を込めて

特別賞

（品質・納期部門） 有限会社塩田計測器製作所 様

（品質・納期部門） コムパックシステム株式会社 様

（品質・納期部門） 昭二工業株式会社 様

（納期部門） 東和電機株式会社 様

品質部門 KOA株式会社 様

VA/VE部門 株式会社キョウデン 様

納期部門 株式会社シナノモールディン 様

※2018年から「特別賞」を新たに設けました。
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株主・投資家の皆さまとの関係株主・投資家の皆さまとの関係

株主・投資家の皆さまの当社に対する理解の促進と、
信頼関係の構築に向けた取り組みをしています

株主・投資家の皆さまとの関係

株主・投資家の皆さまに対する情報開示の基本方針を次の

とおり定めています。

「当社は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステーク

ホルダーの皆さまが、当社に対する理解と信頼を深め適正

な評価をしていただくために、適切な企業情報を適時・公

平に開示していきます」。

また、情報開示については、東京証券取引所の定める「適

時開示規則」に基づいて行っています。さらに、これに該

当しない情報であっても、ステークホルダーをはじめ社会

の皆さまに広く役立つ情報については、当社にとって有

利・不利に関わらず可能な範囲で迅速かつ正確に開示して

いきます。

情報開示方針

従来、株主の皆さまへの利益配当については、１株当たり

の安定的利益還元のベースを年間20 円とし、連結配当

性向30％を目途として、業績向上による一層の利益還元

を実施していくことを方針としてきました。

2017年からは、株主優待制度を廃止して連結配当性向

を40％に引き上げ、業績向上による一層の利益還元を実

施していくことにしました。

配当は中間配当および期末配当の年2回の配当を基本方

針としています。

配当政策

当社の IR サイトでは情報を随時更新し、常に最新の情報

を皆さまにお届けしています。

株式情報、中期経営計画のほか、報告資料 (決算短信、有

価証券報告書、年次・中間報告書 )や決算説明会資料を掲

載しています。

また業界環境の情報として、当社が関わる電気計測器業界

の動向や生産額の推移を掲載しています。

IR 情報サイト

1 株あたりの配当金の推移（単位：円）

■ 期末　■ 中間

IR 情報サイト

年次報告書

さらに、ESG投資に関わる「環境、社会、ガバナンス」

に対してどのように取組んでいるのか、IRサイトの株式・

株主情報の中で、ESG関連情報として掲載しています。

ESG 関連情報サイト
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株主・投資家の皆さまとの関係株主・投資家の皆さまとの関係

株主総会後の懇親パーティーで株主さまとコミュニケーション

機関投資家や証券アナリスト向けに当社の業績を説明す

る場として、年に2回（期末・第2四半期）決算説明会

を都内で開催しています。説明会には社長および関係者が

出席し、業績の概況から今後の企業戦略などを説明してい

ます。他にも、個別取材に随時対応し、一般的になじみの

薄い電気計測器事業をわかりやすく説明するよう努めて

います。

当社は、皆さまから直接ご質問やご要望をお聴きできるコ

ミュニケーションの場として重視しております。

決算説明会などの取り組み

株主総会の開催

毎年2月末に、HIOKI ホール（上田市本社内）を会場に

株主総会を開催しています。また、お越しいただいた機

会を活かし、総会終了後に会社の近況報告会と懇親パー

ティーを開催しています。報告会では、社長から1年間

のトピックスや今後の事業戦略、計画達成のための施策な

どを中心に説明し、質疑応答の時間も設けています。

立食形式の懇親パーティーは、オープンな雰囲気の中で行

われ、株主さまと当社役員がコミュニケーションを図る場

として定着しつつあります。日頃の感謝の気持ちを込め、

ピアノの生演奏や関連会社の日置フォレストプラザ（株）

が手掛けた料理をお楽しみいただいております。

当社は 2016年 4月 1日付で取締役会の諮問機関とし

て経営諮問委員会を設置しました。

経営の透明性と健全性を高めるために、現在経営諮問委員

会では、社外取締役2名を含む各委員に対して重要な経

営課題を諮問しています。企業経営に深い見識と豊かな経

験を持つ各委員からの助言・提言を活かすことで、コーポ

レート・ガバナンス体制の一層の充実を図り企業価値を向

上させていきます。

経営諮問委員会の開催
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地域社会との関係地域社会との関係

「社会への貢献」の理念のもと、地域の文化・教育の
発展のための支援活動を積極的にしています

地域社会との関係

地域との交流を深めるため、2000年から毎年会社を開

放して「HIOKI 祭り」を開催しています。

この祭りは社員自らが企画し運営しているもので、社員全

員がホスト役となり、地域の皆さまをお迎えしています。

屋外では、ダンスや音楽演奏が行われる特設ステージ、子

どもたちに人気のキッズ広場、40店舗以上の屋台が立ち

並び賑わいを見せています。屋内（本社工場）では、電気

工作や会社見学会といったイベントを開催しています。

企業と地域とが一体となったこの祭りは、毎年来場者が増

え続けており、社員はもとより地域の皆さまにとっても楽

しみなイベントの一つになっています。

HIOKI 祭りの開催

社員の成長には、日常業務の枠にとらわれない創造力を高

める感性教育も必要であると考えています。当社では、社

屋内にあるHIOKI ホール（収容 750名）にて、リサイ

タルや公開講座を開催しています。

リサイタルはHIOKI 祭りに合わせて開催し、日本を代表

する音楽家の方々の演奏に耳を傾けています。また公開講

座では、ビジネス・教養・健康といったさまざまな分野の

講師をお迎えしています。これらの多くは一般公開してお

り、地域の皆さまにもお楽しみいただいています。

リサイタル・公開講座の開催

2018 年 9 月リサイタル
上原彩子ピアノリサイタル

2018 年 8月組合結成記念講演
青山学院大学 

体育会陸上競技部監督 原 晋氏

2018年のテーマは、「Revolution ～明日へ向かって～」

でした。HIOKI の地域社会貢献に終わりはありません。

これまで以上に地域の皆さまに喜んでいただけるHIOKI

祭りとなるよう、明日に向かって改革を推し進めていきた

いとの気持ちをテーマに込めました。

主なリサイタル

開催日 演奏者
2006 年 9 月 9日 仲道郁代ピアノリサイタル
2007 年 7 月 19 日 清塚信也トーク＆ピアノコンサート
2009 年 9 月 5日 千住真理子バイオリンリサイタル
2012 年 9 月 8日 錦織 健テノールリサイタル
2014 年 9 月 6日 幸田浩子ソプラノリサイタル
2016 年 9 月 10 日 前橋汀子ヴァイオリンリサイタル

主な公開講座

開催日 テーマ 講師

2015 年 10月 29日 世界地図から世界が見える ジャーナリスト
池上彰 氏

2016 年 6 月 23 日
99％の人がしていない
たった１％の仕事のコツ

日本 IBM株式会社
ソーシャル事業部
河野英太郎 氏

2017 年 4 月 25 日
「ダイバーシティ推進の意義」
～多様性を組織の力に～

株式会社クオリア
代表取締役
荒金雅子氏

2018 年 6 月 13 日 「働き方改革実現と集中力」
株式会社集中力
代表取締役
森健次郎氏

2018 年 11月 13日
モノづくり・匠の技は
フィールウェアの時代へ

株式会社ダヴィンチ・
ブレインズ
代表取締役
石川曜弓氏

当日は約5,000名（当社推計）の方々にご来場いただき

ました。
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地元企業を理解していただくと同時に、計測するという体

験をとおして、子どもたちに科学分野への興味を持つきっ

かけをつくっていくことも地元企業として大切な役割だ

と考えています。

　　　　　　地域社会との関係　　　　　　地域社会との関係

HIOKI フォレストヒルズには、ナイター照明付きグラウ

ンド1面と砂入り人工芝のテニスコート4面があり、地

域の皆さまにも利用していただいています。

また、いつでも自由に使用できる１周450ｍのランニン

グコースが整備されています。国際陸上連盟の規格に適合

した透水型陸上トラック専用弾性舗装材を利用しており、

足に負担が少なく走りやすいコースです。地元のランナー

の練習場所として、またウォーキングのコースとしても利

用されています。

グラウンド・テニスコート・ランニング
コースの利用

2018年 8月 1日に上田市主催の夏休み親子会社見学会

を開催し、上田市内の小学生とそのご家族計27名が当社

に来社しました。この見学会は、上田市が地元企業を身近

に感じてもらい、企業理解に役立てることを目的に毎年夏

休みに実施しています。

見学会では、本社工場の見学と「手作り電池で計測体験！」

をテーマに、身近な野菜、果物で電池を作り、その電圧測

定にHIOKIの計測器（デジタルマルチメータDT4281他）

を使用した実験を行いました。

参加者からは「工場内は、なかなか見学できないので良い

体験ができた」「親子で楽しみながら普段体験できないこ

とを体験できて良かった」などの感想をいただきました。

夏休み親子会社見学会

親子会社見学会「手作り電池で計測体験！」の様子

当社の「社会貢献」活動は外国販社にも広がっています。

外国販社の所在地域への植樹活動とともに、独自の社会貢

献活動も展開されています。

日置上海商貿有限公司は、これまで中国の砂漠地区への植

樹活動や、植樹団体への寄付を行ってきました。

2018年は、より身近で日置上海の全社員が参加できる

社会貢献活動として、上海市内の上海黄浦区市南中学校生

徒への奨学金給付と社会体験学習の資金寄附を実施しま

した。

奨学金は外国人講師による英語レッスン、学業優秀生徒の

奨励金などに利用、また社会体験学習は5月に日置上海総

経理による講演会を開催しました。今後は日置上海オフィ

スの見学会、HIOKI 本社へ招待などを行う予定です。

学生の皆さんに社会人・会社をとおして社会に触れること

で、将来への展望を開いて欲しいと願っています。

外国販社の社会貢献
日置（上海）商貿有限公司の社会貢献活動

上海黄浦区市南中学校で講演をする日置上海潘総経理
講演テーマ「自分の仕事探しではなく、自分の事業を見つけてほしい」
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地域社会との関係地域社会との関係

1989年に公益信託フォレストヒルズ奨学基金を設立し、

技術立国日本を支える技術者育成の支援および地域社会へ

の貢献を目的に、４年制大学の理工学系学部に進学する上

田市・坂城町出身の学生を対象に奨学金の給付を始めまし

た。（奨学金の返済義務や拘束条件はありません）。

この奨学金による理工学系学生への修学支援事業を拡大

するため、2005年に 財団法人HIOKI 奨学・緑化基金を

設立、現在は 公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金 が事業

を運営しています。

奨学生数は、フォレストヒルズ奨学基金では19年間で

129名、HIOKI 奨学・緑化基金では2019年までの14

年間で延べ254名となりました。

これからの日本をけん引する若い技術者の育成を支援す

るとともに、地方都市の成長発展への契機となることを願

っています。

理工系学生への奨学金

大学から毎年10名程度インターンシップの学生を受け入

れ、2週間にわたり技術者と一緒に仕事をしながら研修を

しています。また、高等専門学校の学生を年間数名受け入

れ、技術指導の一端を担っています。

また、地元の中学校から職場体験として4～ 5名程度の

学生を受け入れ、はんだ付けやテスタの組立てなどの実習

をしています。

学生の職場体験受入れ

募集と奨学金給付
・長野県出身の4年制大学理工系学部進学の大学生

・募集人員30名

返済義務のない奨学金を4年間給付、さらに大学院進学

者には修士課程2年間も奨学金を給付しています。

1989 年

・公益信託フォレストヒルズ奨学基金　設立
・上田市・坂城町出身の４年制大学理工学系学部に
　進学する学生を対象に募集
・毎月 4万円の奨学金を給付
　募集人数は 8名 / 年

2005 年
・財団法人HIOKI 奨学緑化基金　設立
・募集地域を長野県東北信地域に拡大
・募集人員を 15 名 / 年に増員

2010 年
・公益法人の制度改革に伴い
　公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金に移行

2016 年
・募集地域を長野県全域に拡大
・募集人員を 20 ～ 30 名 / 年に増員

2017 年
・奨学金給付対象を大学院進学者（修士課程）へ拡大
　（HIOKI 奨学・緑化基金奨学生で大学院に進学した
　学生が対象）

2018 年 ・奨学金給付額を毎月 4万円から 5万円に増額

2019 年
・2019 年入学の大学生奨学生から、
　奨学金給付額を毎月 5万円から 8万円に増額

「フォレストヒルズ奨学基金」変遷

震災復興への支援

東日本大震災、熊本地震、平成30年 7月豪雨の復興支

援として、被災により弊社製品の点検が必要となったお客

さまに無料点検サービスを実施するとともに、被災者の皆

さまの支援および被災地の復興にお役立ていただくため

に復興支援金を寄付しました。2014年からは被災地の

学校に当社の電気計測器を寄贈し、その使用方法や電気計

測器全般についての講習会を開催しています。

　2014年　宮城県登米市の宮城県立米
まいや

谷工業高等学校

　2015年　福島県小高工業高校

　2016年　岩手県立宮古工業高校

　2017年　熊本県立小川工業高校

　2018年　熊本県立熊本工業高校

　2019年　熊本県立御船高校

また、東日本大震災ではインターネットショップの売り上

げの一部を義援金として日本赤十字社を通じて、2011年

4月から2014年 6月まで継続的に寄付しました。

被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

熊本県立御船高校での寄贈の様子
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　　　　　　地域社会との関係　　　　　　地域社会との関係

青少年の健全育成を通じて地域の人々との交流を深める

ため、1991年に少年硬式野球「上田南リーグ」を設立

しました。社員がボランティアで指導し、野球の技術向上

はもちろん、マナーやチームワークをはじめとする基本行

動、少年たちの「夢」や「人間力」を育んでいます。

また、保護者会も組織化され、試合の審判や運営面でご協

力をいただきながら、少年野球を通して保護者同士の交流

の輪が広がっています。

さらに、韓国と台湾への遠征試合の支援もしており、国際

交流を通じて少年たちが大きく羽ばたくことを願ってい

ます。

少年硬式野球の支援

小学校1・2年生を対象とした「南ジュニアスポーツクラ

ブ」を運営しています。子どもたちが外で遊ぶ楽しさ、ス

ポーツを通しての喜びを知ってもらうために、1997年

に発足したスポーツクラブです。

社員もスタッフとして参加し、子どもたちと世代を超えた

交流を通して、一緒に成長する機会にもなっています。

南ジュニアスポーツクラブの支援

青少年の育成支援

上田南リーグ全国大会出場一覧表

年 クラス 大会名 場所 戦績

1995
シニア 第 1回全国選抜大会 大阪 1回戦

シニア 第 21 回日本選手権大会 東京 ＊12 回戦

1996 リトル 第 30 回全日本選手権大会 東京 ベスト 8

1997
シニア 第 25 回日本選手権大会 東京 1回戦

シニア 東海連盟全国選抜大会 愛知 ベスト 8

1998
シニア 第 4回全国選抜大会 大阪 1回戦

シニア 第 26 回日本選手権大会 東京 1回戦

2000 シニア 第 6回全国選抜大会 大阪 1回戦

2001
シニア 第 7回全国選抜大会 大阪 1回戦

シニア 第 29 回日本選手権大会 東京 1回戦

2005 リトル 2005 全国選抜大会 上田 ＊21 回戦

2006 シニア 第 12 回全国選抜大会 大阪 1回戦

2012 リトル 第 46 回全日本選手権大会 東京 1回戦

2013 リトル 第 47 回全日本選手権大会 東京 ベスト 8

2014 シニア 東北連盟全国選抜大会 宮城 1回戦

2015

シニア 九州連盟全国選抜大会 宮崎 ベスト 8

シニア 第 43 回日本選手権大会 東京 2回戦

シニア 第 9回全日本中学野球選手権
大会 東京 ベスト 8

2016
シニア 第 44 回日本選手権大会 東京 1回戦

リトル 2016 全国選抜大会 京都 2回戦

2017 シニア 第 45 回日本選手権大会 東京 1回戦

2018

リトル 第 52 回全日本選手権大会 上田 ベスト 8

シニア 北海道連盟全国選抜大会 北海道 3回戦

シニア 第 46 回日本選手権大会 東京 1回戦

2019 シニア 第 25 回全国選抜大会 大阪 2回戦

元気いっぱいな南ジュニアスポーツクラブの子どもたち

2019年3月22日から25日の4日間、少年硬式野球「上田南リーグ」が、

台北市にて台湾の小学校と親善試合を行いました。この遠征は、少年期の

海外渡航で国際感覚と多様な価値観を習得することを目的に1999年か

ら実施しています。（今回は9回目の台湾遠征）。

今回は、全4試合の交流戦から、台湾強豪チームのスピードとパワーを

感じレベルの高い選手との対戦を経験。また言葉は通じないながらも選手

同士の交流が積極的に行われ有意義な時間となりました。

台湾遠征

＊ 1 初戦　＊2 推薦出場
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社員との関係社員との関係

採用・雇用方針について

当社は、企業理念「人間性の尊重」のもと、人種、性別、国籍、

信条、身体的条件などを理由に差別行為を行わないことを

「社員行動規範」で定めています。この方針に基づき、採

用選考では試験、面接などを判断材料とし、差別のない雇

用・採用に努めています。

また、当社は障がい者の雇用を進めています。2019年

4月時点での雇用率は2.2％です。

今後は引き続き、法定雇用率（2.2％）以上を目指し、さ

らに取り組みを強化していきます。

定年年齢引き上げによる「生涯現役」の実現

当社では、2017 年 4 月に定年年齢を65歳に引き上げ

ました。また、再雇用制度のもと、65 歳以降も70 歳ま

で勤務できるようになりました。

当初2025年までに定年年齢を段階的に65歳まで引き

上げる予定でした。しかし、少子高齢化に伴う労働力人

口の減少、さらに近年の新卒採用環境の売手市場化とい

う背景を受け、企業として必要な人材の確保が急務とな

ってきました。そこで当社では、経験豊富で能力・意欲

にあふれたベテラン社員が年齢を理由に退職しなければ

ならない状況を見直し、健康に働き続けるという社員の

パート社員の正社員登用制度

現在、製造部を中心に多くのパート社員が勤務しており、

欠かせない戦力となっています。2008年にパート社員か

ら正社員への登用制度を創設し、2019年 1月現在、72

名が正社員登用されました。

「人間性の尊重」の理念のもと、
社員が生き生きと働ける環境づくりを推進しています

社員との関係

働きやすく、やりがいのある職場へ

各部門の社員で構成される「ダイバーシティ推進プロジ

ェクト」が、ダイバーシティの理解と浸透を目指して

2016年 1月から2018年 3月まで活動を行いました。

草の根的な活動の結果、サンプル調査で94.8％の社員が

自分なりの言葉でダイバーシティについて説明できるよ

うになり、広く浸透させることができました。

今後は人事部が後を引き継ぎ、さらに「一人ひとりが能力

を最大限発揮し活躍できる」環境を目指します。

女性活躍推進法に基づく行動計画として、

　目標1：新卒の女性採用率を25％以上にする

　目標2：活躍する女性リーダーを育成する

をあげ、取り組んでいます。

2017年には女性対象のキャリア

アップ研修が開催され、約50名

が参加しました。その後受講者か

らの提案により、展示会に説明員

として参加するプログラムや初心

者向け製品講座が立ち上がり、広

がりを見せています。

ダイバーシティ、女性活躍推進について

展示会に説明員として参加

若い社員に製造技術を継承するシニアスタッフ

ニーズにも応じた「生涯現役」を実現することで、長期的

かつ安定的に人材確保ができるようになるという考えの

もと今回の制度改定を実施しました。

当社の企業文化をよく理解するベテラン社員が持つ知識、

スキル、およびノウハウを当社にとっての戦力に変え、企

業として一層の永続的成長と発展を目指していきます。
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子育て支援・育児休業制度

1992年から開始された育児休業制度により、子育てと

仕事を両立できるよう、社員は子どもが満3歳になるま

で育児休業を取得できます。男性マネージャーによる取得

実績もあるほか、小学校3年生終了まで1日に2時間以

内の時間短縮勤務が、小学校卒業まではフレックスタイム

や時差勤務が適用できます。そのため、休業後の高い職場

復帰率を実現しています。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画として、

　目標1：計画期間中に男性の育児休業取得1人以上

　目標2：所定外労働時間削減のための施策を行う

　目標3：有給休暇の取得日数を

　　　　　1人当たり平均年間12日以上

をあげています。男性向けの子育て支援関係制度説明会の

実施や、働き方改革の推進をし、2018年に厚生労働省

認定の「くるみんマーク」を取得しました。現在もさらに

子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。

社員との関係社員との関係

仕事も子育ても充実 くるみんマーク

脳活休暇制度の実施

今後ますます知恵勝負になっていくグローバル競争の中

で、社員が心身ともに健康で良い仕事をするためには、ワ

ンパターンになりがちな日常生活から脱却することも必

要です。

そのために、連続した有給休暇を取得して、「非日常」を

体験する機会を作るのはどうかと考えました。当社では、

このような機会を自らつくることを後押しする「脳活休暇

制度」を2012年度に設け、運用を開始しました。この

制度を利用し、多くの社員が所定休日を含め連続9日間

の休暇を取得しています。

長期休暇でリフレッシュ

ワーク・ライフ・バランスの推進

心身の健康を維持し、充実した会社生活を送るには、家庭

や地域での活動を充実させることも大切と考えています。

そのため、業務の効率化を進め、一人当たりの労働時間を

短縮できるように、「ワーク・ライフ・バランス」の推進

に取り組んでいます。

各自が保有するスキルを高め、より付加価値の高い業務を

担うことで、総力としてさらなるパワーアップが図れるも

のと考えています。

2015年からは6月を「ワーク・ライフ・バランス月間」

と位置づけ、部署ごとに計画を立て定時帰宅できるように

取り組みを開始し、現在も継続しています。
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ハラスメントの防止に向けて

各種ハラスメントは各人の尊厳を不当に貶める行為であ

り、当社の「人間性の尊重」という理念の対極にある許さ

れざる言動と考えています。そうした言動を当社社員が行

わないように、就業規則、社員行動規範などで各種ハラス

メントの禁止規定を盛り込んでいます。

管理職に対しては研修を定期的に行っているほか、一般社

員に対しても、労使共催でハラスメント防止講座を開いて

います。他にも社内報で啓発記事を掲載し、ハラスメント

を行なわない風土づくりに取り組んでいます。このような

取り組みを行なっている人事部では、各担当者が人権に関

する研修会やセミナーに定期的に参加しています。

また、会社で選任した社員や組合執行部が相談員となって

ハラスメントの相談窓口となる「相談員制度」を設けてい

ます。

社員との関係社員との関係

外国販売会社の人事制度構築

海外売上高伸長を目指していく中、海外では活発な採用

活動を展開しています。2019年インドのHIOKI INDIA 

ENGINEERING PRIVATE LIMITED（HINE） が 独 資

で販売子会社となり、社名を HIOKI INDIA PRIVATE 

LIMITED（HIND）に変更しました。この変更と共に社員

数もわずか4名から約3倍の11名になりました。2017

年に設立したドイツのHIOKI EUROPE GmbH（HEUR）

では、11名が勤務しています。

国も文化も違う現地社員のモチベーションアップのため、

2017年日置（上海）商貿有限公司を皮切りに各拠点で

人事制度の構築を開始しました。

各販社は企業理念と人事制度ポリシーを軸に、各国の文

化・習慣・法律等を考慮した内容にカスタマイズし、現地

社員にとって働きがいが見出せる人事制度を設計してい

ます。

今後も本社のみならず、HIOKI グループ全社員が働きが

いをもって業務に取り組めるよう、制度面においても充実

させていきます。

HIOKI INDIA PRIVATE LIMITED（HIND）の社員

ハラスメント防止講座
弁護士・千葉商科大学大学院客員准教授　加藤美香浦氏

1992 年に開始した介護休業制度により配偶者、父母、

子ども、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、および孫を対

象として、要介護状態にある対象者を介護するために、休

業の取得（通算して365日まで）や、勤務時間の短縮（2

時間 /日やフレックスタイムなど組み合わせて利用可）が

できます。少子高齢社会が到来した現代では、一層介護の

機会は増加していく傾向にあり、育児休業制度同様、家族

との時間を大切にする有意義な制度となっています。

介護休業制度

労働安全衛生への取り組み

お客さまに高品質の電気計測器を安定して提供するため

には、社員が安全に働ける環境が不可欠です。当社では

安全衛生委員会が主体となって労働安全衛生に関する取

り組みを進め、事故や災害のない安全な職場づくりを構

築してきました。

当社は企業理念、「人間性の尊重」をもとに安全衛生基本

方針を策定しています。方針の中では、2009年 4月に

導入した安全衛生マネジメントシステム（SHMS）の運

用で継続的に安全衛生水準を高めることを定めています。

こうした方針をもとに、安全衛生委員会の下部組織で

ある専門部会が具体的な活動を進めています。例えば、

SHMS推進委員会では全職場を対象に危険性・有害性

の事前評価であるリスクアセスメントを実施しています。

一定レベルを超えたリスクは改善し、危険ゼロの職場を

めざし活動を進めています。また、危険な作業を行なう

社員には事前講習会を開催したり、新しく入社した社員

には安全衛生教育を実施しています。
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社員との関係社員との関係

2008年から、技術者が就業時間の10％を自由な研究

に充てる「未来創造の時間」を導入しています。金曜日の

午後に固定し、その時間は通常業務を行わないようにして

います。

この制度は、お客さまに求められる独自性の高い製品開発

を続けること、また、技術者自らが設定したテーマに創造

的に取り組むことを目指し創設されました。

目先の製品開発に追われ形骸化しないよう、2018年よ

り対象となる技術部門の各人に資金をあて、研究のための

部品購入や出張などに使用できるようにしました。

「未来創造の時間」制度

ものづくり教育

製造部では、「モノづくりマインド研修」、「作業スキル研

修」、「公的資格挑戦」、「技能五輪挑戦」の4 つを軸とし

た研修カリキュラムが策定されています。

例えば、作業スキル研修を受けて社内の認定に合格して初

めて生産ラインの工程で作業ができる、といった基準を設

けています。

こうした教育カリキュラムの策定や研修は、2010 年に

長野県卓越技能者知事表彰「信州の名工」に選ばれた社員

が責任者として担当しています。確かな技術を持った公的

に評価をいただいている第一人者のもとで、計画的・体系

的に技能者の育成に取り組んでいます。

自働化が進み、本来あるべきプロセスを知ることなく生産

されていく現代、ものづくりの原理原則を重視し永続的に

継承することを大切にしています。

キャリアパス支援制度

将来のマネージャー人材の育成と本人の成長促進のため

製品開発リーダーに課長権限を一部移譲する制度があり

ます。期間中課長相当の決裁権限が与えられ、製品開発の

スケジュール管理やメンバーのマネジメントを一任され

ます。

また、グローバル人材の育成機会のためグローバル市場を

直接体感して製品開発や商品企画に活かすため、社員を

外国販社に1～2年派遣しています。

グローバル化対応のための英会話教室の
開催

グローバル化をより推進するため、2016年度までは入

社一年目だけを対象にしていた英会話教室を、2017年

4月から希望する全社員に広げました。「勤務時間外に実

施」かつ、「受講料の一部自己負担」ですが、大勢の社員

が希望し、現在8クラスが開講しています。レベルを初級・

中級・上級にわけ、さまざまな部署や年齢の社員が入り混

じって、各クラス週１回の英会話教室で、英会話力向上に

取り組んでいます。その他に、通信教育や、Web英会話

等に対しての受講料の補助制度があるほか TOEIC の取得

スコアに応じた英語学習奨励金制度があります。

「必要な人に、必要な時に、必要な教育を」を目指して、

社員の「やる気」をサポートしています。

人財育成
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1993年にHIOKI ロッジが完成し、独身社員用の寮とし

て、また遠方から来社されるお客さまの宿泊施設として利

用されてきました。当社では、全国各地からの多様で優れ

た人材の採用に対応するため、2017年 3月にロッジ第

2棟を完成させました。あわせて国内外から来社されるお

客さまをお迎えするため、第1棟を改修しました。

それにより、HIOKI ロッジは部屋数全124室、レストラ

ン、ラウンジ、研修室2室を備え、寮としてだけでなく

国内外のお客さまや各地営業所員の宿泊施設や研修の会

場としてのニーズに対応できるようになりました。

1Fレストランでの朝・夕食には管理栄養士によるバラン

スの良い食事が提供されます。また、コミュニティフロア

としてラウンジのほか、シェアキッチンを利用して社員同

士のコミュニケーションを深めることができます。

独身寮「HIOKI ロッジ」　

居住スペース（個室）

社員との関係社員との関係

企業が成長する原動力は社員です。その社員が健康で生き

生きと働けるように、毎年健康診断を行なっています。

特に30歳および 35歳以上の社員は毎年人間ドック検

診を受けています。これは、社員の被扶養配偶者（35歳

以上）や、パート社員（35歳以上）にも拡大して実施し

ています。

社員がやりがいをもって働くには、家族の支えが必要不可

欠であり、その家族が健康に暮らしていけるよう、サポー

トしていくことが重要と考えています。こうした取り組み

は、企業理念である「人間性の尊重」に基づいており、社

員とその家族の健康維持に役立っています。

健康診断と人間ドック

当社では、「社員の自己啓発」、「コミュニケ－ションの向

上」、および「社員同士の親睦」を図ることを目的に、レ

クリエーション行事（レク行事）を会社と労働組合で共催

しています。

中でも本社（上田市）で開催するソフトボール大会には、

各営業拠点からもチームが出場し、大きな盛り上がりを見

せています。

レクリエーション行事の開催

サラダの無料提供

社員レストランでは、健康増

進の新たな取り組みとして、

社員に無料でサラダを提供し

ています。

敷地内にある健康増進セン

ターは、トレーニングジムを

併設しており、6時から 21

時まで社員が自由に利用でき

ます。

健康増進への取り組み

健康第一の施策 福利厚生

2004年に「健康相談室」を開設し、専門家による相談

制度を始めました。現在、専門のカウンセラーによるメン

タルヘルス相談を週に1度行なっています。

また、保健師資格を有する当社社員が健康相談室に常駐

し、健康相談・保健指導を随時行なっています。当社グル

ープの社員であれば、心や体について心配なことがあると

きは誰でも気軽に相談室を利用できます。

専門家による健康相談・カウンセリング

第 2棟（左）と第 1棟（右）
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当社は、1978年に他社に先駆けてクランプ式電力計

を開発し、販売を開始しました。以来、当社の製品が社

会の省エネ活動に役立つことを認識し、環境に配慮した

企業活動で社会に貢献するという企業文化を育んできま

した。

1998年にスタートした植樹活動「ふるさとの森づくり」

は、「公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金」との協力体

制で、活動の範囲を広げてまいりました。

1997年には ISO14001 の認証を取得しました。環

境に配慮した製品を提供していくことはもちろん、環境

負荷の低減を目指した活動を全社で取り組んでいます。

また、地域社会の一員として積極的に環境保全活動を進

め、長野県環境保全協会、地域と連携を図っています。

環境推進活動を事業活動と一体化させるため、2016年に ISO9001と ISO14001の認証を統合マネジメントシステム

に移行しました。専門知識の必要なエネルギー、廃棄物、化学物質に関しては委員会を設け、全社での活動を推進しています。

環境活動の概要

環境負荷低減
 活動の概要

HIOKI の
環境活動

サイト活動の
パフォーマンス

向上

環境配慮
製品の
提供

製品設計 3Rの推進＊

環境負荷物質の
削減

省エネ
省資源

地域の環境保全活動

法令順守とリスク低減

植樹活動

■HIOKI グループの植樹活動
■（公財）HIOKI 奨学・緑化
　 基金との協力による植樹活動

情報提供と
コミュニケーション

部品の調達

生産工程

3R＝リサイクル
 リユース
 リデュース

統合マネジメントシステムによる環境推進体制

HIOKIは、企業理念である「社会への貢献」に基づき、顧客の満足と信頼を得るために、グローバルな高品質の製品と
最高のサービスを提供する。
また、環境への影響低減と調和を図った企業活動を展開する。

　1.　顧客要求事項及び適用する法規制に適合した環境配慮製品及びサービスを提供し、環境影響を未然に防止することに努める。

　2.　リスク及び機会を考慮した業務改善・サイト活動の改善により、品質・環境パフォーマンスを向上させる。

　3.　国際又は国家標準で裏づけされた校正技術の確立と共に、信頼性の高い校正活動を実施する。

　4.　品質・環境マネジメントシステムに関連するサイト内部および外部で活動する関係者とコミュニケーションを図る。

　5.　地域の環境保全活動を実施する。

　6.　品質・環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ継続的に改善する。

　7.　この方針に基づいて、品質・環境目標を定める。

2018年1月 1日制定

品質・環境方針

エネルギー委員会

実行部門（各部署）

廃棄物対策委員会

化学物質管理委員会

管理責任者

内部監査員

社　長

地域や地球環境への影響低減と調和を図るため、地域や地球環境への影響低減と調和を図るため、
全社をあげて環境に配慮した活動をしています全社をあげて環境に配慮した活動をしています

環境への環境への
取り組み取り組み

地域や地球環境への影響低減と調和を図るため、
全社をあげて環境に配慮した活動をしています
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環境への取り組み

環境基本活動　～2018年度実績と2019年度目標～

CO2排出削減に向けて

2015 年の HIOKI イノベーションセンター ( 研究棟 )

竣工にともないエネルギー使用量が増加し、原油換算で

1,500kL/ 年以上となり、第二種エネルギー管理指定工

場になりました。

これを機に、省エネ活動をより積極的に推進し、2016

年からは2期連続でエネルギー使用量を削減させること

ができました。

長野県の事業活動温暖化対策計画書の評価結果は「AA」

(5段階の上から2番目 )でした。

引き続きの省エネ活動を推進するとともに、再生可能エ

ネルギーの利用などを検討し、CO2 排出量の削減に努め

てまいります。

品質・環境方針 2018年度 取り組み目標 2018年度実績 2019年度 取り組み目標

リスク及び機会
を考慮した業務
改善・サイト活
動の改善によ
り、品質・環境
パフォーマンス
を向上させる。

省エネルギー活動
サイト内の消費エネルギー量
1,600kＬ 以下/年

1,577kL/年
　　　　→自己評価：○

省エネルギー活動
サイト内の消費エネルギー量
1,584kL以下/年

廃棄物対策
焼却ゴミの排出量
2,256kg 以下/年

1,585.3kg/年
　　　　→自己評価：○

廃棄物対策
焼却ゴミの排出量1,560kg以下/年

 地域の環境
保全活動を
実施する。

環境保全活動
植樹活動回数 1回以上
地域清掃活動回数 1 回以上

植樹活動実施
地域清掃活動実施
　　　　→自己評価：○

環境保全活動
植樹活動回数 1回以上
地域清掃活動回数 1 回以上

イノベーションセンターの省エネ活動

HIOKI イノベーションセンターの省エネ活動は、弊社製品

を活用した室温、電力のモニタリング、稼働の必要性を判

断するための省エネパトロールなどで、実態を把握する

ことからスタートしました。得られた情報から、空調を

はじめとする設備の管理標準を整えました。さらに、改

善実績を確認しながら管理標準を見直すことで、2年続け

て消費エネルギー削減目標を達成することができました。

事業の成長を考えると、省エネ活動だけでは CO2 の排出

量の削減が難しいと考えています。今後は、再生可能エ

ネルギーの利用を含めた、エネルギー施策を検討します。

（エネルギー委員会）

研究棟に設置の太陽光パネルの発電状況をモニタ

研究棟に設置された太陽光パネル

第二種エネルギー管理
指定工場に指定される
（平成 28 年 6月 21 日）

研究棟竣工
稼働開始

実績

目標

エネルギー使用量年次推移
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環境への取り組み

リサイクルの推進

これまで廃棄物の総量削減を継続的に進めてきた成果とし

て、つぎの定義に基づき算出されるリサイクル率は、常に

97%以上を維持できるようになりました。　

リサイクル率＝リサイクルおよびリユース　÷
　　　（廃棄物＋リサイクルおよびリユース）×100（％）

各部門ごとに実施されている分別研修なども功を奏し、

日々排出される廃棄物の適正な分別、リサイクル化の活動

も定着した感があります。

リサイクルできないものとして、焼却ゴミ、清掃ゴミ、食

物残渣等、および一部の金属、液体、薬剤などがあります。

この内、「焼却ごみ」になってしまう廃棄物を何とか減ら

せないか？をつぎの活動の中心にテーマ設定し、取り組む

ことにしました。

また、これまで毎月全量の廃棄物について計量、記録を継

続してきましたが、より付加価値の高い活動をめざすた

め、焼却ごみのみ毎月計量、記録とし、全廃棄物について

は総量把握のため年2回の計量、記録と管理負担を軽減

しました。

今後はリサイクル率の97%以上を堅持しつつ、リサイク

ル率が悪化する要因の一つ「焼却ごみ」の削減に注力して

いきます。さらに、コスト管理として業者による処理費用

にも着目していく予定です。

地域清掃活動の実施

エコドライブへの取り組み

2000年から毎年、「ごみゼロ作戦」として地域清掃活動

を実施しています。業務終了後に、全社員が参加して会社

周辺（会社を中心に半径2 km程のエリア）を清掃し、き

れいで住みやすい街づくりのお手伝いを行っています。

2018年は8月30日（木）に実施し、会社周辺のほか、

構内清掃や植樹場所の草取りも行いました。

環境影響を低減する取り組みと

して、2017 年 1 月からエコ

ドライブの推進をはじめまし

た。エコドライブとは、自動車

を運転する際に、通常より少し

穏やかに運転する取り組みのこ

とをいいます。エコドライブを

することで、燃費向上などのメ

リットがあります。

2017 年 1 月に当社では「事

業活動に関係する著しい環境側面」に「社有車による排気

ガスの放出」を位置づけました。これにより、新たに社用

車、通勤車両、および業者使用車両による排気ガスの放出

を削減する必要があります。

当社では、社員に対して社内のイントラネットを通じて、

エコドライブの啓発活動を行っています。

また、社有車は順次環境対応車（ハイブリッド車 /電気

自動車）に切り替えています。拠点営業車は95％が環境

対応車になりました。

当社は、排気ガスの放出を抑制して環境影響を緩和して

いきます。

社内のイントラネット上に掲載の啓発ビデオ
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環境への取り組み

1988 年に社員の手によりHIOKI フォレストヒルズへの

植樹がはじまり、森がつくられました。翌1989 年から

は、毎年新入社員による記念植樹が続けられています。

また、創業 60 周年の1995 年に、地域の学校や公共施

設へ苗木を寄贈し、市民とともに緑化を推進する「ふるさ

との森づくり」活動を始めました。

2005 年には植樹対象地域を拡大するため、財団法人 

HIOKI 奨学・緑化基金を設立（2010年には県内第 1 号

の認定で公益財団法人化）。対象地域を県全域に拡大しま

した。2018 年までに、34 か所に70,730 本の苗木を

植樹してきました。この植樹活動に参加した延べ人数は 

9,440 人に及びます。

ふるさとの森づくりの特徴は、その土地に昔からあるいろ

いろな樹種を混ぜながら密に植えるところにあります。小

さな苗木は時には我慢し合い、時には競い合いながら共に

成長していきます。人間が手を掛けなくても、木々が自分

自身の力で成長し森となる。そんな自然林に近い森を再現

するのが「ふるさとの森づくり」です。

さらに、2007 年から「ケニア植生回復プロジェクト」

を継続して支援しています。乾燥地が拡大しているケニア

の大地に浄水や保水機能をもつ森林を再生しようと、横浜

市立大学が中心となり展開している活動です。

韓国　World Cup 公園内「Noeul 公園」での植樹

HIOKI グループ外国販売会社では、2014年から植樹活

動を実施しています。これまでにタイ、中国、アメリカ、

インドネシア、韓国で実施し、グループ社員が現地の方

や地元学生ボランティアと一緒に木を植えることで、環

境保全への意識を高めることができました。国内で開始

した「グリーンポイント・キャンペーン」※をきっかけに

HIOKI の「ふるさとの森づくり」（植樹活動）は国外へも

広がっています。
※HIOKI では、2008 年 1 月に当社製品の販売数により苗木を寄贈する
「グリーンポイント・キャンペーン」を開始しましたが、一定の役割を果
たしたと判断し、2016 年度をもって国内キャンペーンを終了しました。

＜ 2018年植樹実績＞

4月　　韓国 /World Cup 公園内「Noeul 公園」

4月　　中国 /寧夏回族自治区（クコの木500本分寄付）

10月　 アメリカ /Davidson's Mill  Pond Park

＜ 2019年植樹実績＞

4月　　韓国 /World Cup 公園内「Noeul 公園」

6月　　タイ /ラチャブリー県

　　　　Ban Naka Community Forest タイ /ラチャブリー県 Ban Naka Community Forest での植樹

1990 年の社屋（上）と現在の社屋（下）

外国販売会社の植樹活動

地域緑化活動「ふるさとの森づくり」
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環境への取り組み

植樹活動の実績 環境・CSRの歩み

1986 年
HIOKI の理念「人間性の尊重」「社会への貢献」
を策定

1988 年
新工場造成地に６万本の植樹
工業教育協会日置基金の設立 

1989 年
フォレストヒルズ奨学基金の設立
長野県坂城町海外研修基金の贈呈 

1990 年 HIOKI フォレストヒルズ新本社工場完成移転

1991 年 少年硬式野球「上田南リーグ」支援開始 

1992 年「緑化センター会長賞」受賞

1995 年
植樹活動「ふるさとの森づくり」始まる
（以降毎年実施）
「第 15 回緑の都市賞・緑化奨励賞」受賞

1997 年
南ジュニアスポーツクラブ設立・支援開始
ISO140001 認証取得

1998 年 緑化優良工場として「関東通産局長賞」受賞

2000 年
第１回HIOKI 祭り開催（2009 年除き以降毎年開催）
地域清掃活動「ごみゼロ作戦」始まる（以降毎年実施） 

2003 年
藤花賞受賞（上田市商工会議所）
上田市都市景観賞受賞（上田市）
楽器寄贈始まる

2004 年「信州エコ大賞」受賞（長野県環境保全協会） 

2005 年

全国選抜リトルリーグ大会　上田にて開催
財団法人「HIOKI 奨学・緑化基金」設立
第 1回社会環境貢献緑地評価システムで認証を取得
緑化優良工場「経済産業大臣賞」受賞 

2007 年
ケニア植生回復プロジェクトに参加
長野県労働局長賞「優良賞」受賞

2008 年
第 1回「子どもと家族を応援する日本」功労者
表彰で内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

2009 年
緑化推進運動功労者としてHIOKI 本社工場に
内閣総理大臣表彰

2010 年
公益法人制度改革に伴い
公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金へ移行
ランニングコース完成（1周450m／駐車場に併設）

2012 年

安全衛生施策に対し平成 23 年度厚生労働大臣
奨励賞受賞
上田市内の小学校に楽器を寄贈したことなどが
評価され、紺綬褒章を受章

2013 年 健康増進センター竣工

1995 年 上田市立神科小学校 1,900本

1996 年 上田市立塩田西小学校 2,350本

1997 年
上田市営プール

「うえだアクアプラザ」
3,230本

1998 年 上田古戦場公園 2,520本

1999 年 上田市立第一中学校 5,520本

2000 年 上田市立真田中学校 4,600本

2001 年 上田市立塩田中学校 1,320本

2002 年 上田市立川西小学校 2,000本

2003 年 上田市立塩尻小学校 1,000本

2004 年 上田市立川辺小学校 2,860本

2005 年※1 上田市立神科小学校 2,170本

2006 年
上田市立城下小学校 840本

上田市立浦里小学校 310本

2007 年 白馬村立白馬中学校 7,030本

2008 年
千曲市「大池市民の森1」 5,000本

青木村保育園「あおきっこ広場」 1,000本

2009 年

千曲市「大池市民の森2」 6,500本

長野市鬼無里「奥裾花自然園」 1,500本

中野市立延徳小学校 1,500本

2010 年

飯島町立飯島小学校 50本※2

千曲市「大池市民の森3」 6,000本

小海町小海中学校 300本

2011 年 坂城町立南条小学校 538本

2012 年

千曲市立更埴西中学校 1,600本

長野市鬼無里「奥裾花自然園」 1,000本

坂城町立南条小学校 648本

駒ヶ根市赤穂東小学校 1,120本

2013 年 佐久市切原小学校 1,500本

2014 年 泰阜村あいパークやすおか 1,500本

2015 年 青木村ふるさと公園あおき 1,855本

2016 年 坂城町坂城小学校 50本※2

2017 年 長野市戸隠中学校 15本※2

2018 年
飯田市立遠山中学校 40本※2

上田市立北小学校 6本※2

2019 年 千曲市「大池市民の森4」 1,350本

※ 1  2005 年からは公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金を通しての活動
※ 2  希望本数を寄贈
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SDGsの概要

製品・サービスを通じてお客さまの活動に貢献

製品・サービス、各種取り組みを通じて
お客さまの活動、社会に貢献していきます

SDGsへのSDGsへの
取り組み取り組み

SDGsとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略で
す。2015年 9月の国連サミットで採択された2030年までに実現することを目
指す世界共通の目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上
の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。
当社は、企業理念である「人間性の尊重」「社会への貢献」に基づき、これを具現化
するために企業活動を行っています。これはSDGsの理念と重なると考えており、
当社の取り組みを推進することがSDGｓ達成に貢献すると考えています。
これからも持続可能な社会の達成に向けて、製品・サービスや各種取り組みを通じて、
ステークホルダーの皆さまや地域社会に貢献できるよう努めていきます。

東南アジアの社会問題「盗電」の発見サポート
ACクランプパワーメータCM3286/CM3286-01

ACクランプパワーメータCM3286は交流の電流、電圧、

電力、力率などのさまざまな電力パラメータの測定と高調

波測定（CM3286-01のみ）ができるクランプ型の電力

計です。持ち運びが容易で、現場での電力パ

ラメータの確認に最適です。

CM3286-01 ではホールドキーを押すと測

定値をお手持ちのスマートフォンなどに無線

で転送するため、スピーディーにデータ記録

が可能です。

太陽光発電システムの安全な運用に
バイパスダイオードテスタ FT4310

太陽光電池モジュールに搭載されているバイパスダイオ

ードとは、部分影や故障のため発電できなくなった太陽光

パネルを避けて、発電された電流を流すための部品です。

この部品は、発電量の低下を抑える役割と、発熱による火

災を防ぐ安全上重要な役割を担っています。

しかし、バイパスダイオードの検査は日射下でできないた

バイパスダイオード

雲、部分影 バイパスダイ
オードの役割
影ができると
迂回する

め、夜間に行うかパネルの遮光処置を施すなど、簡単に検

査する方法がありませんでした。

バイパスダイオードテスタ FT4310は従来の問題を解決

すべく以下の特長を備え開発されました。

●日射下でも開放 /短絡故障の　 
　検出が可能
● 1回の検査で故障判定に必要
　な項目をすべて測定
●ブザー音と画面の赤色発光で　
　異常をお知らせ
より安全に太陽

光発電を運用す

る基礎つくりに

貢献しています。

現在、主要な市場である東南アジアにおいて盗電が社会問

題になっています。盗電による事故を防ぎ、電気の安全を

守るため、盗電の発見をサポー

トする機能を搭載しました。

CM3286-01 では専用ソフトと

連携し、測定データを改ざんで

きないレポートに作成する仕組

みを整えました。

世界各地に安心・安全な電気を

提供するための一助を担ってい

ます。

SDGs への取り組みSDGs への取り組み28



内容 HIOKI の取り組み

すべての人に健康を
● 健康診断 ● 人間ドック（被扶養家族、パート社員も対象） 
● 健康相談・カウンセリング相談  ● 無料サラダの提供

質の高い教育をみんなに
● リサイタル・公開講座 ● 奨学基金 ● インターンシップ ● 自己啓発
● 若手社員対象のグローバル研修 ● 英語学習支援

ジェンダー平等を
実現しよう

● 女性活躍推進 ● 子育て支援・育児休業制度 ● 介護休業制度
● ハラスメント防止（研修、相談員制度、公開講座）

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

● 省エネ活動の推進（サイト内消費エネルギー量削減）
● 太陽光発電
● 【製品を通じた貢献事例】
　クランプ電力計で省エネ活動をサポート

働きがいも経済成長も
● 定年年齢引き上げによる生涯現役の実現 ● 脳活休暇制度の実施 
● ワーク・ライフ・バランスの推進 ● 未来創造の時間
● レクリエーション行事の開催

産業と技術革新の
基盤をつくろう

● 改善活動（ACE21) ● 製品保証期間 3年 ● アカデミックプライス
● 保証期間内の修理無償（ワイド保証サービス）
● 資材調達方針説明会
●【製品を通じた貢献事例】
 　電動自動車・電子部品・バッテリーの
　検査をサポート

人や国の不平等をなくそう ● 障がい者雇用の推進

住み続けられる
まちづくりを

● HIOKI 祭り ● 福利厚生施設の一般開放 ● 夏休み親子会社見学会
● 震災復興への支援 ● 少年硬式野球の支援
● 南ジュニアスポーツクラブの支援
● 独身寮「HIOKI ロッジ」の整備 
● リサイクルの推進 ● 地域清掃活動
●【製品を通じた貢献事例】
　くらしの安心・安全を現場測定器でサポート

つくる責任つかう責任
● 再生可能エネルギーの使用グリーン調達
● リサイクル推進 ● 製品の小型化

気候変動に具体的な対策を
● CO2 排出削減
● エコドライブへの取り組み

陸の豊かさも守ろう
● ふるさとの森づくり
● 外国販売会社の植樹活動

平和と公正をすべての人に ● コンプライアンス研修

パートナーシップで
目標を達成しよう

● 横浜市立大学が展開する「ケニア植生回復プロジェクト」への支援

当社の取り組みを通じて社会に貢献

SDGs への取り組みSDGs への取り組み

当
社
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コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス

企業価値向上のための経営体制の確立を追求し、
すべてのステークホルダーの皆さまに対して社会的な責任を果たします

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体系図

コーポレート・ガバナンス体制の概要

基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスを企業価値向上のための

経営体制の確立と認識しています。コンプライアンスを最

重要視し、経営の効率化に取り組み、適正な利益を確保す

ると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性

を高め、株主・投資家、お客さま、社員など、すべてのス

テークホルダーの皆さまに対して、その社会的な責任を果

たしていきます。

経営体制
■ 取締役会
当社の取締役会は取締役7名（うち2名は社外取締役）

で構成されています。

取締役会は経営に関する重要事項を決定する機関として

毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催して

います。

当社では取締役会の諮問機関として社外取締役を含む経

営諮問委員会を設置し、経営の意思決定の透明性、公平性

を確保しています。

■ 執行役員制度
当社は執行役員制度を採用し、取締役会における経営の意

思決定および取締役の業務監督機能と業務執行機能を分

離しています。執行役員は業務執行機能を担い、経営の意

思決定に基づく業務執行を迅速に行なっています。

■ 監査役会
監査役会は監査役4名（うち2名は社外監査役）で構成

されています。監査役は取締役会をはじめとする重要な会

議に出席し、また監査役会において取締役の業務執行を監

査しています。

役員報酬

役員報酬については、2017年 2月 24日開催の第65

期定時株主総会の決議により、取締役および監査役の報酬

限度額を決定しており、その範囲内で取締役については取

締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定

しています。取締役（社外取締役除く）の報酬は、固定報

酬と業績連動報酬で構成しています。社外取締役および監

査役の報酬は、独立性の観点から固定報酬のみで構成して

います。また、2017年 3月から社外を除く取締役およ

び監査役は、固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出

し、自社株式を取得することとしています（株式取得型報

酬）。なお、取締役の賞与は 2007年 12月期から利益

連動給与として支給しています。

会計監査人
監査法人

経営諮問委員会

執行役員

事 業 部 門

監

査

室

選任・解任選任・解任選任・解任

会計監査

答申諮問

連携

報告

報告

監査

監査選任・監督

指示

指示

指示

監査監査役会
監査役 4名

（うち社外 2名）

取締役会
取締役 7名

（うち社外 2名）

代表取締役社長

経営会議

株 主 総 会
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コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス

会社法および会社法施行規則に基づき、「内部統制シス

テム構築の基本方針」を制定し、当社グループの業務の

適正を確保するための体制を構築し、当社および子会社

の取締役の職務執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制、その他業務の執行が効率的に行な

われることを確保するための体制、当社グループの業務

の適正を確保するための体制、監査役監査が実質的に行

なわれることを確保するための体制、財務報告の信頼性

を確保するための体制を整備しています。

内部統制システム コンプライアンス

■ 社員行動規範
HIOKIの理念「人間性の尊重」「社会への貢献」に基づき、

社員が法令、定款および社会規範を遵守した行動を取るため

の指針として、「社員行動規範」を制定しています。当社グ

ループの取締役および部長は自ら率先してこれを遵守、実践

して社員の模範となるよう努めています。

■ FB360（フィードバック360度）
当社は「FB360」という制度を使用し社員の声をダイレ

クトに管理・経営職個々人へ伝えることができます。出さ

れた提案や質問に関しては経営層より回答が示され、自由

闊達な風土づくりと自己実現できる働きやすい環境づくり

に活かされます。

■ 内部通報制度
外部の弁護士を窓口とした内部通報制度を構築・運営し、

法令上疑義のある行為などについて社員が直接情報提供を

行なえる環境を整えています。

■ インサイダー取引防止規定
当社グループの関係者による当社株の売買に関しては、

「インサイダー取引防止規定」を制定し、本規定を遵守す

るように社内に周知しています。

■ コンプライアンス研修
当社は国内勤務の社員を対象にコンプライアンス研修を実

施しています。各種テーマで定期的に実施しており、コン

プライアンスの意識を高めることを狙っています。

リスク管理

各種リスクの対応の仕方によっては企業経営の根幹に大

きな影響を及ぼす恐れがあるとの認識のもと、当社はリ

スク管理をきわめて重要なものと捉えています。そして

リスクに対する未然防止手続き、発生した場合の対処方

法等を定めた「リスク管理規定」を制定しています。各

部門はこの規定に従って業務を遂行し、当社グループ全

体のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュ

リティーなど、さまざまなリスクの把握と予防に努めて

います。

さらに安全衛生、環境対策、輸出管理などについて全社横

断的な委員会組織を設けるとともに、関連規定および要領

などを全社的に整備するなど、当社および子会社を取り巻

くさまざまなリスク要因に対応するために必要な体制を整

えています。　

取締役（社外）
中谷 朔三

取締役
水野 厚

取締役
久保田 訓久

代表取締役社長
細谷 和俊

取締役
岡澤 尊宏

取締役
巣山 芳計

取締役（社外）
田中 茂

■役員 （2019年2月27日現在）

常勤監査役
 竹内 繁弘

常勤監査役
 高木 正行

監査役（社外） 
小川 直樹

監査役（社外） 
弓場 　法

監査役

取締役
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