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今期より、長期経営方針として「ビジョン 2030」を掲げ、
HIOKI グループ一体となり実現に向けて取り組みを始め
ました。私たちHIOKI の存在価値は、「電気計測を通して
お客様の安全で有効なエネルギー活用を促進し、社会の安
心と発展に貢献していくこと」であると思っております。
この使命を果たすべく、10 年後にあたる 2030 年のありた
い姿を、「世界のお客様と共に持続可能な社会をつくるこ
と」といたしました。

現在、脱炭素社会を目指し、各国がカーボンニュートラル
の実現を宣言しています。化石燃料から代替エネルギーに
よる発電、および電動化・電子化の加速により自動車に代
表される電気自動車（ＥＶ）の普及は、蓄電デバイスであ
るバッテリーの新しいテクノロジーの台頭により実現して
います。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により行
動様式が一変し、DX（デジタルトランスフォーメーション）
も加速しています。ますます電気がなければ何もできない
時代になっていると感じております。

このような社会の変化に対し、私たちHIOKI はこれまで
培ってきた電気計測のノウハウと海外販売子会社 8社を
中心にグローバル展開している顧客密着型の課題解決ス
タイルによって、あらゆる産業の脱炭素化および電動化シ
フトの流れに大きく貢献ができるものと確信しておりま
す。電気を安全に供給し、エネルギーを有効に活用するた
めに、「測る」という計測ソリューションから、新たな検
査や試験の基準を創出し提供することで、お客様と共に持
続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

「HIOKI フォレストヒルズ」と呼ばれる当社の本社工場一
帯には、1988 年に全社員の手で植樹した苗木が、今では
立派な森になっています。私たちの社業は目立つことはあ
りませんが、お客様、またその先のお客様の社業や産業の
発展のために、「測る」という基準を提供し続けてまいり
ます。そしてHIOKI フォレストヒルズの森のように健全
に成長をする企業姿勢でステークホルダーの皆様から信
頼を得られる会社経営をしてまいります。

岡澤 尊宏
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：2019 年 7月～ 2020 年 12 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

Top MessageTop Message

お客様と共に持続可能な社会の実現に取り組んでまいります
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長期経営方針「ビジョン 2030」

長期経営方針「ビジョン 2030」

当社はこれまで、電気エネルギーをインフラとした分野に
幅広く計測サービスを展開してきました。
これからは「脱炭素化」「ゼロエミッション」など持続可
能な社会の実現に向けて新しい社会システムを構成する電
気自動車（EV/PHEV）やバッテリーといった重要市場に
開発資源を集中させ、一歩先をいく計測ソリューションを
提供し、市場の成長に貢献いたします。

メインビジュアル（解説）
当社はこれまで、電気計測を通してお客様の困りごとにお応えし続けてきました。
こうして多種多様な商品を幅広く展開していることが、特長の一つです。
このビジュアルでは、その姿を「山」をモチーフに、それぞれの商品群を山に見立て、
自らを山が連なる『アルプス型』企業になぞらえ表現しています。
私たちはここに、『それぞれの山々でニッチトップを目指し、高い目標を達成し次のゴール
を目指していく』という想いを込めています。近くと遠くを常に同時に見据えていきます。

今後の方向性

当社は創業以来、「HIOKIの理念」である「人間性の尊重」と「社会への貢献」をベースに産業のマザーツールと呼ばれる
電気計測器の開発、生産、販売・サービスを事業としてきました。
現在、脱炭素社会の実現に向けて、エネルギー源のシフトや電動化が加速しています。刻々と変わりゆく外部環境下で、電
気計測器を通して、私たちが「何をもってお客様や社会に貢献していくのか」という経営の方向性を中長期で示し、HIOKI
グループ全社員のベクトルを改めて合わせるため、当社初の長期経営方針である「ビジョン2030」を策定しました。

　ミッション　－何で社会に貢献するのか－

電気計測を通してお客様の安全で有効なエネルギー活用を促進し、社会の安心と発展に貢献する。

　ビジョン　　－ 10年後のありたい姿－

「測る」の先へ。
HIOKI は、業界のフロントランナーとして「測る」を進化させ続け、世界のお客様と共に持続可能
な社会をつくるソリューションクリエイターになる。

ビジョン 2030の目指す姿

今後の重要市場
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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 自動車・バッテリー インフラ 環境・
新エネルギー■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、あらゆる産業で活躍しています
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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。（実績2019年：1,926件 , 2020年：2,388件）
 --- ＡＣＥ 21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。お客さまに高品質の製品を短納期でお届
けするため「多品種少量・変種変量生産」を追求し、需要
変動にも柔軟に対応できる効率的生産体制の確立を進め
ています。

お客さまの希望納期遵守を目指した生産革新

高品質の製品を安定して提供するため、生産工程の自働化
を進めています。計測器で重要となる測定精度の検査はほ
とんどの製品で自働化され、今まで目視に頼っていた表示・
外観検査も画像処理を用いた検査への切り替えを推進して
います。 生産台数の多い製品は、ロボットを活用し、組み
立て・調整・検査の工程の自働化を進め、安定した品質と
生産性の効率化を実現しています。 

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、お客さまのダウンタイム（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。
2008 年の中国で始まり、韓国、シンガポール、インド、
アメリカの拠点で修理・校正サービスを実施しています。
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、お客さまのダウン
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。海外
拠点がない地域では、当社が現地を確認し認定登録するこ
とで、販売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。

海外における修理・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。
2020 年 2 月にアメリカの販売子会社である「HIOKI 
USA CORPORATION」はニュージャージー州にあった本
社をテキサス州ダラスのプレイノ市に移転し、営業を開始
しました。また、アメリカ中西部に位置するミシガン州に
新たにオフィスを開設し、アメリカ市場の販売体制強化を
はかりました。
同 11月には日置（上海）商貿有限公司が研究開発、生産
機能を有した新会社「日置（上海）科技発展有限公司」を
設立しました。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。

海外販売拠点

世界中のお客さまにHIOKI のソリューションを届けるた
め、各国に販売会社や駐在員事務所を設け、販売店と協力
し、地域密着の体制を整えています。
日本では、支店体制によりお客さまの声にお応えしています。
お客さまの要求に合わせた対応を継続的に行い、お客さま
の満足と信頼を得られる商品とサービスを提供します。

お客さまの近く、地域密着でのソリューション提供

■カスタマーサポート（電話・メール）
世界市場をサポートする販売ネットワークの構築に取り
組み、お問い合わせやご要望などの窓口として迅速・丁寧
にサポートしています。寄せられた貴重なご意見は関係部
署に届けられ、製品や取扱説明書、サービスの改善に役立
てられています。

■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

■ホームページ・SNS
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。スマートフォンにも対応し、より便
利になりました。
また、facebook ページを開設しました。ホームページに
載せきれない情報やトピックスなどをお届けします。

■展示会・セミナー
国内外の展示会や展示即売会に出展しています。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、
各販売地域で、技術セミナーやHIOKI 製品セミナーをオ
ンラインで開催しています。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。 

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

受賞した AC/DC クランプメータ CM4376（左）、
メモリハイロガー LR8450-01（右）

ジャパンマニュアルアワード 2020 において、「LR8450, 
LR8450-01 メモリハイロガーのクイックスタートマニュア
ル」が最高賞にあたる「マニュアル オブ ザ イヤー 2020」
と「産業部門　優秀賞」を受賞しました。「マニュアル オ
ブ ザ イヤー」の受賞は今回が初めてです。製品購入前のお
客さまにも役立つ取扱説明書として新たな価値を創造して
いる点や、制作プロセスでの問い合せ分析など他部署と連
携した取り組みが評価されました。
ジャパンマニュアルアワードは、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。この受賞を励みとし、今後もユーザー
にとって分かりやすく、安全に正しく製品を使用できる取
扱説明書の制作に努めていきます。

ジャパンマニュアルアワード受賞履歴
【2019年】
産業部門　優秀賞（マニュアル オブ ザ イヤーノミネート作）
CT6710, CT6711 電流プローブ　取扱説明書
【2018年】
・産業部門　優良賞
MR6000, MR6000-01 メモリハイコーダ クイックスタート
マニュアル
・奨励賞
SM7420 超絶縁計　取扱説明書

ジャパンマニュアルアワード 2020で
「マニュアル オブ ザ イヤー 2020」を受賞

受賞した取扱説明書の表紙（左）、
ジャパンマニュアルアワードのロゴマーク（右）

■グッドデザイン賞 受賞
2019年度は 2製品が選ばれました。
・電流センサ
　AC/DCカレントセンサCT6877
・クランプメータ
　AC/DCクランプメータ CM4375, CM4376
　ACクランプメータ CM4141, CM4142

2020 年度は 1製品が選ばれました。
・メモリハイロガー LR8450-01

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、2020 年度で 76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。

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CT6877（左）、JIDAデザインミュージアムロゴマーク（右）

■ JIDA デザインミュージアムセレクション　
　 vol.21 セレクション賞 受賞
電流センサ「AC/DC カレントセンサ CT6877」が、公
益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）
による「JIDAデザインミュージアムセレクション vol.21 
2019 年」において、セレクション賞を受賞しました。
JIDAデザインミュージアムとは、歴史的に価値があると
認められるインダストリアルデザインの作品を所蔵、展
示、保存するためのミュージアムで今回の受賞は当社初で
あると同時に、電気計測器で初めての受賞となります。
お客さまの要望に応える計測器であることと同時に、その
機能にふさわしいデザインであり、さらに人々のくらしや
社会をより豊かにする製品であることもあわせて評価さ
れました。
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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。
2020年はコロナ禍により、合同での会議や説明会は実施
できませんが、販売店さまと個別にWeb会議を行い、相
互理解を深めました。

また、前年度の優秀販売店さまの表彰を行っています。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。

方針説明会の開催、優秀販売店さまの表彰

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

当社の製品は販売店さまを通して販売しています。日本国
内の拠点や各国の販売会社を通して現在約 400 社の販売
店さまとお取引をしており、世界中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。共に、お客さまとの関係を深め、広く製
品を紹介し、販売、アフターフォローに努めるとともに市
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
バックをしています。

販売店さまとの関係

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。 
そのために、地球環境・地域社会に配慮し、公正な取引を基
本とした取引先との協力・信頼関係を大切にしています。 
そして、日本と世界各地の取引先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、頻繁
にコミュニケーションを取りながら、 共に成長するための活
動を行っています。

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、お取引先さまを対象とした資材
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ていま
す。さらに、「満足度調査」を実施し、当社の行動をお取
引先さまに評価していただき、パートナーとしての信頼関
係の構築を図っています。
近年低コストの調達、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？

2018年度に新フォーキャストシス
テムを導入。信頼されるフォーキャ
ストを目指し活動を継続していきま
す。

※ 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

市場の動向や新製品情報など、情報交換と日頃の感

謝の意を込めて、2019 年には感謝の集いを資材調

達方針説明会と同時に開催いたしました。

【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。

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。
2020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

品質部門 第 1位　KOA株式会社 様
VA/VE 部門 第 1位　株式会社キョウデン 様
納期部門 第 1位　有限会社上田朝日 様
特別賞 大陽工業株式会社 様

情報交換と感謝の集い
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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」。
情報開示は、東京証券取引所が定める「適時開示規則」に基
づいて行っています。また、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、公平性と適時性を鑑みた上で迅速かつ正確に
開示していくよう努めています。

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

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

1株あたりの配当金の推移（単位：円）

■ 期末 ■中間
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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（過去の様子）

決算説明会などの取り組み

機関投資家や証券アナリストの皆さまに当社の業績や今
後の企業戦略などをご理解いただくため、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。
2020年第 2四半期は初のWeb形式での説明会を実施し
ました。また個別取材にも随時対応し、当社の事業活動や
電気計測器事業に対する理解を深めていただいています。
いずれも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います。

株主総会の開催

毎年 2月末に、本社内のHIOKI ホールを会場に株主総会
を開催しています。また、お越しいただいた機会を生かし、
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。

2020 年は株主の皆さまにもご協力いただき、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止に配慮した体制で運営いたしました。
①運営スタッフ・役員のマスク着用
②懇親パーティーの中止
③株主の皆さまへマスク着用と消毒液使用を依頼
株主総会には、153名の株主の皆さまにご出席いただき、
すべての議案が可決されました。

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
して年に一度「HIOKI 祭り」を開催しています。
このお祭りは社員自らが企画・運営をし、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

2019 年 10 月リサイタル
古川展生チェロコンサート

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

2019 年は「smile ～笑顔の花を咲かせよう～」をテーマ
に準備をしておりましたが、台風 19号による被災状況を
考慮しHIOKI 祭りを中止としました。
HIOKI 祭りの屋台で販売予定だった品物は社内イベント
として社員に販売し、売上金は義援金として日本赤十字社
などの機関を通じて寄付しました。
2020 年は新型コロナウイルス感染リスクの観点から、6
月にHIOKI 祭りの中止を決定しました。

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
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

2019 年 11 月 6日

「働く人のメンタルヘルス」
～自分も家族も会社も地域
も日本も元気にする ストレ
ス 1日決算主義のすすめ～

横浜労災病院勤
労者メンタルヘ
ルスセンター長
山本晴義氏

社内に展示されたバックステージ用のパネル（2019 年）

HIOKI 祭り開会式（過去の様子）
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　　　　　　地域社会との関係　　　　　　地域社会との関係

夏休みに合わせ、2019 年 8月 8日に第 1回社員家族会
社見学会を開催しました。実際に家族の働く姿や会社の雰
囲気を見てもらうことで、仕事や会社への理解を深めてい
ただき、ご家族にHIOKI ファンになってもらうことを目
的としています。参加後のアンケートでは、「お父さんの
働いているところを見ることができて良かった。」「とても
楽しかった。また参加したい。」「会社の食事も美味しく安
心した。」などの声が寄せられました。
今後もご家族の理解促進をはかり、社員の働きがいを高め
るとともにワークライフバランスの支援を行ってまいり
ます。

社員家族の会社見学会を開催

社員家族会社見学会に参加した皆さん

社員による実験設備の説明

当社の「社会貢献」活動は海外販社にも広がっています。
海外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年からは、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
ています。
2019 年は学生たちに異文化を体験してもらうため、
HIOKI 祭りの開催に合わせて先生１名と学生２名を本社へ
招待しました。残念ながらお祭りは台風の影響のため中止
となってしまいましたが、会社見学や市内観光などを通じ
て、日本の文化やHIOKIの文化を知ってもらうことができ、
非常に良い経験につながりました。

海外販社の社会貢献
日置（上海）商貿有限公司の社会貢献活動

学生たちと一緒に
記念撮影（上）

来社した上海黄浦区
市南中学校の
先生と学生（左）

2020 年 5月、新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている状況をふま

え、現場で日々奮闘されている皆さまの支援を目的に、医療用マスクを寄

付いたしました。

　● 本社　　　  ：近隣の福祉施設へ 2万枚

　● HIOKI USA：地元の行政（ボランティア団体や医療施設）へ 1万枚

今後も地域の皆さまやお客さま、お取引先さまはじめ、社員とその家族の

健康を守ることを最優先に、新型コロナウイルス感染症対策に取り組んで

いきます。

マスク寄付のご報告

医療施設から届いたお礼状
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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地元の学生を対象と
して、返済義務のない奨学金の給付を行ってきました。
この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、2010 年からは公益財団法人
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 2020 年までの 15
年間で延べ 282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給付

大学や高等専門学校の学生を毎年 10名程度受け入れ、2
週間～ 4か月にわたり技術者と一緒に仕事をしながらさ
まざまな経験を積んでもらっています。
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ーの組立てなどの実
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、被災により当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ました。

　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

本社工場がある長野県上田市でも千曲川をはじめとする河川

流域で浸水等被害が出ました。当社の本社工場および国内拠

点においては、人的被害および浸水はなく、建物、設備への

被害もありませんでした。

ご心配をいただきました皆さまに御礼を申し上げます。

当社は、被災された皆さまへの支援にお役立ていただくために、

日本赤十字社に義援金を寄付いたしました。HIOKI グループ社

員による募金も別途寄付いたしました。

令和元年台風 19号関連のご報告
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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。このクラブは子どもたちに外で遊
ぶ楽しさ、スポーツを通しての喜びを知ってもらうため、
1997年に発足しました。
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を得ています。

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

第 101回高校野球選手権大会では、上田南リーグのOB 2 名が甲子園出場を果
たしました。2016 年度卒団の小林未来雄選手（日本文理高校）と「雪国から
甲子園を合言葉」に夢を叶えた飯山高校の顧問 神林孝耶先生（2008年度卒団）
です。また長野大会ベスト 4の上田西高校、東海大諏訪高校にもそれぞれ 3名
のOB選手がベンチ入りし、球場を沸かせました。
こうした先輩たちの活躍は在団生や地域の皆さんの大きな励みとなっています。
今後も上田地域で育った選手が各方面で活躍することを期待したいと思います。

（上田南リーグ　加藤 進）

上田南リーグ卒団生の活躍

＊ 1 初戦　＊2 推薦出場

甲子園出場のOB小林未来雄選手

※ 2020 年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
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社員との関係社員との関係

採用・雇用方針

企業理念「人間性の尊重」に従い、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定
めた「社員行動規範」に基づき、採用・雇用活動を行って
います。
当社は障がい者の雇用を進めており、職種や勤務地などの
労働条件を限定して働ける限定社員制度を導入しました。
生き生きと働きがいをもって働くことができるよう、さら
に取り組みを強化していきます。
また、外国人留学生など国籍を問わない採用も積極的に行っ
ており、現在 7か国の社員がさまざまな部門で活躍してい
ます。

次世代育成支援・女性活躍推進の取り組み

性別、育児・介護の有無に関係なく、働きやすさとやりが
いを感じながら活躍できる環境を整備するため、次の取り
組みを行っています。

ワークライフバランス促進のための取り組み

働きやすく、やりがいを感じることができる職場にするた
め、次のような制度を設けています。

「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

ダイバーシティ・インクルージョン

女性対象キャリアアップ研修会

当社は企業理念「人間性の尊重」に基づき、年齢、性別、国籍など属性的条件、価値観やライフスタイルなどの思考的条件
によらず、多様性（ダイバーシティ）を尊重し、「一人ひとりが能力を最大限発揮し活躍できる」環境づくりを推進しています。

■子育て支援・育児休業制度

■次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

1. 計画期間内に、育児休業の取得に関して、次の基準
　以上にする
　男性社員……計画期間中に１人以上取得すること
2. 所定外労働時間削減のための施策を行う
3. 有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間 13日
　以上とする

■女性活躍推進法に基づく行動計画

1. 採用者に占める女性比率 25％以上　かつ　全職種
　における女性活躍
2. 女性社員のキャリア意識の向上と管理職の意識改革
3. フレックス勤務制度の利用率 25％ *、在宅勤務制度
　の導入

＊計画期間において月平均 1回以上利用した社員の割合

過去に行われた女性対象のキャリアアップ研修受講者の
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開催されるなど、女性社員の活躍は
広がりを見せています。

満 3歳まで取得でき、復帰後も時間短縮勤務やフレックス
タイムを利用することができます。男性向けの子育て支援
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社員との関係社員との関係

プラチナくるみんマーク えるぼしマーク

■介護休業制度

■プラチナくるみん

■パート社員の正社員チャレンジ制度

介護のための休業制度（通算 365日まで）、時短勤務の制
度もあり、社員が能力を発揮しながら家族との時間も大切
にすることができます。

■脳活休暇制度

グローバル競争が進み、ますます知恵勝負になる現代。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
生活から脱却する時間も必要です。当社では、連続して 1
週間程度の有給休暇を取得し「非日常」を体験する機会を
自らつくることが有効と考え、「脳活休暇制度」として休
暇取得の後押しをしています。

働きやすい職場環境の整備の結果として、2018 年 2 月
に「くるみん」、2020 年 6 月には「プラチナくるみん」
を取得しています。
「くるみん」「プラチナくるみん」とは、次世代育成支援対
策推進法に基づき子育て支援のための取り組みを実施し、
その成果が認められた企業に対して贈られる厚生労働大
臣認定のマークです。 
「プラチナくるみん」は、「くるみん」認定企業のうち、男
性社員の育児休暇取得や柔軟な働き方の推進、女性社員が
活躍できる職場を目指し、より高い水準で取り組みを行っ
ている企業に贈られます。

■えるぼし

女性の活躍推進状況が優良な企業として、2020 年 9 月
に「えるぼし」の 3段階目（最高段階）を取得しています。
「えるぼし」とは、女性活躍推進法に基づいた取り組みを
実施し、女性活躍推進状況などが優良な企業に対して贈ら
れる、厚生労働大臣認定のマークです。
認定は基準を満たす項目数に応じて 3段階あり、5つの
基準（採用、継続就業、労働時間などの働き方、管理職比率、
多様なキャリアコース）の全てを満たした場合に、最高段
階である 3段階目の認定を受けることができます。

2008年にパート社員から正社員へのチャレンジ制度を創
設しました。2020 年 1月現在、80名が正社員として登
用され、一層やりがいと意欲をもって仕事に取り組んでい
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。

各種認定
関係制度説明会の実施や、働き方改革を推進するなど、子
育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。

社員一人ひとりが CEOとしてオーナーシップを持ち行動する文化を醸成（Hi ＝ HIOKI）
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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

海外販売会社の人事制度構築

海外売上高が伸長し、海外販売会社（以下販社）も展開し
ていく中、人事制度を構築し働きやすさとやりがいの向上
を目指しています。そのためHIOKI グループ全体での連帯
感とコミュニケーションの強化が重要となっています。各
販社が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できるように、
本社がサポートしています。それだけでなく、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、販社がお互
いにサポートし合い、グループ全体としての働きがい向上
を目指しています。
取り組みの一環として、販社の管理担当者が年に 1度集合
し会議を行い、積極的な情報交換を行っています。2019
年の会議では、各販社の採用、教育、評価制度などでの悩
みごとについてディスカッションを行い、情報共有しなが
ら、課題解決方法を考えました。
働きがいに関する調査によると、多くの販社で働きがいが
高く、連帯感が強くなっています。今後も引き続き販社と
本社の連帯感を強化しつつ、販社間のコミュニケーション
そして連帯感も強化していきます。

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　加藤美香保氏

労働安全衛生への取り組み
当社では、2008 年に安全衛生マネジメントシステムを自
主的に導入しました。その中で生産ラインのレイアウト変
更や設備導入において、事前に危険性を確認し、日々の会
社生活における危ない経験などを点数化するリスクアセ
スメントを実施しています。
これにより、危険要因の洗い出しから、評価、対策、再評
価と危険源の縮小化に取り組んでいます。

定年年齢引き上げによる「生涯現役」の実現

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。
若手に技術・経験を伝承し、働く喜びを感じながら会社生
活を継続することは、心身の健康維持にも役立ちます。社
員が将来に不安を持たず、安心して働ける環境を提供する
ことは、会社が継続的に成長発展していくためにも不可欠
です。

HIOKI グループ管理担当者会議
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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研究費をあて、技術者が自主
的に設定した自由な研究・学習・ディスカッションなどに
使用できるようにしました。

「未来創造の時間」制度優れた技能者による社員研修

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。

充実した研修体系

「社員の成長が会社（組織）の成長を促す」という考えか
らさまざまな研修を行っています。専門スキル、マネジメ
ント能力、キャリア形成、一般教養など内容は多岐に渡り
ます。
継続的な教育を通じて、社員一人ひとりの潜在能力を引き
出し、企業の永続的な成長発展と社員の働きがいを求めて
いきます。

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、
開発期間中は製品開発リーダーに課長相当の決裁権限を
与え、製品開発のスケジュール管理やメンバーのマネジメ
ントを一任しています。
また、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、数名の社員を各国（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オンライン
英会話の導入

グローバル化を推進するため、社内での英会話教室に代わ
り、2020年よりオンライン英会話を導入しました。オン
ライン英会話はいつでも・どこでも・誰でも受講ができる
ため、本社の社員だけでなく、営業拠点、海外販社に出向
している社員も受講しています。1回 25分で、自分の都
合のよい時間にお気に入りの先生とレッスンができるの
で自分のペースで英語力を上げることができます。規定の
受講回数をクリアすると受講料半額が補助されます。
その他に、通信教育や、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。

レクリエーション行事の開催

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）

※専門のカウンセラーによるメンタルヘルス相談、レクリエーション行事は地域の感染状況を踏まえ実施を判断しています。

お客さまやお取引先さま、および社員とその家族の安全確保と新型コロナウイルス感染症の拡大防止を最優先にし
つつ、お客さまへの納入責任を果たすべく、以下の対応を実施しています。
【勤務、業務形態】
・公共交通機関の使用制限
・国内営業拠点や販売子会社、間接部門を中心に在宅
　勤務や時差出勤を実施
・IT ツールの活用（Web会議、デジタルマーケティング）
・社内感染のリスクを低減するため部門別に動線を分離
・社員レストラン会場 原則 1テーブル 1人で使用

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応
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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

持続可能な社会の実現に貢献
事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献する。

地球温暖化などに代表される環境問題は、世界規模で解決すべき社会課題となっています。事業を通じてその問題解決
に貢献することが、社会から必要とされる企業をめざす私たちの重要な責務です。
社員一人ひとりが、事業活動の各プロセスにおいて徹底した環境負荷低減に努め、積極的に環境に配慮した取り組みを
行うことは、企業として当然の姿です。
環境問題への取り組みにあたり、一企業、一個人として貢献できることは限られます。
しかし、私たちの社業である計測ソリューションをより広く世界に展開し、顧客価値を創造し続けることにより、その
貢献度を無限に高めることができるのです。
私たちは、問題解決のための挑戦・努力を惜しまず、地球規模での持続可能な社会の実現に貢献する企業になります。

2018年1月1日制定
2021年1月1日改定

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　～2020年度実績と2021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 4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 2020年度 取り組み目標 2020年度実績 2021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
1,568 kL以下/年

1,482.3 kL/年
　　　　→自己評価：〇

省エネルギー活動
サイト内の消費エネルギー量
1,574 kL以下/年※

廃棄物対策
焼却ゴミの排出量
1,440 kg以下/年

1,212 kg/年
　　　　→自己評価：〇

廃棄物対策
焼却ゴミの排出量
1,440 kg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→自己評価：〇
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、4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

※コロナ禍に伴う換気増による都市ガス使用量増、稼働率アップによる電力量増などにより目標が 2020 年目標・実績より高くなっています。
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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

環境配慮製品の実施例

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、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。
2019年は 9月 19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。
2020年は悪天候のため、活動できませんでした。

製品名・型番 クランプオンリークハイテスタ3293-50
（従来機種）

ＡＣリーククランプメータCM4001
（新製品）

製品画像

1.省資源化 質量 135 g 115 g →14.8% 軽量化

2.省エネルギー
　性の向上

連続使用時間 18時間 32 時間 →約 2倍の使用時間に

電源 コイン型リチウム電池（ＣＲ2032）×1 単4型アルカリ乾電池（ＬＲ03）×1

3.組立・分解性
　の向上 ネジ点数の削減 9本 7本 →20％の部品削減

4.その他 -
クランプのコア部分の
破損リスクを低減
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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。
創業 60 周年の 1995 年には、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」活動が始まりました。
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年には長野県内第 1 
号の認定で公益財団法人化）。対象地域を長野県全域に拡
大しました。これまでに、36 か所・72,280 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 
9,760 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。

韓国　World Cup 公園内「Noeul 公園」での植樹

HIOKI グループ海外販売会社では、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、ともに環
境保全への意識を高めています。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。
また、乾燥地が拡大するケニアの大地に、浄水・保水機能
を持つ森林を再生しようと、横浜国立大学が中心となり展
開している「ケニア植生回復プロジェクト」を 2007 年
から支援しています。
※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）

海外販売会社の植樹活動

地域緑化活動「ふるさとの森づくり」

26



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）

2011 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

2012 年
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

2020 年 喬木村「大原机山公園」 200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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電極シート電極シート コータープレスコータープレス
スリットスリット

シートカットシートカット
スタッキングスタッキング TAB溶接TAB溶接

シールシール
真空乾燥真空乾燥 注液・含浸注液・含浸

充電充電
エージングエージング セル検査セル検査 モジュールモジュール

パック検査パック検査
スラリースラリー

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。

二次電池の中で非常にすぐれた性能をもつリチウムイオ
ン電池はこれまでノートパソコンや携帯電話端末向けと
いった小型民生用を中心に使用されていましたが、2010
年以降、高い安全性や高出力 ･長寿命など一段と高い性能
や技術が求められる大型リチウムイオン電池が実用化さ
れ、現在は EV （電気自動車）や PHEV（プラグインハイ
ブリッド車）にも展開されています。また、住宅・業務（ビ
ル、店舗、工場等）用蓄電システム向けやフォークリフト
などの産業機械向け、携帯電話基地局やデータセンターの

SDGs への取り組みSDGs への取り組み

非常用電源向けなどの定置・産業用への実用化も進んでお
り、市場はさらに拡大するとみられています。
二次電池の産業への応用はリチウムイオン電池だけでな
く、全固体電池、燃料電池などの次世代電池にも拡大し、
研究開発はますます加速していくことが予想されます。
これからも、持続可能な社会の実現のために必要とされる
高品質で安全な電池の開発・生産・メンテナンスそしてリ
ユース、リサイクルを支える電気計測ソリューションを提
供し市場の成長に貢献します。

絶縁抵抗測定器
異物混入発見

直流電圧計
開放電圧測定

バッテリインピーダンスメータ /
ケミカルインピーダンスメータ

セル不良要因の発見・解析
バッテリハイテスタ
内部抵抗・開放電圧測定

バッテリセル電圧ジェネレータ
BMSの評価・検査

＜リチウムイオン電池生産工程で活躍するHIOKI の計測器＞

抵抗計
タブ溶接部・バスバーの品質確認

電極抵抗測定器
研究開発

確かな計測で電池の生産、開発に貢献
バッテリー業界向け計測器
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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 

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
● 英語学習支援 ● 海外販社による地元中学校への奨学金給付

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 ●障がい者雇用の推進
●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) ●海外における修理・校正サービスの充実
●製品保証期間 3年
●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

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
●社員家族の会社見学会 ●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
●環境配慮製品の実施

陸の豊かさも守ろう
●ふるさとの森づくり
●海外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
製
品
を
通
じ
たSD

G

ｓ
達
成
へ
の
貢
献
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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 6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 2名を過
半数とする指名委員会と報酬委員会を設置し、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、企業価値の継続的な向上を目指し、
業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度
とすることを基本方針としています。取締役の報酬額につ
いては、客観性と透明性を高めるため、社外取締役 2名
を過半数とする報酬委員会に諮問し、その答申をもとに取
締役会で決議しています。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（社外取締役を除く）の報
酬は、固定報酬（金銭報酬・株式報酬）および業績連動報
酬で構成し、監査役（社外監査役を除く）の報酬は、固定
報酬（金銭報酬・株式報酬）で構成しています。また、社
外取締役および社外監査役の報酬は、独立性の観点から固
定報酬（金銭報酬）のみで構成しています。株式報酬につ
いては、2020 年 3 月から譲渡制限付株式の付与のため
の報酬を支給しています。

会計監査人
監査法人

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

諮問諮問 答申答申

連携

報告

報告

監査

会計監査

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）

代表取締役社長

経営会議

株 主 総 会

指名委員会報酬委員会

取締役会
取締役 6名

（うち社外 2名）

30



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
にいかされます。

■ 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
当社グループの役員、社員等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）
田中 茂

取締役
久保田 訓久

取締役
鷹野 保直

代表取締役社長
岡澤 尊宏

取締役
巣山 芳計

取締役（社外）
大辻 純夫

■役員 （2021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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