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帝人グループ企業理念

テイジンブランドの約束： 人と地球環境に配慮した化学技術の向上と、社会と顧客が期待している解決策を
 提供することで本当の価値を実現することに挑戦し続ける

ブランドステートメント

帝人グループは
人間への深い理解と
豊かな創造力で

クォリティ・オブ・ライフの
向上に努めます

Quality of Life

社会と共に成長します 社員と共に成長します

帝人グループは、社会やお客様に対する約束である、ブランドステートメント“Human Chemistry, Human Solutions”のもと
高機能繊維・複合材料、電子材料・化成品、ヘルスケア、繊維製品・流通、ITなど、多岐にわたる事業をグローバルに展開し

人々の「Quality of Life」の向上に努めています。

私たちは、技術革新を核として、世界のさまざまな課題やニーズに応える
新たなソリューションを提供し続けていくことで、社会から期待と尊敬を集める企業グループとなることを目指します。

技術革新を核に、地球的課題に応える
新たなソリューション提供に挑戦し続けます
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お読みいただくに当たって
「2014年 帝人グループCSR報告書」は、帝人グループのCSR（Corporate 
Social Responsibility：企業の社会的責任）活動について、幅広い
ステークホルダーの方々にご理解いただけるよう、以下の方針の下、
企画・編集しました。
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項目の中から、下記のガイドラインのほか、SRI（社会的責任投資）に
関するアンケート項目なども参考に、厳正に選定しています。中で
も帝人グループにとって特に重要であり、かつ社会にとって重要な
テーマに関する取り組みは特集で紹介しています。

＜参考としたガイドライン＞
・「環境報告ガイドライン2012年版」（環境省）
・「サステナビリティ レポーティング ガイドライン2006」
（Global Reporting Initiative）

●ウェブサイトでの報告
CSR活動を網羅的に報告するため、冊子と併せウェブサイトを活
用しています。ウェブサイトでの報告項目は、P23-43に掲載の
CSR課題ごとの「ウェブサイト掲載情報」欄で紹介しているほか、
P50にも一覧を掲載しています。

明瞭性と検索性の向上
読者の皆様からのアンケート回答を参考にさせていただき、読みや
すく、分かりやすく、親しみやすい報告書づくりに努めました。全体
のページ数を極力抑えるとともに、年次の活動の要点をグラフや図
を活用して報告しています。さらに、関連する情報が記載されてい
るページを（→PXX）マークで示すなど、検索性にも配慮しました。

信頼性の確保
本報告書の記述内容については、KPMGあずさサステナビリティ（株）
による独立保証を受けています。なお、保証対象指標には★マーク
を表示しています。

報告対象期間
2013年4月～ 2014年3月を対象としています。
ただし、一部に暦年（2013年1月～12月）の内容、および2014年
4月以降の活動を含みます。

報告対象組織
帝人グループ全て（帝人（株）と国内グループ会社55社、海外グループ
会社95社）を対象としています。
ただし、ESHマネジメント、人財マネジメントなどの一部の項目につ
いては、個別に対象範囲の注釈を付しています。

追加情報の入手先
CSR活動の関連情報は、以下の資料にも掲載されています。
・帝人グループCSR報告書（英語／中国語）
・帝人グループ会社案内（日本語／英語）
・アニュアルレポート（日本語／英語）
・ファクトブック（日本語／英語）
・決算短信（日本語／英語）
・株主通信（日本語）
・帝人コーポレートウェブサイト（日本語／英語/中国語）

本報告書に掲載されている商品の名称、サービス名称な
どは、帝人グループの商標もしくは登録商標です。また、
その他の商品の名称、サービス名称などは、各社の商標
もしくは登録商標です。
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大八木成男・前社長の後を受け、2014年4月に代表取

締役社長執行役員CEOに就任しました鈴木純です。

帝人グループの持続的な成長に向けて精進いたします

ので、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。

帝人グループは、2012年に中長期経営ビジョン

「CHANGE for 2016」を策定し、長期的に目指すべき姿

として、社会が必要とする価値を提供し、利益を伴う持続

的成長を実現することを掲げています。私は、この方針が

帝人グループの向かうべき方向を正しく示していると考

えています。今後はこの方針を貫き、5年先、10年先を見

据えて構造改革と発展戦略を確実に実行していきます。

その道のりには数多くの課題がありますが、帝人グルー

プには、それらを乗り越え、実現していくだけのポテンシャ

ルも技術も十分に備わっていると考えています。これから

は私が先頭に立ち、グループの総合力を結集して、世界に

誇れる、存在感のある企業を目指していきます。

帝人グループは、企業理念として「Quality of Lifeの向上」

「社会と共に成長します」「社員と共に成長します」を掲げて

おり、これらが帝人グループのCSRの原点です。人々の生

活の質を向上させ、人々の暮らしを豊かにするため、社会が

必要とする真の価値を生み出し続けていくことが企業の社

会的責任であり、その責任を果たすことが、社会と企業、双

方の持続的成長につながるものと、私は確信しています。

今後、国際社会においては、人口のさらなる増加と、そ

れに伴う食糧や水資源の不足、新興国経済の発展に伴う

化石燃料資源の需要増大とCO2排出量の増加、そして、

高齢化の進展による医療や社会保障のニーズの増大など

が予想されています。このような社会や環境の変化に対

応し、帝人グループは、強みである高機能素材、ヘルスケア、

IT、およびそれぞれの融合領域を事業ドメインとして、技

術革新に注力し、帝人グループならではの価値を創造、提

供していきます。そして、社会が必要とするソリューション、

すなわち、省エネルギー・省資源、クリーンエネルギー、安

心と安全、快適性といった価値の提供を通じて、利益を伴

う持続的成長を実現していきます。

トップメッセージ

グループの総合力を結集し
世界に誇れる
存在感のある企業を目指します

「CHANGE for 2016」の加速

帝人グループの価値創造
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このような経営戦略のもと、企業理念である「Quality 

of Lifeの向上」「社会と共に」「社員と共に」の実現に向け

た主要なCSRの取り組みをご紹介いたします。

地球温暖化、化石燃料の枯渇、環境汚染などの環境問

題は、人類の持続的発展のため、国際社会を挙げて取り

組むべき重要課題の一つです。そして、これからは安全の

確保を基盤としながら、「低炭素」「循環」「自然共生」の各

分野において、課題解決に向けた成果を積み重ねていく

ことがますます求められます。

帝人グループでは、早くからこうした環境問題に取り組

んできており、1992年には「帝人グループ地球環境憲

章」を制定し、持続可能な社会の構築に貢献することを目

指して、自主的な活動を展開してきました。また、2007年

には「環境経営宣言」を発表し、事業プロセスにおける環

境負荷の低減や、環境に配慮した製品やサービスの提供、

および環境改善に貢献するビジネスの創出に努めていま

す。さらに、中長期経営ビジョンにおいては、「環境・エネル

ギー」を発展戦略における注力5分野の一つとして位置付

けています。

こうした中、これまでは技術力を駆使することで環境負

荷を低減することに注力してきましたが、帝人グループが

持続的な成長を実現していくためには、さらに顧客ニーズ

に合致した真の価値を創造し、それをビジネスにつなげて

いくことが必要となります。そのため、今後は従来の「環

境経営」の取り組みをより一層深化させ、グループの総合

力を結集することにより、さらに帝人グループならではの

「環境経営」を推進していきたいと考えています。

まずは、顧客満足の向上を目指し、帝人グループの幅広

い製品やサービスの持つ多様な環境価値を可視化してい

きます。そして、研究開発段階から顧客とのコミュニケー

ションを積極的に行い、より顧客ニーズに合った価値創造

に努めていきます。また、事業プロセスにおいては、サプ

ライチェーンでの環境負荷を可視化し、サプライチェーン

と共に環境負荷の低減を推進していきます。

こうした取り組みを進めていくためには、ステークホル

ダーの皆様との連携が必要不可欠であると考えます。こ

れからは「環境コミュニケーション」により一層注力し、積

極的な情報発信やステークホルダーの皆様との対話に努

めていきます。

帝人グループは、中長期経営ビジョンにおいて、持続的

成長に向けた柱の一つとして「人財ポートフォリオ変革」を

掲げ、「人財のグローバル化とダイバーシティの加速」を積極

的に推進することとしており、女性の管理職登用の加速や

グローバルリーダーの早期育成などに取り組んでいます。

帝人グループは、こうした活動の一つの結実として、

2014年3月に経済産業省が表彰する「ダイバーシティ経

営企業100選」に選定されました。これは、経営トップが任

命した女性社員が、全社横断型プロジェクトのリーダーと

して新規ビジネスの創造や新商品開発に取り組み、イノ

ベーションを生み出したことが高く評価されたものです。

このたびの選定を契機として、今後、ダイバーシティを

より一層加速させ、国籍・年齢・性別などを問わず、優秀な

人財が最大限に能力を開発・発揮できる組織風土・環境づ

くりに、積極的に取り組んでいきます。

帝人グループは、社会が必要とする価値を提供し、世界

に誇れる、存在感のある企業を目指していきます。ステー

クホルダーの皆様には、引き続き変わらぬご理解とご支

援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

2014年7月

代表取締役社長執行役員 CEO

経営戦略に対応したCSR

環境経営の深化

ダイバーシティの加速
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1918年に発足した帝人グループ。繊維から
スタートした事業は、現在、高機能繊維・複合
材料、電子材料・化成品、ヘルスケア、繊維製
品・流通、ITなどへと広がっています。

帝人グループは、帝人（株）と日本55社、アジア
52社、米国23社、欧州20社から成り、グローバ
ルに事業を展開しています。

高機能素材、ヘルスケア、ＩＴを中心とした高収益事業の
拡大を図るとともに、それらの融合領域においても新た
な事業領域を開拓し、持続的な成長を実現していきます。

帝人グループがグローバル展開を本格化した
のは1970年代。現在、帝人グループの製品を
販売する国は80カ国を超えています。

技術革新が持続的成長の核と考える帝人グ
ループでは、毎年、売上高の4～5％を研究開
発費に投入。研究者は約1,600人を数えます。

1918年（大正7年）6月17日

70,816百万円

〒541-8587 
大阪府大阪市中央区南本町1-6-7（帝人ビル）
TEL：06-6268-2132（代表）

創立

資本金

大阪本社

〒100-8585 
東京都千代田区霞が関3-2-1（霞が関コモンゲート西館）
TEL：03-3506-4529（代表）

代表取締役社長執行役員　鈴木 純

http://www.teijin.co.jp

東京本社

代表者

ウェブサイト

7,844

322

150

96

帝人グループについて

数字で見るテイジン（2014年3月31日現在）数字で見るテイジン（2014年3月31日現在）数字で見るテイジン（2014年3月31日現在）

創立

年 連結売上高

億円

帝人グループ15,756人のうち、6,320人の社員が海外
法人で働いており、そのうち日本からの出向社員は199
人です。

15,756
グループ
社員数

人

グループ
会社数

製品販売地域

億円

80カ国以上

研究開発費

帝人（株）の概要

社
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アラミド繊維や炭素繊
維などの高機能繊維、
複合材料のグローバ
ルリーディングカンパ
ニーとして、さらなる
事業拡大を図ってい
ます。

世界シェアトップクラ
スのポリエステルフィ
ルム、成長市場のアジ
アでシェアトップクラス
のポリカーボネート樹
脂を中心に、グローバ
ルに展開しています。

アパレルから産業資
材まで、市場の多様な
ニーズに対応し、素材
開発から製品までの
幅広いソリューション
を提供しています。

各種ITサービスの提
供、デジタルコンテン
ツ配信やeコマースな
どのネットビジネスを
展開しています。

電池部材、水処理、バ
イオプラスチック、プ
リンタブルエレクトロ
ニクス用材料、ヘルス
ケアなどの分野で新
事業の早期創出を目
指しています。

医療用医薬品と在宅
医療の2分野を持つ強
みを発揮し、ユニーク
で画期的な医療ソ
リューションを提供し
ています。

帝人グループの事業

高機能繊維・
複合材料
事業

電子材料・
化成品
事業

アラミド繊維 炭素繊維

フィルム 樹脂

製品事業

IT事業

新事業
推進売上高

7,844億円

日本
65.9%

米州 6.4%

欧州他 7.9%

中国
13.9%

アジア
8.8%

顧客所在地別連結売上高

日本
63.1%

（%） （%）
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1.18

1.6

有利子負債株主資本比率（D/E）
総資産営業利益率（ROA）

4.5

0.89

1.6

1.00

2.4

1.00

主要経営指標の推移

売上高
7,844億円

製品
31.8%

その他 11.3%

高機能繊維・
複合材料
15.8%

ヘルスケア
17.6%

セグメント別連結売上高

製品
32.4%

電子材料・
化成品
22.9%

（億円） 売上高　 営業利益
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800

600

400

200

0

（億円）

（年度）2009 2010

7,658

134

2012

340

2013

7,844

181

2011

486

連結売上高・営業利益の推移

124

国内 海外

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人）

（年度）2009 2010 2012 2013

6,320

9,436

15,756

2011

グループ社員数の推移

8,581

18,778

10,197

7,111

16,819

9,708

7,021

16,637

9,616

7,588

9,954

17,542

8,5448,157
7,457

ヘルスケア
事業

医療用医薬品 HOT（在宅酸素療法）用
酸素濃縮装置
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技
術
革
新

社会課題 事業ドメイン

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
提
供

テイジンブランドの約束

高機能素材

ヘルスケア

IT

融合
領域

人口増加

高齢化の
進展

医療や社会保障の
ニーズの増大
10,000

CO2排出量の
増加

水資源不足

化石燃料資源の
需要増大

帝人グループについて

技術革新を核に
社会課題を解決するソリューションを提供
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帝人グループ企業理念提供価値

社会と共に
成長します

社員と共に
成長します

Quality of Life
の向上

クリーン
エネルギー

安心・安全

快適性

安全・防災

サービスの
高度化

情報収集と
タイムリーな
活用

省エネ・
省資源

国際社会において人口増加、化石燃料資源の需要増大、
CO2排出量の増加、水資源の不足、高齢化の進展など、多種
多様な社会課題が山積する中、人々の豊かな暮らしや持続
可能な社会の実現に貢献していくことは、「Quality of Life

の向上」を企業理念とする帝人グループの使命です。私たち
は技術革新を核とし、組織や事業、地域・国境を越えて持て
る力を結集し、社会課題の解決に資するソリューションを創
造・提供していきます。
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特集　1 社会課題の解決へ̶̶社会との価値共有

持続可能な社会づくりに貢献する
テイジンの先端ソリューション
経済・社会の発展や人口構造の変化に伴って、環境・エネルギー、医療・健康、
安心・安全など、あらゆる分野で多様な社会課題が生じており、
「持続可能（サステナブル）な社会」の実現に向けた取り組みが求められています。
帝人グループはグローバルに事業を展開する企業の責任として、技術革新を核に、社会課題の解決に資するべく、
「モビリティ」「情報・エレクトロニクス」「ライフプロテクション」「環境・エネルギー」「ヘルスケア」の5つを注力分野と
設定。長年にわたり培った技術に立脚する先端ソリューションの提供を通じて、
お客様や市場の要請に応えるのみならず、これからの社会を支える新たな価値の創出を目指しています。

リチウムイオン電池の品質を向上

人やインフラの安全を確保

情報・
エレクトロニクス

分野で

ライフ
プロテクション

分野で

地球環境
との共生

より豊かな
暮らし

いのちを
守り、支える

CO2排出量削減に貢献

モビリティ
分野で

▶P10

▶P11

▶P12

循環型社会を実現

環境・エネルギー
分野で

▶P13

人々のQOLを向上

ヘルスケア
分野で

▶P14
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20.2t
CFRP17%

適用車CO2排出量

26.0t

従来車CO2排出量

0.3t

0.3t

5.1t

3.9tCFRP17%
適用車

従来車

CFRP 1.2t

0.8t

30%減
重さ

廃棄走行・運行（1
0年間）

組み
立て

原
料・

素材
製造

CFRP

鉄

モータリゼーションが世界的に拡大する中、自動車業界

では燃費改善によるCO2排出量の削減や省エネ化が重要

なテーマとなっています。そのカギとなるのがボディの軽

量化です。自動車の中で最大重量を占めるボディの軽量化

を実現できれば、エンジンやトランスミッション、他の部品

も小さく軽くすることができ、自動車全体が軽量化して燃

費向上につながるからです。

そこで現在、安全性を保ちながら車体を大幅に軽くでき

る新しいCFRPが注目を集めています。CFRPは、鉄の約4

分の1の軽さと10倍の強さを併せ持つ炭素繊維と、合成

樹脂との複合材料です。帝人グループでは、2011年に成

形性能を向上させた熱可塑性CFRPを使用して4人乗りコ

ンセプトカーを製作しました。金属を極限まで削減して作

られたこの車体の骨格重量は47kgと、大人が2人で持ち

上げられる軽さ。従来の鉄製の骨格に比べ、重量は約5分

の1となっています。

今後、この軽量かつ強いボディを世界中の量産車に拡大

していくことで、モビリティ分野のさらなる発展はもちろ

ん、エネルギー消費量やCO2排出量の削減に貢献してい

きます。
CFRPを使ったコンセプトカーの車体骨格

新CFRPによる車体軽量化がもたらすCO2排出量削減

新しいCFRPでボディ部の重量を約5分の1に

モビリティ分野Solution

1

自動車のライフサイクルと
CFRP利用によるCO2削減効果
（炭素繊維協会モデル）

算出条件は以下のとおり。
車体重量：1,380kg（ガソリン車、4ドア、FF／出典：自動車工業会）、実走行燃費：9.8km/L（出典：自動車工業会）、
生涯走行距離：9.4万km（平均使用年数10年／出典：国土交通省）

10年間で、

CO2削減
効果は -5トン
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リチウムイオン電池（LIB）は、充電を繰り返すことで長期

間使用できる上、小さな容積で高い電力供給能力を発揮す

ることから、スマートフォンやタブレットPCから電気自動車、

航空機に至るまで、幅広く利用されています。また、用途拡

大に伴い、さらなる高出力化や長寿命化を求める声が高

まっています。

帝人（株）では、LIBの正極と負極を隔絶するセパレータと

呼ばれる部品を提供しています。中でも「LIELSORT（リエ

ルソート）」は、LIBの性能を飛躍的に向上させる革新的なセ

パレータです。世界で初めてポリエチレン基材にメタ系ア

ラミドやフッ素系化合物をコーティングし、従来に比べて

20％程度の高出力化と数倍におよぶ長寿命化を実現。加

えて、メタ系アラミドをコーティングした「LIELSORT」は

250℃の熱を加えても形状を維持できるため、LIBの異常

発熱を防止し、安全性を高めることができます。一方、フッ

素系化合物をコーティングした「LIELSORT」は、電極とセパ

レータを密着させる接着特性を有し、ラミネート型LIBの長

寿命化に貢献します。この「LIELSORT」の提供を通じて、長

寿命で安全、高性能なものづくりに貢献していきます。

「LIELSORT」

リチウムイオン電池の品質向上で、幅広い産業分野に貢献

世界初のコーティング技術で
高出力化と長寿命化を実現

情報・エレクトロニクス分野Solution

2

20%
向上約

従来のリチウムイオン電池よりも
出力

セパレータ
「LIELSORT」を使用した
リチウムイオン電池

充電回数が少なく
電池が長持ち

特集　1 社会課題の解決へ̶̶社会との価値共有

従来のリチウムイオン電池
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仕事や暮らしにおける安心・安全への意識が高まる中、災

害現場や危険性の高い作業現場で働く人々の身体を守るた

めに、帝人（株）のメタ系アラミド繊維「コーネックス」が活躍し

ています。「コーネックス」は高い防炎性や難燃性を有する高

機能繊維で、炎が燃え移ったり溶融して肌に付着したりする

ことがなく、遮熱性や耐薬品性にも優れています。

「コーネックス」により開発した衣料は、帝人（株）の独自技

術によって快適な着心地も

確保。消防服やレスキュー隊

の救助服をはじめ、電気工事

や化学工場、ガソリンスタン

ドなどのユニフォームとし

て、さまざまな現場における

安心・安全を支えています。

日本では、1960年代を中心とする高度経済成長期に道

路や橋脚などの社会インフラが大量に整備されました。半

世紀を経た今、それらの老朽化対策が大きな社会課題とし

て浮上しています。また、地震をはじめとする防災の観点か

らも適切な維持管理・更新が求められています。

帝人（株）が開発したパラ系アラミド繊維「テクノーラ」は、

強度と弾性、寸法安定性に優れることから、コンクリート構

造物の劣化補修･補強用素

材や地盤の補強製品として

広く使用されています。防

護衣料やタイヤの補強材に

も使われており、身の回り

の至るところで事故や災害

から人々を守っています。「コーネックス」 「テクノーラ」

アラミド繊維素材で、人や社会インフラの安全をサポート

高度な防炎性と難燃性で人々の安全を確保 コンクリート構造物の補強材として防災に貢献

ライフプロテクション分野

「コーネックス」

「テクノーラ」
強度は

まで耐える耐熱性を利用して

橋脚補強に活用

℃400

Solution

3

スチールの8倍

ポリエステル、
ナイロンの3倍

消防服で活躍
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1.資源

2.製品化

3.使用

4.集める

エコサークル

パートナー企業は世界で

社以上150

耐熱温度

を実現

「バイオフロント」は

廃棄 植物

最終製品 バイオプラスチック

バイオプラスチックの
ライフサイクル

210°c 180~190°c

CO2 H2O

アイロンの温度

新興国においては、経済発展に伴う廃棄物の増加が大きな

社会課題となっています。帝人グループは早くから石油資源

や水資源の再生・循環を実現するリサイクル技術の開発に

取り組んできました。その代表例が、世界初のポリエステルの

ケミカルリサイクル技術。

この技術を生かした「エコサークル」は、ポリエステル製品の

回収から再生、再製品化までを実現する循環型リサイクルシ

ステムです。これによりポリエステル製品を、品質を落とすこと

なく何度でも再生することができま

す。2002年に展開を開始し、現在で

は世界150以上のパートナー企業と

の共同プロジェクトに発展。多くの国

で石油資源の使用抑制、廃棄物削減

に寄与しています。

資源枯渇への対応や温室効果ガスの排出抑制が世界的

な重要課題となる中、石油を原料とするプラスチックの代替

素材として期待されているのが、植物を原料とするバイオプ

ラスチックです。しかし、従来のバイオプラスチックは石油由

来のプラスチックに比べて耐熱性、耐加水分解性、成形性が

劣るため、用途が限られるという課題がありました。

帝人（株）は、これらの弱点を克服した「バイオフロント」を

開発。融点210℃という耐熱性を実現したほか、十分な耐加

水分解性や成形性も確保し、幅広い用途

への適用が可能になりました。自動車や

電気電子、アパレルなど耐久性が要求さ

れる分野や、医療や土木建築、オイル

フィールド（シェールガスなどの採掘）の

分野での展開も期待されています。 「バイオフロント」

循環型社会を実現する技術・システムとバイオプラスチック

ポリエステルを何度でも再生できる「エコサークル」 バイオプラスチックの課題を克服した「バイオフロント」

環境・エネルギー分野Solution

4

特集　1 社会課題の解決へ̶̶社会との価値共有
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多様なニーズに応える
「ハイサンソ」シリーズは

10

カ国以上で
販売

展開地域110カ国以上へ

回
種類
以上

の服薬で、尿酸値を
目標値まで低下

30

1日1
「フェブリク錠」は

12

3

6

9

食生活や社会環境の変化に伴って「高尿酸血症」を発症す

る人が増えており、国内の潜在患者数は1,600万人にのぼる

と推定されています。この病気は、痛風や尿路結石の原因と

なるだけでなく、腎臓機能の低下にもつながります。さらに

最近では、高血圧や糖尿病などさまざまな疾患との関連性

も報告されています。

2011年に帝人ファーマ（株）が製造販売承認を取得した

「フェブリク錠」は、世界で約40年ぶりに新薬として承認され

た尿酸下降薬であり「高尿酸血症・痛風」に適応。1日1回の服

薬で済むほか、ある程度腎機能が低下した人でも服用できる

ことなどから大きな注目を集めています。

現在、慢性呼吸不全の治療法として自宅で酸素吸入を行う

在宅酸素療法（HOT）の利用者数は、国内でおよそ15万人と

いわれています。

HOT用の酸素濃縮装置を提供している帝人ファーマ（株）

では、患者さんのQOL向上を目指し、ニーズやライフスタイ

ルの変化に合わせたサービス、製品などを開発・改良していま

す。例えば、利用者のほとんどが高齢者であるため、表示パネ

ルの見やすさや操作性の向上、消費電力量の削減などを図

り、携帯しやすい小型・軽量・静音タイプを新たに開発しまし

た。また、装置の運転状況を24時間モニタリングし、機器異常

や性能低下を早急に検知する仕組みを構築しています。

「ハイサンソポータブルα」 「ハイサンソ」3S「フェブリク錠」

社会・生活の変化を捉えながら、患者さんのQOL※向上に貢献

40年ぶりの新薬で世界的な現代病に対応 患者さんの視点で酸素濃縮装置を開発・改良

ヘルスケア分野Solution

5
※QOL：Quality of Lifeの略。
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企業だという印象を持っています。いつ頃からどのように

取り組んでこられたのですか。

日高 帝人グループの女性活躍推進は、1999年にトップ

ダウンで始まりました。当時の社長が欧米企業で女性が

活躍しているのを目の当たりにし、グローバルに事業を展

開する企業として女性活躍は不可欠だという危機感を

持ったことがきっかけです。1999年に「女性活躍委員会」

が立ち上がり、半年後に「女性活躍推進室」という専任組

黒瀬 本日は「帝人グループのダイバーシティ」をテーマに、

官民で女性の支援に尽くしてこられた岩田さん、SRI（社会

的責任投資）を研究しておられる河口さん、第一線で活躍す

る帝人グループの女性社員の皆さんにお集まりいただきま

した。ダイバーシティをより一層推進していくために、これか

らなすべきことについて考える機会にしたいと思います。

岩田 私は御社を外から見ていて、女性活躍推進のトップ

金 瑶華
帝人デュポンフィルム（株）
フィルム技術部

藤井 美保
帝人ファーマ（株）
医薬学術推進部

久保田 はる菜
帝人（株）
人財開発・総務部　
人財開発グループ

岩田 喜美枝 氏
国連ウィメン日本協会副理事長
（公財）21世紀職業財団会長
（株）資生堂顧問

変化してきた帝人グループのダイバーシティ

特集　2 第8回ステークホルダーダイアログ

女性活躍のその先へ
真のダイバーシティとは
帝人グループは、企業理念の一つ「社員と共に成長します」の中で、「多様な個性に彩られた、魅力ある人間集団を目指します」
とダイバーシティのことを掲げています。ダイバーシティの推進に当たり、これから何をなすべきかを改めて考えるため、
2014年3月31日、ダイバーシティ経営に造詣の深い有識者お二人をお迎えして、女性社員とのダイアログを開催しました。
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河口 真理子 氏
（株）大和総研　
調査本部　
主席研究員

日高 乃里子
帝人（株）
人財部
ダイバーシティ推進室長

早川 泰宏
帝人（株）　
帝人グループ執行役員　
人事・総務本部長

白木 綾
帝人（株）　
高機能繊維事業本部　
エンジニアリングファイバー部

黒瀬 友佳子
帝人（株）
CSR・信頼性保証部　
CSRグループ長

司会進行

織が設置され、室長には女性が就きました。2001年には

「新卒総合職の女性採用比率30％以上」という目標を立

て、毎年ほぼこの目標を達成しています。女性管理職数の

増加も重点施策であり、2012年度末には85人に達しまし

た。帝人グループでは、企業理念の一つ「社員と共に成長

します」の中で、「多様な個性に彩られた、魅力ある人間集

団を目指します」とダイバーシティを謳っており、グローバ

ルに事業を展開するには女性活躍が不可欠だという考え

が根本にあります。

岩田 素晴らしいですね。女性活躍に早くから取り組んで

こられたことが、今では御社の価値の一つになっています

ね。今日、お集まりの皆さんは、当事者としてどのように感

じてこられたのでしょうか。

藤井 私は1993年に入社し、その後2人の子どもをもうけ

て、今は管理職となっています。第一子の育児休職（育休）

後に復職した時は、少し無理をして通常勤務をしていまし

たが、第ニ子の時は子育て中の女性社員も増えていて、環

境がずいぶん変わってきており、短時間勤務ができました。

実は、一度目の育休から復帰した後、夫が海外に転勤する

ことになっていったん退職をし、復職したのですが、その時

も含め、ずっと同じような仕事を任せていただきました。こ

の4月からは部署を異動してチームリーダーに就任しま

す。短時間勤務でリーダーが務まるかどうか不安もありま

したが、周りの理解も進んできていますので、「やってみよ

う」と思いました。大きく会社が変わったと感じています。

白木 私は営業を担当しています。2004年に入社した時、

「営業の総合職の女性が本社に勤務するのは十数年ぶり」

と言われました。「もっと頑張らないと」と焦りを感じた時

期もありましたが、今は自然な雰囲気の中で仕事ができて

います。

金 私は2009年に入社しました。かなり多くの女性社員

がいましたが、中国人の私にとっては当たり前で特別な感

じは受けませんでしたね。ここ3年間は、外国人の新卒採

用者比率も毎年全体の10％以上となっており、来年には

ラオスの方が入社予定です。職場が年々グローバルに

なっていることはうれしいです。
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久保田 私は、「新卒総合職の女性採用比率30％以上」と

いう方針が定まった後の2006年入社なので、周りに女性

の総合職がたくさんいます。私は人財開発グループで社

員研修の企画・運営を担当しているので、広く社員の声を

聞く機会があるのですが、ダイバーシティへの理解が進ん

できたと実感しています。

岩田 女性活躍をさらに進めていく上での課題は何でしょ

うか。

日高 帝人グループでは、「育児者活躍推進」「男性の当事者意

識の醸成」「働き方の変革」という3つの課題を挙げています。

岩田 それらの課題は、先進企業が抱える共通の課題ですね。

河口 そうですね。中でも働き方の変革こそ最大の課題と

いえるでしょう。私は日本企業における女性活躍は、諸外

国に比べて“too little, too late”という自覚を社会で共有

し、社会と経済活性化のためにも、ますます女性活躍を加

速すべきだと思います。内閣府の調査からは、女性の労働

力参加率と労働時間当たりのGDPには「正の相関」が読み

取れますし、企業価値と女性活躍の間にも「正の相関」が

見られます。日本でも女性役員のいる企業の株価パ

フォーマンスはTOPIXを上回るという結果が出ています。

ダボス会議を主催する世界経済フォーラムが2013年に

発表した、各国の経済、教育、政治、保健の4分野での男女

間の平等度合を示した指標では、日本は先進国でありな

がら136カ国中105位なんです。多様性が確保された組

織のほうが、適応力があり、サステナブルだとされます。例

えば、調達で取引先評価をする時に、女性活躍を示す指標

を設けていて、それが高い会社には加点をしたり、条件が

同じであれば女性が経営している会社から調達するなど、

取引関係を通じて、取引先の女性活躍の支援をすると良

いのではないでしょうか。また調達に限らず、外部のス

テークホルダーと一緒に女性活躍推進に取り組むことが

大切でしょうね。海外では、女性が活躍している会社から

優先的に調達するという例もあります。帝人さんには、次

のステージとして期待したいと思います。

岩田 国連の「女性のエンパワーメント原則」でも、ステー

クホルダーとの連携・協働を求めています。

黒瀬 日本ではまだ難しいかもしれませんが、今後の参考

にさせていただきます。

岩田 ところで、ダイバーシティに熱心な企業ほど手厚い

両立支援策を講じていますが、「活躍」となってくると状況

は違います。「マミートラック」という言葉があるのですが、

子育て中の女性だけ、乗るキャリアコースが違うことを意

味します。具体的には、仕事は長く続けられるようになった

けれど仕事の範囲が限られ活躍できない、子育てをしな

がら専門性を高めていったり役職に就くことができない

など、子育て中の女性のキャリアアップが難しいという実

態があります。また、さまざまな支援を長期間受けられる

と、支援を受ける社員は配慮の上に成り立った働き方を続

けてしまい、成長やキャリア形成の点で見るとマイナスと

いうこともあります。大切なのは、仕事を免除するのでは

なく、子育て中でも普通に仕事ができるように支援するこ

と。そのためのポイントは2つあって、一つが全社的に残

業をなくすこと、もう一つが労働条件のフレキシビリティ

を高めることです。

河口 例えば、女性が入ることによって残業がなくなるよ

うな働き方や、やるべきことをしっかりやれば自分の好き

な時間に働くことができるというスタイルなどに変化させ

女性活躍をさらに進めるには？

女性活躍支援の制度に潜む課題

特集　2 第8回ステークホルダーダイアログ
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戻ってきてギャップなどは感じましたか。

白木 先ほど金さんから育休の話がでましたが、赴任先

だったドイツでは、休暇取得の発想がユニークです。ドイ

ツ人男性の同僚は、連続ではなく毎週1～2日程度の在宅

勤務を社長に直談判していました。配偶者も働いている

ため、お互いの仕事のタイミングを計りながら、どちらか

が家にいるようにするというスタイルです。それ以前に、

子どもの有無とは関係なく、基本的に残業はしません。帰

国して1年になりますが、気が付いたら長時間労働が当た

り前の日本の仕事のスタイルに戻りつつある自分に「これ

はいけない」と思っています。

河口 共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回っている現

代に、長時間労働など高度経済成長期と変わらない働き

方は、男性にとっても不幸だと思います。多様な属性と経

験を持っている人が集まって活躍できる土壌を作ること

が大切ですね。

岩田 そうした環境作りの一環として、私は常々、時間当

たりの成果で社員を評価したほうがよいと提案していま

す。これが実現すれば、おそらく育児や介護などで時間の

制約がある女性社員の評価が相対的に上がると思います。

久保田 長い時間会社にいる人と、短い時間しかいない

人の成果が同じならば、時間の短い人が信頼され、仕事を

任せられる。そんな会社に変えていけたらいいなと思って

います。

金 私の職場には3人のお子さんがいる先輩がいます。短

時間勤務ですが、きっちりと仕事をして責任を果たしてい

らっしゃいますので、女性活躍を支援することは会社に

とってメリットが大きいと思います。

ていくことが重要です。それができれば女性だけでなく、

外国人や障がい者も含め、誰もが働きやすい会社になり

ますね。女性の子育てのための育休や短時間勤務にとど

まるのではなく、多様な社員の働き方を担保することを最

終目的とすべきだと考えます。

岩田 実は、私は過去に残業をなくそうとして失敗した経

験があります。残業を10％減らそうとか、夜8時には消灯

しようとか、そういう中途半端なやり方だからうまくいきま

せんでした。こうした経験からも残業ゼロを目指して働き方

を改革することの重要性を強調しておきたいと思います。

早川 現在、人財開発グループで、働き方の改革に向けた

制度の見直しに取り組んでいます。今後、グローバル化を

進める上でも、まず本社のある日本から変わっていかなけ

ればならないと考えています。

黒瀬 金さん、中国の女性活躍は日本とかなり違いますか。

金 そうですね。中国では多くの女性が重要なポストに就

いています。ですから、日本では女性の活躍支援という面

で男性の育児休職取得が関心事になっていることに驚き

ました。

河口 女性が管理職であることに違和感のない職場を

作っていくには、リーダー像も多様化していくべきです

ね。今までの日本社会では、「俺に、私についてこい」という

タイプが多かったと思いますが、「皆でやろう」というよう

に、皆の気持ちを一つの方向にまとめていくようなリー

ダーがいてもよいと思います。

日高 「新卒総合職の女性採用比率30％以上」という施策

は、女性管理職を増やすことにつながります。優秀な女性が

数人いても変わらない。だから母数を増やすことが重要だと

考えています。

黒瀬 海外勤務経験のある白木さんはどうですか。日本に

真のダイバーシティに向けて

18TEIJIN CSR Report 2014



外のネットワークを作ることで視野を広げていきたいです。

白木 男性／女性、日本人／外国人の区別なく、多様な人

たちと価値を共有しながら成長していけたらよいと思いま

す。そのためにも、いろいろなものを吸収していきたいです。

金 帝人グループは、グローバルに事業を展開している

ので、海外の現地社員の声も取り入れながら、それぞれの

地域に合った考え方で、柔軟性を持ち続けることが大切

だと思います。

藤井 ますますグローバル化が進む中でダイバーシティ

を推進していくには、社員一人ひとりと職場の考え方との

擦り合わせと工夫が大切だと思います。多様性のある会

社はとても魅力的だと思うので、その点がもっと進んでい

けばいいですね。

河口 ダイバーシティとは、会社とプライベート、白と黒し

かない社員ではなく、「職業人」「家庭人」、そして「市民」の

3つのバランスが取れた、個として自立した人間をどう育

てていくかではないでしょうか。帝人さんには、ぜひその

領域を目指していただきたいですね。

岩田 入社後は、さまざまな仕事を通じて職業上の多様

性が培われると思いますが、本来の多様性が生まれるの

は会社の外での個々人の生活だと思います。学習の機会

を見つけて意欲的に勉強したり、社会貢献活動を体験す

るなど、そうした一人ひとりの経験が多様性を作っていく

のだと思います。

早川 帝人グループの社員一人ひとりの能力を伸ばし、個

性を豊かにしていくために、サポートできることを考え続

けていきたいと思います。

黒瀬 多様な可能性が化学反応しあってより良いものを

目指す、そういう会社にしていきたいと思います。皆さん、

本日はありがとうございました。

早川 限られた時間内で生産性を高めていくために、経営

層や上司による決済の手間やワークフローを最小限の負

担で済むようにしようという議論をしています。これまで

と同じ業務量を要求しておきながら労働時間を減らせと

言っても現実的ではないので、物理的に負担を軽減した

上で残業をなくすことを目指しています。

岩田 仕事を減らす仕組み作りですね。確かに売上を減ら

さず仕事を減らすには、選択と集中をする以外にありま

せんので、経営層も含むあらゆる階層で全社的に取り組

む必要がありますね。いかに少ないマンパワーで同じ成

果を出すか。例えば、ある方針を決めるために、会議が必

要なのか個人の決済で済むのかを見直し、議題の決め方

や資料の作り方に反映させていくなど、課題は多いと思

いますが、帝人さんは必ず乗り越えていけると思いますの

で期待しています。

黒瀬 最後に、今日のダイアログに参加された感想や今後の

展望を一言ずつお願いいたします。

日高 帝人グループのダイバーシティ施策は女性活躍推進

から始まりましたが、真のダイバーシティは男性と女性が違

うように、人は一人ひとり違うということを尊重し、「違いにこ

そ価値がある」ことを理解して、各人が能力を最大限に発揮

できるようにすることだと思います。今後はダイバーシティに

関する研修のあり方も検討していく必要があると考えてい

ます。

久保田 いろいろな個性を受け入れることで視野を広げる

ことが大事だと感じました。これからは、自分から外に出て社

多様な個性を尊重して、一歩先へ

特集　2 第8回ステークホルダーダイアログ
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グローバルに事業活動を推進する上で強い組織を作る

には、国籍・人種・性別・価値観・発想・経験などが異なる多様

な人財の能力を生かすことが不可欠です。帝人グループは、

一人ひとりの社員こそ究極の経営資源であるとの考えの下、

企業理念の一つに「社員と共に成長します」を掲げています。

帝人グループのダイバーシティ推進の歩みは1999年から

始まり、今日まで社員が働きがいを感じながら能力を発揮し、

帝人グループは、人財戦略の「いま」を報告する広報誌

「together」を毎年発行しています。毎号、社外の専門家からの

メッセージ、外国籍社員や育児休職者などへのインタビュー、ダ

イバーシティをテーマにした社員座談会などを掲載。多様な社

員の活躍をもっと後押ししていくために何が必要なのかを考え

ながら、啓発に役立つ情報を発信しています。

かつ伸ばしていける制度・環境整備に注力するとともに、意識

改革に取り組んできました。そして、中長期経営ビジョン

「CHANGE for 2016」における成長戦略として「人財ポートフォ

リオ変革」を掲げ、「多様な人財の採用・発掘」「人財の早期育成」

「人財のグローバル最適配置」を推進しています。人財の多様

性を競争力向上の原動力としていくために、これからも経営戦

略の一環としてダイバーシティの推進に取り組んでいきます。

帝人（株）は、2014年3月、多様な人材を活用し、イノベーション

を生み出している企業を選定する経済産業省の「ダイバーシ

ティ経営企業100選」の1社に選ばれました。

今回の選定は、（株）ニトリと共同で展開している全社横断プ

ロジェクトにおいて、女性社員がリーダーとして新規ビジネスの

創造や新商品の開発に取り組み、全社横断型ビジネスへの事業

変革のモデルケースとなった点など、帝人グループのダイバー

シティ推進に向けた取り組みが

高く評価されたものです。こうし

た評価を励みに、さらなるダイ

バーシティ推進に取り組んでい

きます。

経営戦略としてのダイバーシティ推進

「多様な個性に彩られた、魅力ある人間集団」の実現を目指しています。

ダイバーシティ・ハンドブック「together」の発行
ダイバーシティに関するさまざまな取り組みを社員に啓発

ダイバーシティ・ハンドブック

「together」発行

~1999 2000年代 2010年代

女性活躍
委員会
発足

女性活躍推進室設置
2000年

育児支援パッケージ導入
新卒総合職の女性採用比率を
30％以上とする目標を設定
退職者再雇用制度
「Hello-Again」導入

2001年

介護休職期間を
2年間（730日）に
拡大

2010年

女性管理職候補
育成プログラム
「EWA」開始

2012年

時間単位
年次休制度の
導入

2013年

経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」に選出
女性社員がリーダーとして活躍したプロジェクトが評価

授賞式の様子

介護を行う社員に対する理解促進
男性の育児休職取得者増加
多様性への理解促進

経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」
に選出

女性幹部育成強化プログラム
「WIND」開始
平成15年度均等推進企業表彰
「厚生労働大臣賞」受賞

2003年

在宅勤務制度を導入
2008年

女性活躍推進室を
ダイバーシティ推進室に改称

2007年

今後の課題

1999年 2002年 2014年

2014年4月発行号は、キャリアデザインの視点から「自分
でつくるライフキャリア」と題した社外有識者インタビュー、
グローバル化の観点からダイバーシティを考えようとの狙
いで、日本で働く外国籍社員の座談会記事を掲載しました。
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帝人グループの創立35周年を記念し、

1953年に誕生した帝人奨学会「久村奨

学生制度」。この制度は、帝人グループ創

業者の一人であり、「日本化繊工業の父」

と呼ばれた久村清太の功績を讃えて名

付けられたものです。

生涯を絶えざる研究に費やし、「諸君は、まず自らを磨き、

才能を育てること、努力することが必要である」と説いた久村

清太のスピリットは、「若き科学技術者を育成する」という形

で現在の公益財団法人帝人奨学会に受け継がれ、医学・薬学

系、バイオ学系、理学系、工学系、情報学系など、幅広い分野

の理工系学生に奨学金を給付・貸与しています。その理念

は、独創的な研究開発の精神を継承発展させるとともに、国

家・社会の発展に貢献する優秀な人財を育成することにあ

り、卒業後の進路には一切の義務的拘束を設けていません。

60年にわたる歴史において、本制度が支援した学生は

1,542人を数えます（2014年3月31日現在）。多くの奨

学生は、卒業後に大学教授として、あるいは政府や民間企

業の研究機関で活躍を続けており、その一人には2010

年にノーベル化学賞を受賞された米・パデュー大学特別

教授の根岸英一先生（第5回奨学生）も名を連ねています。

近年では「社会に貢献し有る有為の人財育成」という理

念をグローバルに拡大し、2005年から日本で修学する外

国人留学生にも給付対象を広げています。また、2010年

には中国で奨学金制度を創設し、北京大学、清華大学、復

旦大学、上海交通大学の学生を支援しています。2014年

までに外国人の奨学生は累計で100人を超えています。

大きな夢や希望に向かって挑戦する若き科学技術者を支援したい――
そうした想いから、遡ること60年前、日本の民間企業が設立した奨学金制度で
最も歴史と伝統ある財団の一つとして帝人奨学会が誕生しました。
その志は現在に至るまで脈々と受け継がれ、発展しながら裾野を広げています。

久村 清太

特集　3

若き科学者の一番の
“応援団”として

創業者の一人、生涯を研究に捧げた
久村清太の志を形にして誕生

帝人奨学会のあゆみ

幾多の優秀な科学者を輩出
支援は今やグローバルに

創設60周年を迎えた帝人奨学会

帝人グループの創立
帝国人造絹絲（株）設立

100人を超える
1959年 奨学生数のべ 1970年 奨学生数のべ

帝人グループ創立35周年を
記念して、帝人奨学会 
「久村奨学生制度」創設

1953年
財団法人帝人奨学会設立
1954年

1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s

500人を超える

1918年

帝人久村奨学生交流会

21 TEIJIN CSR Report 2014



科学好きの学生たちの裾野を広げるため
に「科学の甲子園」に協賛

インドネシアやタイの子どもたちへ絵本を
贈る「book dream project」を展開

青少年のスポーツ支援のため「全国高校
サッカー選手権大会」に協賛

日記を書くこと
を通じた子ども
たちへの環境
教育プロジェク
ト「みどりの小
道」環境日記に
協賛

1

2

3

株主と顧客から信頼され、期待される企業グループとして企業価値の増大に努めます。
広く社会の理解と共感を得られる企業グループをめざします。
地球環境との共生を図り、自然と生命を大切にします。

久村清太のスピリットは「若き科学技術者の育成」にとどま

らず、社会貢献活動における「次世代育成」支援へと裾野を広

げています。

次世代を担う子どもたちが夢や希望を健やかに育み、さま

ざまな可能性にチャレンジしていけるよう、「学術・教育」「文

化」「スポーツ」「環境」という幅広い分野で貢献活動を行うと

ともに、今後も帝人グループらしい支援とは何かを常に考え

ながら、子どもたちを応援し続けていきたいと考えています。

Ⓒ高校サッカー年鑑

スピリットは受け継がれ
多様な次世代育成支援へ

学術・教育

帝人グループ企業理念

社会と共に成長します

1987年 奨学生数のべ 2011年 奨学生数のべ

日本で修学する
外国人留学生への
奨学金給付を開始

2005年
中国における奨学金制度を
創設

2010年
公益財団法人帝人奨学会
として新たにスタート

2011年

中国認定式・交流会

奨学生の動機付けや、大学や専門の異なる奨学生同士
の人財交流促進などを目的として開催しています。

2013年9月27日開催。根岸英一
先生の記念講演やパネルディス
カッションを行いました。全国か
ら約400人が集まり、年代や国
籍を問わず多くの方々が交流を
深める場となりました。

1990s 2000s 2010s

1,000人を超える 1,500人を超える
6月に創設60周年を迎え、
9月に「創設60周年記念
シンポジウム」を開催

2013年

文化 スポーツ 環境

創設60周年記念シンポジウム
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1. 事業戦略とCSR経営を共通価値として認識し、社会の持続
的発展へのドライビングフォースとする。

2. 社会の経済環境変化にスピーディーに対応しつつ、「帝人
らしいCSR」を希求して、「CSR先進企業」との社会的認知
をグローバルに獲得・維持して、帝人が世界に存在感のあ
るグローバルエクセレンスを獲得することに寄与する。

3. 環境経営を積極的に推進し、「地球環境との共生」を図る。

4. 安心・安全な製品やサービスの提供を通じて、クォリティ・
オブ・ライフの向上を実現する。

5. コンプライアンス・リスクマネジメントなどの基本的CSR
活動を徹底し、他社の模範となる。

6. 社内外のステークホルダーとの双方向対話やその発展へ
の積極的関与により、ステークホルダーの満足度向上に
努め、Win-Winの関係を構築する。

● グローバル・コンパクトへの参加

CSR最高責任者を定め、その強力なリーダーシップの下でグループ全体のCSR活動を推進しています。
また、さまざまなCSR課題を3つの分野に分け、それぞれの分野にふさわしいマネジメント体制を構築しています。

　帝人グループは、CSRを企業経営の重
要な要素と考え、経営と一体のものとし
て推進するために、CEO（最高経営責任
者）の代理人としてCSRを管理するCSR
最高責任者を定め、その強力なリーダー
シップの下で活動を推進しています。
　また、CSRマネジメントをグループ全体
で統合的、効率的に進めるために、さまざ
まなCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択
的」の3分野に整理し、それぞれの主管部
署・担当組織を明確にして、中長期および
単年度の計画（Plan）を立て、実行（Do）、
評価（Check）、改善（Action）のPDCAサ
イクルを継続的に実践しています。

　この分野には、「人財・労働」とサプライ
チェーンへの対応としての「購買・調達」
が含まれます。従来、「人財・労働」につい
ては人事・総務本部長が、「購買・調達」に
ついては経理財務・購買本部長が直接管
理・指導していますが、最近では、高度な
社会的要請に応えるために、CSR最高責
任者が人事・総務本部長、経理財務・購買
本部長に対して助言・支援をしながら推
進しています。

　企業の社会的責任の中で、特に法令
などの定めがなく、企業の自由意志で自
主的に取り組む分野です。この分野にお

　社会的責任の「基本」と位置付けてい
る分野で、法令や国際的な基準を遵守し

ながら、これらが定める水準を超えるレ
ベルを目指して、CSR最高責任者の直接
管理・指導の下で推進しています。

CSRマネジメント

CSRの基本方針（2012-2015） CSRピラミッド

CSR推進活動の特徴

●拡張的CSR

●選択的CSR
●基本的CSR

CSR基本方針と推進体制

ウェブサイト掲載情報WEB

選択的
CSR

社会貢献活動

拡張的CSR
人財・労働、購買・調達

基本的CSR
コンプライアンス・リスクマネジメント、
ESH（環境保全、安全・防災、健康）、

製造物責任・品質保証

23 TEIJIN CSR Report 2014



　CSRに関するグループ全体の重要課
題・取り組みについて審議・推進するグ
ループCSR委員会を設置し、委員会を1年
に2回開催しています。2013年度は4月
と10月に開催。PL・品質保証体制の再構
築、地震BCPの対応、環境経営の強化な
どについて審議しました。
　グループCSR委員会の下には6つの
部会・会議体を置いています。そのうち
4つの部会・会議体は、帝人グループが
重視している「基本的CSR」の具体的課
題を審議し、取り組みを推進しています。
「拡張的CSR」「選択的CSR」に関する課
題については、グループCSR推進部会が

審議・推進しています。また、2012年度
より、グループ全体で環境経営の推進を
加速させるため、グループ環境経営推進
部会を設置しています。

いて、さまざまな社会貢献活動を積極的
に展開しています。

CSRマネジメント体制

グループCSR委員会の役割

CSR活動のPDCA

CSR最高責任者

委員
技術本部長
マーケティング最高責任者
人事・総務本部長
CFO、経理財務・購買本部長
経営企画本部長
事業グループ長
新事業推進本部長
事業本部長
CSR最高責任者補佐

グループCSR委員会

CSR・信頼性保証部

2014年4月1日現在

※1 ESH：Environment（環境保全）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称。
※2 PL：Product Liability（製造物責任）の略。

環境・安全グループ

CSRグループ

TRMグループ

信頼性保証グループ

CSR推進部会

安全保障輸出管理会議

環境保全活動、安全・防災活動、労働安全衛生活動

業務運営リスクマネジメント（ORM）活動、コンプライアンス活動

PL・品質保証活動、安全保障輸出管理活動

環境経営（環境配慮設計を含む）、企業倫理活動、通報・相談窓口の運営

帝人グループの選択的・拡張的CSR活動、ステークホルダーとの対話推進・関係強化
活動、グループ会社のCSR活動に関する評価についての研究・企画立案・推進

安全保障輸出管理に関する国内法令の動向把握と国内グループ会社への教育、遵守状況
のモニタリング、海外グループ会社における所在地国法令の遵守に関する支援および遵
守状況のモニタリング

CRM部会

PL※2品質保証部会

環境経営推進部会

ESH※1推進部会

環境経営に関する帝人グループ方針・目標および中長期計画、年度計画の立案、審議、
示達、その他環境経営に関する重要事項の検討、審議

ESHに関する帝人グループ方針・目標および中長期計画、年度計画の立案、審議、示達、
その他ESHに関する重要事項の検討、審議

帝人グループの企業倫理とORMに関する方針・目標・戦略の提言と活動の立案・推進
支援、帝人グループ法令・企業倫理遵守およびORMに関する教育・啓蒙活動など

帝人グループのPL・品質保証に関する基本方針、目標の審議、必要な勧告および指導、
監査、情報交換

● 帝人グループのプログラム：
環境保全、安全、防災、
PL・品質保証、コンプライアンス・
リスクマネジメント、人財・労働、
購買・調達、社会貢献の各部署が
短期計画の施策を実行

● 事業グループのプログラム：
自社の個別計画を実行

● 帝人グループのCSR関連
部署が自己チェック
（CSR報告書に掲載）
● 事業グループの自己チェック
● 監査法人系機関による保証
● CSR最高責任者レビュー
● SRIの評価

● CSR最高責任者が
次年度課題を設定

● グループCSR委員会へ報告

● 長期方針：企業理念、企業行動規範、
企業行動基準

● 環境方針：環境中期目標
● 実施計画：CSR中期計画、

CSR短期計画
Plan

Action Check

Do
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● アドバイザリー・ボード
構成メンバー

● アドバイザリー・ボードにおける
審議事項の例

コーポレート・ガバナンスを、株主価値の持続的向上と、社員・取引先・地域住民・地域社会などの
多様なステークホルダーに対する責任を果たすために不可欠なものと位置付け、その強化に取り組んでいます。

　コーポレート・ガバナンスの基本を「透
明性の向上」「公正性の確保」「意思決定
の迅速化」「独立性の確保」として、1999
年以来、アドバイザリー・ボード（経営諮問
委員会）の設置、取締役数の削減、執行役
員制の導入、連結ROA（総資産営業利益
率）に連動させた役員報酬制度の導入な
ど、先駆的な経営改革を推進してきました。
　現在は、監査役会設置会社として、「独立
社外取締役を含む取締役会と執行役員
制」「独立社外監査役を含む監査役体制」
および「アドバイザリー・ボードによる指名・
報酬委員会機能」を加えたガバナンス体
制を採用しています。いずれも社外の視
点を積極的に取り入れ、経営に対する監
視・監督機能を確保することで、透明性の
向上および公正性の確保を図っています。

　取締役会と執行役員制については、意
思決定の迅速化と業務執行責任の明確化
を目的に、定款で取締役を10人以内と定
めるとともに、執行役員が大幅な責任・権
限を委譲され業務執行を担っています。

　内部統制システム整備に関する取締役
会決議を毎年行い、これに基づいた体制
の構築・運用・改善に取り組んでいます。
　特に、財務報告の信頼性の観点から
は、金融商品取引法に基づき、体制の整
備・運用状況について会計監査人の適正
意見を得て、内部統制報告書を毎年提
出しています。
　さらに、内部統制活動の実効性を高め
るために、内部監査組織としてCEO直轄
の経営監査部を設置しています。

CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスの強化

内部統制

コーポレート・ガバナンス

ウェブサイト掲載情報WEB

CEO

グループ経営戦略会議
グループマネジメント会議

TRMコミティーグループ監査役会

監査役会
（計5人／独立社外3人）

アドバイザリー・ボード
（指名・報酬委員会機能）
社外メンバー主体

取締役会
（計10人／独立社外4人）

ガバナンス体制

高機能繊維・
複合材料
事業グループ

電子材料・
化成品

事業グループ

ヘルスケア
事業グループ

製品
事業グループ

IT
事業グループ 新事業推進本部

独立性を確保した社外
監査役を過半数の3人
として、経営に対する
監視・監査機能を確保。

取締役会の諮問機関と
しての機能を有し、社
外アドバイザー 5～7
人（うち外 国 人2～3
人）と会長（会長不在の
場合は相談役）、CEO
で構成。年2回の定例
会合を開催。

帝人（株）監査役および
グループ主要会社の
監査役などで構成。
2カ月に1回開催し、グ
ループ監査方針・監査
情報の共有化などによ
り、監視・監査の実効
性を向上。

CEOの意思決定審議
機関として、常勤監査
役出席の下、迅速かつ
透明性の高い意思決
定プロセスを確保。

経営戦略リスクと業務
運営リスクを対象とす
る統合リスク管理委員
会。2013年 度 は2回
開催。

取締役10人のうち、4
人は独立性を確保した
社外取締役。また、取
締役会長は対内的業
務執行には携わらない
ものとし、監視監督と
業務執行を分離。

2014年4月1日現在
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毎年10月の企業倫理月間では、全ての役
員・社員（契約社員や派遣社員を含む）を対
象に企業倫理全員研修を実施しています。
また、日本語、英語、中国語、タイ語、インド
ネシア語、ドイツ語の6カ国語によるCEO
メッセージの発信と、企業倫理月間告知ポ
スターの掲示を行っています。ポスターの
標語は毎年社員から公募しています。

企業倫理月間の全員研修で使用する教
材を用いてグループワークによるケース
スタディを実施し、他社で実際に発生し
た事例を基に討論することで、全員研修
を展開する際のポイントを学びました。

● 企業倫理・コンプライアンスの
浸透に向けた活動

● 企業倫理全員研修確認シートに
よる調査

● 倫理意識調査アンケートの実施

コンプライアンスとリスクマネジメントは、コーポレート・ガバナンスを支える内部統制の柱であり、切り離せない両輪で
あるという考えの下、国内外グループ会社への企業倫理の浸透と事業継続マネジメント（BCM）の推進に努めています。

　事業グループおよびグループ会社にお
けるCRM活動の当年実績（期間1月1日～
12月31日）について、毎年2月にCSR最高
責任者によるレビューを実施しています。
このレビューでは、事業グループおよびグ
ループ会社が提出するCRM活動調査票に
基づき、活動の実績と重大な法令違反、お
よび事件・事故の有無を確認しています。
2013年度にCEOおよびCSR最高責任者
に報告されたグループ内の主要な事件・事
故のうち、重大なものはありませんでした。
海外子会社の工場内において、小規模な
化学物質漏えい事故が4件ありましたが、
いずれも環境への影響はありませんでした。
　また、2013年度は、新たな取り組みと
して、事業グループおよびグループ会社

　グループCSR委員会の下に設置され
たグループCRM部会を年2回開催し、
CRMに関する方針、施策、活動を審議し、
グループ内への展開を図っています。
　国内では、事業グループおよびグルー
プ会社にCRMの責任者と推進責任者を
定め、各職場での活動を管理・運営して
います。海外では、事業グループおよび
グループ会社が独自に教育を実施する
ほか、帝人（株）が主催するグローバル
コンプライアンス会議を、毎年、主要な海
外地域と開催しています。2013年度は、
欧州の担当者と日本で1回開催し、米州
の担当者とは密な連携と情報交換を行
いました。

コンプライアンスとリスクマネジメントの位置付け 企業倫理月間の活動

CSR最高責任者によるレビューの結果
（法令違反および事件・事故の有無）

コンプライアンス・リスクマネジメント
（CRM）推進体制

コンプライアンス・リスクマネジメント

ウェブサイト掲載情報WEB

コンプライアンス・リスクマネジメント推進責任者研修の参加者★

人68
企業倫理月間
告知ポスター

法令、社会規範ならびに社内規則を厳守し、
健全な企業風土をつくる活動

企業が抱えるリスクを評価・予防し、
制御する仕組み・制度・教育

内部統制

コンプライアンス リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンス
公正性・透明性・独立性のある経営体制
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合計64件

19件
パワハラ
7件

その他

14件
人間関係

8件

処遇・労務管理・
福利厚生

12件

業務上の不正・
ルール違反

4件
セクハラ

相談・通報制度をCSR最高責任者の裁定の下に運営していま
す。国内のグループ社員からの相談・通報内容と対応について
は、プライバシーを守りつつ、半期ごとにイントラネット上に全
件を開示しています。海外では、Teijin Holdings USA, Inc.と
Teijin Aramid B.V.が社員からの相談・通報を受け付けてい
ます。

BCMの一環として地
震避難訓練および通
報訓練を年2回実施し
ています。地震避難訓
練は、約300拠点で実
施しています。

緊急時安否確認システムを活用した通報
訓練には、12,242人が参加しました（★）。

● 事業継続計画（BCP）、事業継続
マネジメント（BCM）の進捗

● 情報セキュリティ

　2011年度に、グループの環境経営へ
の取り組み姿勢や国連グローバル・コン
パクトなど国際基準への対応を明確にす
るため、「企業行動規範」と「企業行動基
準」を見直しました。2012年度には、その
内容を反映した「企業倫理ハンドブック」
の日本語版を発行し、2013年度は海外
版の発行に向けて、各国・地域の法体系
に基づいた見直しの準備を行いました。

　2013年度は、従来以上に一元統轄的な
リスクマネジメントの実践に向けて、CSR最

高責任者の下に、CSR・信頼性保証部を新
設し、その配下にリスクに関して総合的に管
理するTRM（Total Risk Management）
グループを設置しました（→P24）。
　2012年度に、より定量的にリスクを評
価するため、リスク抽出・評価に用いるリ
スク対策シートを変更しましたが、2013
年度は、新規対策シートを主要なグルー
プ会社（国内41社、海外50社）に展開し
ました。対象とするグループ会社からの
対策シートの提出率は国内100％、海外
98％であり、これらのリスク評価によっ
て特定された主要原料調達不備や重大
な品質異常などのリスクへの対策を図り
ました。2014年度は、現状に即したリス
ク管理を実践すべくリスク分類表を見直
すとともに、優先順位を明確にし、リスク
抑制の対策を推進していきます。

ごとに重点的な報告項目を定め、事業特
性などからリスクが高いと思われる項目
についてレビューしました。

コンプライアンス・リスクマネジメント

CSRマネジメント

社内・社外からの相談・通報内容★
（国内・海外合計）

事業継続マネジメント（BCM）の推進

企業倫理ハンドブックの見直し

リスクマネジメント活動

ウェブサイト掲載情報WEB

通報48時間後の
安否報告率

％95

地震避難訓練
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　統合報告書の発行に向け、2013年5月28日に有識者であるLRQAジャパンの冨田
秀実氏をお招きし、山本CFO、西川CSR最高責任者および、社内担当者が出席して
座談会を開催しました。座談会では、国際的な基準であるIIRCフレームワークについて
理解・認識を深め、重要課題選定のプロセスについて社内で共有しました。

　世界的な気候変動や経済停滞が進み、国内ではエネルギー
問題や少子高齢化などのリスクが顕在化する中、社会の持続可
能性や安心・安全への希求が高まっています。こうした状況下に
おいて、帝人グループは2013年度、コンプライアンス・リスク
マネジメント（業務運営リスク管理）、環境保全、安全・防災、健
康、製造物責任（PL）・品質保証、社会貢献など多岐にわたる分
野で、CSR活動を着実に進めました。

業務運営リスクの管理機能強化
　ESH（環境保全、安全・防災、健康）、製造物責任（PL）・品質保
証、およびコンプライアンス活動を中心に、モニター機能、牽制
機能の強化に努めています。
　2013年度は、安全・防災分野では他社での爆発事故事例の
背景や原因を詳細に調査し、改善課題および再発防止策を水
平展開しました。また、自然災害時に社員の安否を確認するシ
ステム「EMC（エマージェンシーコール）」の対応を完了したほ
か、BCP（事業継続計画）の見直し検討に着手しました。製造物
責任（PL）・品質保証の分野では、各事業の品質保証部署を事業
責任者の直属とするなど、全社的な体制・機能の充実に取り
組んだほか、高リスク案件の範囲を明確化するなどの対策を実
施しました。環境保全分野では温室効果ガス排出削減への取り
組みを継続し、また、企業倫理・コンプライアンス活動では、10
月の企業倫理月間に際し、過去に社内外で実際に起こった不祥
事を題材に社員全員参加での研修を実施しました。

2013年度の総括
　このように前進した活動があった一方で、反省しなければな
らない事故もありました。海外子会社の化学工場で、小規模で
はあったものの化学物質漏えい事故が4件起こりました。幸い
にも人的被害や環境への影響はありませんでしたが、地域の皆
様にはご心配をおかけいたしました。
　帝人グループは、化学メーカーとして従来から爆発・火災・漏

えい事故や労働災害事故の防止活動には特に注力しています
が、今後一層努力を重ねる所存です。

2014年度に向けて
　世界規模で多種多様なリスクが顕在化し、社会不安が高まり
先行き不透明となる中、投資家の視点も「短期中心主義」から
「中長期重視」へと移行しつつあります。このような状況を踏ま
え、企業が投資家に対して開示する内容も、財務情報にESG（環
境／社会／コーポレート・ガバナンス）と呼ばれる非財務情報を
加えた“統合型”の報告が求められる流れがあります。
　企業が継続的に価値を創造するための源泉は、財務資本だ
けではありません。いわゆる「ヒト・モノ・情報」を示す人的資本、
製造資本、知的資本、またステークホルダーとの関係性や環境
保全・負荷にあたる「社会関係資本」「自然資本」といったさまざ
まな資本が必要です。この前提を認識した上で、それらの増減
の質的・量的な説明や、広範な資本の相互関係を踏まえた企業
の中長期の価値創造能力に関する論理的かつ簡潔な説明が、
これからの情報開示に求められているのです。
　帝人グループでも、投資家をはじめ、ステークホルダーの皆
様のご要望に応えるべく、財務情報と非財務情報を統合し、より
明快に開示できるよう、社内で検討を進めています。
　今後も、CSR最高責任者として引き続きCSR経営が前進する
よう努力してまいります。ステークホルダーの皆様にはご指導・
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

統合報告書発行に向けて座談会を開催しました

2013年度の総括と2014年度に向けて

CSR最高責任者メッセージ

社会に継続的な価値を創出していくために
多岐にわたる着実なCSR活動とステークホルダーの皆様への明快な情報開示に努めます。

帝人株式会社
代表取締役 専務執行役員

CSR最高責任者

西川 修
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国際的に認められている環境マネジメントシステムの認証を会社、
事業所・工場ごとに取得し、継続的な改善を進めています。

● 帝人グループESH基本方針

● 帝人グループ地球環境行動目標

● ESH監査の概要

● グループESH研修会

● グループESH報告会と
事業グループESH大会

● ESH会計

● マネジメントシステム認証の
取得

環境保全（E）、安全・防災（S）、健康（H）を全ての事業活動に関わる重要な課題と位置付け、地球環境や
地域社会に対する環境負荷の低減や、地域の皆様および社員の安全・健康の確保に取り組んでいます。

　ESH（環境保全、安全・防災、健康）を一
元的に管理するため、グループCSR委員
会の下にグループESH部会を設置してい
ます（→P24）。グループESH部会は年2回
開催され、ESH管理に関する方針、施策、
活動を審議し、グループ内への展開を
図っています。
　また、年1回、事業グループごとに任命
されたESH委員長による監査と、帝人（株）
のCSR・信頼性保証部長による監査を実
施しています。監査では、ESH管理状況や
事故・災害の発生・対策状況などをチェッ
クし、今後の課題と次回までの取り組みに
ついての確認、指導を行っています。

　ESHの管理レベル向上を目的としたグ

　ESHに関する法規制への対応を充実さ
せるため、毎年グループ社員に対し、ESH
コンプライアンス内部監査員を養成する
ための講座を開催しています。2013年度
は、1級に31人、2級に6人の社員が新たに
認定され（★）、2005年の講座開設以来、
のべ803人の社員が認定されています。

ESHの管理レベル向上を目的としたグループESH研修会を国
内外で行っています。

ループESH研修会を定期的に開催してい
ます。対象は、事業グループとグループ会
社のESHスタッフ、ライン管理者、および
グループ会社社長、事業所長などで、国
内は年に1回、海外は2年に1回実施して
います。
　2013年度は、大阪本社とインドネシア
のPT. Indonesia Teijin DuPont Films
で行い、のべ201人が参加しました。

環境・安全報告

ESHマネジメントシステム認証の取得

ISO14001認証取得状況

グループESH研修会参加者★

国内

グループESHマネジメント体制

グループESH研修会

ESHコンプライアンス内部監査員の養成

ESHマネジメント

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

社、22 事業所・工場41
社、14 事業所・工場17

189人
海外

人12
OHSAS18001適合証明取得状況

社、18 事業所・工場28
社、6 事業所・工場8

グループESH研修会
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CO2排出量
原単位指数（2006年度＝1）
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● 業務用車両利用に伴う
CO2排出量低減

● オフィスにおける
CO2排出量削減

CO2排出量の削減、化学物質排出量の削減、廃棄物の管理・削減について、ライフサイクル全体で環境負荷を把握し、
また、生物多様性に与える影響を社員全員が明確に認識して、環境負荷低減の施策を展開しています。

●生産における温室効果ガス排出量削減
　2013年度は、帝人グループのCO2排
出量が197万トンとなり、2011年度比
12％減となりました。
　国内では、各事業でのエネルギーロス
削減など省エネルギープロジェクトを積
極的に推進したことに加え、松山事業所
のパラキシレン事業および茨城事業所
のフィルム事業を撤収した影響もあり、
排出量は121万トン（2012年度比5％
減）となりました。
　海外では、オランダ工場でのスチーム
削減プロジェクトの効果が表れたほか、
シンガポール工場の稼働低下が影響し、
排出量は76万トン（2012年度比1％減）
となりました。

● CO2以外にメタン、一酸化二窒素を含む。
● 熱量およびCO2排出量は地球温暖化対策推進法に基づく係数で算定（電力の排出係数
は各年度とも0.555kgCO2/kWh）。ただし、海外の購入電力については固有の係数を
把握できる場合は当該係数を用いて算定。

● 物流におけるCO2排出量の対象範囲は、2006年度時点で
省エネルギー法の特定荷主に該当した事業であり、現在の
帝人（株）（高機能繊維事業本部の一部を除く）、帝人デュ
ポンフィルム（株）および帝人フロンティア（株）のアパレル
事業が含まれます。

●物流分野におけるCO2排出量削減
　物流分野では、内航船や鉄道輸送の
拡大、およびまとめ輸送による積載量向
上や輸送回数の削減などにより、CO2排
出量が12,398トン（2012年度比648
トン減）となりました。2013年度のCO2
排出単位は0.100トンCO2／千トンキロ
で、2006年度を1とした指数では、
1.017となりました。「CO2排出原単位
を毎年1％以上改善」という年度目標に
対しては、0.7％改善にとどまりました。
　2014年度は、グループ全体でさらに
モーダルシフトの拡大、事業部間の連携
によるまとめ輸送などの対策を進め、松
山～三原間をトラックから海上輸送へ変
更するほか、JR輸送の拡大、工場・事業所
間の輸送など顧客への出荷以外の輸送
の削減などに取り組んでいきます。

気候変動問題への取り組み

生産における温室効果ガス排出量の削減

生産における温室効果ガス排出量の推移★ 物流分野におけるCO2排出量と原単位の推移★

環境保全

ウェブサイト掲載情報WEB

前年度比

0.7%改善
国内
1990年度比

国内目標
「1990年度比20％以上削減」
を達成 ！

54%減
海外
前年度比1%減

2013年度海外温室
効果ガス排出量

グループ目標　CO2排出削減率（2011年度基準）を毎年1％以上改善 国内目標　CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減

2012－2020年度目標
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国内
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●化学物質の排出状況
　化管法第一種指定化学物質（462物質：
2010年4月改訂）と日本化学工業協会が
指定する化学物質（433物質）から重複指
定を除いた575の化学物質を対象とし
て、環境への排出量削減に取り組んでい
ます。
　2013年度の対象化学物質の環境排出
量は2,619トンで、2012年度比7％減と
なり、国内は2012年度比5％減、海外は
特に溶剤放出抑制対策を実施した結果、
2012年度比9％減となりました。
　なお、2013年度の環境排出量の内訳
は、大気への排出が99.0％、水域への排
出が1.0％となり、埋立および土壌への排
出はありませんでした。

● 化管法※第一種指定化学物質および日本化学工業協会指定化学物質を
対象として、大気、水域、土壌への排出量および事業所内埋立量を集計。

● 赤文字は、化管法第一種指定化学物質。

● LIME2を使用した排出化学物質
環境影響

●「環境影響リスク」の観点から的を絞った
削減を推進
　生態系や環境への影響が大きい化学
物質を重点的に管理・削減していくため、
LIME2※を活用しています。LIME2によっ
て、化学物質が人間の健康や生物多様
性、農業・漁業・林業などに及ぼす影響を
定量的に算出することができます。
　排出量が少なくても大きな影響を及ぼ
す化学物質があることから、排出量だけ
でなく「環境影響を考慮した削減目標」を
策定しています。2013年度に帝人グルー
プ全体で排出した化学物質の環境影響評
価値（統合化係数）は、2012年度に比べ
て10％減少しました。
※ LIMEはLife-cycle Impact assessment 
Method based on Endpoint modelingの 略。
LIME2は、日本版被害算定型ライフサイクル環境
影響評価手法第二版のことで、独立行政法人 産
業技術総合研究所が国家プロジェクトとして開発
したLCA（ライフサイクルアセスメント）手法。

化学物質排出量の削減

環境保全

環境・安全報告 データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

11.7%

その他 5.1%
プロピルアルコール 1.8%

2.5%

N,N-ジメチル
ホルムアミド

52.0%
ジクロロメタン
（塩化メチレン）

4.2%
N-メチルピロリドン

2.9%
テトラヒドロフラン

2.7%
キシレン

2.3%
トルエン

無機シアン化合物
（錯塩およびシアン酸塩を除く。）

5.1%
アセトン

9.7%
メチルエチルケトン

化学物質排出量の推移★ 化学物質の排出量上位10物質★

化学物質排出量の削減

グループ目標　2020年度までに1998年度比80％以上削減

2012－2020年度目標

※化管法：特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進
に関する法律。

1998年度比

71%減
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国内
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● 2012年度は、上記4,149トンのほかに排水池浚渫に伴い汚泥が7,862
トン発生し、外部埋立を実施。

● 水使用量は工業用水、地下水、上水道の合計。
● 排水量には冷却用海水を含む。

● 土壌・地下水汚染の防止

●大気への負荷、水使用と排水による負荷
　2013年度の帝人グループの淡水（工
業用水、地下水、上水道）使用量は0.80億
トン、また冷却用途を主とした海水の使用
量は0.47億トンとなり、淡水使用量は
2012年度比2%減少しました。排水量は、
帝人グループ全体で排出削減に取り組み
ましたが、1.20億トンとなり、2012年度比
1％減に留まりました。また、排水に伴う
COD負荷量（化学的酸素要求量）とBOD
負荷量（生物化学的酸素要求量）の総量
は、818トン（2012年度比7％増）となりま
した（★）。
　一方、2013年度の燃料使用に伴う
SOx排出量は0.39万トン（2012年度比
4％減）となりました（★）。このうち海外で
の排出は0.01万トンに満たない量でした。

●非有効活用廃棄物（単純焼却および
埋立廃棄物量）の削減

　廃棄物の発生量を削減するとともに、再
使用およびマテリアル、ケミカル、サーマル
などのリサイクル処理への転換による非有
効活用廃棄物の削減に取り組んでいます。
　2013年度の非有効活用廃棄物量は、総
排出量5.9万トンに対し0.36万トン、総排出
量に占める割合は6.1％となりました。
●生産量原単位を指標にした改善活動
　非有効活用廃棄物を廃棄物総発生量
の1％以下とすることをゼロエミッション
と定義しています。
　国内では、年間500トン以上の廃棄物
を排出する全ての事業所が、2011年度
までにゼロエミッションを達成しており、
2012年度からは、「総排出量を生産量原

ウェブサイト掲載情報WEB廃棄物の管理・削減

非有効活用廃棄物量の推移★水使用量・排水量の推移★

非有効活用廃棄物の削減

1998年度比

グループ目標
「1998年度比85％以上削減」
を達成！

92%減

グループ目標　2020年度までに1998年度比85％以上削減

2020年度までの目標

前年度比

1%減
前年度比

2%減
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　環境負荷に関わる法規制や自治体と
の協定を遵守することはもちろん、さら
なる環境負荷の低減を目指して、省エネ
ルギーやさまざまな資源の効率的活用、
化学物質の環境排出量削減、廃棄物の
管理・削減、土壌・地下水の汚染防止、生
物多様性の保全に取り組んでいます。

● 環境インプット・アウトプット
（過去5年間の推移）

● 生物多様性への基本的な考え方

● 事業活動による生物多様性喪失
リスクと生物多様性保全の
取り組みマップ

単位で毎年1％改善」という新たな目標を
掲げました。
　2013年度は、主な素材系事業（高機能
繊維、炭素繊維、樹脂、フィルム、原料重合）
における生産量（重量）に対する廃棄物総
排出量の割合が、基準年である2011年度
に対して0.7％改善しました。これは2年間
平均で0.4％の改善にとどまるため、さら
なる改善に向けた検討を進めます。

　「日本経団連生物多様性宣言」推進パー
トナーズに参加し、生物多様性の保全に
積極的に取り組んでいます。
　事業活動を通じて排出される化学物
質、温室効果ガス、廃棄物など、生物多様
性に影響を与える要素を見える化した「事
業活動による生物多様性喪失リスクと生

物多様性保全の取り組みマップ」を作成し
ています。これにより帝人グループ社員
が事業活動による生物多様性への影響を
明確に認識した上で、保全活動を展開で
きるようにしています。今後は各取り組み
に関連する影響度合いの定量化に向けて
検討していきます。

環境保全

環境・安全報告 データ＆トピックス

調達から廃棄までのプロセスにおける
環境負荷低減の取り組み

2013年度 環境インプット・アウトプット★

ウェブサイト掲載情報WEB

生物多様性の保全

INPUT
投入量

OUTPUT
排出量

エネルギー

30.0×106

ギガジュール

取扱化学物質

103万t
淡水使用量

0.80億t
 海水使用量

0.47億t

 CO2

197万t
化学物質

2,619t
 非有効活用廃棄物

0.36万t
 排水量

1.20億tリサイクル

製品製造加工

原料

中間製品

回収 廃棄

使用
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アラミド繊維のリサイクルパルプ 人工皮革「コードレ」
（リサイクルポリエステルを使用）

● 環境配慮設計チェックリスト評価
項目概要

● 環境配慮設計運用組織

● 環境配慮設計製品・プロセス
認定リスト

● CO2削減貢献量算定のための
ガイドライン普及への貢献

環境配慮設計を、「調達、製造、使用、廃棄という製品のライフサイクル全体を通して、製品が環境に与える影響を
総合的に評価しつつ設計を行い、環境負荷を低減させること」と定義し、環境負荷の低減に取り組んでいます。

　「帝人グループ環境配慮設計ガイドラ
イン」を2008年1月に制定し、製品設計
を行う際、製品のライフサイクルを通じ
て、製品が環境に与える影響を総合的に
評価しています。製品、生産プロセス、
IT・サービスの新規・改良設計に当たって
は、専用のチェックリストを用いて評価
し、環境負荷低減のための諸対策を検討
して、その結果を反映させています。
　2013年度は、こうした環境配慮設計
をより有効に活用していくため、従来の
課題と今後の方向性について検討しまし
た。2014年度は、セルフチェックシート
の見直しなど評価方法の簡素化と研究
開発過程への組み入れについて検討を
開始する予定です。

　帝人グループ独自の環境配慮設計認
定制度を運用しており、その認定を受け
た製品などを「Earth Symphony」と名
付けています。2013年度は、新たに2つ
の製品が認定され、環境配慮設計の認定
製品は合計32製品となりました。これら
の製品については、認定後も定期的に監
査を実施し、認定継続の是非を評価する
ことで、「Earth Symphony」への信頼性
を確保しています。
　なお、「Earth Symphony」は、これま
でに、日本、EU、中国、シンガポール、イン
ド、インドネシアで商標登録しています。

このマークは、「帝人グループ環境配
慮設計ガイドライン」に基づき、環境に
配慮した企業活動を通じて地球環境と
の調和を図ることをお知らせするため
のマークです。

製品および、製造プロセスで発生した繊
維くずや切れ端などを回収し、糸やパル
プの形にして、ブレーキパッドやブレーキ
ライニングなどに再利用しています。

環境への効果
リサイクル資源の使用による省資源および
CO2排出量削減

リサイクルポリエステルを人工皮革「コー
ドレ」に活用しました。スポーツシューズ、
ボール、車両、ランドセルなどに使用され
ています。

環境への効果
リサイクル資源の使用による省資源および
CO2排出量の削減、環境負荷物質の削減

環境配慮設計の推進 環境配慮設計認定製品
Earth Symphony®（アース・シンフォニー）

2013年度の環境配慮設計認定製品 環境配慮設計認定製品
Earth Symphony®のロゴ

環境配慮設計

ウェブサイト掲載情報WEB
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爆発・火災事故 漏えい・流出、その他

（件）

0

1

2

1

2

● 事故件数については、1月～12月で算出しています。

0

1

0

2

0 0 0

1

0 0 0 0
（年度）2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

● 防災管理の推進体制

● 防災診断の実施

爆発・火災や有害物質の漏えい・流出などの災害ゼロを目指し、防災に関する管理基準を厳守して
災害の未然防止や再発防止に努めるとともに、地震・津波対策にも取り組んでいます。

　「重大事故」と位置付けている爆発・火
災、有害物質の外部漏えい・流出の発生
ゼロを目指し、防災管理の強化に努めて
います。
　2013年度は、重大事故ゼロの維持に
向けて、爆発・火災および化学物質の漏え
い防止対策に注力しました。国内で発生
した他社化学プラント爆発火災事故の発
生原因、対策などの情報を事業所間で共
有し、自社で同様の事故を防止するため
の点検を行うとともに、日本化学工業協
会（日化協）の保安事故防止ガイドライン
に沿った点検と改善、防災教育、防災訓練
などを行った結果、重大事故ゼロを達成
することができました。今後も重大事故ゼ
ロの継続を目標に、さらなる防災管理レ
ベルの向上を図ります。

　防災に関する知識や経験が豊富な社員・
OB、外部識者を集めた防災専門チーム
「TCAP」が、帝人グループ内の化学・自家
発電プラントが自主的に進めている防災
活動を専門的な立場から支援しています。
　2013年度は、防災診断実施部署の指
導、各工場が実施している事故防止対策
の支援のほか、日化協の保安事故防止ガ
イドラインによる点検を実施しました。

　2008年から「帝人グループ防火の日」
である11月10日に、定期防火点検などの
帝人グループ共通の活動や、各社独自の
防火活動を実施しています。これらの活
動は帝人グループ内で共有し、防火体制
の強化に役立てています。

大規模地震による被害を最小限に抑えるため、建物の耐
震対策を計画的に進めています。1995年に耐震改修促進
法で指定された建物61棟のうち、不適格な建物38棟全て
の耐震補強・撤去がすでに完了しています。現在は、2006
年の改正で新たに対象となった建物のうち、不適格な建物
19棟の対策を進め、2013年度までに8棟の耐震対策を完
了しました。残り11棟は2014年度に完了予定です。

TCAPは、Teijin Group Chemical Accident Preventions 
Specialist Teamの略。写真は防災診断指導の様子。

環境・安全報告

重大事故発生件数の推移★ 防災専門チーム「TCAP」による防災活動

重大事故ゼロを目指した活動 防災専門チーム活動

防火活動

防災活動

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

耐震改修促進法への対応
1995年
不適格と診断された建物

38
完了

棟全て

2006年
新たに対象となった建物

8/19
完了
棟
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● 休業災害度数率については、1月～12月で算出しています。
出典：厚生労働省 労働災害動向調査資料
※1 休業災害度数率：100万労働時間当たりの休業災害者数、つまり労働災害発

生の頻度を示す。

国内製造業平均 国内化学工業平均
国内 海外 帝人グループ

0.98
1.05 1.00

0.94
0.82
0.44
0.35
0.20

2011 2012 201320102009 （年度）

0.250.250.250.25
0.300.30

労働安全の中長期目標に、年間の休業災害度数率を「0.30以下」に
維持することを掲げ、安全活動の3本柱※2の推進、国内外でのESH
研修・指導など労働災害防止活動に注力しています。

● 労働安全の確保に向けた
「安全活動3本柱」の推進

● グループ内での労働災害情報
共有と災害発生時の対応

● OHSAS18001適合証明取得
状況

● ナノ材料による健康被害の防止
について

● 「帝人グループ健康ウォーキング」
の開催

社員の「労働安全」「健康衛生」を確保することなくして、企業の持続的な成長は望めません。安全と健康に配慮した
職場環境を提供するため、労働災害の撲滅、長時間労働の是正、メンタルヘルスの向上に取り組んでいます。

　2013年（1月～12月）の休業災害度
数率の目標を「0.25以下」と掲げ、特に
2012年に発生した回転体への巻き込ま
れ災害（回転体災害）、化学物質による健
康被害の防止に注力しました。
　しかし、2013年の休業災害度数率は
0.35（国内0.44、海外0.20）となり、目標
達成には至りませんでした。回転体災害
については、2013年9月に再発しており、
事故調査委員会を設置して、現在、真因
の究明と再発防止策のまとめを実施して
います。なお、化学物質による健康被害
の防止については、有機溶剤の使用状況
調査を行い、その結果を基に、関係部署
に法令遵守および作業環境管理などの
改善指導を徹底したことで、健康被害事
例はゼロとなりました。

　国内においては、健康管理室がグルー
プ全体の健康管理施策の企画・推進を
担っています。
　2013年度、メンタルヘルスケア対策を
強化するため、健康管理室と事業グルー
プおよび事業所の人事担当者との連携に
より、一般的に業務関連の負荷が特に高
いと予想される「長時間労働」「異動・昇格
などの大きな環境変化」があった社員約
1,600人に対して個別に面談やアンケー
ト調査などを実施し、問題や悩みの有無に
ついて確認しました。メンタルヘルスの不
調の兆候が見られる社員に対しては、継
続的にフォローした結果、悪化や休業に至
るケースはありませんでした。

人事担当者により積極的なメンタル
ヘルスケア対策を実施しています。

ラインケア、セルフケアなどのメンタルヘルス研修・教育
を全社で計30回実施しました。

休業災害度数率※1★ メンタルヘルスケアを
主眼においた研修・教育・
啓発活動

休業災害防止に向けた取り組み きめ細かな連携によるメンタルヘルス
ケア対策

労働安全衛生

ウェブサイト掲載情報WEB

人約1,600
メンタルヘルスケア対策
計画的面談・アンケート実施数

※2 安全活動の3本柱：5S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）、ヒヤリハット活動、
安全巡視。
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2013年度、PL・品質保証管理を強化するため、営業、開発・製造
ラインから独立した品質保証担当部署を設置しました。品質保証
担当部署の長を統轄管理責任者とすることで、実効性のある組
織体制としています。また、製品出荷のプロセスを品質保証担当
部署の責任権限下で管理し、品質保証体制の強化を図りました。

2013年9月に、事業グループの委員を集めたグループ安全保
障輸出管理会議を開催し、2012年から2013年にかけて改正
された関連法規を再確認するとともに、グループ内の取引実
績について情報を共有しました。また、グループ社員に対して
も、研修を通じて安全保障輸出管理の必要性と社内手続きに
ついて周知しています。

● PL・品質保証活動体系

● 安全保障輸出管理体制の充実と
継続的運用

● 顧客満足活動事例

多様化する社会環境に迅速に対応しながら、安全な製品をお客様にご利用いただけるよう、
独自のマネジメントシステムの下、製造物責任（PL）・品質保証活動を推進しています。

　PL・品質保証活動の基盤となるのが、
帝人グループ全ての製品・サービスを対
象とした「グループPL・品質保証規程」で
す。この規程に基づいてグループCSR委
員会およびグループPL・品質保証部会
が帝人グループ全体のPL・品質保証に
関する基本方針や目標を決定し、事業グ
ループが行うPL・品質保証活動に反映さ
せています。
　また、独自のPL・品質保証マネジメント
システムとして、事業グループの製品群ご
とにPL・品質保証単位系を構築していま
す。このマネジメントシステムは、顧客満
足度の向上および製品の欠陥発生防止
や、万一発生した場合の適切な対応を目
的としており、ISOの品質マネジメントシス
テムの全領域を網羅することはもちろん、

お客様への対応や製品の安全性などPL・
品質保証の観点も盛り込まれています。

　帝人グループでは、6事業グループ・9
個別管理会社（2014年3月現在）のPL・
品質保証単位系が責任を持って実行し
ている活動を、グループ全体の統轄部署
であるCSR・信頼性保証部が監査し、PL・
品質保証の仕組みが適切に運用されて
いることを検証しています。
　2013年度は全てのPL・品質保証単位
系に対する定期監査、また特定の事業グ
ループに対して品質異常の真因解析なら
びに再発防止を目的とした監査を実施し
ました。監査結果のフィードバックを通じ
て、PL・品質保証体制やプロセスの継続
的な改善を図っています。

社会性報告

PL・品質保証体制を強化 グループ安全保障輸出管理会議を開催

PL・品質保証マネジメントシステム

PL・品質保証監査の実施

品質保証

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

品質管理の様子

安全保障輸出管理研修資料

ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況

社、23 事業所・工場39
社、16 事業所・工場19
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ビジネスのグローバル化に対応した早期
人財育成の強化と、グローバルマインドの
醸成を目的に2011年度から実施。2013
年度の派遣先は、中国、インド、インドネシ
アの3カ国でした。

「EaGLES」は、人財や事業のグローバル化に対応できるリーダーを育成する研修
プログラムです。4カ国語（日本語・英語・中国語・タイ語）に対応しており、（1）e-
ラーニング、（2）世界5地域（日本・EU・米国・中国・タイ）での集合研修、（3）学習成
果測定の3ステップ構成となっています。

● 帝人グループ人事方針と
中長期計画

● 人財育成・教育研修の
基本的考え方

● 人財育成と教育研修

● コア人財研修への
海外人財選抜数の増加

● グローバル人財の採用

企業理念「社員と共に成長する」の実践と、社員のクォリティ・オブ・ライフの向上を目指すことを人事基本方針とし、
雇用確保、ダイバーシティやワークライフ・バランス施策の推進などをグループ・グローバル視点で実践しています。

　「EaGLES」は、帝人グループ全ての管
理職が持つべきリーダーシップ力と帝人
グループの価値観、経営方針、歴史などを
身につける機会として位置付けています。
これらのスキル・知識が必要な国内外全
ての社員が、毎年次々に受講しています。
　2014年度は、本プログラムで実施して
いる講座のうち、全ての社員にとっても必
要なものについて、イントラネット上に新
設したライブラリー「Teijin Learning 
Center」で公開し、あらゆる階層の社員が
時間や場所を問わず学習できる環境を整
備していきます。さらに今後は、順次、英語
版・中国語版を作成し、教育のグローバル
展開に活用する予定です。

　2009年、人事・総務本部内に「グローバル
人事室」を設置し、社員がグローバルに活躍
するための人事制度や配置の仕組みを構築
しています。2014年4月には、在欧グループ
会社の人事部長が、帝人グループの人事・総務
本部長補佐（グループ理事）に任命されました。
　取り組みの一環として、2011年度から
グループ共通のリーダーシップ研修プロ
グラム「EaGLES」を世界5地域で展開して
いるほか、ビジネスのグローバル化に対
応する研修として、国内グループ主要5社
の新卒採用社員全員を中国またはインド
に派遣しています。2013年度は、派遣先
にインドネシアを追加しました。企業訪問
や現地の同世代の優秀な人財との討議、
NGO活動への参加などを通じて、多様な
文化に触れています。

リーダーシップ研修プログラム「EaGLES（イーグルス）」参加者 国内グループ主要5社の新卒採用
社員全員を海外研修に派遣

リーダーシップ研修プログラム
「EaGLES（イーグルス）」

人財マネジメントのグローバル化対応

人財マネジメントと労働CSR

ウェブサイト掲載情報WEB

人88 人59
日本

人14 人15
EU 中国

中国 インド インドネシア

日本での研修の様子

新卒社員海外研修

中国での研修の様子
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女性 男性
女性比率
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女性管理職（課長相当以上）の数
女性管理職比率※

（年度）2013

（人） （%）
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新卒総合職採用において、国内グルー
プ主要5社で女性採用比率30％以上
という目標を掲げています。2014年
度は選考の最終段階で辞退者が出た
ため29％にとどまりましたが、2015
年度は再び30％以上を目指します。

2013年度の女性管理職数
は88人でした。2014年度
末120人、2016年度末
160人を目指し、女性リー
ダーシップ研修を継続して
おり、第3期となる2013年
度は20人が受講しました。

● 退職者再雇用制度

● 障がい者の雇用

　求人、雇用、昇進などのあらゆる局面
で、国籍・年齢・性別・人種・障がいの有無
などにとらわれず、多種多様な人財の価
値観を尊重するとともに、その能力を最
大限に発揮できるよう支援しています。
　2002年からは、ダイバーシティ意識
啓発冊子「together」（日本語版・英語
版）を毎年発行し、国内のグループ全社
員と海外グループ会社の管理職に配布
しています。毎号のテーマは、社員の意
識の高まりや社外の環境の変化に応じ
て設定し、常にこの分野における最先端
の情報を提供することで、有効な啓発
ツールとして機能させています。また、グ
ループ報（社内報）でも定期的にトピック
スを紹介しています。

　1999年12月から女性活躍の推進に
取り組んでおり、新卒総合職の女性採用
比率と女性管理職数の目標値を掲げて
います。女性管理職の育成については、
2014年度に従来の「自己理解を高める
こと（内省）」に主眼を置いたプログラム
に経営的な視点を加え、高い視座から仕
事の課題を再定義するプログラムに変
更して、上司との二人三脚のアクション
ラーニングを実施していく計画です。

　ヘルスケア事業グループの営業職（主
にMR業務）は、総合職の中でも相対的に
女性の割合が高く、出産後も営業職を続
ける女性社員が増えてきています。みな
し労働のMR業務に育児などのため時間第8回ステークホルダーダイアログ P15～19

社会性報告

女性活躍の加速

ダイバーシティ意識啓発の展開 女性活躍の加速

女性MRのキャリア構築支援

女性管理職数の推移★

%3.78

新卒総合職における女性採用数と割合の推移★

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

● 国内グループ主要5社
※ 女性管理職比率：管理職数全体に占める女性管理職の割合。● 国内グループ主要5社

%29

人財マネジメントと労働CSR
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2013年度、大阪本社、東京本
社、東京研究センターで働く社
員を対象にのべ4回開催。男性
社員もワークライフ・バランス
を自分のこととして捉えられる
よう工夫した独自のテキストを
作成し、59人が受講しました。「Hello-Again」は、結婚・出産・育児・介護・配偶者の転

勤などを事由とする退職者が、その後10年以内に、
退職事由が解消して再入社を希望し、採用ニーズと
合致した場合に正社員として再雇用する制度です。

2013年度の国内グループ主要5社
の育児休職取得者数は191人でし
た。男性社員の取得者のうち2人が一
カ月以上の休職を取得しています。今
後も啓発活動を継続し、男性社員が
長期の育児休職を取得できる職場風
土づくりに努めます。

● 配置・異動

● ワークライフ・バランス施策
（介護休職、ボランティア休職 他）
の推進

● 労務管理実態の把握

● 健全な労使関係の維持

● 社員満足度アンケートの実施

● 人財に関するデータ（正社員数、
管理職数、退職者数 他）

　ワークライフ・バランスの推進を強化す
るために、2013年度、国内で運用する制度
に「モチベーション向上」という視点を盛り
込んだ見直しを実施しました。見直しの対
象は、「育児短時間勤務制度」「在宅勤務制
度」「育児休職制度」「介護休職制度」の4つ
の制度で、社員が利用しやすく、また状況

　人権尊重の意識を高めるため、企業倫
理月間に全社員を対象とした研修を各
職場で実施しています。
　海外では、縫製業界での劣悪な労働環
境が大きな問題とされていますが、この
業界に深く関わりのある帝人フロンティ
ア（株）は、こうした人権問題に荷担するこ
とのないよう、社員教育を徹底するととも
に、CSR調達でも厳しく管理しています。

的制約のある社員が従事、定着すること
は、社員本人と職場の双方にとって大き
なチャレンジですが、人事担当者、上司、
ダイバーシティ推進室による面談を通じ
てスムーズな復帰および復帰後のサ
ポートを行っています。2014年4月現在、
短時間勤務の女性MRが2人、通常勤務
のMRが3人おり、さらに2014年秋に2人
が復帰する予定です。

に応じて柔軟に取得できるようにしました。
　例えば、「育児短時間勤務制度」では、
回数制限を廃止し、子どもの成長に応じ
て勤務時間を柔軟に増減できるようにし
たほか、仕事への影響を最小限にとどめ
ながら、家庭責任も果たせるよう時間単
位年次休制度を新設しました。

「Hello-Again」制度による再雇用実績★

育児休職取得者数★

「仕事と介護の両立」に関する啓発セミナーを開催

人7

人191

ワークライフ・バランスのための制度見直し

人権尊重の徹底

2013年度末まで（累計）

ウェブサイト掲載情報WEB

「仕事と介護の両立」セミナー

男性 人30 女性 人161

10年以内再雇用
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格付 Ⅰ 格付 Ⅱ 格付 Ⅲ 格付 Ⅳ 格付 Ⅴ

取引先格付け別企業数比率★ 取引先格付け別調達金額比率※★

2013年度

格付 Ⅰ

75%
1%

5%
17%

2%

2013年度

格付 Ⅰ

91.2%
0.1%

3.3%
5.2%

0.2%

● 購買・調達活動の基本方針

● 購買の方針

● 購買の姿勢

● CSR調達ガイドラインに基づく
サプライチェーン全体での配慮

● CSR調達ガイドライン

● 業務請負取引先への配慮

　取引先のCSRに関する取り組みを調
査し、5段階で格付けするシステム「CSR
取引先管理システム」を独自に開発し、
取引先がCSR調達ガイドラインに準拠し
ているかを問うアンケートをオンライン
で実施しています。70問の項目への回
答結果を点数化してランク付けするとと
もに、継続取引先としての与信状況を
ランク付けし、両方のマトリックスで5段
階（Ⅰ～Ⅴ）の格付けを行っています（ガイ
ドラインへの遵守率40％以上はランクⅠ
～Ⅲ、40％未満はランクⅣ、Ⅴ）。
　2013年度は、システムを改良し、アン
ケート回答の選択肢を3択から5択へと増
やし、より正確に評価できるように改善した
ほか、回答中の一時保存機能や取引先への
フィードバック機能などを充実させました。

　調査の結果、Ⅳ、Ⅴ群となった取引先は
「改善指導対象」とし、取引を継続していく
ために個別の改善指導・支援を実施して
います。中でも2012年度にⅣ、Ⅴ群となっ
た取引先のうち11社に対しては、CSR調
達ガイドラインの制定を支援しました。そ
の結果、2012年度にⅣ・Ⅴ群であった38
社のうち、26社が2013年度にはⅠ～Ⅲ群
へと上昇しました。
　従来はⅣ、Ⅴランクの評価だった取引先
に対してのみ結果をフィードバックして改
善を要請していましたが、2013年度から
はⅠ～Ⅲ群評価の優良な取引先に対しても
結果をフィードバックし、さらなる向上を
促しました。さらに2014年度からは、優
良取引先に対する訪問調査も検討して
いきます。

サプライチェーンにおいてCSRをマネジネメントするために、調達物の環境性能向上、調達先における環境配慮・法令遵守・
人権擁護、調達先との公正な取引の推進など、CSR調達・購買に関する考え方や基準を明確にして実践しています。

2013年度は、対象を従来の国内購買部門の主要な取引先から、総務・人事部
門および海外グループ会社の主要な取引先へと拡大。503社の調査を実施
し、国内購買部門の全購買金額の81％をカバーしました（前年比5％増加）。

「CSR取引先管理システム」による5段階の格付けにおいて、「取引先に
問題がない」と定義しているⅠ～Ⅲ群企業の企業数比率は97％（2012年
度94％）、調達金額の比率では99.7％（2012年度99％）となりました。

取引先のCSRに関する取り組みを調査し、5段階で
格付けするシステム「CSR取引先管理システム」を独
自に開発。現在、「CSR取引先管理システム」は、国内
化合繊業界各社が共同出資して設立したファイバー
フロンティア（株）で運用されており、社会全体への
CSR調達の拡大を支援しています。

2013年度は、海外25社の取引先調査を実施しまし
た（★）。2015年度までに、順次世界の主要な取引
先に対して調査を拡大していく計画です。

社会性報告

「CSR取引先管理システム」を通じて
社会全体へのCSR調達拡大を支援

海外の取引先調査を順次拡大

取引先調査と格付け 取引先のCSR取り組みを改善指導・支援

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB

CSR調達

取引先調査実施企業数

社503

EU 中国米国 韓国

年度から
開始2013

※ 総務・人事部門の取引金額および海外グループ会社の取引金額を除いて比率を算定。
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ⒸTABLE FOR TWO

● グラフの内訳は、日本経団連の1％クラブに
おける分野に準じています。

その他 1.3%
文化・芸術 0.4%

環境 1.2%

教育・社会貢献 2.6%
健康・医学、スポーツ 3.7%

地域社会の活動、史跡・伝統文化保全 2.3%
社会福祉、ソーシャル・インクルージョン 2.2%

学術・研究 86.4%

● 帝人グループ社会貢献基本方針
● 社会貢献活動推進体系
● 2013年度社会貢献活動支出
実績内訳

● その他の社会貢献活動

事業グループや事業所の個性を生かした社会貢献活動を通じて地域コミュニティの発展を支援するとともに、グループ
横断的な活動にも取り組みながら、ボランティア人財の育成が活性化するような企業文化の醸成に努めています。

　東日本大震災の被災地に対して、義援
金や毛布・マスクなど生活支援物資の提
供、および酸素ボンベや酸素濃縮装置な
ど在宅医療機器の無償提供など、総額5
億円以上の支援を行ってきました。
　また、福島大学災害復興研究所と共
同による「応急仮設住宅の居住環境改
善プロジェクト」の推進や、IT事業グルー
プのインフォコム（株）が運営する「岩沼
みんなの家」でのITを活用した農業支援
など、継続的な復興支援に取り組んで
います。

　良き企業市民として社会との共生を
図っていくため、拠点を置く国や地域で、
学術、教育、文化、スポーツ活動や環境保
全活動、防災活動などへの参画や支援を
積極的に行っています。また、社員が社
会貢献や地域貢献などの活動に取り組
めるように、ボランティア休職制度、骨髄
提供者・消防団員登録者への公認休制
度などを整えています。
　2011年度より社員の社会貢献活動
を推奨し、ボランティア人財を育成する
取り組みとして、「ボランティアサポート
プログラム」を導入しました。このプログ
ラムは、国内のグループ社員が取り組む
ボランティア活動の中から運営委員会が
支援先を選定し、社員・役員有志や会社

の寄付などからなる「帝人グループ社会
貢献基金」を通じて活動費用の一部をサ
ポートするものです。2013年度は、4つの
非営利団体に各10万円を寄付しました。

2003年度に日本経団連の1％クラブ
に登録して以降、経常利益の1％以上を
目標として社会貢献費用に充てていま
す。2013年度の社会貢献活動支出は
約12億円で、経常利益の6％でした。

創設60周年を迎えた帝人奨学会 P21～22

2013年度社会貢献活動支出実績★

地域コミュニティ発展への支援

被災地への支援

社会への貢献と地域コミュニティ発展
への支援

社会貢献

ウェブサイト掲載情報WEB

開発途上国の子どもたちの学校給食を支援

中国浙江省の小学校に学生服を無償提供

社員のボランティア活動への支援

日野の自然を守る会

NGOカパティ（フィリピン幼稚園運営支援）

被災地への支援

岩沼みんなの家

仮設住宅のカビ対策実証試験

約 億円12
総額
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955
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2,293
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120行政機関 
（国、自治体）

9地域社会 

49株主 

97環境 

44債権者 
（金融機関）

企業
（帝人）
-341

34企業 
（帝人）

224

39

1,943

6112
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49

80
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51
34

559

539社員 総額
820億円

820
総額

事業を通じて利益を上げ続けることと、それにより得た付加価値をステークホルダーの皆様に適切に分配することを、
重要な社会的責任と捉えています。

● ステークホルダーへの付加価値
配分表

　2013年度の主なステークホルダーへ
の付加価値の配分は上段のとおりです。
　付加価値総額は、売上総利益（売上高
－売上原価）から、運賃や関税、減価償却
費、研究開発費、販売促進費、賃貸料、そ
の他の販管費に属する経費を減じた金
額に、独自集計の社会貢献費用と、環境
保全の費用を加算しています。

　社会貢献費用は、その他の販管費に属
する経費と製造原価に含まれる部分の両
方があり、さらに施設開放と社員の役務
提供を金額換算して加算しています。付
加価値配分上のステークホルダー分類
としては「地域社会」と表記しています。
また環境についても、その他の販管費に
属する経費と製造原価に含まれる部分の
両方があります。

経済性報告

ステークホルダーへの付加価値配分額の推移★ ステークホルダーへの
付加価値配分比率

ステークホルダーへの付加価値配分

データ＆トピックス

ウェブサイト掲載情報WEB 2013年度の配分実績

帝人グループのステークホルダー

● 直接的なステークホルダー
● 間接的なステークホルダー
● 出資者

・

社員・
労働組合
求職者

顧客・
消費者

地域住民
NGO
NPO

仕入先
協力企業自治体

金融機関政府・
官公庁

業界団体マスメディア 地球環境

株 主

4.8%
株主

68.2%
社員

9.8%
環境

5.4%
企業（帝人）

1.4%
地域社会

6.3%
行政機関
（国、自治体）

4.1%
債権者
（金融機関）
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企業行動規範 取り組み項目 参照ページ

企業行動規範 対照表
企業行動規範に対応する取り組み項目は下記のとおりです。

1. 人命の尊重と安全、健康への配慮

帝人グループは、事業活動のすべての段階において、人命尊重と、安全、健康の維持に

努める。

2. 地球環境との共生

帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環境との共生を図り、自然と

生命を大切にする。

3. 社会への貢献と地域コミュニティ発展への支援

帝人グループは、事業活動を通じて拠点を置く国・地域の経済社会の発展に貢献する。

さらに、社会との共存、共栄を図る立場から、良き企業市民として適切な社会貢献活動

を行う。主として、学術、教育、文化、スポーツ活動や環境保全活動、および災害などに

対する防災、救援活動への参画、支援を積極的に行う。

4. 文化、慣習の尊重

帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、その国や地域の文化と慣習を尊重する。

5. ステークホルダーの尊重

帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、株主、社員、顧客、サプライヤー、地域住民

などのステークホルダーの立場を尊重するとともに、ステークホルダーとの対話に努め

る。また、帝人グループは、機密情報として扱うものを除き、事業活動に関わる内容で

社会にとって重要な情報については、適切に開示する。

6. 人権の保護

帝人グループは、社員をはじめとする事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重し、

児童労働や強制労働を行わず、これらの方針に関し、帝人グループは自ら関与するバ

リューチェーンにおいても、関係者の良き理解と協力が得られるよう努める。

7. 社員の人格、個性の尊重

帝人グループは、社員の人格、個性を尊重し、社員の人種、性、宗教等の多様性を受け

容れるとともに、ゆとりと豊かさの実現に向け、安全で働きやすい職場環境を確保する。

8. 法令および社会的規範の遵守

帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、その国や地域の法令と社会的規範を遵守

する。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つとともに、社会秩序や健全な事

業活動を阻害する個人、団体とは関わりを持たない。

9. 公正、適正な取引条件の遵守

帝人グループは、その調達や販売等の事業活動において、すべての取引先に対し誠実

に対応し、公正かつ適正な取引条件を遵守する。また、帝人グループは賄賂を認めず、

あらゆる形態の腐敗に関与しない。

10. 知的財産権の尊重

帝人グループは、営業秘密を含む知的財産権の重要性を認識し、他者の有効な権利を

尊重するとともに、自らの権利を守り、活用する。

11. 適正な記録保持と秘密情報の管理

帝人グループは、その事業活動において、法令、規則などに基づき、必要とされる記録、

報告などを正確かつ明瞭に行い、それらの記録、帳簿、報告書等を適正に保管する。ま

た、保有する営業秘密と個人情報については、それらが漏洩することのないよう、適切

な情報管理を行う。

防災活動

労働安全衛生

品質保証

人財マネジメントと労働CSR

ESH（環境保全、安全・防災、健康）マネジメント

環境保全

環境配慮設計

ステークホルダーへの付加価値配分

社会貢献

ステークホルダーへの付加価値配分

コンプライアンス・リスクマネジメント

人財マネジメントと労働CSR

品質保証

人財マネジメントと労働CSR

CSR調達

ステークホルダーへの付加価値配分

人財マネジメントと労働CSR

CSR調達

人財マネジメントと労働CSR

ステークホルダーへの付加価値配分

コンプライアンス・リスクマネジメント

品質保証

CSR調達

CSR調達

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス・リスクマネジメント

P35

P36

P37

P38-40

P29

P30-33

P34

P43

P42

P43

P26-27

P38-40

P37

P38-40

P41

P43

P38-40

P41

P38-40

P43

P26-27

P37

P41

P41

P25

P26-27



さまざまなCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択的」の3分野に整理しています。
それぞれについて、中長期と単年度の達成目標を定め、成果について自己評価し、次年度の目標に反映させています。

2013年度の計画・目標と実績・自己評価

45 TEIJIN CSR Report 2014

定期的なコーポレート・ガバナンスの見直し

ステークホルダーダイアログの継続開催（年に1回以上）による
課題抽出

社員教育やグループ報（社内報）などによるCSR活動の浸透と向上

中国向け、米国向け企業倫理ハンドブックの改訂

帝人グループの全社員が「企業倫理全員研修」に参加

グローバルコンプライアンス会議の開催（年2拠点以上）

グローバルウェブサイト（英語）に「取引先からの通報受付」を開設

新規リスク対策シートを用いたリスク管理の定着

地震訓練の継続実施
（国内グループ全体のEMC通報訓練および全拠点の避難訓練を年2回
実施）

個別管理会社への展開継続

運用強化策の継続実施

地震被害想定見直しへの対応と定着

安全保障輸出管理の継続的運用

中長期目標CSR課題 2013年度の目標

コーポレート・ガバナンスの強化と法令の対応

CSR共通教育の推進

企業倫理・コンプライアンス教育の推進

相談・通報窓口の運営

リスクマネジメント活動の周知と向上

事業継続計画（BCP）の整備と改善

グローバルで高い実効レベルを確保

社会の要請を把握し経営に生かす

CSR共通

コーポレート・ガバナンス

基本的
CSR

企業倫理・
コンプライアンス

リスクマネジメント

製造物責任（PL）・
品質保証

防災

労働安全衛生

グループ：CO2排出削減率（2011年度基準）を1％／年以上改善

国内：CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減

中長期目標達成に向けた総量削減の推進

LIME2活用による化学物質削減推進を継続 
化学物質以外に環境へインパクトを与える要因についての検討を開始

グループ：非有効活用廃棄物を2020年度までに1998年度比85％ 以
上削減

国内：総排出量を生産量原単位で毎年1％改善

「重大事故（レベルA）ゼロ」維持に向けた爆発・火災および化学物質漏 
えい防止対策推進

対象建物18棟の対策を2014年度末までに完了する

設備耐震診断・対策を制度化

休業災害度数率0.25以下

回転体災害および化学物質による健康被害の防止

グループ：CO2※1排出削減率※2（2011年度基準）を
1％／年以上とする

国内：CO2※1排出量を2020年度までに1990年度比
20％以上削減

化学物質※3排出量を、2020年度までに1998年度比80％ 
以上削減

LIME2（日本版被害算定型ライフサイクル環境影響評価手
法第二版）を利用し、生態系に大きな影響を及ぼす化学物
質について重点的に削減

グループ：非有効活用廃棄物※4を2020年度までに1998
年度比85％以上削減

グループ：国内外の全ての主要な事業所で、ゼロエミッ
ション※5達成を目指す

国内：石炭灰などを除く国内の廃棄物発生量抑制を図り、
国内グループはゼロエミッションを達成

国内：総排出量を生産量原単位で毎年1％改善

重大事故ゼロ

2006年に改正された耐震改修促進法に基づいて19棟の
対策推進

年間の休業災害度数率を0.30以下に維持

地球温暖化
防止

化学物質の 
管理・
排出量削減

廃棄物削減

環境



選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

CSRピラミッド

社会貢献活動

人財・労働、購買・調達

コンプライアンス・リスクマネジメント、ESH
（環境保全、安全・防災、健康）、製造物責任・品質保証
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自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった

TRMコミティーなどを通したガバナンス運用の点検に基づく対応

ステークホルダーダイアログの継続開催（年に1回以上）による
課題抽出

CSR共通教育の推進

企業倫理綱領のグローバル展開方法をルール化

帝人グループの全社員が「企業倫理全員研修」に参加

グローバルコンプライアンス会議の開催（年1拠点以上）、
企業倫理月間行事

グループ会社社員から信頼される相談・通報窓口の運営

リスク分類表の改訂などによる、より精緻なリスク管理の推進

地震訓練の継続実施
（国内グループ全体のEMC通報訓練および全拠点の避難訓練を
年2回実施）

安全保障輸出管理の継続的運用

コーポレートBCP内容の充実化

PL・品質保証プロセスの充実

ATRMコミティーなどを通したガバナンス運用の点検・対応

2014年3月31日、ダイバーシティをテーマにしたダイアログを開催

階層別研修および、イントラネット、グループ報を通じた啓発活動を
実施

2012年度改定版企業行動規範のグローバル浸透

「企業倫理全員研修」への参加率
国内：91％
海外：47％

11月に帝人（株）がTeijin Aramid B.V.担当者とグローバルコン
プライアンス会議開催

グローバルウェブサイト（英語）に「取引先からの通報受付」を開設

新規リスク対策シートを用いたリスク抽出・評価によるリスク管理
の定着
（主要なグループ会社の新規リスク対策シート提出率　
国内：100％、海外：98％）

国内グループ全体の避難訓練を年2回実施
国内グループ全体のEMC通報訓練を実施
EMCの劣化に伴う更新および災害対策（サーバ二重化）の実施

グループ内への情報発信、教育訓練（説明会）、会議開催

組織体制の見直しおよび運用強化策の継続実施

個別管理会社へのBCPの展開を継続実施

A

A

C

C

B

B

A

A

A

B

A

P25

P15-19

ウェブサイト

Ｐ27

Ｐ26

Ｐ26

Ｐ27

Ｐ27

Ｐ27

Ｐ27

個別事業ごとのBCPの継続的な改善
事業所の所在する地方自治体の被害想定の見直しに合わせ対応を
継続実施

A Ｐ27

Ｐ37

P37

自己評価 2014年度の目標 参照ページ2013年度の実施内容と成果

グループ：2011年度比12%削減（年平均6%改善）

国内：1990年度比54%削減

化学物質排出量を1998年度比71%削減

2013年度のLIME2評価による環境影響は、2012年度比で減少
化学物質以外では水資源についての検討を実施

グループ：非有効活用廃棄物を1998年度比92%削減

国内：総排出量を生産量原単位で2011年度比0.7%改善
（年平均0.4%改善）

防災診断、防火の日の活動、防災情報発信など種々の防災活動の
展開
「重大事故ゼロ」の達成

設備耐震診断・対策は、防災診断の中で実施することとし、2013年
度対象工場で実施済み

8棟の対策完了

休業災害度数率0.35

回転体による休業災害発生2件（2月、9月）事故調査委員会の設置
有機溶剤の使用状況調査に基づく関係部署への法令遵守および作
業環境管理等の改善指導。化学物質による健康被害事例ゼロ達成

C

B

A

C

A

A

B

B

P31

グループ：CO2排出削減率（2011年度基準）を1％／年以上改善A P30

国内：CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減

中長期目標達成に向けた総量削減の推進

LIME2手法活用による化学物質削減推進を継続 
化学物質以外に環境へインパクトを与える要因についての検討を
継続

グループ：非有効活用廃棄物を2020年度までに1998年度比
85％以上削減

国内：総排出量を生産量原単位で毎年1％改善

「重大事故ゼロ」の継続

完了につき目標設定なし

全ての対象建物の対策を完了する

休業災害度数率0.25以下

再発防止策の展開による「回転体による休業災害発生ゼロ」

A P30

P31、32

P32、33

P32、33

P35

P35

P35

C P36

P36



2013年度の計画・目標と実績・自己評価
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ワークライフ・バランス、モチベーション向上視点での制度（運用）見直
しと利用者増加

取引先CSRアンケート評価および改善指導
主要取引先の選定と評価・格付：500社以上

CSR調達活動の他社協業の拡大

中国におけるCSR調達活動の本格化

・育児短時間勤務制度

・在宅勤務制度

・育児休職制度

・介護休職制度

―

・「新卒総合職の女性採用比率30％以上」の継続

・医薬営業部門ポジティブアクション（女性MRキャリア構築支援）

女性管理職比率の向上

女性リーダーシップ研修継続実施

ダイバーシティ意識啓発の展開

・ダイバーシティ意識啓発冊子「together」発行

グローバルでの採用競争力強化

リーダーシップ研修プログラム「EaGLES（イーグルス）」の継続・拡大

選抜海外人財のフォローアップ

・グループ報（社内報）に記事掲載

オープンに優秀人財を確保・発掘・育成

ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開

女性活躍の加速

・「仕事と介護の両立」に関する啓発セミナーの実施

・新任マネージャー層へのワークライフ・バランス制度研修

金額換算で経常利益の1％以上の寄付金拠出の継続

ボランティアサポートプログラムの拡大

グループ全体の寄付金等拠出と社員のボランティア活動
支援

ワークライフ・バランス施策の推進
中長期経営ビジョン「CHANGE for 2016」における人財ポート
フォリオ変革「グローバル化とダイバーシティの加速」の基礎と
なるワークライフ・バランスの推進

ダイバーシティの推進

グローバル人財マネジメントの確立
グループ会社全てにおける帝人ウェイの浸透、海外人財の採用
促進

調達CSR活動の定着化、改善

人財・労働

購買・調達

社会貢献

拡張的
CSR

選択的
CSR

中長期目標CSR課題 2013年度の目標

※1 CO2にはメタン、一酸化二窒素を含む。
※2 CO2排出削減率：2011年度排出量を基準とした削減率（従来のCO2排出原単位から表現を変更）。
※3 化学物質：化管法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）に定める第一種指定化学物質（462物質：2010年4月改訂）
と日本化学工業協会が指定する化学物質（433物質）から重複指定分を除いた575の化学物質。



選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

CSRピラミッド

社会貢献活動

人財・労働、購買・調達

コンプライアンス・リスクマネジメント、ESH
（環境保全、安全・防災、健康）、製造物責任・品質保証
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ワークライフ・バランス、モチベーション向上視点での制度（運用）見直しと利用者
増加

ワークライフ・バランス、モチベーション向上視点での制度（運用）見直しと利用者
増加

取引先CSRアンケート対象の購買領域以外（総務、情報システム
など経費関係）への拡大

2012年度取引先CSRアンケート評価に基づき11社のCSR調達
ガイドライン制定を支援
2013年度取引先CSRアンケート・評価実施：503社
アンケートシステムのインターフェース改善と一時保存機能追加

B

A

B

A

A

・育児短時間勤務制度の利便性向上・育児短時間勤務制度利用者数179人（利用回数制限なしに変更） A Ｐ40

・在宅勤務制度拡充・在宅勤務制度利用者数30人 B Ｐ40

・男性育児休職制度の利用者増加
・イントラネット掲載による男性育児休職の推進
・1カ月以上取得者2人　育児休職取得者数191人（うち男性30人）

A Ｐ40

・介護休職制度の利便性向上・介護休職制度利用者数5人 A Ｐ40

・「新卒総合職の女性採用比率30％以上」の継続・新卒総合職の女性採用比率29％ C Ｐ39

・医薬営業部門ポジティブアクションの継続（女性MRキャリア構
築支援）

・育児勤務女性MR復帰支援（復帰前、復帰後面談8人） A Ｐ39

女性管理職比率の向上女性管理職比率3.78％ B Ｐ39

女性リーダーシップ研修継続実施（経営的な視点を提供し、
高い視座から仕事の課題を再定義する）

女性リーダーシップ研修第3期　20人受講 A Ｐ39

ダイバーシティ意識啓発の展開ダイバーシティ意識啓発の展開

・ダイバーシティ意識啓発冊子「together」発行・年1回発行 A P20、39

グローバルでの優秀人財確保
グローバルインターンシップ（16人）の新規実施
留学生セミナーなどにより6人内定（うち中国人現地採用2人）

A Ｐ38

「EaGLES」の継続実施
Teijin Learning Centerの整備と実行

2013年5月～ 2014年1月 に欧・中・日で実施。
受講人員  88人（うち欧14人・中15人・日59人）

A Ｐ38

グループ会社間連携を促進する仕組み、制度の検討グローバル地域の人事責任者との連携体制構築 B Ｐ38

・特集掲載と毎回掲載・グループ報（季刊）に年3回掲載 B P39

グローバルリーダーの早期選抜・育成の加速優秀人財の早期選抜化の推進 A Ｐ38

・制度の定着化・時間単位年次休制度の導入 A Ｐ40

ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開

女性活躍の加速女性活躍の加速

・介護保険制度改正によるテキスト改訂。事業所を中心にセミ
ナー実施

・独自のテキストを作成し、大阪本社、東京本社、東京研究セン
ターでのべ4回実施、59人受講

A Ｐ40

・新任マネージャー層へのワークライフ・バランス制度研修の実施・3回実施、57人受講 A ウェブサイト

P41

P41

P41

P42

P42

アンケートシステムの改善（自動フィードバック機能追加）
フィードバックシステム・体制の強化（アンケート評価実施の全取引先
への評価結果フィードバック）

取引先CSRアンケート・評価の購買以外の部署およびグループ
会社取引先などへの拡大

国際購買部（上海）協業によるグループ中国関係会社へのCSR調達
活動指導、啓発推進

金額換算で経常利益の1％以上の寄付金拠出の継続

ボランティアサポートプログラムの拡大

社会貢献費用換算約12億円　経常利益の6％

社員がボランティア活動に参加する4団体に各10万円を寄付

国際購買部（上海）協業による中国取引先に対するCSRアンケート
拡大実施

自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった

自己評価 2014年度の目標 参照ページ2013年度の実施内容と成果

※4 非有効活用廃棄物：単純に焼却や埋立処分する廃棄物。
※5 ゼロエミッション：非有効活用廃棄物を廃棄物総発生量の1％以下に削減した状態。
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ISO26000対照表

中核主題 課題 取り組み項目 参照ページ

人権

労働慣行

環境

公正な事業慣行

消費者課題

コミュニティへの参画及び
コミュニティへの発展

組織統治
CSRマネジメント
計画・目標と実績・自己評価

リスクマネジメント

－

CSR調達

相談・通報制度

ダイバーシティの推進

企業倫理月間

人財マネジメント

企業倫理月間
人財マネジメントと労働CSR
CSR調達

人財マネジメントと労働CSR

人財マネジメントと労働CSR

健全な労使関係の維持

労働安全衛生

人財マネジメント
リスクマネジメント
防災活動

環境保全（化学物質の排出削減）
土壌・地下水汚染の防止
コンプライアンス・リスクマネジメント

社会課題の解決
環境保全（廃棄物の管理・削減）
環境配慮設計

社会課題の解決
環境保全（気候変動問題への取り組み）

生物多様性の保全
社会貢献

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス・リスクマネジメント

CSR調達

コンプライアンス・リスクマネジメント

顧客満足活動

品質保証

環境配慮設計

品質保証

情報セキュリティ

顧客満足活動

顧客満足活動

社会貢献　

社会貢献

社会貢献

－

－

社会貢献

－

P23-28
P45-48

P26-27

－

P41

P27

P15-20、39-40

P26

P38-40

P26
P38-40
P41

P38-40

P38-40

ウェブサイト

P36

P38
P26-27
P35

P31
ウェブサイト
P26-27

P13
P32-33
P34

P10
P30

P33
P42

P26-27

P26-27

P26-27

P41

P26-27

ウェブサイト

P37

P34

P37

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

P42

P21-22、42

P42

－

－

P42

－

1. 組織統治

1. デュー・ディリジェンス

2. 人権に関する危機的状況

3. 加担の回避

4. 苦情解決

5. 差別及び社会的弱者

6. 市民的及び政治的権利

7. 経済的、社会的及び文化的権利

8. 労働における基本的原則及び権利

1. 雇用及び雇用関係

2. 労働条件及び社会的保障

3. 社会対話

4. 労働における安全衛生

5. 職場における人材育成及び訓練

1. 汚染の予防

2. 持続可能な資源の使用

3. 気候変動の緩和及び気候変動への適応

4. 環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復

1. 汚職防止

2. 責任ある政治的関与

3. 公正な競争

4. バリューチェーンにおける社会的責任の推進

5. 財産権の尊重

1. 公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び
公正な契約慣行

2. 消費者の安全衛生の保護

3. 持続可能な消費

4. 消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決

5. 消費者データ保護及びプライバシー

6. 必要不可欠なサービスへのアクセス

7. 教育及び意識向上

1. コミュニティへの参画

2. 教育及び文化

3. 雇用創出及び技能開発

4. 技術の開発及び技術へのアクセス

5. 富及び所得の創出

6. 健康

7. 社会的投資

社会的責任に関する国際規格ISO26000の7つの中核主題に該当する活動を紹介します。
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本報告書目次 ウェブサイト掲載情報

社会性報告

環境・安全報告

CSR
マネジメント

経済性報告

CSR基本方針と推進体制

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス・リスクマネジメント

ESH（環境保全、安全・防災、健康）
マネジメント

環境保全

環境配慮設計

防災活動

労働安全衛生

品質保証

人財マネジメントと労働CSR

CSR調達

社会貢献

ステークホルダーへの付加価値配分

● グローバル・コンパクトへの参加

● アドバイザリー・ボード構成メンバー ● アドバイザリー・ボードにおける審議事項の例

● 企業倫理・コンプライアンスの浸透に向けた活動 ● 企業倫理全員研修確認シートによる調査

● 倫理意識調査アンケートの実施 

● 事業継続計画（BCP）、事業継続マネジメント（BCM）の進捗

● 情報セキュリティ

● 帝人グループESH基本方針 ● 帝人グループ地球環境行動目標

● ESH監査の概要 ● グループESH研修会

● グループESH報告会と事業グループESH大会 ● ESH会計

● マネジメントシステム認証の取得

● 業務用車両利用に伴うCO2排出量低減 ● オフィスにおけるCO2排出量削減

● LIME2を使用した排出化学物質環境影響 ● 土壌・地下水汚染の防止

● 環境インプット・アウトプット（過去5年間の推移） ● 生物多様性への基本的な考え方

● 事業活動による生物多様性喪失リスクと生物多様性保全の取り組みマップ

● 環境配慮設計チェックリスト評価項目概要 ● 環境配慮設計運用組織

● 環境配慮設計製品・プロセス認定リスト ● CO2削減貢献量算定のためのガイドライン普及への貢献

● 防災管理の推進体制 ● 防災診断の実施

● 労働安全の確保に向けた「安全活動3本柱」の推進 ● グループ内での労働災害情報共有と災害発生時の対応

● OHSAS18001適合証明取得状況 ● ナノ材料による健康被害の防止について

● 「帝人グループ健康ウォーキング」の開催

● PL・品質保証活動体系 ● 安全保障輸出管理体制の充実と継続的運用

● 顧客満足活動事例

● 帝人グループ人事方針と中長期計画 ● 人財育成・教育研修の基本的考え方

● 人財育成と教育研修 ● コア人財研修への海外人財選抜数の増加

● グローバル人財の採用 ● 退職者再雇用制度

● 障がい者の雇用 ● 配置・異動

● ワークライフ・バランス施策（介護休職、ボランティア休職 他）の推進

● 労務管理実態の把握 ● 健全な労使関係の維持

● 社員満足度アンケートの実施 ● 人財に関するデータ（正社員数、管理職数、退職者数 他）

● 購買・調達活動の基本方針 ● 購買の方針

● 購買の姿勢

● CSR調達ガイドラインに基づくサプライチェーン全体での配慮

● CSR調達ガイドライン ● 業務請負取引先への配慮

● 帝人グループ社会貢献基本方針 ● 社会貢献活動推進体系

● 2013年度社会貢献活動支出実績内訳 ● その他の社会貢献活動

● ステークホルダーへの付加価値配分表

http://www.teijin.co.jp/csr/

ウェブサイト掲載情報一覧
誌面の制約で本報告書に掲載できなかった情報をウェブサイトに掲載しています。
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本報告書目次 保証指標 参照ページ

環境・安全報告

社会性報告

経済性報告

CSRマネジメント コンプライアンス・リスクマネジメント

ESH（環境保全、安全・防災、健康）マネジメント

環境保全

防災活動

労働安全衛生

人財マネジメントと労働CSR

CSR調達

社会貢献

ステークホルダーへの付加価値配分

コンプライアンス・リスクマネジメント推進責任者研修の参加者数

社内・社外からの相談・通報内容（国内・海外合計）

緊急時安否確認システムを活用した通報訓練の参加者数

階層別研修参加者数

e-ラーニングの受講者数と修了人数

企業倫理全員研修確認シートによる調査の回答者数と回答率

海外グループ会社における全員研修の参加者数と参加率

グループESH研修会参加者数（国内）

グループESH研修会参加者数（海外）

ESHコンプライアンス内部監査員認定者数

ESH監査の概要

ESH会計（環境保全、安全・防災、健康に関わる投資額・費用額）

生産における温室効果ガス排出量

物流分野におけるCO2排出量と原単位

化学物質排出量

化学物質排出量上位10物質

水使用量・排水量

COD、BOD負荷量

SOx排出量

非有効活用廃棄物量

環境インプット・アウトプット

業務用車両利用に伴うCO2排出量

オフィスにおけるCO2排出量

重大事故発生件数

防災診断件数

ミニ防災診断件数

休業災害度数率

新卒総合職における女性採用数と割合

女性管理職数

「Hello-Again」制度による再雇用実績

育児休職取得者数

定年退職者のうち希望者の再雇用人数

障がい者雇用人数

法定雇用率の達成会社数

時間外労働時間数、年次有給休暇取得率

介護休職制度利用者数

ボランティア休職制度の利用者数

人財に関するデータ

取引先格付け別企業数比率

取引先格付け別調達金額比率

海外の取引先調査実施数

社会貢献活動支出実績

社会貢献活動支出実績内訳

ステークホルダーへの付加価値配分額

ステークホルダーへの付加価値配分表

P26

P27

P27

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

P29

P29

P29

ウェブサイト

ウェブサイト

P30

P30

P31

P31

P32

P32

P32

P32

P33

ウェブサイト

ウェブサイト

P35

ウェブサイト

ウェブサイト

P36

P39

P39

P40

P40

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

P41

P41

P41

P42

ウェブサイト

P43

ウェブサイト

信頼性向上の観点からKPMGあずさサステナビリティ（株）による独立保証を受けている指標は下記のとおりです。

保証指標一覧



52TEIJIN CSR Report 2014

独立保証報告






