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環境・社会報告書の対象範囲
■対象期間
この環境・社会報告書は、２０１２年度（２０１２年４月１日～
２０１３年３月３１日）の実績を主体としています(一部、２０１３年
４月以降の活動を含みます )。
■対象組織
この環境・社会報告書は、ＩＳＯ１４００１認証サイトの本社、本社
工場、安城南工場、減速機第２工場、東京営業所、大阪営業所を
対象組織としています。

発行年月 ： ２０１３年９月
作成部署および連絡先 ： ＩＳＯ推進室
ホームページ ： http://www.nissei-gtr.co.jp/

※これまで発行した環境・社会報告書は、当社ホームページで
　ご覧いただけます。
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トップメッセージ

　当社は、1942年にミシン部品の製造を目的と
して創業され、以来、そこで培った技術を核と
して歯車・減速機等の伝導機器へと事業領域を
拡大してまいりました。2012年度につきましては、
ブラザー工業株式会社の連結子会社となった
年であり、変化の年ともなりました。

　当社は、経営理念に「私たちは、良き企業市民
であるとともに、企業風土を活性化し、自主性・
創造性・チームプレイで３つの満足（顧客・
株主・従業員）を徹底追求します。」を掲げ、
その実現のため『ニッセイ企業憲章』に従業員が
順守すべき行動基準を定めております。
　行動基準のひとつに『地球環境の積極的な
保全活動』を掲げ、2000年にＩＳＯ14001の
認証を取得し、2008年までに国内全ての事業所
で取得を完了いたしました。

　「ものづくり」を基盤とする会社として、環境
負荷の少ない持続可能な地球社会の実現に
貢献していくために、生産活動では省エネ・
省資源への取り組みを推進し、一方、製品開発
設計においては、一層の省エネ・省資源機能を
強化した製品開発に注力してまいります。

　本報告書は、2012年度の取り組みや成果に
ついてまとめたもので、本報告書を通して当社の
考え方や取り組みについてご理解をいただくと
ともに、皆様のより一層のご支援、ご指導を
賜りますようお願い申し上げます。

株式会社ニッセイ
代表取締役社長

環境へ配慮したものづくりにより、
持続可能な地球社会の実現に
貢献してまいります。

トップメッセージ
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会社概要

会社概要

■事業概要

１９４２年ミシン部品の製造からスタートし、５５年に小型歯車の製造、６６年にはダイカスト鋳造を開始、７４年以降は
本格的にＧＴＲブランドの減速機等の伝導機器を自社製品として、製造・販売することで事業を拡大してきました。
お客様から信頼される製品づくりとサービスで「動力・伝導機器のリーディングカンパニー」を目指しています。

社　　　名 株式会社　ニッセイ
本社所在地 愛知県安城市和泉町井ノ上1番地1
設　　　立 1942年(昭和17年)3月12日
資　本　金 34億7千5百万円
工　　　場 本社工場、安城南工場、減速機第２工場
従 業 員 数  888名 (2013年3月31日現在)
事 業 内 容  1.各種減速機の製造販売
 2.各種小型歯車の製造販売
 3.ダイカスト製品等の製造販売
 4.マンション等の不動産賃貸
子　会　社 ・NISSEI CORPORATION OF AMERICA
 ・日静貿易(上海)有限公司
 ・日静減速機製造(常州)有限公司
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減速機事業の強み
豊富な製品バリエーション
多品種・少量生産による17万機種を超える標準品

1

歯車事業の強み

一貫生産能力
受注～設計～加工・熱処理～完成まですべて一貫生産

2

特注品対応力
構成部品の90％以上を内製化することで特殊仕様にも柔軟に対応

2

製品別構成比
（2012年度）

%
%
%

豊富な生産設備と生産能力
米国グリーソン社製傘歯切盤約120台を保有し、
OEM歯車業界トップクラスの各種小型歯車生産能力約150万個/月

1

短納期対応力
標準品は製品在庫を持たず受注から3日で出荷、緊急時には即日出荷も可能

3

減速機

歯　車

不動産賃貸
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製品一覧

製品一覧
■多様化時代のニーズにトータル・ギア・テクノロジーでお応えします

当社は、独自の歯切盤を開発し、ＨＲＨ（ハイレシオハイポイドギア）
という高減速比ギアを製品化しました。
品質を大切にした歯車づくりに力を注いでいます。

■お客さまに使いやすさで選んでいただける製品づくりを心がけています

軽量・コンパクト・高効率な製品であること。用途に合わせて選択していた
だけるよう、１７万機種以上の標準品を用意し、短納期（３日間）でお届け
すること。特注品にもフレキシブルに対応すること。
そして高い品質とともにお客様に対してスピーディーにお応えすることを
モットーにしています。

1． ヘリカルギア 3． 歯研スパイラルベベルギア

4． スパイラルベベルギア 6． HRH（ハイレシオハイポイドギア）

1． 中型ギアモータ 3． サーボモータ用減速機

4． ブラシレスギアモータ 5． ＫＯＭＰＡＳＳ（ベベルギアボックス） 6． ＩＰＭ高効率ギアモータ

2． 小型ギアモータ

2． ストレートベベルギア

5． ハイポイドギア
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CSRの取り組み
ニッセイ企業憲章（経営理念と行動基準）

ニッセイ企業憲章（経営理念と行動基準）

経営理念

私たちは良き企業市民であると
ともに、企業風土を活性化し、
自主性・創造性・チームプレイで
３つの満足（顧客・株主・従業員）
を徹底追求します。

■３つの満足追求のための行動基準
①顧客満足
私たちは、お客様の声や要望に耳を傾け、その声を
製品に反映させることにより、信頼される製品・サービス
を提供し、お客様とより強固な信頼関係を構築します。

②株主満足
私たちは、株主の期待に応える利益ある成長を実現し、
企業価値を高め、十分な株主還元を実現します。また、
適切、公正な企業情報を積極的に開示することにより、
企業の透明性と健全性を向上します。

③従業員満足
私たちは、経営活動の基盤である従業員のやる気・
人格・個性を尊重するため、一人ひとりの声を大切
にし、安全で働きやすい職場環境と能力開発の機会を
提供して、適正な処遇を実現します。

■良き企業市民であるための行動基準

ＣＳＲの取り組み
念と行動基準）念と行動基準）

し、
イで
員）

動基

で
）

基準 ■良き企業業市 あるための行動基準で市民で

顧客
お客さまの声や要
望をベースにした
信頼される製品・
サービスの提供

従業員
安全で働きやすい
職場環境・能力開
発の機会提供と適
正な処遇の実現　

株主
企業価値向上によ
る十分な株主還元
の実現と公正な企
業情報の積極開示

自主性
創造性

チームプレイ

私たちは、良き企業市民であるために以下の事項を
順守します。

①人権の尊重
一人ひとりの基本的人権とプライバシーを尊重する。

②法令・ルール等の順守
あらゆる企業活動の場面において、関係法令、社内
方針・規則、ルールおよび社会通念等を順守する。

③公正で自由な競争の維持
取引先や競合相手に対しては、公正で透明な取引、
自由な競争を行う。また、政治・行政関係者等に対して
は、贈賄行為や不当な利益供与、便宜供与とみられる
接待・贈与の供給は行わない。

④地球環境の積極的な保全活動
資材調達から製造、流通、使用、リサイクル・廃棄までの
ライフサイクルに関連して生じる環境への影響を
低減し、地球環境の保全活動に積極的に取り組む。

⑤地域社会への貢献
企業活動や個人活動を通じ、社会の一員として積極的に
地域社会に貢献する。

⑥反社会的勢力との対決
社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には
断固対決する。
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CSRの取り組み
コーポレートガバナンス／コンプライアンス／リスク管理

コーポレートガバナンス
基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンス（企業統治）の充実を
通じて、経営の迅速化と透明化を図り、より信頼される
企業としてステークホルダーの皆様の期待に応えて
いきます。

企業統治の体制の概要
当社は、親会社であるブラザー工業株式会社のグループ
全体としてのコーポレート・ガバナンスの整合性を確保し、
体制の強化・効率化を行うために、平成25年６月14日
開催の第105回定時株主総会での定款変更手続を
経て、「監査役会設置会社」に移行しました。

コンプライアンス
コンプライアンス（compliance）とは、一般に「法令
順守」と訳され、企業がルールを守って公正に活動を
行うことをいいます。当社では、法令だけではなく、
社内規則や企業倫理、ルールなどの順守全てを含めて
「コンプライアンス」と表現します。

リスク管理

■コンプライアンス教育
当社は「ニッセイ　コンプライアンスマニュアル」を
策定し、具体的なケースに応じた従業員がとるべき
行動基準を示しています。また、毎年の新入社員研修
では、社内規則やルール、社会通念（モラル）等の
コンプライアンスについて教育を実施しています。

■リスクマネジメント体制
当社は、取締役会直轄の「リスク管理委員会」を設置し、
グループ全体のリスク管理を推進しています。その
下部組織として５つの委員会を設置し、コンプライ
アンス、情報漏洩、自然災害、労働災害、健康障害、
品質、環境等の全社横断的リスクについて、定期的に
評価し適切な対策を検討実施しています。

■相談窓口「声」の設置
当社では、お客様、株主様、取引先の皆様、従業員の
生の声を大切にし、より円滑なコミュニケーションを
実現するため、相談窓口を設置しています。

経営理念を実現するための体制

執行役員会

【各委員会】

株主総会 監査役会

取締役会

社　長

執行役員

業務担当部門

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

品 質 管 理 委 員 会

情 報 管 理 委 員 会

安 全 衛 生 委 員 会

環 境 管 理 委 員 会
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環境活動報告
環境方針／推進体制／環境教育

環境活動報告
環境方針

基本理念
当社は、環境との調和が人類共通の重要課題である
ことを認識し、企業活動のあらゆる面で地球環境への
負荷を低減させる活動に、積極的かつ継続的に取り
組んでまいります。

（１）企業活動を通じ、省エネルギー、省資源、廃棄物の
削減、環境負荷物質の削減、温室効果ガスの
削減を推進し、環境汚染の予防と地球温暖化
防止に努めます。

（２）環境に配慮した製品を設計開発し、その販売に
努めます。

（３）継続的な環境改善を実施し、汚染の未然防止を
図ります。

（４）当社の環境側面に関係して適用可能な法規制、
協定、顧客要求、その他要求事項を順守します。

（５）地域社会への貢献、生物多様性への配慮のため
活動します。

行動指針

環境教育
毎年、全社年間教育計画に基づいて全従業員に対して
役割に応じた環境教育を実施しています。
年度始めに各課で年間教育計画を立て、保有する設備や
個人の役割について環境に関する教育を実施しています。
２０１２年度は２２名の新入社員に対して研修を行い
ました。このほか、新任管理監督者研修、内部監査員
説明会、内部監査員育成研修などを実施しました。

毎年の一般従業員に対する環境教育は、ＩＳＯ１４００１の
要求事項に従い、当社環境方針、自部門の環境目標や
年度計画の説明のほか、個人の環境上の役割を設定
します。
各個人で役割を持つことにより、参加認識を高め、この
役割を環境目標カードに記載し携帯することで自覚を
持って行動できるよう教育しています。

２０１3年度の環境方針は、以下のとおりです。

推進体制
■環境管理組織
２０１２年度より、ＩＳＯ活動の推進と環境リスクの効果
的な低減活動を目的とし、環境管理責任者を委員長と
する「環境管理委員会」を再編成しました。年度計画に
基づき半期ごとに開催し、環境管理活動を推進して
います。

執行役社長（ISO経営者）

環境管理責任者 ISO事務局

環境管理委員会 内部監査員

法的資格保持者

各部門組織

内部監査員育成研修
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■緊急事態訓練
当社は、緊急事態特定施設として７施設を特定し、毎年
災害や漏洩事故を想定した訓練を実施しています。
訓練は、指示書の手順に対して、サイト外への漏洩や
流出の防止に有効であったかを評価し、都度改善を
しています。また、日常的な監視や点検を実施し、災害や
漏洩事故の未然防止にも努めています。

■電子マニフェストの運用
産業廃棄物を適正に処理するため、収集運搬や処分の
手順を排出業者が運用・管理するマニフェスト制度が
廃棄物処理法で定められています。
当社では、２０１１年度より紙面でのマニフェストから
電子マニフェストの運用に変更しました。
電子マニフェストは、ＩＴ化のメリットである「情報の
共有」と「情報伝達の効率化」を活用し情報管理の合理化
を推進します。これにより、毎年の都道府県知事への
紙面での報告が不要になるなど、事務処理の軽減が
図れます。また、データ偽造等が不可能のため、都道
府県等の廃棄物処理監視業務の合理化や不適正処理の
原因者究明の迅速化に役立つなどのメリットがあり
ます。

法令・協定・自主基準の順守状況 ○：基準値内　△：一部基準値超　×：基準値超

下水

大気

ダイオキシン

騒音・振動

水質

測定項目

本社・本社工場

減速機第２工場

安城南工場

全社（１４箇所）

アルミ溶解炉

全社（工場境界）

対象事業所・設備

○

○

○

○

○

○

法　令

○

○

○

○

－

○

協　定

○

○

○

○

－

○

自主基準

法令順守
■法令・協定・自主基準の順守
当社は、環境方針「適用可能な法規制、協定、顧客要求、その他の要求事項の順守」を確実に実施するため、大気・
水質・騒音等について法規制基準値より厳しい自主基準値を設定しています。自主基準値は各設備の日常点検表に
盛り込み、測定・監視しています。
２０１２年度は、環境に関する法令の違反はありませんでした。
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環境活動報告
事業活動と環境負荷

上水使用量 ： １０６,６３６ｍ3

電気使用量 ： ２,７３７万kＷｈ

エネルギー

事業活動と環境負荷
２０１２年度の事業活動に投入した資源およびエネルギーのライフサイクルは次のとおりです。
当社の生産する主な製品は、歯車製品と減速機製品に分かれています。歯車製品は「材料出し」から「出荷」までの
一貫工程で生産され、減速機製品は主な部品を社内製作し、組み付け後、検査・梱包し出荷します。

INPUT

OUTPUT

製品：５,２８０ｔ

歯車製品生産工程 減速機製品生産工程

材
料
出
し

切
断

レ
ー
ス

歯
切

熱
処
理

研
磨

検
査

出
荷

成
型

ケ
ー
ス
加
工

モ
ー
タ
加
工

部
品
加
工

組
み
付
け

検
査

梱
包

出
荷

本社工場・安城南工場・減速機第２工場

大気への排出
CO2 ： １８,２６５t-CO2
ＮＯx ： １５,５４９kg
SOx ： １６０kg

水域への排出
下水道 ： １６,７６５m3
河川放流 ： ９０９m3

廃棄物
発生量 ： ５０９t
最終処分量 ： ４t

鋼材 ： ３,５３２ｔ
アルミ材料 ： ９５０ｔ
樹脂材料 ： ３５ｔ
電磁鋼鈑 ： １,６７８ｔ

資源
都市ガス ： ２２４万ｍ3

ＬＰＧ ： １９ｔ
重油･灯油等 ： １３４kＬ
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環境活動報告
環境会計

・２０１２年度の「環境保全コスト」では、
地球温暖化防止対策として、循環
ポンプにインバータの設置を行い
ました。
・省エネ対策としては、使用電力量
把握のため電力監視システムを
導入しました。
・有害化学物質対策としては「製品
開発」、「部品調達」、「製造」、「販売」の
一貫した対応のため、グリーン調達
支援システムを導入しました。

・２０１２年度の「環境保全効果」は、
「総エネルギーの投入量」、「温室
効果ガス排出量」、「廃棄物等総
排出量」が生産量ダウンにより減少
しました。
・「総排水量」、「NOｘ」、「SOｘ」に
ついては、発電機の運転により
増加しました。

＊２０１１年度の「エネルギー投入量」
は、集計に誤りがあったため修正
しました。
　また、２０１１年度の「温室効果ガス
排出量」は、２０１２年度の換算係数
を用いて再計算しました。

◆集計範囲 ： 本社工場・安城南工場・減速機第２工場
◆集計期間 ： ２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日

環境会計

■環境保全コスト

■環境保全効果

投資額

24,836

0

24,836

0

－

0

15,867

－

－

40,702

26,051

10,071

338

15,642

－

22,721

148,075

－

－

196,847

26,651

0

26,651

0

－

0

14,831

－

－

41,482

376,000

69

106,636

18,265

50

509

4

17,674

15,549

160

382,000

56

98,347

18,466

37

519

4

17,301

11,583

42

－6,000

13

8,289

－201

13

－10

0

373

3,966

118

31,658

16,871

0

14,787

－

22,740

156,520

－

－

210,918

費用額

2012年度
環境保全コスト

投資額 費用額

2011年度

事業エリア内コスト

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応コスト

総合計

内

　訳

効果の内容

総エネルギーの投入量（GＪ）

特定の管理対象化学物質投入量(ｔ)

水資源投入量（ｍ3）

温室効果ガス排出量（ｔ-CO₂）

特定の化学物質排出量・移動量（ｔ）

廃棄物等総排出量（ｔ）

廃棄物最終処分量（ｔ）

総排水量（ｍ3）

ＮＯｘ（ｋｇ）

ＳＯｘ（ｋｇ）

事業活動に
投入する資
源に関する
環境保全効
果

事業活動か
ら排出する
環境負荷お
よび廃棄物
に関する環
境保全効果

2011年度 2012年度 増減量

（千円）
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2012年度の活動項目に、全社目標の「生産性の向上」を取り入れ、各部門の業務の中で展開しました。会社目標と
環境目標の一元化により、取り組みやすく、環境活動を身近に感じ行動できるようになりました。

環境行動計画

活動項目 ２０１２年度環境目標 評価
※１

○
△
○
○

△
△

○
○

○
○

○

１．生産性の向上

３．社会貢献

２．著しい環境側面
　からの取り上げ

　※１　評価 ： ○目標達成　×未達　△改善は進むが一部目標未達

各部門の業務に関連した環境への取り組み

・管理本部　　：部門業務効率化支援、地域貢献など
・品質保証本部：品質異常件数の削減
・技術本部　　：生産性向上、故障対策など
・製造本部　　：不良金額の削減、加工時間短縮

（1）「生産活動」
　a）電気の受入（加工高比）
　b）ＣＯ₂の排出量（加工高比）
　　　　  ２０１０年度同月比 １．０％削減

（3）「製品」
　ａ）設計本部：省エネ製品の開発/製品の長寿命化
　ｂ）技術本部：加工時間短縮

（1）ボランティア活動の実施
（2）生物多様性への配慮

（2）「サービス」 
　a）営業本部：環境に配慮した製品の拡販
　b）技術本部：納品の短納期

省エネ対策で非常口の誘導灯をＬＥＤ化
誘導灯のランプをＬＥＤに更新することで、電力消費量が
年間３，５００ｋＷｈ削減できました。

TOPICS
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生産活動での取り組み
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生産活動での取り組み
省エネルギー
■電気使用量の推移
２０１２年度の全社電気使用量/加工高比は、２０１１年度
比３％増の１６３ｋＷｈ/百万円の増加になりました。
主な要因は、空調設備等による電気量の増加です。
活動として、加工時間短縮による使用量削減、休憩時の
消灯の徹底に加え、エアー漏れ対策の実施や週末の
エアー切り、エアー送気圧の低圧化の検討、設備機械の
暖機運転の短縮による使用量削減等を実施し、省エネ
ルギーに努めました。これからも継続して活動して
いきます。

化学物質管理
■ＰＲＴＲ法への対応
ＰＲＴＲ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」の２０１０年の
改正を受け、新たな該当製品は使用の回避を試みる
など、化学物質の適正な管理と削減に努めています。
「使用している部門で見える管理」を徹底し、ＰＲＴＲ法
対象の品目には、「ＰＲＴＲ法対象品」の明記を義務
付け、作業者にも識別できるよう工夫し、毎年使用部門で
年間購入量の確認・使用回避の検討を行っています。

■グリーン調達
当社は、原料や製品に含まれる化学物質の適正管理に
努め、安全・安心な製品づくりを推進するため「ニッセイ
グリーン調達基準」を制定しています。
調達基準に基づき、取引先に調達品の環境品質に対する
管理の徹底を依頼しており、その一環として、必要に
応じて文書のご提供をお願いしています。
２０１２年度より、製品含有化学物質情報管理システムを
本格的に導入し運用を開始します。新たな調達基準の
設定に伴い、再度取引先の皆様にはご協力をお願い
します。
当社のお客様への製品安全保証の充実を目指し、
サプライチェーン全体を通じた活動に取り組んで
いきます。

電気使用量推移（加工高比）

0
（年度）

1,000

2,000

3,000

4,000

7,000

6,000

5,000

（kWh／百万円）

20092008 2010 2011 2012

■ＣＯ₂排出量の推移
２０１２年度のＣＯ₂排出量/加工高比は、２０１１年度比
６％増の１８０ｋｇ-CO₂/百万円の増加になりました。
主な要因は、空調設備等による電気量の増加です。

2008 2009 2010 2011

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
（年度）

（kg-CO2/百万円） CO2排出量推移（加工高比）

2012

２０１２年度のPRTR法対象化学物質

塩化第二鉄

スチレン

ダイオキシン類

1-ブロモプロパン

メチルナフタレン

化学物質名

71

240

243

384

438

政令番号
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環境活動報告
開発・設計活動での取り組み

開発・設計活動での取り組み
環境配慮製品の設計・製品化
■ギアモータの高効率規制IE3対応への取り組み
近年諸外国の高効率規制への気運が高まる中、国内でも、
2013年1月28日の経済産業省　三相誘導電動機判断
基準小委員会において、国内の高効率規制に対する
指針が発表され、2015年度より0.75kW以上
375kW以下の容量に対し高効率規制が導入される
ことが決定しました。
当社においても、現行のギアモータGTRシリーズ
0.75kW、1.5kW、2.2kWが規制対象となります。
2012年度は、各容量（0.75kW、1.5kW、2.2kW）の
モータ効率がIE3規格値をクリヤする製品の研究開発を
行ってきました。
今後も、海外の高効率規制にも対応でき、省エネ効果に
より消費電力低減に貢献する製品を提供できるよう
研究開発に取り組みます。

■中国の高効率規格格上げへの対応
2012年9月に中国高効率規制GB18613-2006から
GB18613-2012へと規格が変更されました。当社に
おいても、速やかに認証変更手続きを実施し、2012年
8月より上記規格に対応するGTR MIDIシリーズ
0.75kW、1.5kW、2.2kWを中国高効率規格GB2級
認証品として発売しております。　

＊中国高効率(GB2級)認証ギアモータ

第１６回東京機械要素技術展・
　　　　　　　　　　関西機械要素技術展に出展
２０１２年６月東京ビッグサイトおよび２０１２年１０月イン
テックス大阪で開催された第１６回機械要素技術展に
出展しました。

TOPICS JIS C 4034-30

単一速度の

三相かご形

誘導電動機

対応する
JIS規格

対象モータ

IE3（プレミアム）

IE2（高効率）

IE1（標準効率）

国際規格効率
クラス（IEC規格）

高
　↑
　効
率

　↓
　低

IEC60034-30
2015年（7.5kW以上）
2017年（0.75kW以上）

高効率規格名 IE3規制開始時期予定

ＥＵ

GB18613-2012 2017年（GB2級）中国

KS C　4202 2017年韓国

NEMA　
MA1-12-12

2010年（0.75kW以上）
　※EPAct標準モータ・
　　ギアモータ対象外

米国

国名

【規格区分】

【各国規格】
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社会活動報告
お客様との関わり

【社会活動報告】
お客様との関わり
■歯車製品
当社は、試作品および量産受注品について、お客様の
開発・設計段階から参画させていただき、製品の生地
加工～熱処理～完成までを一貫生産しています。
この強みを活かし、受注から納品までのリードタイムを
短縮した「ものづくり」の実現を目指しています。
ＯＥＭ歯車業界トップクラスの各種小型歯車を月産
約１５０万個生産できる能力を有しています。

■減速機製品
１７万機種以上の標準品を揃え、さまざまな用途に応じた
使い勝手を実現、使いやすさでお選びください。

●ニッセイの７つの安心
・選択できます ・・　１７万機種以上の標準品
・適合できます ・・　９０％を超える内製化率
・間に合います ・・　短納期３日間対応
・安定した品質 ・・　Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ
・相談できます ・・　専任担当者が対応
・や　さ　し　い ・・　環境に配慮した製品づくり
・変　わ　ら　な　い ・・　ＧＴＲ発売以来取付部寸法同一

●展示会の出展
創立70周年を迎えた当社の歴史、歯車製品、減速機
製品をより深くお客様に知っていただくため、日本国内を
はじめ、各国の展示会に出展しました。
・ＧＴＲ－eco　高効率IPMギアモータ　位置制御タイプ
・ＧＴＲ高効率ギアモータ
　（国際規格効率クラス対応IE2、GB2）
・工作機械・ロボット業界向け精密歯車
・日静減速機製造（常州）有限公司の概要

●カスタマーサービスの充実
減速機製品は、お客様にご満足いただけるようお問い
合わせやご指摘などに対して、迅速かつ正確な対応を
心がけています。お客様相談デスク、ＣＳセンターＣＲＭ
デスクなど、お客様から寄せられた貴重なご意見は、
製品開発や改善に積極的に反映させていきます。

●お客様への緊急対応
ラインストップ時など「緊急で製品がほしい」という
お客様の要望にお応えして「スクランブル出荷サービス
（２４時間対応）」を行っています。このサービスは、
当社標準品全般が対象です（一部機種除く）。

石川

東京

＊深圳

愛知

＊天津

東京

大阪

＊上海

東京

東京

５月

６月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

11月

３月

開催地 開催月

第51回 機械工具見本市金沢 MEX 金沢 2012

第16回 機械要素技術展

第16回 華南工業控制自動化国際展覧会

新産業フォーラム未来展

第8回 中国国際工業自動化技術装備展覧会

国際物流総合展2012

第15回 関西機械要素技術展

2012 中国国際工業博覧会

第26回 日本国際工作機械見本市 JIMTOF 2012

第9回 国際水素・燃料電池展

2012年度　主な出展

＊中国

国際物流総合展2012
(東京)

新産業フォーラム未来展
（愛知）

第8回中国国際工業
自動化技術装備展覧会
（中国：天津）
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社会活動報告
お客様との関わり

■広告の掲出
当社の製品は設備に組み込まれるものが多いため、
日常生活の中で目にすることはあまりありません。多くの
方々に当社が動力・伝導機器の総合メーカーである
ことを知っていただくため、JR名古屋駅に広告を掲出
しています。

■品質向上への取り組み
当社は、２０００年に品質マネジメントシステム
ＩＳＯ９００１を取得し、営業、設計開発、購買、製造測定の
各プロセスで品質管理に努めています。

●品質管理委員会
品質管理は、企業にとって重要項目のひとつです。
当社では品質管理委員会を定期的に開催し、各プロセス
で掲げた目標の進捗状況の確認や、外部・内部・外注
クレームの是正内容の確認および再発防止対策に
ついて話し合い、品質保証プロセスの向上につなげて
いきます。

●品質力強化に繋げる５Ｓ活動
５Ｓ活動を通して、製造現場ならびに事務所における
現状の作業・業務のムダ・ムリ・ムラを明確化し、改善策を
施していきます。５Ｓ活動により、ものづくり力の足腰を
鍛え、改善改革活動の基礎作りを行うことにより、収益力
強化へと繋げていきます。
① ５Ｓ活動の全社浸透化を推進
② フォローアップを継続し、５Ｓ活動の定着化
③ 不良金額を削減することで収益力強化
④ 社員の５Ｓに対する意識の向上

●新幹線
ＪＲ名古屋駅新幹線の北改札口内南側壁面（下り：大阪
方面側）に電飾看板を掲出しています。

●東海道本線（上りホーム）
ＪＲ名古屋駅東海道本線１・２番線（上り：安城方面）の
先頭車両停車付近の柱に電飾看板を掲出しています。

品質方針
安心の品質づくり

品質強化の為に5S活動をツールとして活用する

目的 働き

■品質力強化に徹する活動！

■５S活動だけでは品質強化は出来ない

5S活動品質力強化

品質真因研究と再発防止対策までの改善を実施（モデル職場）

不良金額
分析

不良金額
分析

問題調査
（事実）
問題調査
（事実）

不良原因
分析

不良原因
分析

論理思考
分析法
論理思考
分析法

再発防止
対策

再発防止
対策

第二期　５Ｓ活動方針第二期　５Ｓ活動方針
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社会活動報告
取引先との関わり

取引先との関わり
■当社の調達に対する考え方
当社は、ニッセイ企業憲章の考え方に基づき、調達
基本方針を制定しています。これは相互信頼、相互発展、
さらにオープンで公正な競争機会の提供を主旨として
います。また環境への配慮、法令順守と機密保持の
徹底に努力いたします。

■取引先による展示会、
　商品説明会の社内開催
当社では、取引先による取扱商品の展示会、商品説明会
を積極的に社内で開催しています。新製品や省エネ
機器の情報など分野はさまざまです。こうした活動を
通じて、相互信頼と相互発展をより確かなものにして
いきます。

調 達 基 本 方 針

■調達方針説明会
２０１２年７月、第３回目の調達方針説明会を開催
いたしました。当社の現状、今後の方針と計画を理解して
いただくとともにパートナーシップをより強固なものと
することを目的に、２４１社の取引先に参加いただき
ました。

1.相互信頼に基づく相互発展
・当社は取引を通じて相互発展を図っていきます。
・そのためには、取引先との緊密なコミュニケー
ションにより強い信頼関係を築くことが重要で
あると考えています。

2.オープンで公正な競争
・当社との取引を希望される方々に対して、国籍・
企業規模・これまでの取引実績の有無を問わず、
オープンで公正な取引の機会を提供しています。
・取引先は、Q・C・Dおよび技術、サービス、経営
方針等に関する合理的な評価に基づいて、選定
しています。

3.環境に配慮した「グリーン調達」の推進
・当社はトータルな視点で、環境に配慮した開発・
設計、生産、リサイクル、廃棄活動を推進しています。
・そのために「環境に配慮された取引先から、環境
負荷の少ないものを購入する」ことを目指して
います。

4.地域社会への貢献
・企業活動や個人活動を通じ、社会の一員として
積極的に地域社会に貢献します。

5.法令順守と機密保持の徹底
・当社は調達活動において関連する法規を順守
しています。
・また、取引を通じて知り得た機密情報の取り扱いに
ついて十分な注意を払っています。
・当社は、私的な関係や個人的利害関係の禁止
など、調達活動における社会規範を尊重します。 



16　　nissei 2013 環境・社会報告書

社会活動報告
社会・地域との関わり

社会・地域との関わり
■職場体験受け入れ
当社は、社会貢献の一環として、職場体験学習を実施
しています。

●中学生向け職場体験学習
当社では、毎年地元中学生を受け入れ、職場体験学習を
実施しています。２０１２年度は、地元安城市の生徒
さんに、職場の見学や減速機の組立・分解を体験して
もらいました。ものづくりの現場を体験してもらうと
ともに、社会人としてのマナー、働くことの喜びや苦労を
学んでもらいました。

●河川清掃活動への参加
愛知県安城市は、明治用水の恵みを受けて田園が広がる、
のどかな都市です。当社は、この「安城の原風景」を
保全するため、「エコネットあんじょう」が主催する環境
保全活動に参加しています。
２０１２年度は、１１月４日に半場川クリーン活動へ参加し、
河川清掃を実施しました。1９名の従業員と家族が
参加し、半場川堤防とその周辺のゴミ拾いを行いました。
半場川流域で、鯉やメダカが泳いでいる環境を維持
していけるよう、今後とも環境保全活動に参加して
いきます。

●少年野球教室／ニッセイ杯の開催
伝統のある野球を通じて地域に貢献したいと考え、
野球技術の向上と、野球の楽しさを知ってもらうことを
目的に、２００３年から毎年野球部の現役選手・ＯＢが
コーチとなり「少年野球教室」を開催しています。また
「ニッセイ杯少年野球大会」を開催し、県内のチームの
子供たちが熱戦を繰り広げています。

国民体育大会優勝
２０１２年度の国民体育大会（岐阜清流国体）で
当社軟式野球部は２年連続優勝を果たしました。
（出場15回、優勝3回、準優勝3回）

TOPICS
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従業員との関わり
■人材育成の考え方
当社は、経営資源であるヒト、モノ、カネのうち、特に
ヒトを重要視しています。人材育成では、職場管理改善
能力向上を目指すとともに、当社固有技術・技能の
レベルアップを図っています。やる気×やり方＝成果 の
方程式を根底に置き、従業員のモチベーションを高め、
効果的な人材育成を目指しています。

●自己申告制度
当社では、従業員自身が、将来にわたり会社で身に
付けたい知識・技能・資格等（キャリア形成）を自ら考え、
行動するための「自己申告制度」があります。新たな
キャリア形成を行うため、申告された内容については、
積極的に支援していきます。

●安全衛生委員会
当社は、毎月安全衛生委員会を開催し、安全衛生管理の
向上と労働災害防止対策の徹底を図っています。定期的
なパトロール、その指摘事項の改善・是正の報告、月度
重点目標に沿った活動の実施を通じて、工場内の安全
向上に努めるとともに、従業員一人ひとりの意識の
向上を図っています。安全衛生活動計画により、月別に
目標を掲げ、健康管理の徹底、職場環境整備の充実
などを実施しています。

●防災訓練の実施
２０１２年度は東南海地震を想定した震度６強の地震が
発生した場合について訓練を実施しました。
　① 避難訓練（全従業員を対象）
　② 救急救命（ＡＥＤ訓練、応急手当・担架搬送）
　③ 対策本部（情報伝達、役員の意思決定）
　④ 消火訓練（自衛消防隊による消火活動）
　⑤ 停電対策（発電機の作動訓練）
実効性のあるものにするために、今後とも継続して
いきます。

人材育成の目的
1．積極的行動や活動ができる人材を育成する
2．管理技術・固有技術を習得し、業務に積極的に
活かしていける人材を育成する活かしていける人材を育成する
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通信教育

▶積極的に行動できる人材

▶習得した技術・知識を
　業務に活かせる人材

●通信教育
自己啓発の支援・促進のため、
通信教育を奨励しています。
当社従業員専用の通信教育
パンフレットを作成し、全従業員
を対象に配付しています。開講
は原則として４月､１０月の年２回
で、受講料は会社が半額補助
しています。

■労働安全衛生
2012年度は、以下の取り組みを実施しました。
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