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1. お客様への責任
(1) 基本的な考え方
日立金属グループは、日立伝統の「落穂拾い精神」に基づく品質保証活動理念のもと、これまで構築してきた品
質保証技術に磨きをかけ、お客様とお客様の先に存在する消費者の皆さまに喜ばれる製品を提供することで、
社会に貢献していきたいと考えています。

1988 年 7 月 1 日
社長
品質保証活動理念

1．「品質保証活動理念」制定の趣旨
当社は、つねに技術に精進し、特色ある高品質製品を製造販売して社会に貢献することを社是と
している。
品質保証活動は当社の「もの作り」の立脚点であり、日常業務の基本として実践してきたところで
あるが、さらに徹底を期するため、ここに当社の品質活動理念を明確にし、全社共通の規範として
制定する。

2．品質保証活動理念
当社の品質保証活動は、日立伝統の「落穂拾い精神」に基づくもので、その活動理念は次のとお
りである。
（1）品質最優先と顧客第一主義
顧客に対する数ある責任の中でも「品質は全てに優先」する。
顧客に喜ばれ、信頼され、社会のために役立つことを第一義とする。
（2）品質の作り込みと顧客の立場に立った検査
品質は企業活動の原点である。開発、製造、販売をはじめ全部門がつねに品質に留意し、そ
の向上に一致協力して、はじめて「品質を製品に作り込む」ことが出来る。
製造と検査は品質保証活動の両輪である、完全なる製造技術と設備、生産管理、常に顧客の
立場に立った検査が当社製品の品質を保証する。
（3）事故に対する誠意ある対応と再発防止
品質上の不具合で顧客に迷惑をかけた場合は、誠心誠意問題を解決しなければならない。ま
た、これを教訓としてその原因を十分に吟味し、再び過ちを起こしてはならない。
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(2) 品質保証体制
各カンパニーおよびグループ会社の品質保証部門は、管轄する製品の品質保証業務を行い品質向上に努め
ています。また、2016 年 1 月に、グロ－バルでの品質保証体制の強化を目的に、品質保証本部を新設しまし
た。品質保証本部は、各部門の品質活動が円滑に進むように、全社品質保証活動の推進や品質教育の実施
等を通して、全社的な視点で各部門をサポートしています。
日立金属グループの製品は素材・部品が中心で、お客様も鉄鋼、自動車、エレクトロニクス業界と多岐にわたる
ため、製造拠点ごとにお客様のご要望に応じた品質保証を実施しています。国内製造拠点は、ISO9001 または
ISO/TS16949 の認証を取得して品質保証体制を整えています。また、日立金属グループは、北米、アジア等に
製造拠点を設け、適地適産を展開しています。国内の製造拠点は海外製造拠点のマザー工場として、製造技
術と品質の面から密接に連携し、指導を行っています。海外製造拠点についても、そのほとんどが ISO9001 ま
たは ISO/TS16949 の認証を取得しています。

(3) 製品安全
①安全な製品の提供体制
新製品や開発品については、製品の徹底した PS（製品安全）レビューを通じて安全な製品に仕上げていま
す。また、全社および各カンパニー、各工場にそれぞれ製品安全に関する委員会を置き、互いに連携しなが
ら PS 活動を展開しています。その結果として、201７年度においても、PS に関する製品事故の発生はありま
せんでした。日立グループ全体で取り組んでいる製品含有化学物質管理についても力を入れて取り組んで
います。

②品質問題の対応体制
製品事故が発生した場合には、顧客第一主義の観点で誠意のある対応を行うとともに、全ての事故を定めら
れた情報ルートに従ってカンパニーやコーポレートに伝えます。製品事故の対策には、事故の直接原因と、
事故の背景となった心理的要因を含めた本質的な原因の 2 つの原因追究が必要です。日立金属グループ
では後者を「動機的原因の追究」として特に重視し、再発防止と未然防止に努めています。事故等の失敗か
ら学ぶ活動として、日立グループ伝統の「落穂拾い」会議を各カンパニーの製造拠点やグループ会社等で毎
年開催しています。

(4) 製品含有化学物質の管理
日立金属グループは、有害物質を含まないモノづくりを実現するために、グローバルな視点での「環境 CSR 対
応モノづくり」活動を推進しています。図に示すように各段階で有害物質を含まない仕組みを運用することによ
り、製品に含有する化学物質の特定を推進し、REACH 規則等に対し化学物質の登録・届出・お客様への情報
伝達を行います。また、円滑に情報伝達ができるよう、お客様や取引先と協力していきます。
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＊1 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals
＊2 EU の「RoHS 指令」と同等の特定化学物質の含有表示の規定として、2005 年 12 月の 「資源循環利用促進法」
の改正とともに制定された JIS 規格（JIS C 0950: 2005）のこと。正式名称は、「電気・電子機器の特定の化学物質
の含有表示方法（the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic
equipment）」。
＊3 正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」。製品に含有する化学物質の特定を推進し、化
学物質の登録・届出・お客様への情報伝達を行います。

(5) 第三者の視点での評価
品質のさらなる向上をめざして、お客様をはじめ第三者的な外部機関の評価も真摯に受け止め、改善活動を進
めています。その中で、改善活動が認められ、国内外のお客様から品質優秀賞や優秀サプライヤ－賞も頂いて
おります。これは品質が安定していたことに加え、品質保証体制がお客様に高く評価されたことが大きな要因で
す。
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2. お取引先とともに
(1) CSR 調達の基本方針
日立金属は「『最良の会社』を具現して社会に貢献する」という経営理念のもとに、資材調達の基本的な考え方
を「調達方針」として定め、Web サイト上で公表しています。ビジネスがグローバルに進展する中、日立金属グル
ープのすべての企業でこの「調達方針」を共有し、みずからの事業活動を通じて社会に貢献することを目指して
います。お取引先とともに信頼関係に基づく公平・公正な事業風土を醸成しつつ、法令、社会規範を遵守し、人
権、環境にも配慮した社会的責任を遂行していくための努力を続けています。

調達方針
～資材調達の基本的な考え方～
●オープン・グローバルな調達
国籍や企業規模、実績の有無を問わず、自由競争原理に基づく開かれた購買であり続けます。
●公平・公正な取引
お取引先の選定は、品質・価格・納期・技術力・経営の信頼性・サービスなどの経済合理性につ
いての公平・公正な評価に基づいて行います。
お取引先からの個人的給付は受け取りません。
●パートナーシップの構築
すべてのお取引先と対等かつ公平な立場で取引します。
長期的観点より相互理解と信頼関係の維持向上に努め、継続的な努力により共に成長発展で
きる関係を築くことをめざします。
●法の遵守
調達活動にあたっては、関係法規を遵守し社会規範に従います。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
●人権・労働安全衛生への配慮
調達活動にあたっては、人権・労働安全衛生へ配慮します。
お取引先にも、人権・労働安全衛生への一層の取り組みを要請します。
●機密情報の保持
調達活動を通じて知り得たお取引先の機密情報の取り扱いについては、自社のものと同等な注
意を払い、お取引先の承諾なしに第三者に開示し、また目的外での利用はいたしません。
●環境の保全
調達資材の選定においては、環境保全に積極的に取り組まれるお取引先ならびに環境負荷の
少ないものを優先します。
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①サプライチェーン CSR 推進ガイドブックの制定
日立金属では、2017 年 5 月に「日立金属グループ サプライチェーン CSR 調達ガイドライン」を改訂、Web サ
イトに公開しました。その内容は、人権の尊重と環境への配慮、公正取引と倫理、安全衛生や品質・安全性、
情報セキュリティ、社会貢献など、企業の社会的責任として認識されている CSR の考え方を幅広く織り込ん
だものです。自社のみでなく、サプライチェーン全体で社会的責任を果たすという理念を共有し、信頼関係の
維持発展を図ってまいります。また新規取引開始の際にはこの方針をお伝えすると同時に、日立金属グ
ローバル・コンプライアンス・プログラム（ＨＭＧＣＰ）に基づく贈収賄リスクに関する企業調査も行っており、取
引先審査の強化も推進しています。

WEB サプライチェーン CSR 推進ガイドブック
http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp11_04.html

②コンプライアンス
日立金属は取引を行う上で、法令・社会規範の遵守徹底に日々努めています。定期的に事業所の調達部
門の担当者が集まり、法令等に関する講習受講や確認を行う機会を設けています。その他、法令遵守のた
め、下請代金支払遅延等防止法の遵守を自主的にチェックする社内ルールを設けて運用しており、「法を守
り正道を守る」を歩む取り組みを行なっています。

③グリーン購入
日立金属は地球温暖化防止、資源の循環的な利用、生物多様性や生態系の保全など、環境配慮の考え方
をお取引先と共有するために、1998 年「グリーン調達ガイドライン」を発行して以来、最新の法令、化学物質
規制に対応した改訂を重ねて参りました。最新の情報を共有することによって、環境負荷の低減（省資源、省
エネルギー、リサイクル、製品含有化学物質の適正管理）に取り組んでいます。

⑤ 調達 BCP の取り組み
日立金属では、地震・風水害等の自然災害や、テロ・疫病・火災・停電等による事業停止リスクを最小限に抑
えるために、調達 BCP に取り組んでいます。調達ソースの多元化・複数分散化等の調達保全策を推進していくと
ともに、主要なお取引先に対して BCP 施策の確立を要請するなど、調達保全リスクの極小化を推進していま
す。
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(2) グローバル化対応
グローバル調達ネットワークをヨーロッパ、北米、アジアで確立し、グローバルな調達基盤の拡充を行っていきま
す。ネットワークの中で調達方針を共有し、CSR リスク対応の強化を推進していきます。

① 現地調達の推進
日立金属ではグローバルな事業拡大に伴い、世界各地で最適なお取引先から開かれた調達活動を行うため
の現地調達活動を推進しています。世界 4 地域（北米、欧州、アジア、中国）に現地調達活動を支援する
GPO(Global Procurement Office)を設置し、各地域からのお取引先の開拓に努めるとともに、CSR 調達の推
進にも取り組んでいます。

②紛争鉱物問題への対応
2013 年 1 月に施行された米国金融規制改革法において、コンゴ民主共和国とその隣接国（以下、DRC 諸
国）から採掘される紛争鉱物（武装勢力の資金源となっているタンタル、スズ、タングステン、金）を使用してい
る米国上場企業に対し、米国証券取引委員会（SEC）に報告する義務を課されました。これは暴虐行為や深
刻な人権侵害を行っている武装集団の資金源を断つことが目的です。日立金属グループは、人権侵害行為
に加担する意思はなく、サプライチェーンを透明化し、今後も責任ある調達活動を実践するために、
EICC/GeSI が開発した Conflict Minerals Reporting Template（紛争鉱物報告書）を活用して鉱物の原産国お
よびサプライチェーンに関する調査を継続しています。同時にＣＦＳ（Conflict Free Smelter）からの調達も引き
続き要請して参ります。
*CFS（Conflict Free Smelter）： 紛争鉱物問題に取り組む団体であるEICC/GeSIが設立した組織であるＣＦＳＩ
（Conflict Free Sourcing Initiative）が「同地域での紛争に関わっていない」と認定した製錬業者のこと。
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3. 社会・地域社会とともに
(1) 基本的な考え方
日立金属グループは、スポーツ振興、環境保護、社会福祉、芸術・文化、地域社会活動、災害支援等の分野に
おいて、グループが関わる全世界の地域社会発展のため社会貢献活動を行っています。社会福祉団体や教育
機関等とも協働し、地域社会が日立金属グループに何を求めているかを感じ取り、堅実な活動を継続的に実施
します。
会社としての社会貢献活動だけでなく、従業員のボランティア活動を支援するボランティア休暇やボランティア
活動を表彰する制度等により、よりよい社会の実現のために貢献する企業風土の醸成に努めています。
日立金属の特色ある社会貢献活動としては、宮下格之助博士（当社元副社長）寄贈基金等で設立された公益
財団法人 日立金属・材料科学財団への支援を通じて我が国の材料科学技術の研究に寄与しています。また、
公益財団法人日本美術刀剣保存協会が 1977 年に復活させた「日刀保たたら」操業に協力し、日本の伝統文
化保全に貢献しています。

(2) 2017 年度に実施した社会貢献活動
2017 年度は日立金属グループとして、スポーツ大会等各種イベントの開催や環境保全活動、工場見学の受け
入れ、寄付等により 2 億 5 千万円相当*の社会貢献活動を行いました。その主な内容は以下の通りです。
*活動に要した従業員や自社施設に関わる換算費用等を含みます

ジャンルと活動内容

社名、事業所名

社会福祉協議会、社会福祉施設への車椅子等の寄付

日立金属㈱本社

赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金

日立金属㈱、国内グループ会社

献血活動に協力

日立金属㈱、国内外グループ会社

福祉団体等を通じ、低所得者およびその子供たちへの
食糧、衣類、毛布、玩具等の寄付および福祉団体への寄付*１
メキシコ小児がん団体
(Mexican association helps children with cancer) への支援
低所得者、高齢者向け住宅建築団体の活動参加

社会福祉

地域住民支援施設への支援（保育所、消防署、病院）
アメリカがん協会主催
がん啓発スポーツイベントへの参加
動物保護施設での保護活動参加

日立金属㈱、国内外グループ会社
HC Queretaro, S.A. de C.V.
Hitachi Metals America, LLC.
Hitachi Metals (India) Private Limited
Waupaca Foundry, Inc.
San Technology, Inc.
HC Queretaro, S.A. de C.V.
Waupaca Foundry, Inc.
Hitachi Metals America, LLC.
Hitachi Cable America, Inc.
Waupaca Foundry, Inc.

地元高齢者への食事会開催

Hitachi Metals Hong Kong Ltd.
*２

低所得者層の子供へのクリスマスギフトプログラム 、学用品

Hitachi Metals America, LLC.

支援

Metglas, Inc.

老人福祉施設後援

Namyang Metals Co., Ltd.

盲導犬協会への支援

Hitachi Metals America, LLC

小児白血病支援団体へのサポート

Hitachi Metals America, LLC
38
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ジャンルと活動内容

社名、事業所名

社会
福祉

Ward Manufacturing, LLC
Pacific Metals Co., Ltd.

低所得者学生支援
老人施設への支援
若松区中学生軟式野球大会開催

Pacific Metals Co., Ltd.
*３

㈱日立金属若松

健康・医学、
スポーツ
学術・研究教育
文化
芸術
環境

中学校親善スポーツ大会開催*４

日立金属㈱安来工場

和彊杯バレーボール大会開催

日立金属㈱真岡工場

熊谷さくらマラソン大会協賛*５

日立金属㈱熊谷地区工場、グループ会社

軟式野球連盟桑名支部長旗争奪中学校野球大会協賛*６

日立金属㈱桑名工場

西部地区少年野球大会協賛

日立金属㈱桑名工場

地域競技会への従業員審判派遣

日立金属㈱社内運動部

社内運動部（バスケットボール、テニス、野球、剣道部等）
による小・中学生、高校生へのスポーツ教室開催

日立金属㈱各工場、国内外グループ会社

日立さくらロードレース支援

日立金属㈱茨城工場

日高地区日立金属カップミニバスケットボール大会主催

日立金属㈱茨城工場

鳥取県日立金属杯中学バレーボール大会*７

日立フェライト電子㈱

スポーツ振興資金財団へスポーツ振興を目的とした寄付
（ラグビーワールドカップ 2019 等）

日立金属㈱

群馬県「昭和の森」チャリティゴルフコンペ協賛

㈱日立金属ソリューションズ

なかうみマラソン全国大会協賛

日立金属㈱安来工場

中国五県都市対抗野球大会協賛

日立金属㈱安来工場

苅田町民ふれあいマラソン大会協賛*８

日立金属㈱九州工場

地域スポーツ大会への支援(チャリティ大会含む)

国内外グループ会社

かすみがうらマラソンボランティアでの視覚障害者のガイド
ヘルパー

㈱日立金属ネオマテリアル

（公財)日立金属・材料科学財団を通じた支援

日立金属㈱

大学への教育支援金寄付

日立金属㈱、海外グループ会社

小中高校向けの科学セミナープロジェクト

海外グルーブ会社

地域学校での出前授業とサポート

AAP St. Marys Corporation
Waupaca Foundry, Inc.
Hitachi Metals (India) Private Limited

「日立サイエンス・セミナー」
（日立財団と科学技術館共催）への参画*９

日立金属㈱

学校等の工場見学受け入れ

日立金属㈱各工場、国内外グループ会社

若松労働基準協会・実技講習講師派遣

㈱日立金属若松

工業用ロボットの構築とプログラミングを競うイベントの支援
(First Robotics Competition)

Metglas, Inc.

地域教育委員会の教育振興支援

日立金属㈱安来工場

ひたちやすぎ吹奏楽団による演奏会

日立金属㈱安来工場

地域博物館、芸術団体への寄付

Waupaca Foundry, Inc.

鳥取砂丘除草ボランティア*１０

日立フェライト電子㈱

森林保全活動参画（島根 CO2 吸収認証制度）

日立金属㈱安来工場
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ジャンルと活動内容

社名、事業所名

環境
地域社会の活動、史跡・伝統文化保全
災害
被災地
支援
防災
施設
まち
開放
づくり
その他寄付等

植樹活動

San Technology, Inc. 他

事業所近隣の清掃活動

日立金属㈱各工場、国内外グループ会社

仙台・多賀城エコフォーラム

東北ゴム㈱

離宮の水保存会への寄付

日立金属㈱山崎製造部

日本交流センターへの寄付

Hitachi Cable America Inc.

刃物鋼シンポジウム支援

日立金属㈱安来工場

やすぎ刃物まつり協賛

日立金属㈱安来工場

「日刀保たたら」操業支援、ミニたたら操業指導*１１

日立金属㈱安来工場
㈱日立金属安来製作所

日高夏まつり開催*１２

日立金属㈱茨城工場、㈱茨城テクノス

「Cultural Festival」開催

Hitachi Metals (India) Private Ltd.

地域のお祭り、スポーツ大会への支援

日立金属㈱各工場、国内外グループ会社

日立さくらロードレース支援

日立金属㈱茨城工場

鋳物記念館（九州工場内）の運営

日立金属㈱九州工場

九州北部豪雨災害義援金

日立金属㈱

竜巻被害者への復興支援

Waupaca Foundry, Inc.

「子ども 110 番の家」登録

日立アロイ㈱

交通安全・防災等行事への参画

日立金属㈱各工場、国内外グループ会社

グラウンド、体育館、テニスコート、福利厚生施設、駐車場等
の一般開放

日立金属㈱各工場、国内グループ会社

オーチャード・ロードのクリスマスライトアップ協賛

Hitachi Metals Singapore Pte. Ltd.

”日本デー（デュッセルドルフ）”運営支援

Hitachi Metals Europe GmbH

地元幼稚園、小学校への清掃道具寄付

PT. HITACHI METALS INDONESIA

地元プロサッカーチームへの運営支援

Hitachi Metals Europe GmbH

日立財団など各種団体への寄付

日立金属㈱、国内外グループ会社
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*1 低所得者への食料支援活動
(Hitachi Metals America, LLC.)

*2 低所得者層の子供たちへのクリスマス
ギフト
(Hitachi Metals America, LLC.)

*3 若松区中学校軟式野球大会開催

*4 中学校親善スポーツ大会開催
（日立金属㈱安来工場）

*5 熊谷さくらマラソン大会協賛
（日立金属㈱熊谷地区工場）

*6 軟式野球連盟桑名支部長旗争奪
中学校野球大会協賛
（日立金属㈱桑名工場）

*7 鳥取県日立金属杯中学バレーボール
大会
（日立フェライト電子㈱）

*8 苅田町ふれあいマラソン大会協賛
（日立金属㈱九州工場）

*10 鳥取砂丘除草ボランティア
（日立フェライト電子㈱）

*11 ミニたたら指導
（日立金属㈱安来工場、
㈱日立金属安来製作所）

（㈱日立金属若松）

*9 日立サイエンス・セミナー共催
（日立金属㈱）

*12 日高夏祭り大会開催
（日立金属㈱茨城工場、
㈱茨城テクノス）
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4. 従業員への責任
(1) 労使関係
「相互信頼の基盤」に立った労使関係のもと、お互いがそれぞれの基本的権利と義務を尊重し、労使共通の課
題に誠意をもって取り組んでいます。経営方針や事業計画、経営施策等は各種審議会を通じて十分な説明を
行うとともに、労働組合の声も聞きながら各種施策の迅速な実現をめざしています。2010 年度からはカンパニ
ー制に対応した労使体制も本格運用をスタートし、コミュニケーションの密度を高めることによってさらに充実し
た労使関係を構築していきます。また、日立金属グループ各社の労働組合は日立金属グループ労働組合連合
会を形成し、定期的にグループの経営方針や計画等を説明し意見交換する場を設定することで相互理解を深
めています。

(2) ダイバーシティの推進
「イノベーティブな企業文化を創造させることが企業価値を増大させる」という考えのもと、日立金属ではダイバ
ーシティ＆インクルージョンを重要な経営戦略とし、さまざま施策に取り組んでいます。
特に女性活躍をダイバーシティ推進の重要なテーマとして経営陣の強いコミットメントのもと、さまざまな施策を
積極的に推進しています。
【女性活躍推進における活動方針】
① 新卒採用における女性の採用比率の目標化（技術系 10％、事務系 40％）※2017 年度は達成
② 定着支援の充実（キャリア支援、管理職層の意識改革等）
③ 女性社員の計画的な登用（女性管理職目標 2018 年度 1.5％）
こうした取組みが評価され、2018 年 3 月、女性活躍推進に優れた企業として、2017 年度「なでしこ銘柄」に選定
されました。今後も継続してダイバーシティ推進に取り組み、誰もが活躍できる環境づくりに努めていきます。

①障がい者雇用の推進
障がい者雇用に関して、1998 年に特例子会社として設立した(株）ハローも 20 周年を迎え、2018 年度からは
日立金属ハロー（株）と社名を変更してさらなる発展を期しています。また、2006 年に（株）桑名クリエイト（現日
立金属ファインテック（株））が特例認定を受ける等、日立金属グループは早くから障がい者雇用に積極的に取
り組んでおり、地域からも表彰を受ける等、高い評価を得ています。
その他にも(株)日立金属安来製作所では、担当者自らが、企業在籍型職場適応援助者（2 号ジョブコーチ）の
資格を取得し受け入れ体制を整えるとともに、職業センター、生活支援センター、養護学校、ハローワークを
通じて障がい者の積極的採用を行って実績を挙げています。今後も引き続き日立金属グループ全体でのさら
なる雇用拡大に努めていきます。
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障がい者雇用率推移
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
10年度

11年度

12年度

13年度

雇用率

14年度

15年度

16年度

17年度

法定雇用率

②次世代育成支援・女性活躍推進法
日立金属では、次世代育成支援施策として 2008 年度に子ども手当を創設し、子育てする従業員へのサポー
トを強化しました。
また、出産・介護を機に退職した従業員の再雇用制度を 1992 年にいち早く導入する等、積極的な取り組みを
行っています。育児・介護・看護に関連した休職・休暇制度については、2016 年度より育児休暇の取得期間を
満 3 才に達する月の末日まで拡大し、介護休暇については介護期間中、介護休暇給付金として給与の半額
相当を補助する等、多様な人材が働きやすい環境を整備しました。また、看護については家族看護休暇とし
て看護対象を子だけではなく本人または配偶者の父母、配偶者まで拡大する等、各制度の適用範囲・期間・
日数において改正育児介護休業法による規定を上回る整備をしています。さらに、2016 年 4 月から施行され
た女性活躍推進法に伴って「次世代法・女活法」一体型の行動計画を作成し、弊社の今後 3 年間の取り組み
（間接部門の年間総労働時間縮減、ダイバーシティ採用比率の設定）について公開しています。

両立支援制度の利用者数
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

育児休業

24

23

24

25

32

育児短時間勤務

33

28

35

35

40

介護休業

1

0

0

1

1

介護短時間勤務

2

0

0

0

1
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(3) 労働安全衛生
①労働災害撲滅への取り組み
2017 年の日立金属グループの安全成績は、休業災害件数単独 7 件、国内連結グループ 9 件と、減少傾向
から一転し前年比増加となり、反省の多い１年となりました。昨年の災害内容を分析すると、ヒューマンエラー
起因の災害が 9 割を超える状況にあり、特に未熟練労働者（作業経験年数 3 年以内）の災害が増加してい
ます。また一歩間違えれば重大災害に至る恐れのあった災害も依然発生しています。このような状況を踏ま
え、2018 年は、「『安全と健康はすべてに優先する』を、一人ひとりが確実に実行しよう」 をスローガンに、日
立金属グループ全体で安全衛生活動を展開しています。重点施策として、①「安全と健康はすべてに優先す
る」ことの浸透、②重大災害・重傷災害につながる作業・行動のリスクアセスメント、③ＯＨＳＭＳの取組み、④
残存リスクの見える化、5S3 定活動、指差確認活動等による安全衛生活動の基盤強化、⑤化学物質のリス
クアセスメントの計画的実施等を推進していきます。

労働災害度数率の推移
全産業
製造業
鉄鋼業
日立金属グループ

2013 年
1.58
0.94
0.88
0.33

2014 年
1.66
1.06
0.92
0.25

2015 年
1.61
1.06
0.67
0.31

2016 年
1.63
1.15
0.69
0.27

2017 年
1.66
1.02
0.83
0.55

②一人ひとりの心とからだの健康増進の取り組み
健康管理に関しては、「心」と「からだ」の健康づくりを積極的にサポートしています。
「からだ」の健康づくりについては、定期健康診断後の二次健診 100％受診勧奨や生活習慣病等の保健指
導に注力しています。また、「心」の健康づくりについては、ストレスチェック制度を毎年実施しており、本人の
気づきを促進するとともに、ストレスチェックによる集団分析結果から職場環境の改善を図ります。
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(4) 人材育成
①基本的な考え方
日立金属は「最良の会社を具現し社会に貢献する」ことを経営理念とし、質を追求する経営方針のもと、「変
革」と「挑戦」で新たなグローバル成長をめざします。非連続な市場環境の中で、グローバル企業として成長
を遂げていくためには、日立金属ならではの特色ある製品を継続的に開発し、グローバル市場に送り出すこ
とができる人材の育成が不可欠です。
｢人｣に対する日立金属の考え方は、創業以来の基本精神である社是｢龢則彊(和すれば強し)｣に凝縮されて
います。一人ひとりが個性を発揮した強い個が連動する、「グローバルで実行力のある日立金属人」の育成
をめざした活動を続けています。
コミュニケーションシンボル“Materials Mag!c”に込められた｢私たち一人ひとりが“成長への原動力”となる｣と
いう決意のもと、一人ひとりが専門力を磨き、自ら課題を発見し、行動・解決できる人材、また、余人をもって
代え難い「一隅（いちぐう）を照らす人材」となるよう、会社として支援しています。

②研修・教育制度
OJT、そして OJT を支える人事制度、研修等の OFF-JT の 3 つを相互に連動させた人材育成体制を構築し
ています。企画系の研修等の OFF-JT については、日立金属の経営理念、社是をベースに人材像・人材要
件を設定し、この要件に合わせた研修を計画、実施しています。経営層、企画・管理系、技術系、営業系、基
幹系、グローバル系のカテゴリーに分けた研修体系を構築しています。

③世代を担う人材の育成
企業の持続的成長を図るために、グローバル規模で次代を担う人材の早期選抜と計画的育成に取り組んで
います。
・次世代を担う人材の育成
次世代を担う人材の育成プランを策定し、計画的な人事ローテーションやタフアサインメント、OFF-JT 研
修プログラムを実施しています。また、MBA 取得のための海外留学も支援しています。
・海外現地経営人材の育成
海外グループ会社における、ナショナルスタッフ（現地人材）のうち、将来の幹部候補者を中心に育成を支
援していくとともに、責任ある地位への登用を含めた人材育成施策を進めています。

(5) 福利厚生
従業員とその家族の生活が、より豊かで安定したものとなるよう、寮や住宅手当といった住居支援制度や
財形貯蓄、団体保険など、さまざまな施策を通じて支援しています。
また、2003 年には従業員の自助努力や自立を支援する福利厚生として「カフェテリアプラン制度（選択型福利
厚生プラン）」を導入、独身寮や社宅、医療等の従来型の福利厚生に加えて、「能力開発」「育児」「介護」「健康
づくり」等、それぞれの従業員のライフスタイルやニーズに応じたメニューをそろえています。従業員は自分の持ち
点（カフェテリアポイント）の範囲で、必要な支援を必要なときに選択できます。
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(6) ライフプランサポート
少子高齢化や老後のライフスタイルの多様化が進む現代においては、明確なライフプランを持つことがますま
す重要になっています。日立金属では、定年後の生活設計の基礎となる情報（退職金、企業年金、厚生年金、
健康保険、雇用保険等）の提供や、定年後の生き方・働き方について見つめ直す機会として、ライフプランにつ
いてのセミナーを開催しています。

(7) 従業員構成
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

(2014年3月末)

(2015年3月末)

(2016年3月末)

(2017年3月末)

(2018年3月末)

従業員数（人）

6,362

6,306

5,966

5,858

6,315

男性

5,720

5,660

5,339

5,241

5,654

女性

642

646

627

617

661

女性比率（％）

10.1

10.2

10.5

10.5

10.5

平均年齢（歳）

42.1

43.0

43.5

43.9

43.6

平均勤続年数（年）

19.2

20.0

20.6

21.0

21.0

10

10

11

12

16

2.11

2.24

2.34

2.40

2.31

女性管理職（人）
障がい者雇用率（％）
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5. 株主・投資家への責任
(1) 株式と株主の状況
2018 年 3 月 31 日現在の日立金属の発行済み株式総数は 428,904,352 株、株主総数は 29,148 名（単元未満
株式のみを所有する株主を含む）です。所有者別の株主分布状況は以下の通りです。

区分

株主数（名）

所有株式数（単元）

所有比率（％）

金融機関

71

613,323

14.32

金融商品取引業者

50

24,999

0.58

その他の国内法人

545

2,344,927

54.75

外国法人等

513

947,748

22.13

個人その他

24,991

352,253

8.22

注 1 単元未満株式を除きます
注 2 自己株式（13,279 単元）は、個人その他に含めています

(2) 利益配分に関する基本方針
日立金属は、お客様のニーズや技術の進化とグローバル化の中で、国際的な競争力を強化し、企業価値の増
大を通じて、株主の皆さまへ長期的かつ適正な利益還元を行うことが会社の責務であるという認識のもと、中長
期で成長することを主眼に経営環境、将来の事業展開および業績を総合的に勘案して株主の皆さまへ利益配
分および内部留保を決定することを基本方針としています。
内部留保資金は、将来の事業展開を見据えて、新素材の開発・製品化、新事業の創出および競争力のある製
品の増産・合理化等に投資するものとします。また、自己の株式の取得は、機動的な資本政策の遂行を可能と
すること等を目的として、その必要性、財務状況、株価水準等を勘案して適宜実施するものとします。

(3) 情報開示・IR 活動
日立金属グループは、透明性の高い「開かれた企業」として信頼を得るため、迅速・正確かつ公平な会社情報
の開示を適切に進めるべく、社内体制の充実に努め、タイムリーな情報発信を行っています。
日立金属のコミュニケーション室を中心として各部門が連携し、四半期ごとの決算情報開示を行い、機関投資
家・アナリストの皆さまを対象とした決算説明会等も開催しています。また、決算情報にとどまらず、個別事業の
トピックスや中期経営計画の開示等も、Web サイト等を通じて積極的に行っています。より詳しく経営方針等を
説明するために、統合報告書、Web サイトをはじめとした情報発信ツールを充実させています。
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