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社長メッセージ

　３月に発生した東日本大震災で被災された皆さまに心より
お見舞いを申し上げます。
皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
当社としてもできる限り支援をさせていただく所存です。

 事業基盤の強化とさらなる発展へ 
　当社は、今年創業75周年を迎えました。これもひとえにお
客様からのご愛顧やお取引先からのご支援の賜物と深く感
謝申し上げます。同時に、諸先輩方の努力に心より敬意を表
する次第です。当社は、創業以来の「良品主義」、「総員参加」と
いう変わらない精神でものづくりに励み、また、変化を恐れる
ことなく各時代のニーズに応える製品、サービス等を世の中
に提案し提供してきました。これからもこの両輪をもとに邁進
していきたいと思います。
　主要な事業基盤である自動車産業においては、世界的に環
境保全や化石燃料枯渇の意識の高まりを受け、低燃費で高出
力な小型車、ハイブリッド車など環境対応車の需要は増して
きました。また自動車メーカー各社においては、次世代の電
気自動車の開発も進んでいます。当社としましても低燃費に
効果的なスパークプラグや関連部品でそれらの需要に対応
すべく、新製品を開発しています。電子・半導体業界において
はスマートフォン（多機能型携帯電話）やモバイル製品、その
他のデジタル民生機器、車載デバイスなど、また、新たな市場
開拓の柱としてタブレット型端末機器にも注目しています。
　当社では、10年後の当社グループのあり方を見つめ、「事
業基盤の強化とさらなる発展への足掛りの構築」を基本方針
とした、「第５次中期経営計画」を昨年から展開しています。そ
の中で次世代技術の開発計画の一つとして、近未来のエネル
ギーインフラの実現に寄与すべく、SOFC（固体酸化物形燃
料電池）や水素漏れ検知センサをはじめとした水素エネルギ
ー関連の製品群など、革新的な技術の開発に力を注いでいき
ます。

日本特殊陶業株式会社
代表取締役社長
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 CSR方針の制定
　今年４月、企業理念および企業行動規範をひも解き、そ
の目的と行動指針を整理して当社の「ＣＳＲ方針」を制定・周
知しました。先ずは、企業活動の基本分野となるコンプラ
イアンス体制とリスクマネジメント体制の再点検を行い、
弱点を見える化し改善を図っていきます。
　コンプライアンスは、法令・規則や企業倫理を遵守する
という、いわば守って当然の分野です。新たにコンプライ
アンス方針を定め、行動指針を示した訳ですから、役員や
従業員が自ら実践することにより、より健全な企業体質を
作り上げることができるものと信じています。そのために
社内教育や啓蒙活動を充実して、コンプライアンスの徹底
に努めます。グローバルな事業展開においても、それらの
情報を共有化し、各国・地域における課題の改善を図って
いきます。
　また、企業活動を円滑に継続していくためには、リスクの
管理を徹底し、早期に対処することが重要です。特に今回
の震災では想定外の事態が相次ぎ、当社グループにおい
ても、災害時における事業継続の難しさを再認識いたしま
した。当社グループの事業所の多くは東海地方に立地して
いるため、東海地震などの大規模地震発生時のシナリオを
見直し、製品をご利用いただくお客様、原材料を購入する
お取引先をはじめ、サプライチェーンに関係する全てのス
テークホルダーに対して、影響を最小限に抑えられるよう
努めてまいります。

 「エコビジョン2015」の取り組み
　私たちは、企業活動が地球上の生態系に対して、大きな
影響を及ぼしている事実を忘れてはなりません。そうした
意味からも地球環境問題は、人類共通の課題であり、企業
にとっては必須の取り組みと捉えています。2004年度か
ら昨年まで活動してきました「エコビジョン2010」では

100％の達成はできませんでしたが、一定の成果を得るこ
とはできました。今後は、2011年４月に策定した「エコビジ
ョン2015」の達成に向けて、地球環境の保全に貢献できる
ようグローバルかつ積極的に展開していきます。

 社会とともに生きる企業へ
　私たちが製品やサービスを提供し続けることができる
のは、さまざまな改善を積み重ね、社会から評価をいただ
いているからです。私は、当社の強みをさらに強化し、圧倒
的な品質と圧倒的なサービスをもって、これからもお客様
のニーズにお応えできる企業であり続けたい、そして、社
会とともに生きる企業であり続けたいと強く思うのです。
　そのために、企業を取り巻く環境の大きな変化を的確に
捉え、経営・社会・環境のバランスを取りながら、変革と挑
戦を続けていきます。
　その中でも特に、従業員が生き生きと働ける職場づくり
に努めます。従業員の満足が高まることは、お客様に満足
いただける品質とサービスを提供することにつながります。
そして、製品やサービスを通して当社の評価が高まれば、
従業員の意識やモチベーションに良い影響が及び、良い循
環が生まれます。私は、このような良い循環がある企業を
目指したいと思います。
　この度、2010年度の活動をまとめた『ＣＳＲ報告書
2011』を発行いたします。2010年４月からCSR推進室を
発足し、CSRの横断的取り組みをスタートしましたので、従
来の「環境社会報告書」から名称と構成を変更しました。皆
さまの忌憚のないご意見・ご感想をお寄せいただければ
幸いです。
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