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マネジメント

日本特殊陶業のCSR

企業理念 （1996年11月制定）

　私たちの企業理念は３つの要素で構成されています。

［ スローガン ］　
私たちは、相互信頼を深め、未来を見つめた新たな
価値を提案し、世界の人々に貢献します。

2┃ 経営姿勢

社員の個性と能力を活かす環境を整え、総力を結集して信頼に基づく経営を行います。

3┃ 行動指針

絶えず前進します！  何がベストなのかを常に考え、スピーディーに行動します。

2
経営姿勢
Management 
Policy

3
行動指針
Action Guideline1

存在意義
Commitment

企業理念

●社会への貢献
時代が要請する新たな価値を、優れた品質とと
もに人々に提供することが、私たちの使命です。 

●グローバルな企業活動 
グローバルな企業活動を通じて、世界の人々に
愛され、親しまれる企業となります。 

●技術立脚の提案型企業 
独創的な商品をいち早く開発・提案し続けるリ
ーディング・カンパニーでありたいと願っていま
す。これからも、セラミックで蓄積した経験を活
かし、新たな分野に挑戦します。

●個性と能力の尊重
健全な発展のために、社員の個性と能力を最大
限に活かす環境を整えます。優れた環境は、最
も重要な独創技術を生み出すと同時に、豊かな
人間形成を育む源泉でもあります。 

●総力の結集 
一人ひとりの活動を有機的に結び付け、戦略経
営を心掛けます。 

●信頼に基づく経営 
日本特殊陶業は創業以来、多くの人々に支えら
れてきました。お客様をはじめ、当社と関わりの
ある全ての人からの信頼が、私たちの貴重な財
産です。これからも、一歩先の時代を読み、誠実
な経営でさらに信頼を深めていきます。

●絶えず前進
現状に満足することなく、常に新しい目標に向か
ってチャレンジします。絶えず前進する積極的な
姿勢こそが私たちの活力であると確信します。 

●ベストをめざす 
何がベストであるかを常に考え、自らを発展向
上させます。 

●スピーディーな行動 
的確な判断と素早い行動で、変化に対応します。

1┃ 存在意義

最善の技術と蓄積した経験を活かし、世界の人々に新たな価値を提案します。



ＣＳＲ
企業の社会的責任。
Corporate Social 
Responsibility。
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マネジメント

ＣＳＲ*の考え方

ＣＳＲ推進体制

　企業理念に基づき、当社グループの経済・環境・
社会活動をグローバルな視点で再点検し、社会へ
の説明責任を果たし、企業価値の向上、ひいては社
会の持続的発展に寄与することを「私たちのＣＳＲ」
と考えます。ＣＳＲに関する取り組みは幅広く、お客
様に良い商品をお届けすること、株主・投資家の皆
さまに会社情報を分かりやすく最適な形でお知ら
せすること、お取引先とともに発展するよう努める
こと、従業員が安全で働きやすい環境を整えること、

交通安全をはじめ地域の諸活動に参加することな
ど、さまざまです。これらＣＳＲに関する活動は、これ
までも各部署にて取り組んできましたが、２０１０年
４月に専任部署であるCSR推進室を設置しました。
また、2011年4月、企業理念、企業行動規範の下に、
調達方針など10の方針を総称したCSR方針を制定
しました。今後は、これらの方針に基づき、ＣＳＲを多
角的に、かつ検証しながら進めていきます。

　既存の委員会組織を見直し、CSR委員会とCSR
推進部会を設置しました。CSR委員会は、各委員
会・部会、各部署のCSRに関する活動の把握、評価、
提言を行い、全体最適なCSR活動によって基盤強
化を目指します。CSR推進部会は、コンプライアン
ス、情報開示などの個別テーマについて協議し、対
策立案を進めます。CSR推進部会のメンバーに、全
社品質委員会など既存委員会の事務局が加わるこ
とで、全社一体となった推進体制を整えています。
また、社外講師による研究会の開催など、CSRの浸
透活動も行っています。

■ CSR に関する歩み
1996年11月「企業理念」制定
1998年  2月「企業行動規範」制定
1998年  4月 倫理委員会 設置
2003年  2月「企業倫理ヘルプライン制度」制定
2004年11月「企業行動規範」改正、『行動規範ガイドブック』発行
2005年  4月「個人情報の取扱いに関するガイドライン」発行
2005年  8月 輸出管理委員会 設置、「輸出管理規程」制定
2007年  1月「機密管理ガイドライン」発行
2007年  2月「機密管理規程」制定
2008年  9月 内部監査室 設置
2009年  4月「企業防衛マニュアル」策定
2010年  4月 ＣＳＲ推進室 発足
2010年10月 ＣＳＲ委員会 設置
2011年  4月「ＣＳＲ方針」制定

企業理念

企業行動規範

CSR委員会 CSR推進室（事務局）

CSR推進部会

全社品質
委員会

安全衛生
委員会

環境
委員会

機密管理
委員会

輸出管理
委員会

コンプ
ライアンス

リスク
マネジメント 情報開示 人権 社会貢献 CSR調達

企 業 価 値 の 向 上

CSR推進組織

CSR方針

・ リスクマネジメント方針
・ コンプライアンス方針
・ 情報セキュリティ方針
・ 基本品質方針
・ 情報開示方針

・ 調達方針
・ 人財方針
・ 労働安全衛生基本方針
・ 社会貢献方針
・ 環境方針

CSR推進 ※各方針は、関係する各ページに記載しています。

■ CSR推進体系
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