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グリーン購入の要件

ＣＳＲ調達
お取引先に対して、社会
的責任行動に関する調
達基準を提示し、それを
遵守することを要請して
いく継続的な購買・調達
活動。人権、労働条件、安
全衛生に対する経営管
理も対象にしている。
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社会性報告

お取引先とともに

基本的な考え方
　より良い原材料や部品等を、適正な価格でより
タイムリーに安定的に調達するためには、お取引先
との健全なパートナーとしての信頼関係を構築す
ることが欠かせません。緊張感を持って切磋琢磨し、
ともに発展することを目指す活動をサプライチェー
ンを通して行うことで、お互いの信頼を高めていき
ます。

新組織体制
　サプライチェーンを通してお取引先との信頼と
連携を高め、調達方針の実現を目指すため、
【CHANGE ＆ CHALLENGE！】を合言葉に、調達
部門の組織を刷新しました。

■ 調達本部組織

企画部

調達部
企画管理室

取引先開発室

材料関連
調達課

設備関連
調達課

海外開発
調達課

部品関連
調達課

調達本部

＜新組織の重点課題＞

・事業部間の横串による、事業部戦略、購買戦略な
どの情報共有

・お取引先の情報、購買データの一元管理
・海外調達機能および開発購買機能の強化
・お取引先への支援、評価、監査の枠組みと仕組
みの再構築

・ＣＳＲ調達＊の推進

調達方針

私たちは、良品主義の下、世界最適調達の実現を
目指しています。その実現に向けてお取引先との
連携を強化し、CSRの取り組みをサプライチェー
ン全体で推進するとともに、原材料・部品等の調
達にあたっては、次の考えに基づき、適正な購買
取引を実践します。

【行動指針】
● 公正、透明、自由な競争基盤の下、合理性に基
づく取引を行います。

● お取引先の選択には、品質・技術・価格・納期の
他、継続的な改善に取り組む姿勢を総合的に
判断します。

● 国内外の関係する法令を遵守し、良き企業市
民を目指した活動を推進します。

● より良いものを（品質）、適正な価格で（コスト）、
より早く（納期）、安定して、調達します。

● 地球環境により優しいものを購入することを
目指し、グリーンサプライヤー制度の推進を図
ります。

● お取引先に私たちの姿勢を理解していただく
ために、良きパートナーとして相互信頼を樹立
し、相互発展を図ります。

Voice

　私たち調達部門にとっての使命は、ただ単に製造部
門や技術部門の購買ニーズに応えるだけでなく、当社
として最適調達実現を目指し、ともに製品を作り上げ
ていくパートナーとして変わっていくこと。そして、そ
のために、お取引先の皆さまと信頼関係で結ばれたパ
ートナーとして、適正かつ健全な取引関係を築くこと
です。この社内外のパートナーシップ構築が、当社と
お取引先との未来に繋がります。
　調達本部はその実現を目指し、お
取引先の皆さまのご理解とご協力を
得てCSR調達を実行してまいります。

調達本部長　常務取締役
中川 武司

会社方針説明会

会社方針の共有
　当社の置かれた現状と、目指すところをご理解
いただくため、主要お取引先を招待し、会社方針説
明会を開催しています。
　2010年5月に開催した説明会では、業績、第5次
中期経営計画とそれに基づく各部門の方針につい
て説明し、当社の進むべき方向を表明して、厳しい
環境をともに乗り越えることを確認しました。また、
環境負荷物質対応、品質向上とコスト削減、CSRの
一層の推進等、責任ある対応を要請しました。
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