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第三者審査を受けて

　本報告書より、名称を「CSR報告書」に改め、ページ構成を大きく見直しました。
これまで、ステークホルダーを意識した編集が課題だったため、最も身近なステ
ークホルダーである従業員の声を掲載したことが評価されました。その一方で、
グローバル企業としての情報開示は引き続き課題となっています。
　指摘事項のうち、説明が不十分だった点は既に修正しましたが、仕組みの構築
など対応に時間を要する事項については、今後の課題として改善していきます。

ステークホルダーメッセージ

第三者審査

吉田 健一様
名古屋市瑞穂区長

　2010年4月のCSR推進室発足以降のCSR方針の体系的整理や推進体制について、大変よく
理解することができました。特に、社会性報告という単元において、企業としての方針や体制・目
標等を、ステークホルダーごとにまとめている点は、多様な住民の方と直接に接触する区役所の
業務において、大変参考になる面があります。
　今回、特集で取り上げられております「大災害発生時への対応」では、東日本大震災において、
生命の安全確保、事業継続へ素早く対応し、各種支援活動に取り組まれたことがわかります。大
規模地震に備え、防災活動に努めるとともに、本社工場では地元学区と覚書を締結しており、頼
もしく感じております。
　また、地域社会とのコミュニケーションを図り、さまざまな形での社会貢献活動に取り組んで
いることについては、今後とも大きな期待をしており、末長く良きパートナーとしての関係を維持
していきたいと考えております。

　『CSR報告書2011』は、情報開示方針に基づき、わかりやすく、信頼できる報告書を目指して編集しています。その確認のため、
テュフ ラインランド ジャパン株式会社による第三者審査を受けました。審査は、重要な情報が漏れなく開示されているか、情報が
正確に測定・算出されているか、開示情報と根拠資料との整合がとれているか、などを検証する形で行われました。

RGB



46CSR Report 2011 46CSR Report 2011

アンケート結果

2010年度に発行した『環境社会報告書2010』のアンケートにご回答いただき、ありがとうございました。
いただいたご意見を参考に、本報告書の掲載情報を選定しました。今後もよりよい情報開示に努めます。
なお、今回初めて従業員（主に管理職）からアンケートを回収しましたので、その結果も併せて報告します。

Ｑ1 日本特殊陶業の 環境保全活動について、
 ご存知でしたか？

Ｑ3  『環境社会報告書２０１０』の中で、とくに関心を持
たれた項目にレをご記入
ください。

また、良かった項目に○
を、不十分だった項目に
×をご記入ください（いく
つでも可）

＜上位3つ＞
■社長メッセージ
■環境保全 －事業による環境負荷
 －マネジメント

＜（○の数－×の数）の上位4つ＞
■社長メッセージ
■環境保全 －事業による環境負荷
  －マネジメント
  －製品

＜上位3つ＞
■社長メッセージ
■［特集１］ＳＯＦＣの開発
■社会貢献

＜（○の数－×の数）の上位4つ＞
■社長メッセージ
■［特集１］ＳＯＦＣの開発
■［特集２］ブラジル特殊陶業の５０年
■社会貢献

■第三者審査報告書の文字が小さいので改善
してほしい。

　（回答） 文字を大きくしてご覧いただけるよう、
   WebにPDFを掲載しました。
■ステークホルダーの顔とコメントがあるとよい。
 （回答） 従業員のVoiceを取り上げました。

■海外法人の活動をもっと知りたい。
 グローバルでの報告書にしてほしい。
 （回答） 海外法人の事例紹介を増やしました。
  報告範囲をグローバルに拡大できるよう、
  日常活動に取り組みます。
■製品に関する報告を増やしてほしい。  
 （回答） 水素関連製品を特集で取り上げました。

Ｑ2  『環境社会報告書2010』 はいかがでしたか？

Ｑ4 『環境社会報告書2010』を主にどのような立場で
お読みになられました
か？

Ｑ5 日本特殊陶業グループの環境・社会活動に関する
ご意見・ご要望、知りたい
テーマなど、ご自由にご
記入ください。
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■アンケートのお願い
『ＣＳＲ報告書２０１１』を最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今後もさらなる内容の向上に努めますので、
折込のアンケートにご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

＜個人情報の取り扱いについて＞ ご記入いただいた個人情報は、次年度の報告書をお届けするためだけに使用させていただきます。
 アンケートの回答を集計して結果を公表する場合は、個人情報が特定できる形での公表は行いません。

Fax ： 052-872-5999
e-mail ： csr@mg.ngkntk.co.jp

社外のステークホルダー 社内のステークホルダー（従業員）
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