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掲載頁 用語 解説

4 ROE
企業の収益性を見る指標の一つ。自己資本がどれだけ効率的
に使われているかを見るもので、ROEが高いほど収益力が高
い。［ROE＝当期純利益÷自己資本］

6 BCP
Business Continuity Planの略。企業などが大災害、大事故
などの緊急事態に遭遇した場合においても一定のレベルで業
務を継続する、または中断しても早期復旧を果たすための行
動計画のこと。

6 コンプライアンス
企業が社会の一員として企業倫理を高め、法令、国際ルール、
社会規範ならびに社内諸規程の精神・趣旨を理解し、これらを
遵守することにより企業の社会的責任を果たすことをいう。

6 リスクマネジメント
企業経営において、事業に関連するさまざまなリスクを組織
的に管理する活動。具体的には、リスクの発生を回避、もしくは
リスク発生時の損失の低減を図ること。

7 オンタイムデリバリー お客様の指定納期通りに納入すること。

9 三元触媒
ガソリン車の排出ガスに含まれる有害物質（一酸化炭素〔CO〕、
炭化水素〔HC〕、窒素酸化物〔NOx〕）を酸化・還元によって浄
化する装置。

12 CSR 企業の社会的責任。Corporate Social Responsibility。

12 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。

14 特定輸出申告制度
コンプライアンスに優れた輸出者を、税関が特定輸出者とし
て承認し、特別な優遇を与える制度。通関手続きの迅速化や
セキュリティ対策の強化を目的とする。特定輸出者の承認を
受けると、通関手続きが迅速かつ確実になることから、リード
タイムおよび物流コストの削減等の効果も期待される。

15 スマートデバイス スマートフォンやタブレット型端末など、あらゆる用途に利用
できる多機能な情報処理端末のこと。

15 個人情報の保護に
関する法律

個人情報の適切な取り扱いを定めた法律。本人の了解なく個
人情報を流用することができないことなどが規定されている。

15 不正競争防止法
事業者間の公正な競争を確保するための法律。営業上の信用
や機密を保護しており、機密情報を不正取得、不正利用、不正
開示する行為などが禁止されている。

16 BIA
Business Impact Analysisの略。不測の事態によって業務
が停止した場合の影響を、定量的・定性的に分析し、評価する
こと。BCP策定の際の最初のステップであり、不可欠な作業。

17 コーポレートガバナンス 企業統治と訳される。経営者が企業を最適に、健全に運営し
ているかを監視すること、またはその仕組みをいう。

17 執行役員制度 執行役員制度は、経営を担当する取締役と、業務執行を担当
する執行役員の役割分担を明確にする制度。

17 内部統制報告制度
財務報告の信頼性向上のため、2006年の金融商品取引法の
改正により、上場会社は、事業年度ごとに内部統制報告書の
提出が義務付けられ、公認会計士・監査法人による監査の対
象となった。金融商品取引法の改正前の名称は、証券取引法。

20 QCサークル活動
QCとは、Quality Control(品質管理）の略。職場内で小人数
のグループを作り、製品の品質管理や改善、不良品の低減、安
全対策などに自発的に取り組むこと。

20 TQM
Total Quality Managementの略で、総合的品質管理と訳
される。企業における経営の“質”向上に貢献する管理技術、
経営手法である。

22 FTSE4Good Index 
Series

FTSEグループ（英）が開発し、管理する責任投資指数。環境、
人権、サプライチェーン労働基準、贈収賄防止、気候変動など
の基準によって評価され、指数に選定される。

22 IR活動 Investor Relationsの略で、投資家向け広報と訳される。経
営、財務、業績の詳しい情報を発信する活動。

22 SRI
収益性や成長性などの財務的分析だけでなく、法令遵守や雇
用問題、人権問題、社会や地域への貢献など、環境対応や社
会的活動などを含めた総合的な評価によって、投資先企業を
選定する投資手法のこと。

22 海外ロードショー 企業のトップなどが海外の機関投資家を直接訪問し、決算内
容や事業戦略などを説明する活動のこと。

27 JISHA方式適格
OSHMS基準

中央労働災害防止協会（JISHA）が策定し、公表。厚生労働省
の労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に沿って
OSHMSが適切に導入され、労働安全衛生水準が段階的に向
上するような適切な運用が行われているかを判断するための
基準。

27 度数率 災害発生の頻度を表すもので、値が小さい方が良い。次式より
算出する。［度数率＝災害発生件数／延実労働時間数×100万］

28 リスクアセスメント 職場に潜在する危険性や有害性を見つけ出し、それを評価し
て、除去・低減するための手法のこと。

29 KYT
危険予知訓練の意味で、Kiken Yochi Trainingの略。作業に
潜む危険を出し合うことで、危険への感受性を高めることを目
的として実施する訓練のこと。

29 WBGT
Wet-Bulb Globe Temperature（湿球黒球温度）のことで、
スポーツや職場での熱中症を予防するために使用される指数。
環境省では「暑さ指数」という。

29 作業環境測定
適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、作
業環境中に有害な因子がどの程度存在し、労働者がどの程度
有害因子にさらされているかを把握すること。第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ
管理区分として評価する。

29 産業医
企業内にあって、労働者の健康管理等を行う医師。労働安全
衛生法では、常時50人以上の従業員を使用する事業場では
選任しなければならないことを義務付けている。

29 ヒヤリハット 幸いにも事故に至らなかったものの、重大な事故に発展した
かもしれない出来事。ヒヤリとしたり、ハッとしたりするもの。

32 TABLE FOR TWO
対象となる低カロリー定食を購入すると、1食につき20円の寄
付金が開発途上国の子どもの学校給食（1食20円）になる。私
たちが1食とるごとに開発途上国に1食が贈られる仕組み。特
定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalが実施。
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32 タグラグビー 通常のラグビーからタックルなどの接触プレーをなくした安

全な球技。

32 ペットボトルキャップの
回収活動

キャップ800個がポリオワクチン1人分に相当。特定非営利活
動法人エコキャップ推進協会が実施。

34 LCA
ライフサイクルアセスメント。原料の採取、製造、流通、廃棄・リ
サイクルなど、製品のライフサイクル全体における環境影響
を定量的、客観的に評価する手法。

34 PRTR物質
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律で指定された化学物質のこと。この法律に
は、環境への排出量などを把握して届出を行う制度が規定さ
れている。

34 VOC 揮発性のある有機化合物の総称。大気汚染物質である光化
学オキシダントや浮遊粒子状物質の発生原因となる。

34 生物多様性 生態系、生物種、遺伝子が多様であること、および、それらが
維持されていること。

34 マテリアルフロー
コスト会計

Material Flow Cost Accountingを略してMFCAという。
製造プロセスにおける資源やエネルギーのロス（不良品など）
に投入した材料費、加工費、減価償却費などを把握し、コスト
評価する手法のこと。

34 地球温暖化 大気中に熱を閉じ込め地表を温める効果のあるガス（温室効果ガ
ス）が増加したことにより、地球の平均気温が上昇している現象。

36 ISO14001
環境マネジメントシステムに関する国際規格。本規格に沿った
システムを構築した事業所は、外部機関から認証を受けるこ
とができる。

37 エコ・エフィシェンシー
事業活動に伴う環境負荷に対して創出される経済価値の割合
を示す指標。数値が大きいほど好ましい。

［エコ・エフィシェンシー＝売上高／環境負荷］
※基幹システムの変更により、分子を付加価値生産額から売
上高に変更しました。

39 温室効果ガス
地球温暖化の原因となるガス。京都議定書では、CO2、メタン、
一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカ
ーボン、六フッ化硫黄を指定している。

39 省エネ法

エネルギーの使用の合理化に関する法律。石油危機を契機と
して1979年に制定された。工場等、輸送、住宅・建築物、機械
器具の4分野の規制が定められている。
2008年の法改正により、工場等のエネルギー管理の規制体
系が、工場・事業場単位から事業者（企業）単位に変更された。
エネルギー使用量が1,500kL（原油換算）以上の事業者は特
定事業者として指定され、エネルギー管理統括者などの選任
や、年平均１％以上の原単位改善などが求められる。

39 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律。「温室効果ガスの算定・
報告・公表制度」では、各ガスを3,000トン（CO2換算）以上排
出する事業者に、排出量の報告義務を定めている。

40 自然エネルギー 太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、潮力、地熱、雪氷熱な
どから得られるエネルギーのこと。

41 ゼロエミッション
当社定義として、産業廃棄物および事業系の一般廃棄物を含めて、
有効利用率が98％以上であることとします。［有効利用率＝ （リユ
ース＋リサイクル）／（リユース＋リサイクル＋埋立・焼却 ）≧98％］

41 有効利用
当社定義として、発生した廃棄物のうち、資源として利用価値
のあるもの、リユース、リサイクル（熱回収を含む）できるもの
をいいます。有価物として売却したものも含みます。

43 AIS JAMP（アーティクルマネジメント推進協議会）が提供する、製
品の含有化学物質に関する情報伝達を行うためのシート。

43 IMDS 自動車を構成する約3万点の部品の材料および含有物質情報
を収集するためのシステム。

43 JGPSSI
グリーン調達調査共通化協議会。電気・電子機器メーカの有
志企業が集まり、部品・材料に含有する化学物質調査の共通
化の取り組みを行う協議会。

43 REACH規則
化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則。2007年に
EUで施行された、製造・輸入される物質や製品含有物質に対
する包括的な化学物質規制。

43 エコアクション21
環境マネジメントシステムの一つ。環境省が中小企業向けに
策定したシステムであり、ISO 14001に比べ取得費用が安い
ことや、審査とともにアドバイスを受けられる特徴がある。

44 ELV指令 廃自動車指令。2002年にEUで施行された、使用済み自動車
のリサイクル率や規制物質を定めた規制。

44 RoHS指令 電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限に関する指
令。2006年にEUで施行。

45 PCB
ポリ塩化ビフェニルの略称。化学的安定、電気絶縁性の良さか
ら絶縁油などとして広く使用されていたが、人体への毒性が
高く、現在は製造・使用禁止。

45 アスベスト 断熱材として広く使用されてきた繊維状の鉱物。吸入によ
り肺がんや中皮腫を引き起こす危険性がある。別名、石綿。

45 資産除去債務に
関する会計基準

建物など有形固定資産の除去時に、法などで撤去が要求さ
れるものについて、債務として会計処理することが義務付
けられた。例えば、建物を取り壊す際のアスベストの処理
や、土壌の調査、汚染処理に関する費用などが該当する。

45 土壌汚染対策法
土壌汚染状況の把握と人の健康被害の防止を目的とした法
律。2010年4月に大幅改定され、3000㎡以上の土地の形
質変更時に届出が必要となるなど、状況把握や措置に関す
る規定が追加された。

47 サイトレポート
工場別または会社別に、それぞれの環境保全活動をまとめ
た報告書。日本特殊陶業の4工場、関係会社8社（日特ア
ルファサービス、日特運輸を除く）が発行。　
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