
　大崎電気グループは、エネルギー関連のさまざまな社会
課題を解決する“Global Energy Solution Leader”となる
ことを企業ビジョンに掲げています。私たちは、エネルギー・
ソリューション分野を中心に事業を通じた価値創造に取り組む
とともに、企業活動が社会に与える影響に対して責任を持ち、

　大崎電気グループでは、CO2排出量削減などの環境問題
への取り組みに貢献するために、スマートメーターの導入促進
や、省エネサービスなどを提案し、みずからの事業プロセスに
おける環境負荷の低減を図ります（Environment）。
　また、これまで培ってきた計測・制御技術を活用し、安心・
安全な新たな価値を社会に提供。人財のダイバーシティ

（多様性）にも取り組んでいくことで社会課題の解決に貢献し

さまざまなステークホルダーからの要請に向き合うことで、
社会から信頼される企業グループをめざしています。
　ここでは、環境、社会、ガバナンスへの取り組みについてご
紹介します。

ます（Social）。
　さらに「取締役会の実効性評価」による継続的な改善を
実施。「指名・報酬諮問委員会」の設置、「執行役員制度」の
導入によって、経営の効率性、透明性を高め、公正な経営を
実現。ガバナンスの強化によりEnvironmentとSocialを
推進します（Governance）。

価値創造を支える力

大崎電気グループの考えるESG

Environment Social
事業プロセスにおける環境への配慮 事業を通じた社会課題の解決

環境問題の解決 計測・制御技術CO2排出量削減に寄与する
製品・サービスの提供

測る・つなげる技術で安心・
安全と新たな価値を創造

みずからの
環境負荷を低減 多様性資源循環の促進 人財のダイバーシティと

さまざまな人々との共働

スマートメーターに加えて、省エネ、効果的なエネルギー活用、
使用状況の見える化を実現する製品・サービスを国内外で提供

ビル、街、店舗、マンション、家屋、農地などあらゆる場所で快適
で安心・安全な環境づくりに取り組み、AI・IoTを活用した新しい
価値を創造

国・業種・組織の枠を超えてさまざまな人々がつながり
共働して、新しい価値の創造に挑戦

環境調和型製品を製造、廃棄物の削減・再資源化率の向上、
有害化学物質の削減などによる資源循環の促進

価値創造・リスク最小化に取り組む
Governance

監督機能と
執行機能

執行役員制度

指名・報酬諮問委員会

2020年6月に「執行役員制度」を導入
取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とする
執行機能については執行権限および執行責任を明確化
　　経営環境の変化に迅速に対応する経営体制へ

経営 取締役会の実効性評価 ガバナンスの要である取締役会の実効性評価を毎年実施
　　継続的な改善で実効性を高める

2019年2月に「指名・報酬諮問委員会」を設置
委員長は社外取締役。構成メンバーの過半は社外役員
　　公正性・客観性・透明性を確保

高品質な製品を生み出す製造ライン

Chapter 3

価値創造の基盤
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コーポレート・ガバナンス
大崎電気グループでは、持続的な成長と中長期的な
企業価値の向上のため、ガバナンス体制の充実を図っ
ています。

基本的な考え方

社外役員について

基本方針

経営体制

　「エネルギー・ソリューション分野を中心とし、アクティブに
新技術に挑戦することで、新しい価値創造を人間社会に発信
し続け、貢献する。」大崎電気グループは、この企業理念のも
と、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまの

　大崎電気は、豊富な経営経験や実務知識ならびにこれらに
基づく高い見識を有し、かつ経営陣から独立している人物を
独立社外取締役または独立社外監査役として選任しており、
独立した第三者の立場から当社の業務執行に対する適切な
助言、監視および監査が期待できるものと考えています。
社外役員の独立性基準：https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance/main/08/teaserItems1/01/linkList/0/link/
Independent%20officers.pdf

※委員：指名・報酬諮問委員会（委員長◎　委員○）

　大崎電気グループは、コーポレート・ガバナンスの基本的な
考え方を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの基本方針を以下
のとおりとします。

（1） 株主の実質的な権利と平等性を確保していく。
（2）  株主以外の取引先、金融機関、従業員、地域社会などさま

　大崎電気は、監査役制度を採用し監査役会を設置、社外監
査役を含めた監査役監査体制により経営監視機能を果たし
ています。監査役会は４名で構成され、うち２名が独立性の
ある社外監査役です。また、取締役会は6名で構成され、うち
２名は独立性のある社外取締役を選任しています。社外取締
役および社外監査役ともに、
豊富な経営経験や実務知識な
らびにこれらに基づく高い見
識を有し独立性のある方を選
任して、経営に対する社外か
らのチェック機能により、経営
の監視・監督機能を強化して
います。 

利益を重視し、永続的な企業価値の最大化を実現していくう
えで、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要な経営
課題であると認識しています。今後も一層の経営の効率性、
透明性を高め、公正な経営の実現に取り組んでいきます。

　大崎電気では、東京証券取引所の上場管理等に関するガ
イドラインなどを踏まえた社外役員の独立性判断基準を定
め、社外役員の選任に当たっては、当該基準に基づき実施し
ます。

ざまな利害関係者とも適切な協働関係を確保していく。
（3） 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保していく。
（4）  取締役・監査役および取締役会は、株主に対する受託者

責任・説明責任を適切に果たしていく。
（5） 株主と合理的な範囲内で建設的な対話に努めていく。

　さらに、2020年６月に導入した執行役員制度により、取締
役会の監督機能がさらに高まり、同時に執行の機動性も確
保しており、これら一連の体制が当社のコーポレート・ガバナ
ンス体制として最適であると考えています。

取締役会
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社外取締役
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コンプライアンス委員会
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 （代表取締役）
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取締役会について

　取締役会は社外取締役2名を含む6名で構成されていま
す。取締役会は、経営の公正性、透明性などを確保するため、
業務執行取締役および執行役員に対する監督機能を担う一
方、法令および規程により取締役に委任することができない
決議事項や重要な業務執行について意思決定を行います。
　また、決議事項や重要な業務執行以外の意思決定や業務
執行については、各業務執行取締役と執行役員に権限の委
譲を行い、取締役会は業務執行の状況報告などを受け、適切
に監督を行います。
　取締役会は原則として毎月1回開催するほか必要に応じて
開催し、重要案件については議論の深化や決定プロセスの明
確化を念頭に事前検討の場としての経営協議会も設置して

おり、経営環境の変化に機動的に対応し、効率的な運営に努
めています。
　さらには、取締役会の補佐機能として、社内取締役等で構
成される経営会議を原則週１回開催し、日常の業務執行に関
する意思決定ならびに経営課題などに関する審議を行ってい
ます。加えて執行役員会議を原則として毎月１回開催し、執行
者幹部出席のもと全社的情報共有を推進するとともに執行
業務の迅速化を図っています。
　なお、グループガバナンスとして、当社および株式会社エ
ネゲート、EDMI Limitedの3社の活動報告を行うグループ
幹部会を毎月1回開催しています。

スキル・マトリックス

　大崎電気は、経営の重要な意思決定機能と業務執行の監
督機能を担う取締役会の員数を10名以内と少数精鋭化して
おり、これらの機能を適切に発揮するために備えるべきスキ
ルとして、「自社又は他社での経営経験」、「国際経験」、「社内
外それぞれの専門分野における知識・能力」を重視すること

としています。
　各取締役および監査役が備えるスキルは、以下のスキル・
マトリックスのとおりであり、取締役会全体としてスキルの多
様性、バランスが確保されていると考えています。

代 表 社 外 委 員※ 役 員 経営全般 業界知見 国際経験 営業販売 製造・開発 法務知見 金融知見

取
締
役

● ○ 渡辺 佳英 ● ● ● ● ●

● ○ 渡辺 光康 ● ● ● ●

● ○ 川端 晴幸 ● ● ●

上野 隆一 ● ● ●

● ◎ 髙島 征二 ● ● ●

● ○ 笠井 伸啓 ● ●

監
査
役

堀 長一郎 ● ●

長谷川 豊 ● ●

● ○ 山本 滋彦 ●

● ○ 北井 久美子 ●
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指名・報酬諮問委員会について

監査役会について

　大崎電気は、役員の指名・報酬などに関する手続きの公正
性・客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮
問委員会を設置しています。
　指名・報酬諮問委員会は、取締役ないしは監査役である委
員７名で構成され、その過半数は独立社外取締役および独
立社外監査役から、委員長は独立社外取締役から選定して
います。
　指名・報酬諮問委員会の役割は右記のとおりです。

　監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されていま
す。監査役会は監査方針・監査計画を定め、各監査役はそれ
に従い、取締役会、経営協議会、グループ幹部会等の重要会
議への出席および業務・財産の調査、重要決裁書類の閲覧を
行っています。また、各部門担当取締役および執行役員への
聞き取り調査を実施し、これらを通じて、取締役の職務執行の
監査を行っています。
　2022年度は、取締役の職務執行に関する不正行為の有
無、法令・定款の遵守状況の確認に加え、グループ成長戦略
の取組状況、次世代スマートメーターの全電力仕様統一化に
向けた対応状況、海外事業のガバナンス強化の推進状況等
を監査重要事項としています。

（1） 取締役、監査役および執行役員の選解任に関する事項
（2） 社外役員の独立性基準
（3） 代表取締役の選定および解職に関する事項
（4）  役付取締役および役付執行役員の選定、選任および解

職、解任に関する事項
（5） 取締役および執行役員の報酬制度および報酬決定の方針
（6） 取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容
（7） 取締役および監査役の報酬限度額に関する事項
（8） その他、取締役会が必要と判断した事項

　社内監査役は、各本部（技術開発本部、生産本部、営業本
部、管理本部、経営戦略本部）において、幹部役職員への聞き
取り調査を実施し、業務および財産の状況を監査していま
す。また、海外子会社2社、国内子会社7社においては、各子
会社に赴きまたはインターネット等を経由した手段も活用し
ながら、取締役等と情報の交換を図り、必要に応じて事業の
報告を受けています。
　社外監査役は、監査役会等において社内監査役から上記
活動内容や結果等について報告を受け、独立社外監査役の
立場から意見を述べるとともに、必要に応じ事業所を訪問し、
事業の調査を行っています。

取締役会の実効性評価

取締役・監査役のトレーニング

役員の報酬等

最高経営責任者等の選定および後継者計画について

　大崎電気は、取締役会の実効性について持続的な向上を
図るため、定期的に分析・評価を行い、重要性原則に基づき改
善に取り組む方針です。
　2019年３月期から、外部コンサルタントの監修のもと、す
べての取締役および監査役にアンケートを実施し、その結果
に基づいて取締役会で現状を確認し、取締役会全体の実効性
に関する分析および評価を行い、適宜改善を図っています。
　2022年3月期についても、取締役会の実効性に関する分
析および評価を行った結果、当社の取締役会は前年度抽出
された課題に関して段階的な改善・進展もあり、実効性は確

　大崎電気は、当社の取締役・監査役が当社の重要な統治機
関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果た
すため、当社の費用負担にて実施する取締役・監査役へのト
レーニングとして以下の通り行います。

（１）新任取締役・新任監査役
就任直後の外部セミナーの受講
社内コーポレート・ガバナンス研修

①  取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関す
る事項

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
（以下、決定方針という）を定めており、当該決定方針は、委員
の過半数を独立社外取締役および独立社外監査役とする指
名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会決議に
て決定しています。
　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指
名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性や妥当性を検討
しており、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に
沿うものであると判断しています。
　なお、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定して
います。
　2022年3月期より、中長期的な業績向上のインセンティ
ブを強化し、株主との一層の価値共有を進めることを目的と
して、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、新たに譲
渡制限付株式報酬制度（社外取締役を除く）を導入しました。
また、短期的な業績向上のインセンティブを強化するべく、
2006年6月29日開催の第92回定時株主総会において決議
された年額3億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人
分給与を含まない）の内枠として運用する業績連動報酬制度
を導入しました。

《基本方針》
　当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上および企業
競争力の強化のため、優秀な人財の確保を可能とするととも
に、業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成と
することを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取
締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株
式により構成し、その支給割合については、企業価値の持続
的な向上に寄与するために最も適切な割合となることを方針
とする。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報
酬のみとする。

《基本報酬》
　基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬
の金額は役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水
準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。

《業績連動報酬》
　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識

　当社は、最高経営責任者等の代表取締役の選定は、最高経
営責任者が原案を作成し、他の代表取締役と協議したうえ
で、取締役会に提案します。その手続きにおいては、取締役会
の任意の諮問機関としての指名・報酬諮問委員会を設置して

保されていることを確認しました。
　その概要として、取締役会の事前検討の場としての経営協
議会の設置・運営等により議案の絞り込みや審議の効率性が
改善した点や、サステナビリティ課題を含む非財務情報の開
示のための仕組みが構築された点が確認されました。一方
で、事業ポートフォリオの最適化への体制や、中核人財の多
様性等に関するさらなる議論の充実、後継者計画等について
は課題があるとの認識に至りました。
　今後も引き続きさらなる向上への取り組みを進めていき
ます。

（２）取締役・監査役
最低年１回以上の外部専門家による会社法等セミナーの
実施
その他、有用なテーマのセミナー受講の奨励

（３）社外取締役・社外監査役
　上記に加え、就任直後については、当社の業務全般に係る
社内研修（事業所見学を含む）の実施

を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度
の本業で稼いだ利益を表す連結および単体営業利益率を基
準として目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を
賞与として毎年一定の時期に支給する。なお、当該事業年度
は、連結営業利益率が目標4.2％に対し実績1.7％、単体営業
利益率が目標2.0％に対し実績△3.7％となりました。

《譲渡制限付株式》
　株主との価値の共有を図り、中長期的な業績向上へのイン
センティブを高めることを目的として、業務執行を担う取締役
に対し、譲渡制限期間を30年以内とする譲渡制限付株式を、
毎年一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、
職責等を踏まえて決定する。

②  取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決
議に関する事項

　当社取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の
第92回定時株主総会において年額3億円以内（ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と決議していま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名で
す。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の
第107回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の
ための金銭債権報酬額を年額１億円以内（ただし、使用人兼
務取締役の使用人分給与を含まない）と決議しています。当
該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員
数は5名です。
　当社監査役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第
95回定時株主総会において年額7,000万円以内（うち社外監
査役2,000万円以内）と決議しています。当該定時株主総会
終結時点の監査役の員数は4名（うち社外監査役2名）です。

③  取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関
する事項

　当社では、取締役の個人別の報酬額の具体的内容につい
ては、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会
の委任決議に基づき取締役会長（代表取締役）渡辺佳英およ
び取締役社長執行役員（代表取締役）渡辺光康の両氏が決定
しています。委任の理由は、指名・報酬諮問委員会の審議を
経て客観性や妥当性が確保されていることと、両氏が当社グ
ループの経営環境や状況を最も熟知し総合的な判断が可能
であると判断しているためです。

関与させることで、指名に係る独立性・客観性と説明責任を
強化しています。
　今後、後継者計画についても、他の代表取締役との協議に
加え、指名・報酬諮問委員会の活用を検討していきます。
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取締役・監査役・執行役員

取締役

取締役会長（代表取締役）　渡辺 佳英
1980年 7月 当社取締役
1984年 7月 常務取締役
1986年 7月 専務取締役
1987年 6月 取締役副社長（代表取締役）
1988年11月 取締役社長（代表取締役）
1989年 1月 東北計器工業株式会社取締役（現任）
1989年 3月  九州電機製造株式会社（現九電テクノシステムズ株式会

社）取締役（現任）
2007年 2月 株式会社エネゲート取締役（現任）
2009年 1月 当社取締役会長（代表取締役）（現任）
2012年 3月  SMB United Limited （現OSAKI United International 

Pte. Ltd.） 取締役会長（現任）

取締役（社外）　髙島 征二
2012年 ６月  株式会社協和エクシオ相談役 

（2015年9月退任）
2014年 ６月  当社取締役（現任）
2015年10月   株式会社協和エクシオ名誉顧問（現任）

専務執行役員
管理本部長
根本 和郎

執行役員
管理本部副本部長
兼人事部長
畠山 広行

執行役員
営業本部副本部長
兼共創デザイン推進室長
小野 信之

執行役員
経営戦略本部グローバル戦略部長
兼EDMI副社長
高橋 浩司

執行役員
技術開発本部副本部長
兼研究開発センター長
吉野 功

常勤監査役
堀 長一郎
2006年 7月  東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社） 

埼玉支店（安全品質担当）兼安全品質グループマネージャー
2008年 7月 東光電気株式会社（現株式会社東光高岳）出向
2011年10月 当社出向営業本部部長
2012年 6月 取締役営業本部副本部長
2018年 6月 常勤監査役(現任)

監査役（社外）
山本 滋彦
2007年 3月 株式会社ジャフコ経営理事
2007年 6月  NECキャピタルソリューション株式会社社外取締役 

（2014年6月退任）
2008年 ６月 当社監査役（現任）

取締役社長執行役員（代表取締役）　 
渡辺 光康
1986年 8月 当社入社
1988年 6月 取締役
1994年 6月 常務取締役
2004年 6月 専務取締役
2009年 1月  取締役副社長（代表取締役）
2012年 3月  SMB United Limited （現OSAKI 

United International Pte. Ltd.）  
取締役兼最高経営責任者（現任）

2014年 6月 当社取締役社長（代表取締役）
2020年 6月  取締役社長執行役員（代表取締役） 

（現任）

取締役常務執行役員 経営戦略本部長　 
上野 隆一
2010年 7月  当社入社　国際事業部副事業部長
2012年 3月  SMB United Limited （現OSAKI 

United International Pte. Ltd.）  
取締役（現任）

2012年 7月 当社理事国際事業部副事業部長
2013年 6月 取締役経営戦略本部副本部長
2014年 6月 常務取締役経営戦略本部副本部長
2018年 6月 常務取締役経営戦略本部長
2020年 6月  取締役常務執行役員経営戦略本部長

（現任）

取締役（社外）　笠井 伸啓
2009年 １月   ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 

代表取締役社長（2014年6月退任）
2016年 ６月   当社取締役（現任）
2016年10月   フェーズワンジャパン株式会社  

営業本部長（2022年2月退任）

常務執行役員
営業本部長
太田 毅彦

監査役
長谷川 豊
1988年 4月 当社入社
2014年 6月 管理本部総務部長
2022年 6月 監査役（現任）

監査役（社外）
北井 久美子
2011年 6月 宝ホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2014年 ６月  三井住友建設株式会社社外取締役（2019年６月退任）
2014年 ７月 勝どき法律事務所開設（現任）
2019年 ６月 当社監査役（現任）
2022年 ６月 石油資源開発株式会社社外取締役（現任）

取締役副社長執行役員（代表取締役）　 
川端 晴幸
1970年 4月 当社入社
2000年 6月 取締役
2004年 6月  常務取締役管理本部長兼総務部長
2005年 6月 常務取締役管理本部長
2011年 6月 常務取締役営業本部長
2012年 6月 専務取締役営業本部長
2014年 6月  取締役副社長（代表取締役）営業本部長
2014年 7月  OSAKI United International Pte. 

Ltd.取締役（現任）
2016年 6月 当社取締役副社長（代表取締役）
2020年 6月  取締役副社長執行役員（代表取締役） 

（現任）

執行役員
技術開発本部長
阿部 純

執行役員
生産本部長
髙田 俊明

監査役

執行役員
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環境の変化のなかで企業価値向上を継続するために成長戦略に取り組む大崎電気に対し、
社外役員の方々からメッセージをいただきました。

取締役（社外）
髙島 征二

　大崎電気グループはグループビジョンとして“Global Energy Solution Leader”
をめざすことを掲げ、コア事業である国内でのスマートメーター事業にとどまらず、
これまで培ってきた技術をベースに、付加価値をつけた新たな製品、サービスの創
造、また、成長機会の大きな海外市場での競争力強化と収益向上への取り組みに注
力しています。
　そのために経営体制、評価、報酬制度の大幅な変革にも取り組んできました。
2019年2月から指名・報酬諮問委員会を設置し、私は委員長を務めていますが、目
標達成の努力や実績に基づく報酬のインセンティブなどにより業務執行の活性化を
一層図っていきたいと思います。また、2020年6月に執行役員制度に移行し、経営
と執行を分離しましたが、取締役会では中長期の展望を見据えて重要案件の議論を
深めていき、大胆に自己変革に取り組む経営をめざしていきます。

取締役（社外）
笠井 伸啓

　大崎電気グループの主力ビジネスである電力量計の国内市場は安定しています
が、成長余地は限られています。そこで大崎電気のさらなる成長と市場価値を高め
るために、2019年に「スマートメーターの付加価値創出」「新たなコアとなる製品・
事業の創出」「利益を重視したグローバル成長」「グループ経営基盤の強化」の4つ
の柱を中心とした中期経営計画を策定し、発表しました。この4つの柱に経営資源を
重点的に配分することで、変革を進めてきました。
　この数年は新型コロナウイルス感染症による経済状況の停滞、世界的な半導体
供給不足、エネルギー価格の上昇をはじめとした物価の上昇、為替の急激な変動な
ど、当社を取り巻く状況は厳しいものとなっています。状況の変化に対応すべく計画
の見直しを進めています。会社を取り巻くステークホルダーの利益を向上させるべ
く、社外取締役として貢献していきたいと思います。

監査役（社外）
山本 滋彦

　大崎電気グループは、100年を超える歴史の中で着実に築き上げてきた「精密性」
「信頼性」「技術力」を駆使して強固な経営基盤を構築してきました。しかし、近年の事
業環境は国内外でパラダイムシフトの渦中にあってさまざまなリスクが複合的に顕
在化しています。そうした中で、単に「計る」電力量計メーカーから“Global Energy 
Solution Leader”となることをビジョンとして掲げ、みずからを厳しく問いただし、

「ありたい姿」への自己変革に取り組んでいます。
　監査役監査について東京証券取引所プライム市場の上場企業は、グループガバ
ナンスの在り方や、監査に対する信頼性の確保がより高い水準で求められています
ので、社外監査役として客観的な立場から取締役会などの重要会議、執行役員等と
の面談および常勤監査役の日常監査報告を通じて情報収集やリスクの実態把握に
努めています。
　そのうえで、経営課題等を他の監査役と共有して取締役会に報告する「監査総括」
に提言として取り纏めています。なお、「監査役監査による提言」について業務執行部
門は、個別に検討し、実施担当を定めて取り組むとともに各対応について適時報告が
なされることになっており、監査の実効性を担保する良い循環が生まれています。
　私は、株主の負託を受けた監査役としての職責を果たすとともに、公正で透明な
企業運営を通じて大崎電気グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
のために貢献したいと思います。

監査役（社外）
北井 久美子

　大崎電気グループは、近年、国内、海外ともに事業環境が大きく変化し厳しい状況
で推移する中、収益基盤の強化による収益向上、グループ経営基盤の強化に全力で
取り組んでいます。
　私を含め当社の監査役および監査役会は、法令に基づく「守り」の職責を果たすこ
とに加え、監査で得た情報をもとに経営陣に対し必要と考える意見を適切に述べ、
グループの持続的成長に貢献することも重要なことと考えております。その一環と
して監査役会は、期末に、重点監査項目の実績、課題と今後に向けた提言を監査総
括として相当な時間をかけて取りまとめ、取締役会に報告しています。取締役会で
は、その報告を真摯に受け止め、取締役会や経営協議会の場で、業務執行部門の個
別検討・取組報告、事業の成果の検証・評価を含む議論が重ねられています。
　サステナビリティの取り組み、人的資本戦略などプライム市場上場会社としてよ
り高い水準で求められるコーポレートガバナンスについても注視していますが、例
えばサステナビリティについては、2021年１２月以降、基本方針の策定、具体的目標
の公表など、当社グループでも取り組みが始まりました。ビジネスチャンスにも企業
価値の向上にもつながる重要な経営課題として、引き続き積極的に取り組んでいく
ことを期待しています。
　私は、社外監査役として、引き続き情報やリスクの把握、率直な意見表明に努め、
当社グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献してまいる所存です。

社外役員に聞く
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基本方針	 基本方針

　大崎電気グループは、コンプライアンスの基本方針を「大崎
電気グループの役職員は、すべての法令およびその精神を
遵守し、社会的良識をもって行動することを基本とし、『大崎

　大崎電気グループのリスクマネジメントの基本的な考え方は、
事前にリスクを特定、評価しリスク対策をすることにより事業
の継続的、安定的発展を確保することです。
　このため、日々の職務に潜在するリスクについて継続的に

電気グループ企業行動憲章』に定めた原則に基づき、高い
倫理観をもって社会的責任を果たします。」と宣言しています。

予防・軽減を図る活動 （リスク管理）と、発生した危機による
被害の最小化および迅速な復旧のための活動（危機管理）の
２つの活動をすることとしています。

コンプライアンス
大崎電気グループでは、グループの従業員が、法令を
順守し、高い倫理観をもって行動するための活動を推進
しています。

リスクマネジメント
大崎電気グループでは、事業の継続的・安定的な発展
のため、リスクの予防・軽減を図るとともに、発生した危機
の被害の最小化と迅速な復旧のための活動を推進して
います。

コンプライアンスの行動基準体系
行動指針

プロセス

　大崎電気グループの行動基準体系は、「企業理念」のもと、
行動指針として「大崎電気グループ企業行動憲章」があり、
コンプライアンスの基本方針と行動原則を定めています。
その下に「コンプライアンス・ハンドブック22の遵守項目」と
個々の「社内規程・規則等」があり、「法令」の上に行動基準を
定めています。

　上記の基本方針に基づき、以下の行動指針を定めています。

1.  製品・サービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客さ
ま、取引先、株主・投資家、監督官庁、地域社会、地球環境等
の各ステークホルダー（利害関係者）、ならびに役職員
の利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努める。

　リスクマネジメントは次の手順で行います。

1. リスクの特定
 ① 各部署の業務において、顕在化している、または潜在的

なリスクを特定し、把握する。
 ② コンプライアンス、品質、環境、製造物責任、輸出管理等

各委員会は、その委員会において顕在化している、また
は潜在的なリスクを特定し、把握する。

2. リスクの分析と評価
 ① 各部署および各委員会は、特定されたリスクごとにその影

2.  社会全般において幅広く使用されている製品・サービスを
供給する者としての責任を自覚し、製品・サービスを安定
的に供給することを社会的使命として行動する。

3.  全役職員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令、
規則等を遵守し、それぞれが自律的に、何が倫理的に正しい
行為かを考え、その価値判断に基づき行動する。

響度および発生可能性を評価し、リスクマップを作成する。
 ② 各部署および各委員会から提出されたリスクマップに

より全社リスクマップを作成する。
3. リスクへの対応
 ① 評価されたリスクについて、その回避策や低減策などを

講じ、リスクを制御する。
 ②リスクが顕在化した場合の緊急時対応計画を策定する。

　また、事業リスクについては、取締役会等にて毎月モニタリ
ングしています。

コンプライアンスの行動基準体系

コンプライアンス・マニュアルの策定

大崎電気グループヘルプライン

　コンプライアンスの基本方針のもと、役職員一人ひとりの
コンプライアンスに関わる具体的な行動指針を示すもの
として、22項目を「コンプライアンス・マニュアル」と制定し、

「大崎電気グループコンプライアンス・ハンドブック」を発行。
啓発活動を推進しています。

　大崎電気グループでは、組織的または個人的な法令違反
および不正行為に関する通報または相談の適正な処理の
仕組みとして「ヘルプライン制度」を設け、コンプライアンス
経営の強化を図っています。
　通報の窓口は、社内のほか経営陣から独立した法律事務所

にも外部窓口を設置しています。また、通報などは匿名も
認め、方法は口頭・書面・電子メール・その他によるものとし、

「通報などをしたことを理由として、解雇その他いかなる不利
益な取扱いも行ってはならない」との責務を定め通報者の
保護を図っています。

情報セキュリティマネジメント

　大崎電気グループでは、情報資産の重要性を認識し、情報
セキュリティ事故を未然に防止することが、グループにとって
の社会的な責務と考えています。
　エネルギーマネジメント部門では、「お客さまからお預かり
した情報資産および本事業の情報資産を、改ざん、漏洩、紛
失から守り、必要な情報を適時的確に提供すること」「万一、
情報セキュリティインシデントが発生した場合、その被害の
拡大防止、迅速な復旧、再発の防止を行うこと」を目的に、情

報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）を構築。2017年にISMSの
国際規格であるISO/IEC 27001
の認証を取得し、重要な情報資産
の機密性、完全性、可用性の確保に
努めるとともに、その有効性の継
続的な確保を図っています。
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気候変動への対応

脱炭素化への取り組み（埼玉事業所）

　大崎電気グループは、2021年11月に気候変動関連財務
情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures、以下TCFD）の提言への賛同を表明
するとともに、TCFDコンソーシアムへ加盟しました。
　また、2022年5月にTCFD提言に基づき、「ガバナンス」、

大崎電気	環境憲章

　大崎電気は、「計測制御および情報通信に関する技術と製
品、並びにシステムによるエネルギーマネジメントを通して、
エネルギー・ソリューションを追求し、新たな価値を創造する
ことで社会への貢献を果たすとともに、従業員の一人ひとり

が環境保全への貢献、地域社会への貢献を図るという環境理
念のもとに、地域および地球の環境保全に寄与します。」を環
境憲章として定めています。

「戦略」、「リスク管理体制」、「指標と目標」について、2030年
を想定した中期的な視点から開示を行いました。
　今後も、当社グループはTCFDの提言が推奨する開示フ
レームワークを参考に積極的な情報開示をめざすことで、持
続可能な社会づくりに貢献していきます。

大崎電気	行動指針

1.  地球の環境保護が重要な経営課題の一つであると認識し
て、開発、設計段階から製造、購買、物流などのあらゆる
事業活動の面を通して、環境汚染物質の除去、省資源、省
エネルギー、リサイクル、廃棄物の削減などに努め、継続
的な環境負荷の低減に取り組みます。

2.  環境マネジメントシステムを確立、維持して継続的な環境
保全活動に努めます。

3.  環境関連法規を遵守するとともに、地域社会の環境保全に
努めます。

4.  本指針を実現するため、具体的な環境目的・目標を明確に
するとともに、環境監査等を通して、その実施状況を定期
的に評価し、見直しを行います。

5.  全ての従業員に対して、環境問題に関する教育、啓発活動
を行い、本指針に対する理解と環境改善に関する意識の
高揚を図ります。

6.  一人ひとりの従業員が清潔で健康的に働けるように職場
環境を整備し、人間性の豊かな企業として発展をめざし
ます。

環境への取り組み
大崎電気グループは、環境活動として、さまざまな分野
での活動を行っています。

スマート・エコ活動

　大崎電気およびグループ会社では、エネルギー計測の専門
メーカーとしての強みを活かした環境保全活動に力を入れて
います。
　大崎電気の生産工場では、自社の電力量計や制御機器を
用いた使用データ分析やデマンド制御を行い、使用電力量の
削減だけではなく最大使用電力の制御や従業員の快適な労働
環境を実現させる「スマート・エコ」を実践。そこから生み
出されるスマートメーターやデマンド・マネジメント・サービス

などを通じて、お客さまに新たな
価値を提供し、低炭素社会、循環型
社会の実現に貢献しています。

大崎電気環境保全エコロジーマーク ISO14001認証取得

グリーン調達

　大崎電気および一部グループ会社では、環境憲章のもと、
地球の環境保護が重要な経営課題の一つであると認識し、
開発、設計段階から購買、製造、物流などのあらゆる事業活動
を通して、環境汚染物質の除去、省資源、省エネルギー、リサ
イクル、廃棄物の削減などに努め、継続的な環境負荷の低減
に取り組んでいます。
　近年、欧州をはじめとした環境への取り組みに対する法的規制、
あるいは社会的要請がますます強まってきており、大崎電気は

このような情勢を踏まえ、「グリーン
調達基準書」を策定しました。
　大崎電気は、この基準書に基づ
き、取引先ならびに調達する資材に
ついて、環境負荷に関する調査や
評価を行い、環境に配慮した資材
調達活動を推進していきます。

使用電力量とCO2原単位

再資源化率

用紙使用枚数と紙原単位
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CASE STUDY

　今回の取り組みの契機は、スマートメーターの主力工場が事業所全体の電力の25％を消
費していると気付いたことでした。自社のEMSを導入し、工場のさまざまな箇所の稼働状況
を見える化したことで、ロスを発見することができました。この取り組みにより、2021年12月
から22年9月の10か月で、毎月平均20%強の電力消費量を削減しました。最大で40%強の
削減を達成した月もあります。
　エネルギー使用量の削減も大きな成果ですが、ただ単純に「多くの無駄を減らせたこと」だ
けでなく、「削減効果を目に見えるかたちで伝えられること」が、古くから電力量計などを通じ
て“見える化”に取り組んできた大崎電気ならではの成果になったという手応えがありました。
この活動成果が見える化したことにより、メンバーの意識向上やコミュニケーションの活性化
につながり、事業所全体にも非常に良い影響を与えています。
　環境保全活動は重要な企業活動であるにも関わらず、クローズアップされることが少ない
と感じます。社会の脱炭素化に向けたソリューション提供と、その活動を支える人たちを“見え
る化”を通してサポートしていきたいです。

ME S S AG E

執行役員 生産本部長

髙田 俊明

“見える化”のノウハウを通じて
社会の脱炭素化に向けたソリューションを提供

自社工場を舞台にした、
GX（グリーン・トランスフォーメーション）の取り組み

　近年、耳にすることが多くなった「GX（グリーン・トランスフォーメーション）」。温室効果ガスの削減と、企
業競争力の維持を両立させ、化石燃料ではなくクリーンエネルギーを主軸とする産業構造、社会システム
へと変革を図る取り組みのことです。日本は2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現をめ
ざしていますが、まだこれらの言葉だけが独り歩きしている印象が強いのが現状です。
　大崎電気では20年以上前から生産現場における環境保全活動に注力してきましたが、脱炭素化ソリュー
ションへのニーズや企業の気候変動対応などの動きを背景に、改めて自社の生産活動をGXの視点から見
直すことを目的に、脱炭素化の取り組みをスタートさせました。
　当社で近年注力しているエネルギーマネジメントシステム（以下、EMS）を自社の工場に導入し、自社製
品の実証実験を行うとともに、工場のエネルギー消費の分析を徹底的に行いました。
　これにより、工場の空調機能が多くの電力量を消費している原因であることを発見し、外調機と室内空調
の制御を行うことにより電力消費量を大きく削減できました。またＥＭＳによって電力消費量の消費傾向を
可視化したことにより、空調機器のきめ細かな制御が可能になり、製造現場に適した温度や湿度を確保しな
がら大幅な電力消費量の削減を実現しました。
　企業の脱炭素化への取り組みがますます重要になるなか、大崎電気では、自社の取り組みを事例に自社
製品・サービスに還元し、製造現場におけるエネルギー消費の効率化に貢献していきます。

工場の電力使用量大幅削減を達成したメンバー

実際の工場内で外調機の動きや各設定を
確認する様子。日々データを取りEMSでフ
ロア温湿度状態を確認し記録。データ管理
し今後の削減効果維持につなげる。

電力使用量をリアルタイムで表示
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従業員とともに
大崎電気グループでは、従業員の多様性を尊重し幅広く
活躍できる職場をめざすとともに、人材の育成や従業員
のキャリアアップのためのサポートを推進しています。

ダイバーシティ

　大崎電気グループは、M&Aなどにより事業活動がグロー
バルに広がっていることから、従業員の多様性を尊重し、人種
や国籍、性別、年齢などを問わず幅広く活躍できる職場を
めざしています。

女性従業員の活躍支援
　大崎電気では、女性の採用を増やし、さらには女性が活躍
できる風土、環境の整備を行うため、右記のように行動計画
目標を進めています。

大崎電気 行動計画目標

目標１：  2026年3月31日までに、正社員に占める女性の
比率を2021年の約18％から約23％にする。

目標2：  女性従業員のキャリア意識向上のため、女性従業
員向けのキャリアデザイン研修を実施する。

次世代育成支援対策の推進

および深夜労働の制限ならびに育児・介護短時間勤務など
の制度の周知徹底と活用推進。

働き方改革の推進
　所定外労働時間の削減、有給休暇取得率の向上、テレワー
クの定着化など。

健康経営

メンタルヘルス

　当社は2022年3月に「健康経営優良法人2022（大規模法
人部門）」の認定を取得し、昨年に引き続き3年連続での認定
取得となりました。
※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

　当社は労働安全衛生の一環として、「従業員自身のストレ
スへの気付きおよびその対処の支援、職場環境の改善を通
じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること」
を目的にストレスチェック制度を設けています。さらに、ストレ

スチェック実施マニュアルを制定し、ストレスチェック制度の
実施計画策定および計画に基づいて、会社の産業医および
保健師を実施者として、原則全従業員を対象にストレス
チェックを実施しています。

　大崎電気では、すべての従業員がその能力を十分に発揮で
きるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援
の一環として次のような取り組みを進めています。

仕事と出産・育児、介護の両立支援
　出産・育児・介護休業、子どもの看護休暇、介護休暇、育児
のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働

品質

品質マネジメントシステム

指定製造事業者

公正な事業推進

　大崎電気グループでは、製品・サービスの品質と安全性の
確保を最優先に考え、全社を挙げた品質保証活動を行って
います。お客さまから常に信頼していただけるよう、製品・
サービスに関する適切な情報提供と誠実な対話を行って

　大崎電気グループでは、品質活動に対する体系的な取り組
み、継続的な改善を図っています。1996年には、ISO 9001 
品質マネジメントの認証を取得。2021年現在、大崎電気及

　大崎電気は、1999年２月２３日に、第１号指定製造事業者の
指定を受けました。指定製造事業者は、経済産業省により
品質管理の方法、製造技術基準など、一定の順守すべき事柄が
決められています。指定製造事業者に指定されることにより、
自社での検査（自主検査）を行うことが可能となりました。

　大崎電気グループでは、公正かつ自由な競争、適正な取り
引き、社会的責任を念頭においた調達を行っています。また、
以下の2点により政治・行政との健全な関係を維持しています。

製造物責任管理
　「製造物責任法」を順守し、製造物の安全対策、事故の未然
防止および万一事故が発生した場合の適切な処置に関する
活動（ＰＬ活動）を推進しています。ＰＬ活動は、全社組織のＰＬ
委員会のもと、生産本部、営業本部、経営戦略本部、グループ
会社が連携して実施しています。

います。
　また、社会全般において幅広く使用されている製品・
サービスを供給する者としての責任を自覚し、製品・サービスを
安定的に供給することを社会的使命として行動しています。

び一部グループ会社では、ISO 
9001:2015を取得しています。

つまり日本電気計器検定所の検定
が免除され、自主検査した計量器
には自社で「基準適合証印」を付す
ことができます。

安全保障輸出管理
　国際的な平和および安全の維持を目的とする安全保障輸
出管理を適切に実施するために、統括部門として取締役社長
をトップとする安全保障輸出管理委員会および事務局を設置
しています。安全保障輸出管理委員会は管理、営業、技術部門
などの関連部門より構成され、規定の整備、輸出取引の内容
審査、承認、教育、グループ会社の指導などを行っています。

お客さま・取引先とともに
大崎電気グループでは、製品・サービスの品質および
安全性確保のための活動を継続的に行うとともに、取引
先との公正かつ適正な取り引き、社会的責任を念頭に
おいた調達などを推進しています。
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経営トップによる「脱炭素授業」の開催

「ソトコトSDGsアワード2021」を受賞

ハンドボールチームを通じてスポーツ振興と地域支援を

大崎企業スポーツ事業研究助成財団	OSAKI	SPORTS	FOUNDATION

　“脱炭素化”は国際社会の大きな課題であり、当社グループ
も経営の最優先課題と認識しております。当社では、顧客の
省エネを支援する製品・サービスの提供を通じてCO2排出量
削減の促進を進めていますが、現在のエネルギー環境や課題
などを次世代に伝えることで、社会の脱炭素化に貢献できる
と考え、教育を通じた啓蒙活動に着手しました。
　2021年7月には、都内のインターナショナルスクール初等
部において、代表取締役社長みずからが約100人の小学生に
英語で特別授業を行いました。授業を通じて子どもたちは地
球にやさしいエネルギーの利用方法をみずから考え、子ども
ならではの率直な質問や提案が多数ありました。
　大崎電気では、気候変動や脱炭素化への取り組みを強化す
るとともに、今後も次世代への教育を通して気候変動の実態
への興味喚起やスマートな電力使用を推進していきます。

　大崎電気は、株式会社ソトコト・プラネットと株式会社みら
いリレーションズが運営する企業、人、未来がつながるSDGs
ニュースサイト「ソトコトNEWS」（with ソトコト雑誌・ソトコ
トonline)による「ソトコトSDGsアワード2021」を受賞しま
した。
　「ソトコトSDGsアワード2021」は、今年から新設されたも
のであり、未来をつくるためにSDGsな事例や取り組みを取
材を通じてピックアップし、より良い社会や未来に向けて広報
して、ウェルビーイングな世の中をつくるためのアワードで
す。当社は、トップみずからがSDGs活動に熱心に取り組み、
脱炭素社会の実現へ貢献する活動が評価され、ベストプラク
ティス1自治体、4企業のうちの1社として選定されました。
　当社は、今後もSDGs活動を推進し、持続的かつ豊かな社
会づくりの土台となるエネルギー活用に貢献していきます。

　大崎電気は、50年以上にわたりハンドボール競技の発展に
貢献してきました。企業としてハンドボールチーム「OSAKI 
OSOL（オーソル）」を所有するなど、スポーツ振興に取り組ん
でいます。
　「OSAKI OSOL」は、青少年向けハンドボール教室や各地
域主催のスポーツイベントに参加するなど、スポーツを通じた
社会貢献活動を積極的に行っています。
　さらにはハンドボールチームの本拠地である三芳町と協働
し、ハンドボールのジュニアチームを結成するなど、スポーツ
を通して地域の子どもたちとの交流を深め、地域の活性化や
青少年の育成に貢献しました。この功績が認められ、2022年
には三芳町より表彰されました。

　大崎電気は、企業スポーツの振興と育成を通じて、スポーツ
産業の発展と振興に貢献することを目的とし、1996年に本
財団を設立しました。本財団は、企業スポーツを対象とする

助成活動、研究、調査、スポーツ交流のイベント企画・開催な
どを通じて、企業スポーツのより一層の発展、さらには日本の
スポーツ人口の広がりや次世代の選手育成に貢献します。

社会とともに
大崎電気は、社会貢献活動として、さまざまな分野での
活動を行っています。
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価値創造プロセス

人的資本
グローバル従業員数：

2,961人

社会・関係資本
国内外電力会社との

密接な関係
パートナー企業との連携

技術力
計測制御技術

グループインフラ
日本国内および

世界各地に製造拠点・
営業拠点を展開

財務資本
総資産：912億円
純資産：576億円

サプライチェーン
人権に配慮した

公平・公正な取り引き

株主・投資家
安定的な株主還元

従業員
多様性ある職場づくり、
発想豊かな人材の育成

お客さま
環境負荷の低減に

貢献する製品・
サービスの提供

地域社会
持続可能な

まちづくりへの貢献

2026年度
ROEイメージ

8％以上

サステナビリティ実現に
向けてのマテリアリティ

（重要課題）

スマートメーターを活用した付加 価値創出、
エネルギー・ソリューションの拡大

スマートメーターを中核としつつ、エネルギー・ソリューションの拡大により
安定的な収益基盤を構築するとともに、社会の脱炭素化へ貢献し持続的な
成長をめざす。

コアとなる新製品・新事業の創出

利益を重視したグローバル成長

● グループ人材育成・活用の強化
● グループリスク管理の強化 
● 財務体質の強化および経営資源 の最適な配分
● サステナビリティ活動の推進 

経営資源 ステークホルダーに提供する価値

グループ成長戦略：成長の3つの柱

中期経営計画
(2022年度～2026年度)

グループ経営基盤の強化

1

2

3

環境負荷の低減 持続可能なまちづくりへの貢献 人権の尊重 多様性を認め合う職場づくり、
課題解決に貢献する人材の育成 ガバナンス体制の強化

■ スマートメーターによる貢献
■ 脱炭素ソリューションの推進
■ 研究開発の推進
■ 自社拠点での温室効果ガス排出量の削減 

■ スマートメーターを活用した付加
価値創出

■ 業務省人化を実現するスマートビ
ルディングシステムの推進

■ パートナーと連携した取り組み
■ グローバルな電力インフラへの貢献

■ 人権に関する国際規範の支持・尊重
■ 人権侵害の防止

■ 互いの違いを認め合い、多様性を
活かす職場環境の整備

■ 発想豊かで高いモラルを持つ人材
の育成

■ 健康経営の推進

■ コーポレート・ガバナンスの強化
■ リスクマネジメント
■ コンプライアンス

大崎電気グループビジョン

Global Energy Solution Leader
エネルギー・ソリューションの技術を通じて社会、環境、企業の持続的な発展に貢献

P19～20へ

P22～28へ

P29～49へ

P11～16へ
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投資家向け情報発信

統合報告書

　大崎電気グループでは、毎年6月の「決算および中期経営
計画説明会」の開催などを通じて、正確で公正な情報を迅速
に提供し、株主ならびに投資家の皆さまと長期的な信頼関
係を構築しています。コロナ禍ではいち早く電話会議によ
る説明会に切り替えるなど、対面でのコミュニケーションが
難しいなかでも株主・投資家との対話を継続しました。
　また、市場ニーズに沿った積極的な情報開示の拡大にも
努めています。情報開示は、原則として東京証券取引所の
適時開示情報閲覧サービス（TDnet）で行います。また掲載
した情報は、大崎電気ホームページのIR情報にも掲載しま
す。IR情報では、財務情報のほかIR資料や株式情報も掲載し
ています。

大崎電気工業 IR情報：https://www.osaki.co.jp/ja/ir.html

　大崎電気グループでは、将来に向けた価値創造の取り組
みを株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダーの
皆さまにご理解いただくことを目的に統合報告書を作成、発
行しています。2021年から統合報告書として、従来の「コー
ポレートレポート」に掲載していた経営戦略や事業活動報
告、ESG（環境・社会・ガバナンス）についての取り組みに加え
て、当社の価値創造ストーリーやサステナビリティ基本方針
などを紹介しています。

株主・投資家とともに
大崎電気グループは、企業情報を公正かつタイムリーに
開示します。株主・投資家をはじめとする幅広いステーク
ホルダーと建設的な対話を行いながら、信頼関係の構築
と企業価値の向上を図ります。

Chapter 4

Dataセクション

大崎電気	埼玉事業所

「“共感！”IR賞」に選定

　大崎電気は、一般社団法人日本IR協議会が主催する「IR優
良企業賞2021」において「“共感！”IR賞」を受賞しました。
　IR優良企業賞2021は、企業の積極的なIR活動の共有とそ
れによるベストプラクティスの実現を目的としています。今回
の受賞は、サステナビリティに貢献するために工夫したIR活
動として、当社の製品・サービスの提供を通じた脱炭素化や、
脱炭素社会の実現を担う次世代を育成する活動が評価され
ました。
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