
社会への取り組み

コンプライアンス・リスクマネジメント
私たちは「東京計器グループ倫理行動基準」を、法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし

ています。企業倫理確立には、従業員一人ひとりの自覚が最重要であることを認識し、日頃の企業活動の中で企業倫理
の高揚に努めています。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しています。

コンプライアンスに対する考え方・方針

企業倫理活動を横断的に管理するために、法務・ガバ
ナンス担当役員を委員長とする企業倫理委員会を常設
機関として設置しています。
企業倫理関連組織図
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行動規範
「東京計器グループ倫理行動基準＊」は、従業員一人ひ
とりの健全な行動を促すための基本です。法令や規程類
に反する行為・言動をしないこと、企業倫理に反する行
為がある場合には適切な対応をとることなどの基本的
な姿勢から、社会に有用な商品・サービスの提供、企業活
動を通じた社会への貢献、安全で働きやすい職場環境の
構築など、すべてのステークホルダーに対する責任につ
いて規定されており、行動規範の遵守を通じて社会に対
する責任を果たしていくものとなっています。
なお、倫理行動基準は各海外現地法人向けに当該国の
言語に翻訳して周知しています。

＊	https://www.tokyokeiki.jp/company/rinri.html

コンプライアンス意識向上に向けた取り組み

企業倫理確立には従業員一人ひとりの自覚が最重要
であるという認識のもと、毎年4月に全従業員を対象に
行動規範（倫理行動基準）の教育を実施しています。

研修実施状況
2020年度の倫理行動基準の教育は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、座学集合研修を中心とした例
年の運用とは方法を変え、全従業員が受講完了できるよ
う、eラーニング、Webミーティングを中心に、従来より
も期間を延長して実施しました。受講完了後には、「倫理
行動基準に係る宣誓書」を全従業員が提出しています。

内部監査
内部監査は、グループ共通規程である「内部監査規程」
に基づき、当社グループの内部統制の適切性および有効
性を、被監査部門、部署もしくは子会社から独立した立
場で検証し、その結果に基づく改善を通じて、当社グ

ループの経営の健全性および効率性の向上に資するこ
とを目的に実施されています。
内部監査の結果は社長執行役員に報告されるととも
に、内部監査の結果および指摘された不備に対する是正
対策は、企業倫理委員会で報告、共有されています。

内部通報制度
当社グループでは、法令上疑義のある行為等について
直接情報の提供を受ける窓口を社内外に設けるととも
に、通報者に不利益がないことを保証しています。
社内の内部通報窓口は内部監査室と監査等委員会の2
つが設置されています。監査等委員会は取締役・執行役
員の法令違反を取り扱い、役員の違反等の隠蔽を回避す
る役割を果たします。
2020年度の内部通報窓口の処理件数は4件で、内容
はすべて軽微なものでした。今後も制度の浸透を図り、
コンプライアンスの徹底に努めていきます。
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社会への取り組み コンプライアンス・リスクマネジメント

腐敗防止に関する取り組み

当社グループでは、「倫理行動基準」において、不当な
手段による利益の追求を行わないこと、および国内外の
法令等やルールに基づいた取引を行うことを明記して
います。
海外については「外国公務員贈賄防止規程」を制定し、
主要国の贈収賄防止に関する法令への理解を深めるた
めの教育を毎年実施しています。外国公務員贈賄防止に

関する法律の概要、米国FCPAや日本外国公務員贈賄罪
による摘発事例などを、主に主任クラスを対象とした階
層別教育で、eラーニングもしくは座学にて行っていま
す。
また、国内においては官公庁の案件が多いことから、
談合の禁止を徹底しています。

リスクマネジメントの考え方・方針・体制

事業活動において直面するリスクは、経営レベルで特
定・評価・分析され、対応の優先順位が明確である必要が
あります。当社グループのリスク管理体制は、全社的リ
スクマネジメント最高責任者に社長執行役員を据え、経
営会議を中心にして法務・ガバナンス室、内部監査室、監
査等委員会等で組織されています。
リスク管理体制図
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リスクマネジメントの実施
グループ共通規程として「リスクマネジメント規程」
を制定し、当社グループ全体を対象としています。
リスクマネジメントは、“経営上の重大リスク”とそれ
以外のリスクに分けて進めています。
“経営上の重大リスク”は、リスクマネジメント規程に
従い法務・ガバナンス室が「経営上の重大リスクと主要
な対策」として毎年内容を見直して起案し、法務・ガバナ
ンス担当役員が経営会議・取締役会に付議し承認を得て

います。「経営上の重大リスクと主要な対策」に担当部署
として記載された各部門・部署・子会社は、「経営上の重
大リスクと主要な対策」に記載された“あるべき姿”と
“主要対策”を踏まえ、具体的な各対策を「重大リスク対
策プログラム」として作成し、毎年年末を目途に法務・ガ
バナンス室へ提出します。法務・ガバナンス室は、各担当
部署から提出された「重大リスク対策プログラム」の内
容を確認し、不備等があれば当該部署に対し改善の指摘
を行います。各部門は、決定されたリスク対策について
中期事業計画に反映するとともに、直ちに実行に移せる
ものは随時実施します。
“経営上の重大リスク”以外のリスク対応は、リスクマ
ネジメント規程に従い、各部門等が「リスク調査票」に従
い、自部門に損失をもたらす可能性のあるリスクの発見
（洗出し）作業を行います。実施に当たっては、自部門の
事業目標に対して、規程に記されているリスク分類ごと
に調査し、現段階ではリスクに該当していなくても、環
境変化に伴い、将来的にリスクとして見込まれるものも
列挙することを十分考慮の上、進めています。
各部門は、洗い出したすべてのリスクについての評
価・算定を行います。評価・算定については、リスクごと
に“発生頻度”および“影響度”について評価し、これを
掛け合わせ総合評価を行います。総合評価が10点以上
のリスクについては重要リスクとして所定様式にリス
ク対策を記載し、法務・ガバナンス室に提出するととも
に、自部門の中期事業計画に反映します。また、直ちに実
行に移せるものは随時実施しています。総合評価が10
点未満のリスクは、各部門等の統制（対策、実施、自己評
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価）のもとに業務効率改善等の一環として推進してい
ます。
各部門は、前年度に策定したリスク対策の実施状況に
ついて、毎期末に評価を行い、その結果を法務・ガバナン
ス室へ提出します。
内部監査室は、「重大リスク対策プログラム」につい
て、独立的立場から評価を行い、必要に応じて内部監査
（実査）と是正・改善策の指摘を行います。

経営上の重大リスク　項目例

1.内外経済の変動 7.官公庁との取引

2.自然災害・疫病 8.競争の激化

3.新商品の開発 9.素材・部品調達

4.商品の品質 10.情報セキュリティ

5.人材の確保 11.知的財産権

6.金利の変動 12.退職給付債務

※上記リスクは有価証券報告書にて詳細な説明をしています。

BCP

BCPの概要
緊急事態発生時においては「人命の安全確保および早
期解決」を最優先とし、事業継続に向けて損失の最小化
と損害の早期復旧に取り組むことを基本としています。
そのために、危機管理に関する基本的事項を定めた「危
機管理規程」および個別の事象に対する対応手順を記載
した「危機管理マニュアル」をグループ共通の規程・業務
マニュアルとして維持整備しています。

BCPの体制
危機管理における最高責任者は、社長執行役員、また
は取締役もしくは執行役員の中から社長執行役員が任
命した者としています。実際の対応部署は、原則として
緊急事態の危機に係る主管部署であり、法務・ガバナン
ス室が支援を行います。なお、最高責任者が必要と判断
した場合は、最高責任者を本部長とし、主管部署を事務
局とする緊急対策本部が設置されます。
2020年は、社長執行役員を本部長とする「新型コロナ
ウイルスに係る緊急対策本部」を設置し、現在も継続し
ています。

情報セキュリティ

情報セキュリティの方針
重要な資産である情報の機密性、完全性および可用性
を確保し、災害や不慮の事故も含めて、情報資産を脅か
す脅威から保護することを目的とした「情報セキュリ
ティ基本方針」をとりまとめ、その趣旨に基づいて適宜
適切な対応をとるものとしています。
情報セキュリティ基本方針は、次の4項目からなりま
す。
情報セキュリティ基本方針

①	 情報セキュリティへの取り組み
②	 法令等の遵守
③	 情報資産の保護
④	 事故への対応

情報セキュリティの推進体制
情報担当役員を委員長とし、各部門より選出された委
員で構成される「情報セキュリティ管理委員会」（ISMC）
を設置。情報セキュリティに関する施策の立案は社長室
情報企画部が担当し、重要な施策の立案に当たっては、
ISMCに付議され、内容によっては経営会議に諮られま
す。また、当社グループの情報システムの開発・運用は子
会社の東京計器インフォメーションシステム（株）（TIS）
が担当しております。TISは情報セキュリティマネジメ
ントシステム（ISMS）の国際規格であるISO/IEC	27001
の認証を取得しています。
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情報セキュリティインシデント発生時の対応
PCやスマートフォンの紛失による情報漏洩のリスク
の発生や、コンピュータウイルスの感染などによる重要
な情報資産の脅威への対応を速やかに行うために、ユー
ザーが真っ先にとるべき対処をわかりやすくフロー化
しイントラネットで共有しています。なお、ISMC長より
報告されたインシデントの発生規模によっては、「危機
管理規程」に従い社長執行役員の判断で情報セキュリ
ティインシデントに対する緊急対策本部を設置し、事態
の解決、早期収拾を図ります。

情報セキュリティインシデント対応フロー例 
（コンピュータウイルス）

情報システムユーザーへの対応
情報セキュリティ管理の実効性を高めるためには、
ユーザーへの教育が極めて重要となります。社長室情報
企画部では、新しいシステム、サービスの導入時のユー
ザー説明会や、基本的な情報セキュリティのeラーニン
グを実施しています。
2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、コロナ禍前までは一部のユーザーが利用していたリ
モートアクセス環境について、対象者を拡大するととも
にリモートアクセス環境の増強を図りました（ネット
ワーク機器の増強やリモートアクセス対象サービスの
拡大等）。
また、すべてのリモートアクセスユーザーがコロナ禍
に合わせて設置した「新型コロナウイルスに係る緊急対
策本部」のイントラネットサイトにアクセスできるよう
にし、在宅勤務環境下でもとるべき行動を把握できるよ
うに整備しています。

新型コロナウイルスに係る緊急対策本部のページ
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研究開発および品質管理の取り組み
当社グループの製品は、船舶、航空・宇宙、産業機械、農業・建設機械、社会インフラなど世界中のさまざまな分野で活

躍しています。このような製品を供給するメーカーとして、研究開発と品質管理は当社グループの経営の根幹であると
認識しています。研究開発および品質管理とも、コーポレート・スタッフ部門によるグループ横断的な取り組みと、より
お客様に近いところでの各カンパニー・子会社による取り組みを両輪で進めていくことにより、社会に貢献する製品の
開発とその品質の向上を推進しています。

研究開発の考え方

当社グループの研究開発の基本方針は、経営理念であ
る「計測、認識、制御といった人間の感覚の働きをエレク
トロニクスをはじめとする先端技術で商品化していく

事業を核として、社会に貢献する」に立脚し、研究所機能
である「研究開発センタ」の技術戦略および研究開発計
画、カンパニー・子会社の製品開発に展開されています。

研究開発の体制

研究開発センタは、比較的中長期の研究開発を行うこ
とが主体となっており、その成果を活かした製品開発を
各カンパニー・子会社の開発部署が行うことが基本と
なっています。研究開発センタは将来の事業機会を捉
え、事業の核となる技術の研究開発活動を行っている一
方で、各カンパニー・子会社は、お客様のニーズを基に、
数年先に製品化する商品の先行開発を含めた製品開発
活動を行います。また、研究開発センタは各カンパニー・
子会社単独では非効率な研究開発の委託研究や、個別案
件での技術支援を担っています。

開発委員会
開発委員会は、技術担当役員が委員長を務める会議体
で、研究開発センタ長、各カンパニーの技術部長等で構成
されています。開発委員会は、当社グループの技術戦略立
案や技術戦略実行に関するさまざまな事項を決定し、必
要に応じて委員長が経営会議へ提案または報告します。

産官学との共同研究の実施
当社は産官学との共同研究にも積極的に取り組んで
います。過去には、「NEDO　産学連携実用化補助事業」
における「高精度ウェアラブルモーションセンサの研
究」に参画しました。また現在取り組んでいる研究開発
の一つとして、一般財団法人日本海事協会様と共同研究
中の「船体検査ロボット」があります。このロボットは壁
面から天井へも移動可能な吸着型のもので、ばら積み貨

物船の貨物倉内の検査用途を想定して研究開発を行っ
ているものです。今後もこのような外部機関との共同研
究に積極的に取り組んでいく方針です。
共同研究中のロボット

ロボットの外観と搭載部品

床面から垂直壁 垂直壁面から天井
2面間の移動の様子
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品質マネジメントに関する考え方

当社グループの品質に関する理念は、経営理念「商品
は品質を第一とし、顧客の信頼に応える。」に立脚し、グ
ループ行動指針、倫理行動基準等で具体化し組織に展開
されています。

各カンパニーに共通する品質管理方針
基本理念の実現のために、各カンパニーが品質方針を
打ち出し、ISO9001をはじめとした各種認証を積極的
に取得し、継続しています。

ISO9001の認証取得状況・その他認証取得状況

ISO9001

舶用機器システムカンパニー
計測機器システムカンパニー
油圧制御システムカンパニー
検査機器システムカンパニー
通信制御システムカンパニー

JIS Q 9100 電子システムカンパニー

品質マネジメント推進体制

2階層での品質保証活動
本社のコーポレート・スタッフ部門に、品質に関する
全社横断的な課題に対応する「品質統括室」を設置して
います。
この品質統括室においては、当社グループの製品の品
質を一定以上に保つよう組織横断的に品質の管理監督
を行い、品質に係るリスクの発現を未然に防止する活動
を行っています。具体的には、当社製品の品質に係る全
社的なルールである「技術・生産規程」の維持・管理や、検
査品質監査を、各カンパニーおよび子会社に対して行う
ことで、各カンパニー・子会社の品質保証部による自主
的な品質マネジメント活動を補完しています。
個々のカンパニーにおいては、営業部、技術部、生産部
とは独立する形で品質保証部を設置し、「契約→設計・開
発→購買・生産・検査→サービス」の各プロセスで助言・
指導を実施しています。なお、事業特性の異なる各カン
パニーにおいて、「技術・生産規程」に反しない範囲であ
れば、独自に業務ルールを策定できるよう、「カンパニー
等技術生産規程」の枠組みを定めています。

2階層品質マネジメントの模式図
品質統括室

各カンパニー 各カンパニー

技
術
部
・
生
産
部

営
業
部

品
質
保
証
部

技
術
部
・
生
産
部

営
業
部

品
質
保
証
部

品質部会
品質部会は、社内における横断的な品質問題の情報共
有および解決の場として設けられた、各カンパニー・子
会社の品質責任者を部会員とする品質担当役員所掌の
会議体です。品質統括室の主催によって年4回主催され、
品質に関する全社的な問題や将来的な課題を抽出し、解
決に向けての施策立案等を実施しています。各カンパ
ニー・子会社において、品質上の懸念が生じた場合、品質
部会において品質担当役員への報告が行われます。品質
担当役員が必要と認めた場合、是正の指示を行うととも
に、経営会議等、必要なレベルへの情報エスカレーショ
ンが行われます。
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社会への取り組み 研究開発および品質管理の取り組み

品質マネジメントに関する具体的な取り組み

検査品質監査
品質統括室が各カンパニー・子会社に行う検査品質監
査は、監査としての実効性を確保したうえで、各カンパ
ニー・子会社の品質管理の力量が向上するよう、年度ご
とに監査方法や対象範囲の見直しを実施しています。

品質部会の活動
品質部会では、これまでそれぞれのカンパニー・子会
社で蓄積していた不具合事例と周辺知識をグループ全
体で共有するため、グループ横断の「不具合データベー
ス」の構築に着手し、不具合事例を共有することによる
品質向上を図っています。

改善提案（M札）活動
当社ではM札による改善活動を推進しています。M札
とは、職場内にあるM：ムダを見つけ「札」に記載し職場
改善につなげるための手段です。全従業員が参画し、職
場内にある7つのムダを職場ごとに集計し対策を「個人」
「サークル」に分類し改善する活動を行っています。その
結果、作業環境を含めた作業改善が図られ、品質の安定
につながっています。

品質研修
不具合事例に対し「不具合事例報告」や「ワンポイン
ト・レッスン」といった教育資料を作成し、関係者に周知
し、水平展開を行い各人の行動に落とし込むよう啓蒙
し、不具合の再発防止を図っています。また、QMS強化
の一つに品質内部監査がありますが、内部監査員教育を
実施し主任監査員や監査員としての力量の維持向上を
図っています。さらに各カンパニーで品質会議を開催
し、不具合報告と対策の共有を行っています。
具体的な活動として、例えば那須工場の電子システム
カンパニーおよび通信制御システムカンパニーでは、階
層別教育として入社時および昇格時に品質保証や品質
マネジメントシステムの知識教育を実施しています。日
頃の啓蒙活動としては、ヒューマンエラー報告会を実施
し、不具合予防を図っています。また、「品質月間」を設
け、従業員から品質標語を募集し、優秀作品の工場内へ

の掲示や、従業員のメール発信時の署名に付け加えるな
ど、普段からの品質意識の維持・強化を図っています。

結果の数値：顧客満足度
当社グループの品質管理は、当社製品の品質に起因し
ない個々のお客様の固有の問題であっても、お客様の問
題が解決するまで最後まで寄り添う「問題解決型の品質
保証」を徹底することで顧客満足度を向上させていま
す。顧客満足度については、その把握および向上を目標
に各カンパニーにおいてそれぞれの事業特性に応じて
さまざまな方法で定量的に捉える工夫がされています。
また、品質の確保こそが顧客満足度に直結することを
踏まえ、Fコストによる計数的な管理と原因・対策の共有
を図っています。

顧客満足度調査の一例
※2020年度の通信制御システムカンパニー　RF機器部　
契約プロセス　顧客満足情報より

品質 納期 顧客対応

目標値 6.1以上 5.2以上 6.1以上

実績値 6.4 6.3 6.4

期初に品質、納期、顧客対応の目標値を設定し、四半期
ごとに顧客にアンケートをとり評価を行った結果、すべ
ての項目において目標値を達成しました。
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社会への取り組み 研究開発および品質管理の取り組み

サプライチェーンマネジメント

基本的な考え方
生産活動の源泉は、製品製造に必要な部材を、必要な
タイミングで調達することにあります。私たちは当社グ
ループのサプライヤーの皆様との信頼関係を構築し、そ
の継続および相互利益の実現を図る中で、安定した生産
活動を具現化し、確かな品質の提供を通じて社会に貢献
していきます。
資材管理基本方針

　確かな品質のものを、適正な価格で､ 必要な時期に､ 必要なだけ、と
いう基本的な考え方に基づき調達活動を実施する。
　そのために、全社購買組織のセンターとしての機能を整備・維持・管理し、
円滑かつ適切な資材調達活動に寄与する。
　また、購買先との協力関係・信頼関係のもと、資材調達における健全
かつ安定した供給体制の維持向上に継続して取り組む。

１．	購買業務の基幹システム TBB と、関連システム（購買依頼 B票シス
テム・買掛金システム・ファクタリングシステム・Web-EDI・リー
スシステム）を維持・管理し相互の連携をもって、購買業務及び関連
業務を推進する。

２．	工場資材部署との連携のもと、Web-EDI の加入促進を継続し、購買
業務の効率化を推進する。

３．	購買管理業務における内部統制（社内規定・法令等の遵守、リスク管理、
財務報告に係る購買プロセス）管理を継続して行なう。

４．	健全かつ安定した資材供給体制の維持・向上を図るため、主要購買
先の静態観察を実施し、関連部署にフィードバックする。また、定常・
非定常の各種機会を通じた連携により、協同組合や協力会加盟業者との
緊密な関係を維持する。

５．	本社購買部署として、コストダウンに取り組む。また、組織力強化を
目指した改善活動に取り組む。

サプライチェーンマネジメントの体制
当社グループのサプライチェーンマネジメント体制
は、本社スタッフである資材管理室と、各カンパニーの
購買部門により構成されています。資材管理室と各カン
パニーの購買部門に上下関係はなく、資材管理室は社長
直轄の組織として、各カンパニーの購買業務を支援して
います。

購買管理の取り組みについて
資材管理室は、全社に係る基本方針や「標準購買規
程」、当社グループで使用する定型の取引基本契約書の
維持管理、下請代金支払遅延等防止法（下請法）の全社へ
の指導、購買業務の基幹情報システム（TBBシステム）の
維持管理などの管理業務と、本社地区の製品開発用資材
の調達を担当しています。
各カンパニーの購買部門は、主に各カンパニーの生産
活動に必要な生産資材の調達を行っており、国内外のサ

プライヤーの皆様と効率的かつ公平・公正な購買取引を
行っています。取引開始にあたっては資材管理室が準備
した定型の取引基本契約書を締結することを原則とし
ており、購買業務でTBBシステムを使用することで標準
購買規程に則った運用となるように設定されています。
各購買担当者の能力開発はカンパニーごとに実施して
いるほか、資材管理室は購買担当者の下請法セミナー受
講を推奨し、各購買部署に対し受講推進の働きかけをし
ています。2020年は購買担当者47名中20名が受講し
ました。

サプライチェーン全体での品質向上
サプライヤーの皆様向けの事業方針説明会を、当社グ
ループの主要な生産拠点（那須工場、矢板工場、佐野工
場）ごとに毎年5月に実施し、的確な情報提供に努めてい
ます。品質監査については各カンパニーの品質マネジメ
ントシステムに基づく、取引開始時の品質監査や定期品
質監査、臨時品質監査を適宜実施しています。当社グ
ループのサプライヤーの規模はさまざまですが、特に加
工部品外注については小規模な会社が多く、購買担当者
との直接対面での対話を重視しています。対面での対話
を重視することで、サプライヤー側での労働環境状態や
品質管理に関する実態の把握がしやすく、サプライヤー
との長期的な信頼関係構築にもつながっています。な
お、2020年度のサプライヤー監査は合計90件でした。
また、切削・板金加工、組立加工等のサプライヤーに
は、グリーン調達（環境負荷物質対策）業者としての認定
制度があり、該当するサプライヤーに対しグリーン調達
審査を実施しています。この審査の際には環境負荷物質
の低減・排除についての説明・指導を行います。
トキメート・J会
トキメート・J会は、当社グループの中小サプライヤー
の若手経営者や次世代の経営継承者が集まる組織です。
会では、技術交流や勉強会のほか、当社の国内外の生産
拠点等を研修目的で訪問する行事を定期的に行ってい
ます。会は資材管理室や各生産拠点の購買部署が全面的
に支援しています。
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社会への取り組み

従業員とともに
当社グループにとって、人材は最大の財産です。私たちは「自立型成長人材の育成」を人材育成の基本方針としており、

従業員一人ひとりが、自ら行動し、結果を出すことを求めています。その実現のため、能力開発を支援し、人的資本価値
を継続的に高めることを通じて、企業価値の向上を目指しています。

人材に関する考え方・方針

人材採用に対する取り組み方針
事業環境が大きく変化する中で、当社グループが持続
的に発展していくためには、競争力の源泉である、多様
かつ優秀な人材の確保が不可欠です。新たな価値の創造
に向けて、従業員一人ひとりが個性や能力を最大限に発
揮し、これらを結集して大きな力にすべく、当社グルー
プが求める人材像を下記の通り定義しています。
・情熱と執念を持ち、最後までやり抜くタフな人
・未経験の世界に飛び込める行動力のある人
・自分の頭で考え、課題を解決しようとする人
求める人材像の策定にあたっては、各部署のニーズと
人事総務部による人材マネジメント上の目指すべき姿
とを擦り合わせているほか、毎年の求人についても人事

総務部が各部署とのヒアリング結果を基にして採用活
動に臨んでいます。

人材育成に対する取り組み方針
イノベーションを通じて社会課題の解決を図ると同
時に、顧客の期待に応え、持続可能な成長のための基盤
となる収益力を向上させる。そのためには、経営基盤を
支える従業員の能力開発が欠かせません。私たちは生
産・営業・技術・サービスなど、あらゆる業務の効率化と、
生み出した余力による成長資源の自己捻出を目的とす
る全社改善活動を積極的に展開することに加え、多能工
化等の付加価値を高める人材育成に引き続き取り組ん
でいきます。

人事管理体制図
人事総務部 人事部

総務部

人事課 法改正に合わせた規則・規程改定、多様な働き方に対応できる制度構築、人員管理等

人財開発課 新卒・中途採用、人的資本価値を向上させるための教育研修等

勤労課 多様な働き方に対応できる制度運用、給与・社会保険料の計算等

総務課 従業員の就労管理・長時間労働対策、安全衛生、福利厚生管理等

働き方改革への取り組み

従業員一人ひとりが能力を十分に発揮できるように、
多様な働き方に柔軟に対応できるテレワークやフレッ
クスタイム制度、ノー残業デー、育児・介護休業制度の各
種制度の整備や多くの施策を行っています。

さらに、会社が一部費用を負担することで、同好会活
動や拠点ごとの懇親会等、希望する従業員には業務外で
もコミュニケーションを取れる場を提供するよう努め
ています。

月平均残業時間 年休取得率
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※プロフェッショナル職のみの平均

※Ｃ職；クリエイティブ職（管理職）、
　Ｐ職；プロフェッショナル職（一般職）
※各年の10月1日から翌年の9月30日で集計。
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社会への取り組み 従業員とともに

育児休職の利用者数 介護休職の利用者数 特別年休の利用者数
※	各年度に新規取得した人数を計上し、前年度
から継続して利用している人は継続利用年度
の人数には計上していない。

※	各年度に新規取得した人数を計上し、前年度
から継続して利用している人は継続利用年度
の人数には計上していない。

※	特別年休は切り捨てとなった年次有給休暇
日数と同日数を新たに10月1日に付与した
ものをいい、私傷病による治療等に使用し、
従業員の福祉を目的とする。各年度に1日以上
利用した人を計上。
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教育制度

キャリアプラン
新入社員から幹部社員までを対象に、人的資本価値を
向上させるための教育研修を行っています。
具体的には、階層別教育として各階層に見合う知識や
スキルの保持についての研修、ライン管理職教育として

マネジメントのスキルや知識を身に付ける研修、将来の
経営幹部として幹部候補者を人選し育成する研修等を
実施しています。

各階層で身に付ける知識とスキル

社内諸制度の知識

仕事の仕方基礎　等

EXCEL 基礎

知財等法務基礎　等

私の仕事

営業応用研修
（必要部門のみ）　等

4年次
研修

Ｃ職
共通

（知識）

C3 ～ C2 経営者・幹部のリテラシーセミナー（３日間）

変革型リーダーシップと
部下育成（キャリア面談含む）　等

ネゴシエーション研修

変革型リーダーシップと
部下育成研修

ラインケアマネジメント基礎

モチベーションマネジメント基礎

キャリア研修

キャリア研修

キャリア研修

キャリア研修

アンガーマネジメント研修

部下の適正評価
（評価者訓練）　等

問題発見・展開力養成
基礎研修　等

Ｃ職候補者研修（詳細は省略）
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パーソナルスキル分類 階層 ビジネススキル マネジメントスキル
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独占禁止法
不正競争防止法

契約における基礎知識
等

新任Ｐ6 とは

派遣法　等

新任
P5
研修

独占禁止法
不正競争防止法

契約における基礎知識　等

新任Ｐ5 とは

派遣法　等

新入社員研修

新任P6研修

新任C職研修群

コミュニケーション基礎
（ロジカルシンキング含む）

※C職；クリエイティブ職（管理職）、P職；プロフェッショナル職（一般職）
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社会への取り組み 従業員とともに

2020年度の教育の取り組み

コロナ禍における外部研修の活用
新型コロナウイルス感染症による前例のない混乱は、
教育研修にも大きく影響を及ぼしました。集合教育や外
部研修など従来対面で行われていた活動は継続が困難な
状況となりましたが、リモート方式への切り替えを行っ
たほか、2020年度より新たに従業員一人ひとりが自主的
にオンラインで受講できるビジネススキル講座を拡充す
るなど、柔軟な受講形式の整備を進めることによって、従
業員の自発的な学習意欲への対応を図っています。

社内講師による研修実施
従来、当社グループの教育活動では、外部講師の派遣

や外部機関での受講など外部リソースを活用してきま
したが、法務研修や営業研修、ものづくり研修といった
一部カリキュラムでは、当社従業員を講師に任命してい
ます。この取り組みのメリットは、外部講師からは得ら
れ難い当社グループ特有の事例や知見が得られる点や、
社内各部署との協働を通じて社内教育意識の向上が図
れる点にあります。
2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により

中止となった講座もありましたが、主要な42講座のうち、
20講座において社内講師による教育が行われています。
これら社内外リソースを組み合わせたハイブリッド型の
カリキュラムによって、教育効果の最大化を図っています。

ダイバーシティの方針・取り組み

当社グループは、働くことを希望する女性や障がいのある方々の雇用を強化するとともに、働きやすい環境の整備を
進めています。

女性活躍推進
法改正への対応や労働組合との協議を通じて、女性に
とっても働きやすい環境整備を推進しています。社内制
度として、育児・介護休業制度や育児短時間勤務制度を
整備しています。

特別支援学校生徒の工場実習受け入れ
佐野工場では、毎年近隣の県立高校の生徒をインター
ンシップとして受け入れていますが、2020年度に初め
て栃木県の特別支援学校から軽度知的障がいの生徒の
工場実習申し入れがあり、受け入れることとしました。2
週間の実習に先立ち、同校の先生および保護者の方との
事前打合せを行い、実習内容を安全最優先とすること、
一人で作業できることを実習終了時の目標設定とする
ことを取り決めました。
実習中に複数回、先生および保護者の方にご見学いた
だきましたが、生徒向けに新たに作成した作業手順書に
ついて、感謝のお言葉をいただきました。生徒の習熟も
予想以上に速く、実習後の振り返りでは双方満足のいく

結果となりました。工場としても今後の障がい者雇用に
取り組むうえでよい経験になったと考えています。

障がい者雇用
障がいのある方々の雇用にあたっては、車いすでも行
き来できる職場レイアウトやトイレを改善したオフィ
スを提供するといったハード面の整備のほか、配属され
る職場のメンバーに対して教育の場を設け、障がいへの
理解促進に努めています。また、入社配属後も人事部に
よる職場からの定期報告の確認や、職場への定期訪問を
行い、連絡を密に労務管理や必要なケアを行っています。
障がい者雇用人数

本社 11

那須工場 9

矢板工場 5

佐野工場 8 障がい者実雇用率

合計 33 2.12％
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社会への取り組み

人権
企業は、ビジネスを展開する中で意図せずとも直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、

人権尊重を意識した事業活動を行う必要があります。当社グループは、ステークホルダーをはじめ、すべての人びとの
人権を尊重することを基本として、企業としての責任を果たします。

人権に関する考え方・方針

私たちは人権を尊重するとともに、個人情報の適切な
管理を行います。また、従業員の人権・人格・個性を尊重
するとともに、働きがいのある職場を提供することが当
社の競争力の維持・強化につながるとの考えのもと、人
種・国籍・性別・年齢等を問わず、多様な人材が活躍でき

る企業を目指します。また、海外法人やサプライヤーの
事業活動においても人権侵害がないよう、日常業務を通
じてモニタリングを行います。
（「倫理行動基準」および「コーポレートガバナンス・ガイドライン」より）

人権に関する取り組み

ハラスメント防止の取り組み
・ハラスメント防止に関する方針
東京計器グループは、働く従業員一人ひとりがその能
力を最大限に発揮し、その可能性を追求できるような業
務環境を整備すると同時に、周囲の人と協力・連携しな
がら活き活きと働くことができる明るい職場づくりを
実現すべく、職場におけるハラスメントの防止と排除の
措置、並びにハラスメントに関する相談・苦情などに迅
速かつ公平に対処することを目指します。
・ハラスメント防止規程
ハラスメントの定義や禁止行為、パワハラやセクハラ
に関する定義、LGBT等を取り扱う「ハラスメント防止規
程」は、東京計器グループで働くすべての役員および従
業員が対象となるだけでなく、顧客や取引先であっても
上記の対象者が関係する場合は適用されます。
被害を受けた本人はもちろん、ハラスメントの現場を
見たり話を聞いたりするなど、疑わしいと感じた第三者
からの情報も受け付ける東京計器グループ共通の相談
窓口を、社内と社外に設置しています。程度がはなはだ
しいと判断された場合は、ハラスメント委員会が、弁護
士等の有識者の意見を求めた上でハラスメントの有無
を認定します。その後、経営会議（子会社の場合は子会社
の取締役会にも）や必要な場合は本社取締役会に報告、
懲戒委員会にも報告して処分の検討を委ねるとともに、
是正措置と再発防止を検討・実施し、委員会並びに当該
職場の部門長および管理監督者がハラスメント是正報

告書を作成します。

問題解決のプロセス

相談者

社内相談窓口

相　談 相　談

自宅待機

苦　情

通　知 調査および調整 調査および処分

ハラスメント是正報告書の作成

是正措置・再発防止策の実施

事後確認

終　了

終　了

終　了

終　了
ヒアリング

※必要な場合のみ

被害者

社外相談窓口

ヒアリング
行為者

ヒアリング
第三者

処分の決定

懲戒委員会
案件に応じて本社の取締役会、
子会社の取締役会にも

経営会議報告

こ
こ
か
ら
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
委
員
会
を
招
集
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社会への取り組み

労働安全衛生
従業員の安全と健康は、企業活動の基盤です。製造業として安全を第一とした操業を続けるためには、すべての従業

員の心身の健康が重要な要素であるという認識のもと、安心して働ける職場を実現・維持できるように努めるとともに、
事故を発生させない作業環境づくりに継続的に取り組んでいます。

労働安全衛生の方針・体制

労働安全衛生方針
当社は、安全確保が人間尊重の理念からすべての活動
に優先するものであり、健康が企業活力の基本であると
認識し、以下の定めに従い事業運営を行います。

1．		職場における労働安全衛生に関する危険要因を除去し、快適な職場づく
りに努め、心とからだの健康の保持増進を促進します。

2．		労働安全衛生方針を含む安全衛生管理体制を構築し、適切性、妥当性、有
効性を維持するため継続的に改善を行います。

3．		労働安全衛生方針並びにその他必要事項を当社で働く全ての人に周知
し、安全衛生意識の高揚をはかります。

4．		安全衛生管理体制に関係する法規制や当社が同意した協定及び社内規
程に定めた事項を遵守します。

労働安全衛生のための体制
安全衛生管理体制は、各拠点で働く従業員からなる地
区組織と、各地区をまとめる全社組織で構成されていま
す（安全衛生組織図参照）。
「全社安全衛生会議」は「全社安全衛生会議規程」に
従って開催される会議で、会社側メンバーは人事総務部
長、那須・矢板・佐野の各工場長、飯能・田沼の各事業所
長、人事総務部総務課長で、同数の労働組合メンバー（通
常は中央執行委員）からなります。原則として年1回開催
され、安全衛生に関する規程の改廃検討をはじめ、同規
程に記載された内容を審議しています。
「全社安全衛生事務局連絡会議」は毎月、各地区の「安

全衛生委員会」の前に開催される会議で、各地区の委員
会事務局が集まり、それぞれの安全衛生委員会で議題に
すべき内容や横通しが必要なもの、全社的な取り組み等
を審議・情報交換する会議です。労働組合側の参加はあ
りません。
安全衛生組織図

社　長

全社安全衛生責任者 全社安全衛生会議

全社安全衛生事務局連絡会議

統括安全衛生管理者 安全衛生委員会

全 社

地 区

2020年度の労働災害
2020年度の労働災害件数は、業務災害は前年比で2
件減少し7件、通勤災害は前年比で3件減少し11件、交
通事故は前年比で3件減少し9件でした。今後とも、労働
災害発生防止に向け、工場や通勤途上での保安・防災を
徹底し、安全の確保に努めていきます。

健康に関する考え方

労働安全衛生方針にも明記されているように、私たち
は、従業員一人ひとりの心身の健康こそが企業活動の基
本であると認識しています。

具体的な取り組み
・健康管理についての取り組み
従業員の健康の増進・維持のため、以下のような取り
組みを行っています。
○社内食堂におけるメニューへのカロリーの表示および、
ヘルシーメニューの定期的な提供

○インフルエンザ予防接種の実施
全社的にインフルエンザ予防接種を推進しており、会社
および健康保険組合が予防接種代金を補助しています。
2020年度は全従業員の87.6%が接種を行いました。

・メンタルヘルスについての取り組み
産業保健師および人事総務担当者によるラインケア・

セルフケア研修を行うとともに、従業員に対するストレ
スチェックとその結果のフィードバックを実施していま
す。2020年度のストレスチェックは1,915人を対象に
行われ、回答率は95.7％でした（分析対象人数1,833人）。
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社会への取り組み

社会貢献
当社グループは、社会の公器である自覚を持ち、事業を展開する地域社会の発展に寄与するとともに、さまざまな

活動を通じて積極的に社会に貢献していきます。

社会貢献の考え方・体制

経営理念を踏まえた社会貢献の考え方
経営理念の中にある「社会規範に則り、健全で公正な
企業活動を推進する」、「自然環境を保護し、限りある資
源の保全に努める」を社会貢献に対する考え方の基礎と
し、事業所が所在する地域への貢献や環境保護活動に取
り組んでいます。

社会貢献活動の体制
日常的な地域貢献のための施策は、本社地区は人事総
務部、各工場は工場管理課が企画・対応しています。
自然災害により甚大な被害が発生した際の各種支援
や義援金等の企画は、緊急時に設置される災害対策本部
または社長室が当社グループ全体の調整を行います。

社会貢献の事例

地域環境の維持
・栃木県那須町での国有林の赤松保護活動
栃木県那須町にある那須工場の近くには赤松の国有
林があります。昭和天皇も愛したこの広大な森は、かつ
ては赤松が群生する美しい場所でしたが、松くい虫の被
害に遭って、赤松が激減しています。
那須工場従業員有志は、この赤松の保護活動に毎年参
加しています。塩那森林管理署の「那須街道赤松林の松
を保護し、景観を守る」活動に呼応したもので、例年3月
に赤松の苗木植栽や木の葉の清掃を行っています。
2021年3月は植栽赤松の間伐、枝打ちを行い、同年6月
は下草刈りなどを、およそ10名の従業員が森林管理署
管理官の指示のもとで実施しました。

草刈りとはいえ、刈り払い機やカマでただ草を刈って
いくのではなく、植栽した赤松の苗を切らぬように、ま
た群生しているヤマユリを切らぬように、と細心の注意
を払って作業を行っています。
今回で6年目を迎えた活動ですが、これからも地域の
皆様と力を合わせて続けていきたいと考えています。

・工場周辺の美化活動
豊かな緑に囲まれた那須工場では、工場周辺の地域美
化活動に那須工場従業員が参加しています。また、栃木
県佐野市にある佐野工場では、所属する佐野工業団地の
近隣企業と協働して、年間数回実施する地域清掃活動に
佐野工場従業員が参加しています。

・矢板工場周辺の街灯の維持
矢板工場の北側の7基の街路灯は、過去に工場近隣の
商工組合により設置されましたが、現在当組合の活動は
休眠状態となっており、これらの街路灯のメンテナンス
が行われない状態にありました。この道路は周辺の学校
の生徒が通学路として利用しており、街路灯が故障する
と交通安全上、または防犯上の危険が生じるおそれがあ
りました。そのため、当該街路灯については、当社で維持
管理を行っており、地域の安全・安心に貢献しています。
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社会への取り組み 社会貢献

医療関連
・日本赤十字社への献血の協力
本社、栃木の各拠点および飯能事業所では、日本赤十
字社の献血活動に協力しています。特にこの1年では、	
新型コロナウイルス感染症の影響で主要な商業施設の
一時休業や各種大規模イベントの中止、外出自粛要請な
どの影響で献血協力者が不足していました。この状況で
推移すると必要な輸血用血液の供給に支障が出る深刻
な状態になることを考慮し、各拠点で献血活動の実施回
数を増やすなどの対応をしました。

地域貢献等
佐野工場では、例年2～3回、交通安全週間の街頭啓発
に参加しています。地元警察署、近隣企業と佐野工業団
地内の大型交差点、道の駅にて共同でのぼり旗を設置
し、チラシ配りやゴミ拾い等に参加しています。
各工場で例年行われている地域貢献として、ほかにも
各工場の地元の高校からのインターンシップの受け入
れ、地元の祭事への寸志や小学生ソフトボール大会への
寄付、花火大会への協賛、学校等での特別授業の講師派
遣など、多くの活動を行っています。
この1年は新型コロナウイルス感染症の影響でさまざ
まなイベントや学生の受け入れが中止になり、寄付も例
年に比べ少なめとなっていますが、事業を展開する地域
社会の発展のため、今後も継続的に取り組む計画です。

特別年休制度
従業員によるボランティア活動等への参加を促す制
度としては、通常の年次有給休暇（年休）制度に加えて、
通常なら切り捨てとなる未使用年休日数と同日数を付
与する「特別年休制度」を導入しています。これは、災害
発生時に地元復興のために近隣住民の支援や被災地ボ
ランティア参加等のために継続して休暇を取るなど、特
別な事情がある場合に使うことができる休暇制度です。
また、本人が被災した場合には、年休や特別年休とは別
に、一般休暇（有給休暇）として罹災の日以降14暦日以
内に最高7日取得することができます。
なお、裁判員裁判や検察審査会など「公務を執行する
場合」には、公民権行使休暇として、別途有給休暇が付与
されます。

株主優待制度による寄付行為
当社が2020年度より導入している株主優待制度「東
京計器プレミアム優待クラブ」では、株主の皆様の持ち
株数に応じた優待ポイントを付与しています。株主様
は、その優待ポイントと、食品や電化製品など4,000点
以上の優待商品との交換が可能となっています。
当社では交換品目の中に「社会貢献」というカテゴリ
を用意し、当社から付与した優待ポイントの日本赤十字
社や各種NPO、環境NGO、国際NGOなど公益法人へ
の寄付を選択できるようにしています。
今年は本優待制度により日本赤十字社のほか、NPO
法人カタリバ、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパンに、合計117,100円の寄付が行われました。
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