
TOPIC

New Business
新規事業

ションなど、長年培ってきた
制御技術、環境技術を活か
して、グローバルレベルで
進行するさまざまな社会課
題の解決に貢献しています。

　IDECの強みである安全関連
機器や安全システムを軸に、各種
メーカーの協働ロボットやビジョン
センサ、人工知能（AI）、自律走行
搬送ロボット（AMR）などを組み合
わせたシステムと多様なアプリケー
ションパッケージを、顧客ニーズに
合わせてご提供しています。

　日本において、メガソーラーや太陽光発電用電力マネ
ジメントシステムなど、環境・エネルギー事業の売上が
大幅に減少しました。
　一方、協調安全ロボットシステム事業は、自動化、省
人化といった需要の拡大により、多様な企業向けの導入
事例が増加し、売上は堅調に推移しました。

再生可能エネルギー

　自家消費型ソーラー発電をはじめとする再生可能エネ
ルギーや、事業継続計画（BCP）対策のための電力供給、
次世代農業ソリューション、それらを連携させた生産、物流、
店舗までのサプライチェーン全体におよぶストアソリュー

環境・エネルギー関連事業

2020年度の業績

事業戦略

協調安全ロボットシステム事業

　 IDECグループの新規事業は、IDECファクトリー
ソリューションズ株式会社を中心とする協調安全ロボット
システム事業と、IDECシステムズ&コントロールズ株式
会社を中心とする環境・エネルギー関連事業を主な領域と
して展開しています。
　産業現場での労働力不足や地球温暖化などの社会
課題に、IDECグループ一丸となって貢献しています。

制御技術を活用した
多様なソリューションで、

社会課題の解決に貢献します。

経営と一体となった

CSR活動
企業理念である『The IDEC Way』に基づき、
行動基準・CSR憲章・国連グローバル・コン
パクトの10原則を重要な指針として定め、事業
活動を通じた社会課題の解決に取り組んで
います。また社会と私たちの双方にとっての価値
を生み出す「共通価値の創造（CSV）」により、
社会に求められる企業として価値向上を目指
しています。

　IDECグループのCSR活動方針を策定する機関として
「CSR委員会」を設置しています。委員長は社長とし、
CSR委員会の傘下には、ESGに、私たちの強みである
「安全:Safety」「品質:Quality」を加えた「ESG+Sa+Q」
の5つの分野の専門委員会を設けています。各専門委員
会の委員長は執行役員とし、専門知識や経験を持った
メンバーで構成され、それぞれのテーマに即した施策に
取り組んでいます。CSR委員会で議論した重要課題は、
取締役会に報告しています。

推進体制

CSRリーダー会議 CSRリーダー（＝部門長）

CSR 職場研修会 社員一人ひとりへの落とし込み

CSR委員会 委員長：代表取締役社長
委　員：専務、常勤取締役、執行役員

環境
マネジメント
委員会

社会貢献
委員会

リスク
マネジメント
委員会

安全推進
委員会

品質
マネジメント
委員会

　CSR委員会で議論された内容をCSRリーダーがCSR

職場研修会で社員一人ひとりと共有し、「CSR活動の
実践」ならびに、意見が言い合える「風通しの良い職場

社員一人ひとりが取り組むCSR

本社食堂の社員へのCSR職場研修会

づくり」を目指しています。
2020年度の社員からの
意見・提案は688件あり、
各専門委員会に共有され、
IDECグループのCSR

活動の参考としています。
CSRに関する情報はWebに

掲載しています。
https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/

corporate_social_responsibility

Webサイトでの情報開示

国連で採択された「持続可能な
開発目標（SDGs）」に、事業活
動を通じて貢献していきます。

サプライヤーさまとともに取り組むCSR調達
　サプライチェーン全体でCSRに取り組むため、IDECグループの
「CSR調達ガイドライン」「グリーン調達ガイドライン」を策定し、
サプライヤーさまのご協力をいただきながら2018年度より
運用しています。人権の尊重や働きやすい職場環境づくり、
環境への配慮、責任ある鉱物調達、事業継続計画（BCP）へ
の取り組みなどを定めており、2020年度は50社のサプライヤー
さまにセルフアセスメントを実施していただきました。この結果
をもとに、今後CSR監査を行っていきます。

協調安全ロボットシステム

2%

売上高比率

売上高推移（億円）
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IDEC全社員対象 
基礎編

国内グループ会社社員対象 
基礎編

1級    2名
準1級 7名

4級 174名 2級 61名

「安全」「安心」な製品サービスをお届けするため、
「品質のIDEC」を実現する品質保証体制を築き、
開発・生産・販売・サービス提供に取り組んでいます。

グローバル社会での安全で快適な環境づくりのため、
全ての事業活動において常により高い安全性を実現し、世界一
安全・安心・ウェルビーイングを追究・実現する企業を目指しています。

セーフティオフィサ、セーフティアセッサおよび
セーフティベーシックアセッサ有資格者数
（2021年4月時点）

ロボット・セーフティアセッサ有資格者数
（2021年4月時点）

累計開催回数（回）
累計受講者数（名）

1,838
35,245

37,115
38,254

40,099
42,328

（年度）

安全セミナー・防爆セミナーの累計受講者数
および開催回数（IDEC単体）

正しく安全・防爆関連機器を使っていただくた
めの基礎・応用・実践の社外向け無料セミナー
を開催しています。コロナ禍においてはオンラ
インに切り替えて開催を継続しています。

級保持者数（名）

品質管理検定（QC検定）の
級保持者数推移

（年度）

674

品質管理検定の級保持者数
（2020年11月時点）

3級 430名

674名

品質改善の力量確認・育成を目的として、一般
社団法人日本品質管理学会が認定する品質
管理検定の受検を推奨しています。2020年度
の級保持者数は前年度比28名増加しました。

継続的なQCサークル活動や品質管理研修の
階層別実施等により、2020年度は、最難関資
格である1級保持者が1名増加しました。

国際安全規格に基づいた安全なものづくりや
安全コンサルティングを行うため、セーフティア
セッサ資格の受験費用や資格更新費用を会社
が負担し、社員に取得を推奨しています。

安全コンセプトブック（中国語版）2021年3月に4事業所で認証を取得

　IDECグループは中国に複数の拠
点があり、協調安全／Safety2.0や
安全関連機器の普及を目的として、
『安全コンセプトブック』を中国語で
発行しました。
　安全についての最新の潮流やISO 

45001等をわかりやすく記載し、
安全・安心・ウェルビーイングを追究
するIDECグループのこだわりをまとめ、
具体的な安全機器の使用事例など
を紹介しています。
　本冊子は中国においてIDECグループ
社員が安全を伝えるツールとして活用
しているほか、安全セミナーなどで配布
しています。

　労働安全衛生マネジメントシステム
の国際規格であるISO 45001認証を、
2019年3月に滝野事業所で初めて
取得しました。毎年、対象事業所を拡
大し、2020年度は兵庫県にある滝野・
福崎・尼崎・竜野の4事業所で認証を
取得しました。2021年度は木場事業所
（東京都）を加えた5事業所での認証
取得を目指しています。
　労働安全衛生マネジメントシステム
に基づいてさまざまな活動を推進して
おり、作業内容のリスクアセスメント、
継続的な安全活動に必要なマニュアル
や手順書の整備、工場勤務の全ての
人による職場環境に関する「気づき報
告」の実施など、安全で働きやすい職
場環境づくりを行っています。

　「安全・安心」を社会に提案し啓発
できる人材を育成するために、安全研修
を実施しています。安全教育3ヵ年計画
を策定し、2019年度はIDEC全社員
向けに安全研修を実施し、2020年度
は国内グループ会社にも対象を広げて
実施しました。2021年度は海外拠点
での実施を予定しています。
　安全研修では、IDECの安全の歴史
や安全についての考え方、IDECの安全
製品、Vision ZeroやSafety2.0など
最新の情報を伝え、研修後に理解度
テストを実施し知識の定着を図ってい
ます。

安全教育3ヵ年計画

2019年度 2020年度 2021年度

安全分野の人材育成 中国で『安全コンセプトブック』を発行ISO 45001認証取得 品質教育

　海外を含む各生産拠点における品
質保証・品質改善活動をグローバル
レベルで強化するため、月次で全社
品質会議を開催しています。本会議
を通じて、品質に対する意識向上を
図り、各拠点間の連携を強化するこ
とで、IDECグループ全体の品質管理
体制向上へとつなげています。
　また2020年度はコロナ禍のため延
期となりましたが、ものづくりの品質に
関わる国内外の関係者が海外拠点で
一堂に会し、品質管理・品質改善等
種々の課題についてディスカッション
を行うグローバル品質会議を定期的
に開催しています。

全社品質会議の月次開催

　顧客や市場が求める品質を備えた
製品やサービスを提供するため、品質
マネジメントシステムを構築し、品質
マネジメントシステムの国際規格である
ISO 9001において第三者認証を取得
しています。

ISO 9001認証

第6回QCサークル発表大会の優勝チーム（蘇州）メンバー 2021年3月実施 全社品質会議の様子

+4前年度比122名

565名  +154前年度比
674名  +28前年度比

20202016 2017 2018 2019

542 555
614 646

20202016 2017 2018 2019

1,484 1,570 1,624 1,733

安 全 品 質

IDECグループISO 9001認証取得会社
IDEC株式会社 ／ 

IDECファクトリーソリューションズ株式会社 ／ 

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社 ／ 

IDEC ASIA (THAILAND) CO., LTD. ／ 

台湾愛徳克股份有限公司 ／ 

蘇州和泉電気有限公司 ／
APEM SAS ／ APEM Components Ltd. ／ 

MEC Aps ／ APEM Inc. ／ 

APEM Wujin Electronic Co., Ltd. ／
SACEMA ／ SAMELEC

　全社の品質レベル向上のため、社員
への体系的な品質管理研修や品質
管理検定受検の奨励を継続的に行っ
ています。研修はオンライン化し、リモー
トでの受講を可能にしています。
　また、各拠点ではQCサークルが活
動中であり、製品の品質向上や業務の
効率化に取り組んでいます。
　2020年11月には、第6回QCサーク
ル発表大会をオンライン開催しました。
日本、中国、台湾、タイから代表9サー
クルが出席し、活動成果を全社共有し、
IDECグループ全体の品質向上を進め
ています。

受講対象者：正社員

国内営業部門の社員対象 
応用編

海外グループ会社の
生産拠点の社員対象 
基礎編

ISO 45001
JISHA-O-9

MS
CM058

30

ESG+Sa+Q

29
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　社会における環境負荷低減や地球
環境保護などの動向を踏まえ、「環境
配慮型製品開発手順書」を改定し、
省エネ性向上・省資源・省スペース・
長寿命化など独自の基準により、評価
シートを用いて環境配慮の目標を設定
しています。製品開発の企画段階から
環境負荷を低減するための課題を
抽出し、製品化する際には環境配慮度
の評価・判定を行い、製品ごとにランク
付けしています。
　また、「環境ラベル管理手順書」を
作成し、環境配慮型製品に該当する
製品やサービスにはIDEC独自の環境
ラベルを利用して、お客さまにも容易に
判別していただけるようにしています。

　CSR調達ガイドラインの発行と合わ
せて「IDECグループ グリーン調達ガイド
ライン」を策定し、環境負荷のより少
ない資材の調達と生産・販売を推進
しています。「IDECグループ 規制化学
物質」を定め、禁止化学物質と管理
化学物質の2つのカテゴリに分けて、
化学物質の管理を行っています。

　IDECによる太陽光発電の売電事業に
加え、IDECシステムズ&コントロールズ
株式会社では、発電所の用地取得から
建設・アフターフォローまでをワンス
トップで提供するメガソーラー事業や、
店舗や施設の屋根を利用した自家発
電を導入する自家消費型ソーラー発
電事業を行い、再生可能エネルギー
の普及に取り組んでいます。
　兵庫県のアセンブルセンター、米国
オフィス、台湾の工場、愛知県の工場
の屋上に太陽光発電パネルを設置し、
再生可能エネルギーの自家消費を推
進しています。

再生可能エネルギー 環境に配慮した製品開発 グリーン調達

　人間性を尊重し、人種・国籍・信条・
性別・社会的身分・門地・障がい等に
よる差別のないダイバーシティを推進
した職場づくりに努めることをIDEC

グループ行動基準で定めています。
　人権侵害やハラスメントが起こらない
職場環境づくりやLGBTの理解促進
のため「人権・ハラスメント研修」を
実施しているほか、パワハラ防止法が
2020年6月から施行されたことを受けて
全管理職向けに「パワーハラスメント
研修」を実施しました。

　腐敗防止を掲げる国連グローバル・
コンパクトに署名し、IDECグループCSR

調達ガイドラインおいても、あらゆる種類
の贈収賄・汚職・強奪・横領を一切禁止し、
汚職防止関連の法律を遵守するために
その監視と手続きを遂行することなどを
定め、腐敗防止に取り組んでいます。

人権の尊重

腐敗防止

　社員とその家族が心身ともに健康
であることが全ての基盤であるという
認識のもと「IDECグループの健康宣言」
を制定し、健康経営を推進しています。
IDECヘルスケアセンターでは産業医と
保健師が社員の健康管理や健康相談
への対応、啓発活動等を行っています。
　新型コロナウイルス感染症対策と
して緊急対策本部を設置し、時差制
勤務・在宅勤務制度の活用、社内食堂
の座席配置の調整や利用時間帯の分散、
サーモグラフィーカメラによる来客
および社員の検温、感染者発生時の対応
フローの作成等を行い、感染者やクラ
スターが発生しない職場環境づくりに
取り組んでいます。社員に対しては継続的
に感染予防対策を啓発しています。

健康への取り組み

　過重労働の予防や残業ゼロ化に
努めています。勤務時間の長い社員や
勤務間の休息時間が短い社員に対し、
産業医との面談を通じて勤務状況の
改善に取り組んでいます。また、ノー残業
デーの設定や定時退社を促す館内
放送を行っています。
　記念日を対象とした「メモリアル
休暇」や、育児・介護・ボランティア
などで利用できる「ライフサポート休暇」
など、社員のライフワークバランスに
配慮した休暇制度を設けています。

ライフワークバランス

IDEC独自の環境ラベル

グループ会社の台湾愛徳克股份有限公司では
2020年9月に完成した和発工場の屋上に

1,200枚の太陽光発電パネルを設置

育児短時間勤務制度を小学6年
まで利用可能とするなど、仕事と
家庭の両立支援に取り組み、子育て
サポート企業として2017年7月に
厚生労働大臣認定「くるみんマーク」
を取得

　IDECは1997年に環境マネジメント
の国際規格であるISO 14001の認証
を取得し、現在国内の全グループ会社
が認証を取得しています。
　2017年にIDECグループに加わった
APEMグループにおいても認証取得
を推進し、取得済みのフランスとチュニ
ジアに加え、2020年度には新たにデン
マーク・英国・米国でも認証を取得しま
した。2021年度中に、全APEMグループ
での認証取得を目指しています。

ISO 14001認証取得

IDECヘルスケアセンター（本社）での保健師面談

新卒社員の3年後定着率

定着率（単体） 2018年4月
入社者数

2021年4月1日
時点在籍者数

81.5% 27 22

7,696
8,498 8,239

14,565

グループビジョンである「全ての人々に幸福と安心をもたらす、
より安全で持続可能な社会の実現」のため、社会課題に応える
活動を継続的に実施し、社会との良好な関係を構築していきます。

事業活動の全ての面で環境の保全を最重要課題として行動し、
持続可能な発展を目指しています。環境法規制を踏まえた
ガイドラインを策定し、環境負荷の低減を推進しています。

電力使用量
（IDEC単体）

太陽光発電量（千kWh）

2020 （年度）

太陽光発電量
（IDEC単体）

関西圏に4か所の太陽光発電所を設け、自然
エネルギーを利用した電力の提供による再生
可能エネルギーの普及に努め、地球温暖化防止
への貢献を目指しています。

育児休業取得者数・復職率
（IDEC単体）

2020 （年度）

有給休暇取得率
（IDEC単体）

育児休業の取得について、女性社員の取得だ
けでなく、男性社員も取得率90%以上を目標
に掲げ、配偶者が出産した男性社員およびその
上司に育児休業制度を周知しています。

有給休暇取得率80%以上を達成し、さらに
100%の取得を目標にしています。部下の取得率
向上を上司の責任と位置付け、毎月取得実績
を確認するよう促しています。

隣接階への移動にエレベータではなく階段利
用を推奨するポスターの掲示や、冷暖房の省エ
ネ温度設定の啓発ステッカーを掲示するなど、
社内での省エネを推進しています。

2020 （年度）

電力使用量（千kWh） 19,092

13 14 15 15

100 100 100100

育児休業取得者数（女性）

2016 2017 2018 2019 2020

16.1

82
75

69

82

62

有給休暇取得日数（日）

環 境 社 会

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

19

11

2

7

7

14

1

12

7 5

10

2016 2017 2018 2019

12.2
14.7

13.6
15.7

育児休業取得者数（男性）

（年度）

※原単位算出方法の見直し・変更を行い、
過年度データを修正しました

原単位（kWh/百万円） 育児休業後の復職率（%） 取得率（%）

100

※カウント方法の見直し・変更を行い、
過年度データを修正しました

10,943 10,187
11,501 11,077

420

377
354 346 341

9,492
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株主さまをはじめとするステークホルダーに対して、
経営の透明性と効率性を確保するために、
ガバナンス体制のさらなる強化を推進します。

ガバナンス体制

選定・監督

選解任選解任選解任

経営会議

代表取締役社長

執行役員会

各部門・グループ会社

CSR委員会

業務執行

各種専門委員会

内部監査室

取締役会 取締役
（監査等委員を除く）

監査等
委員会

取締役
（監査等委員） 会計監査人

会計監査

株主総会

 リスクマネジメント体制
　リスクマネジメント委員会において
業務上のリスクを想定し、その影響度
や発生頻度を試算してリスクマップを
策定しています。その中から年度ごとに
ターゲットリスクを定め、全社および
各部門がリスク低減に向けた対策を
実施し、毎年2回の進捗会議でモニタ
リングしています。2020年度からは
リスクモニタリングの対象をグループ
会社まで拡大するべく、グループ会社
でのリスクマップ策定を進めています。
　また、2020年度は緊急対策本部を
設置し、新型コロナウイルスの感染拡大
による影響や対策を展開しました。

 ガバナンス体制
　監査等委員会設置会社として、取締
役全員が議決権を持って活発な議論
を行い、監査・監督機能の強化を実現
しています。取締役会は社外役員を
多く任用し、経営の透明性を確保し
ています。

 任意の指名委員会と報酬方針
　次世代幹部の候補者や育成計画を
客観性・独立性を持って決定していく
ため、社外役員が過半数を占める任意
の指名委員会を設置しています。
　また取締役の報酬決定については、
報酬方針を定めて取締役会で客観性
をもって決議し、事業報告などに掲載
しています。

  社外役員交流会
　社外役員とのコミュニケーション
強化のため、2018年度から「社外役員
交流会」を開催しています。2020年度
は製品への理解を深めるため、新製品
や注力製品について担当部長と社外
役員が意見交換しました。

コーポレートガバナンス リスクマネジメント

 行動基準
　職務を行ううえでの基本的な行動指針
を「IDEC Group Code of Conduct」
としてグローバルに発行し、社内イン
トラで国内外のグループ会社社員が
自由に閲覧できるようにしています。
また、職責に応じた階層別研修における
コンプライアンス研修も継続的に実施
しています。

 内部通報制度
　通報窓口である「IDECホットライン」
を周知し、社員が利用しやすい環境を
構築しています。また、グループ会社から
本社の通報窓口へダイレクトに通報で
きる「グローバルホットライン」の整備
にも着手し、地域ごとに優先度をつけて
順次導入を図っています。

コンプライアンス

新製品や注力製品について意見交換された
「社外役員交流会」の様子

ガバナンス

監査連携 指示・報告

社外取締役比率
（2021年6月時点）

社内
取締役 

3名
社外
取締役 

6名
社外比率

67%

役員紹介

※ は特に期待する分野を指します。

アンケート項目・結果

舩木 俊之
代表取締役会長兼社長

舩木 幹雄
代表取締役専務

山本 卓二
常務取締役

小林 浩
社外  取締役

川人 正孝
社外  取締役

金井 美智子
社外  取締役

八田 信男
社外  取締役

姫岩 康雄
 社外  取締役

大久保 秀之
新任  社外  取締役

取締役

取締役
（監査等委員）

舩木 俊之 舩木 幹雄 山本 卓二 小林 浩 大久保 秀之 期待する分野※ 川人 正孝 金井 美智子 八田 信男 姫岩 康雄

企業経営・経営戦略

法務・リスク管理

人事・人材開発

財務・会計

研究開発・生産

営業販売

国際ビジネス

業界の知見

　取締役会の実効性向上のため、
2015年度から毎年、代表取締役社長
を除く全ての取締役を対象としたアン
ケート方式で評価を実施しています。
結果を取締役会に報告し課題を共有
したうえで、改善の取り組みを継続的
に進めています。

取締役に期待するスキルマトリックス

取締役会実効性評価

結果を
踏まえた
今後の課題

  さらなるグローバル化を見据えた多国籍構成の
取締役会

  次世代幹部候補者の育成
  取締役会メンバーと幹部育成候補者との接点機会
の増加
  中長期的な経営戦略についての検討機会の増加
  経営における透明性、効率性、モニタリング力の強化

100

80

60

40

20

0

評価結果

  社外取締役の比率が高く、各分野の専門性を持った
人員で構成できている
  積極的に建設的かつ忌憚のない意見が述べられ
経営への監督機能が発揮されている
  交流会の開始により社外役員のコミュニケーション
は改善されている

取締役会の構成
人数と多様性

1

取締役会の運営
実施回数／所要時間／審議内容

2

コミュニケーション
中長期的議論／役員間コミュニケーション

3

リスクマネジメント・コンプライアンス
適切なレビュー／内部統制システム

4

役員への情報提供
情報提供体制／
投資家・株主からのフィードバック

5
1 2 3 4 5

主なリスク 主な対策

生産事業所の
労働災害防止

  安全衛生マネジメントシス
テム運用によるリスク低減
と法的要求事項の遵守

製品事故
発生防止

  QMSの手順書、 
帳票の整備

ハラスメント
防止

  教育の継続実施
  相談窓口の周知

情報セキュリティ
対策

  旧OSアップグレード
  セキュリティログ監視強化

2019年度評価結果
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