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見通しに関する注記事項
このレポートで記載されている当社の計画、戦略と将来の業績に
つきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社の経営者
が判断したものであり、リスクや不確定要素が含まれています。し
たがいまして、実際の業績は事業を取り巻く環境の変化などによ
り、当社の見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきく
ださい。

　当社は、「ハイテク・ソリューション事業に

おけるグローバルトップをめざします」とい

う企業ビジョンを掲げ、メーカーと商社とい

う2つの機能を有する先端テクノロジー企

業です。

　2001年に創立、現在では電子デバイス

システム、ファインテックシステム、科学・医

用システム、産業・ITシステム、先端産業部

材の5つのセグメントにおいてグローバル

に事業を展開しています。

　これからも、メーカー機能と商社機能の

融合の上に、日立グループとしての総合力

を組み合わせ、社会にベストソリューション

を提供することで、お客様に「最先端・最前

線の事業創造企業」になっていただくべく、

貢献してまいります。

編集方針

当社では、企業の国際的な開示動向に鑑み、2014年度を
報告対象期間に統合報告書を発行することといたしました。
従来、個別に発行しておりましたアニュアルレポートとCSR報
告書を一本化し、財務面・非財務面の情報を報告する冊子と
して本報告書を作成しております。

本報告書は、当社を取り巻く幅広いステークホルダーを対
象に、当社の価値創造を軸に、経営方針や事業戦略の理解に
役立つコミュニケーションツールと位置付けています。

当社は2014年度より、国際財務報告基準（IFRS※）の適用を開始し
ました。特に断りがない限り、連結財務諸表の数値情報は、IFRSに
基づいています。また、本レポートにおける数値データの集計範囲は
連結子会社を対象としております。
※ International Financial Reporting Standards

情報開示を補完する関連媒体のご紹介

コーポレート・ガバナンス
報告書

有価証券報告書

株主通信

決算説明会資料

CSR Webサイト 「CSRへの取り組み」

IR Webサイト 「株主・投資家向け情報」
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P17 先端産業部材事業

当社の価値創造の源泉を「技術力」「競争力」という切り口で提示する
とともに、今後の方針を示すことで、中長期的な価値創造の枠組みを
わかりやすく解説しています。

社長メッセージ

02 P02 社長メッセージ

2015年4月に新社長に就任した
宮﨑より、ご挨拶を申し上げます。
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2014年度実績及び2015年度に向けて
2014年度は、科学・医用システムセグメントのバイオ・

メディカル事業が新興国市場や米国市場向けに販売が
増加したことや、電子デバイスシステムセグメントのプロ
セス装置事業が大手顧客向けに販売が増加するなど、主
力製品が好調に推移しました。一方で、ファインテックシス
テムセグメントは事業ポートフォリオの転換を進めるなか、
一部不採算事業の縮小を行ったことや、産業・ITシステム
セグメント及び先端産業部材セグメントの一部製品の販
売が減少したことにより、売上収益は前年度比0.4％減の
6,196億円となりました。利益面では、事業構造改革の効
果もあり、EBIT（受取利息及び支払利息調整後税引前当
期利益）は前年度比43％増の448億円、当期利益は前年
度比57％増の311億円となりました。

2015年度につきましても、引き続き成長路線を加速さ
せ、事業規模の拡大を図っていきます。

株主還元
株主の皆様への還元については、財務体質と経営基盤

の強化を図りながら、適正な利益の還元を行うことを基本
方針としております。具体的には、内部留保とのバランス

“Challenge to Change”
～豊かな社会の実現に向けて～

社長メッセージ

を考慮しつつ安定的な配当に努めています。
2014年度の配当金につきましては、前年度より15円

増配の1株当たり45円といたしました。

企業価値向上に向けて
当社は、「ハイテク・ソリューション事業におけるグロー

バルトップをめざします」という企業ビジョンを掲げ、「バイ
オ・ヘルスケア」「社会・産業インフラ」「先端産業システム」
の事業領域において、社会にベストソリューションを提供
することで、「お客様が最先端・最前線の事業創造企業に
なっていただくために最大限の貢献をする」ことをミッショ
ンとしています。

ミッションを達成させ、今後も継続して事業の成長を加
速させていく具体的な経営方針としては、「成長分野への
リソースシフトによる事業ポートフォリオの強化」「事業領
域・地域特性を踏まえたグローバル成長戦略の加速」「お
客様視点での事業創造力の強化」を進めていくことを掲
げています。

目まぐるしく変化する市場動向や事業環境の中で、こ
の経営方針を着実に実現していくためには、“Challenge 
to Change”（変革への挑戦）が必要です。Hitachi 

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ
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High-Tech WAYを一層徹底し、「全体最適意識の浸透
による自律分散型組織運営」を実行していくことで、お客
様の個別化ニーズにきめ細かくお応えする、専門性の高
いソリューションビジネスの推進を図ります。これにより、
日立ハイテクらしい創造性・革新性ある価値を提供するこ
とで、社会の発展に貢献していきます。

社会とのつながりについて
事業活動の前提として、コーポレート・ガバナンスを充

実して経営の透明性を高め、企業の社会的責任を果たす
経営を実践することが重要です。「指名委員会等設置会
社」として業務執行に対する監督機能を高めるとともに、

「コーポレートガバナンス・コード」への対応も積極的に
行っていきます。また、グローバル市場で事業活動を展開
するにあたっては、多様な価値観や文化を理解するととも
に、従業員が働きやすい環境を整備していくことも必要
です。経営方針のひとつである「事業領域・地域特性を踏
まえたグローバル成長戦略の加速」を推進し、さらにイノ
ベーションを起こしていくために、ダイバーシティ・マネジ
メントに積極的に取り組んでいきます。多様な感性や価値
観を取り入れ、新しい発想を生み出し、グローバル競争に

勝ち抜く強い組織を作るとともに、社会の多様性を尊重す
る企業文化を醸成し、日立ハイテクグループの成長につ
なげていきます。

また、製品やサービスの提供を通じて豊かな社会の実
現に貢献するとともに、投資家、株主、顧客、取引先、従業
員、地域社会など当社を取り巻くすべてのステークホル
ダーとの対話を継続してまいります。企業の存在価値は、
社会との関わりの中から育まれることを強く認識し、社会
から信頼されるCSR企業として様々な社会的課題の解決
に貢献していきます。

当社は、今後とも真のCSR企業として社会的な責任を
果たすことで、企業価値の向上に努めていきます。

2015年9月

代表執行役 執行役社長 兼 取締役



日立ハイテクグループ

日立グループ
Hitachi Group Identity

Hitachi High-Tech SP
IRIT

企業ビジョン（基本理念含む）

経営戦略

ステークホルダー
CSRの追求
価値最大化
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日立ハイテクの
理念・価値観・
戦略

「Hitachi High-Tech WAY」は、当社グループ従業員の行動の拠り所となる
「社員が共有し、実現すべき理念や価値観、戦略」です。すなわち、私たちが
何かをやろうとするときに、やるかやらないか、AにするかBにするか迷った
とき、その判断基準となる「拠り所」であり、また、何を実現すればいいのか考
えたり、意見を出し合ったりする「活動」そのものです。

 による
価値創造

 を基軸
とした従業員エンゲージメントの推進

グループ・アイデンティティメッセージ
お客様をはじめとするステークホルダーに対し、

「『創造性』により、『革新的』な価値を提供する」
ことを現しています。

Hitachi High-Tech WAYは、ありたい姿を定めた「企業
ビジョン」とそれを実現するための経営戦略、そして一人ひと
りの従業員に要請される4つの価値観である「Hitachi High-
Tech SpIRIT」で構成されています。

この中で、価値創造において重要な役割を果たすのは、
Hitachi High-Tech SpIRITです。Hitachi High-Tech 
SpIRITは、当社グループの一人ひとりと所属する組織（チー
ム）が大切にしたい価値観です。そして、従業員のあらゆる行
動の拠り所と位置付けられています。

従業員への浸透・定着を図るため、社長・副社長がCWO 
(Chief WAY Officer)に就任。経営トップ自らWAYの浸透
に奔走しています。

一人ひとりの従業員が日々の業務を通じて「CHAllEngE」
「OpEn」「SpEEd」「TEAmWORk」の4つの価値観に基づ
いて行動することにより価値創造の源泉としての企業文化を
実現していきます。　

2011年にHitachi High-Tech WAYを策定して以来、従
業員への認知・理解向上を図ってきました。現在は浸透・定
着・実践に向けた取り組みを推進しています。

世界各地の従業員とトップマネジメントが議論する「WAY 
SESSIOn」は最も力を入れる活動のひとつです。この活動
は、各拠点におけるWAY推進の主導的な役割を担うWAY 
OfficerとWAYリーダを中心に、企業ビジョン実現のために
各地域における課題の把握と改善を促進するというもの。こ
の双方向の取り組みは、WAYの着実な実践をもたらし、従
業員の新たなチャレンジを通じた企業価値の向上が期待さ
れます。

この他にも、Hitachi High-Tech WAYを実践した顕著な
功績をあげた個人またはグループを年に1回表彰しています。
今後は4つのSpIRITに即した過去の実践事例を掘り起こし、
社内に広く知らしめることで、従業員のSpIRITマインドを醸成
し、行動に落とし込み価値を創造していきます。

プロフィール

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ
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基本理念
日立ハイテクノロジーズは、
あらゆるステークホルダーから

「信頼」される企業をめざし、
ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を
基本とした事業活動を通じ、
社会の進歩発展に貢献します。
あわせて、当社は「公正かつ透明」で
信頼される経営を行い、
成長し続けていくとともに、

「環境との調和」を大切にし、
情熱と誇りを持ち、社会的責任を全うする
企業市民として豊かな社会の実現に
尽力します。

企業ビジョン
ハイテク・ソリューション事業における
グローバルトップをめざします
事業方針
1. 顧客第一主義を基本とし、市場ニーズを先取りしたベストソリューショ

ンを提供することでお客様とともに成長します。
2. 先端技術開発力と商社機能のシナジーにより、グローバル社会の価

値創造に貢献します。
3. 人と技術の経営資源をコアとして信頼と優位性を確立し、企業価値

の最大化をめざします。

企業文化方針
1. 社員個々の能力を尊重し、積極的にチャレンジできる会社にします。
2. 風通しの良い明るいオープンな会社にします。
3. チームワークをもってスピーディに実行する会社にします。

経営管理方針
1. 情報開示を徹底し、透明性の高い経営を行います。
2. 環境に配慮し企業市民として社会的責任を果たします。
3. 遵法精神に基づいた企業活動に徹します。

日立ハイテクノロジーズ 企業ビジョン

Hitachi High-Tech SpiriT
当社グループの一人ひ
とりと、彼らが 所 属す
る組織（チーム）が大切
にしたい4つの価値観
です。「CHAllEngE」

「 O p E n 」「 S p E E d 」
「TEAmWORk」で構成
され、当社のあらゆる行
動の拠り所としています。

当社は、日立グループ・アイデンティティのもと、「Hitachi High-Tech Way」を推進することで、当社の独自性を追求しながら、
日立ブランドの価値向上に貢献していきます。

日立グループ・アイデンティティ

MISSION

VALUES

VISION

日立グループが社会において
果たすべき使命

企業理念
　 優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する

日立創業の精神
和・誠・開拓者精神

日立グループ・ビジョン
日立は、社会が直面する課題にイノベーションで応えます。

優れたチームワークとグローバル市場での豊富な経験
によって、活気あふれる世界をめざします

ミッションを実現するために
日立グループが大切にしていく価値

これからの
日立グループのあるべき姿

CHALLENGE
いつでもチャレンジし続ける。
▶私たちは、市場やお客様のニーズを先取りし、
　積極的に新しい領域に挑戦します。
▶私たちは、高い目標に向かって、
　粘り強く挑戦し続けます。

SPEED
いつでもスピーディに動く。
▶私たちは、市場やお客様の期待を上回る
　スピーディな対応で、顧客満足を獲得します。
▶私たちは、高いクオリティを追求し、
　PDCAサイクル※をスピーディに回していきます。

 ※ 品質等を管理する手法のひとつでPlan→Do→Check→Actの
   4つの行為を繰り返すことによって、業務を積極的に改善していくこと。

OPEN
いつでもオープンである。
▶私たちは、シナジーを生み出すために、
　社内外の人たちと活発に
　コミュニケーションを取ります。
▶私たちは、フェアであることを心がけ、
　国籍・人種・性別を問わずお互いを尊重します。

TEAMWORK
いつでもチームワークを重視する。
▶私たちは、社内外のコラボレーションを通じて、
　市場やお客様のために新しい価値を創造します。
▶私たちは、プロフェッショナル集団として、
　共通の目的を達成するために、
　グループ一丸となって取り組みます。
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日立製作所　笠戸工場
日立製作所の3番目の工場と
して1921年に操業を開始し
た笠戸工場は、当社の半導体
製造装置事業のもうひとつの
ルーツです。
同工場では、プラズマ技術を活
かしたドライエッチング装置な
どを製造しています。

コア技術

日立製作所　那珂工場
日立製作所の計測器製品を専
門に製造する工場として設立
された那珂工場は、電子顕微
鏡、半導体製造装置、分析機
器等の製造拠点として歩み、
世界シェアno.1の測長SEm、
生化学・免疫分析装置を開発
しました。

コア技術

日立電子エンジニアリング
日立製作所のグループ会社と
して1965年に設立された日
立電子エンジニアリングでは、
半導体及び液晶パネル関連の
製造・検査装置の製造を主力
事業として発展してきました。
その後、鉄道検測技術を展開
し、業容を拡大してきました。

コア技術

製造・検査装置

鉄道関連検測装置

自動組み立て装置

ハードディスク製造・検査装置

計測制御システム

計装・工業計器

半導体製造装置

半導体評価用測長SEM

半導体製造用プラズマ
エッチング装置

半導体検査用ウェーハ検査
装置

分析機器

汎用分析

生化学・免疫分析

電子顕微鏡

日立ハイテクの
事業基盤

保有するコア技術をその時々の最先端分野の課題解決できるレベ

ルにまで磨き上げると同時に、その技術を活用した高付加価値製品・

サービスを創出し、新たな分野に投入していくことで事業発展させて

きました。この「事業創造」に向けたアプローチこそ、価値創造の

基盤です。

日立ハイテクのルーツ 製品化

分析技術

センサー技術

電子線技術

プラズマ技術

真空制御技術

日製産業
日立製作所のグループ会社として設立された「日の出商会」
を前身とする日製産業は、茨城県では、日立製作所を「日
製」と呼んでいたことに社名の由来を持つ企業です。日立及
びグループ企業の製品を販売する商事会社としてスタート
し、理化学機器・工業計器・産業機器・材料を主な販売製品
とし、工業材料分野の専門商社として発展してきました。

光計測技術

画像処理技術

高速信号処理
技術

工業材料分野の
専門商社

日立・日立グループ連携
技術力ある専門営業
海外ネットワーク

プロフィール

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ
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価値創造のリソース

電子デバイス
システム

ファインテック
システム

科学・医用
システム

産業・iT
システム

先端産業
部材

技術革新と市場環境の変化が激しい半
導体市場において、半導体メーカーや研
究機関との共創により、世界最高レベル
のベストソリューションをグローバルに提
供しています。

高度な光学応用技術をもとに、新幹線を
はじめ鉄道の安全運行を支える検測装置
や、自動車用自動化設備装置、Fpd関連
装置など社会・産業インフラ分野への産
業ソリューションを提供しています。

先端顧客や大学・研究機関とのコラボ
レーションを通じ、ナノテクノロジーやバ
イオテクノロジー分野をはじめ、あらゆる
産業分野のニーズに的確に応える分析
装置を提供しています。

グローバルに需要の広がる産業分野の“モ
ノづくり”に対し、最先端・高付加価値なシス
テムソリューションでサポートしています。
顧客ニーズに応える利便性・信頼性の高
い数々の製品・ソリューションを提供して
います。

商社のノウハウ・ネットワークを駆使して、
最適なサプライチェーン・マネジメントに
より、ハイテク分野の“モノづくり”をサ
ポートしています。日立グループの商社と
して、グループ製品のグローバル販売等
にも貢献しています。

•	半導体メーカー

•	鉄道関連会社
•	自動車部品メーカー
•	家電メーカー
•	ハードディスクドライブ
 関連メーカー

•	大学・研究機関
•	病院、検査センター
•	試薬メーカー

•	自動車関連会社
•	電子部品メーカー
•	化学・食品メーカー
•	官公庁

•	日立製作所グループ
 各社
•	自動車・輸送機器
 関連メーカー
•	半導体デバイスメーカー
•	光通信機器メーカー

プロセス装置事業
	 •	エッチング装置
評価装置事業
	 •	測長SEm
	 •	外観検査装置
	 •	ウェーハ検査装置

社会インフラ検査事業
	 •	鉄道関連検測装置
産業インフラ事業
	 •	自動化設備装置、Fpd関連製造装置

等の保守サービスを含むサービス全般
	 •	ハードディスク関連製造・検査装置

科学システム事業（電子顕微鏡・科学機器）
	 •	分光光度計
	 •	クロマトグラフ
	 •	蛍光X線分析装置
	 •	電子顕微鏡
バイオ・メディカル事業
	 •	生化学・免疫分析装置
	 •	バイオ関連機器

産業ソリューション事業
	 •	製造・検査装置（自動車部品自動組立

システム等）
	 •	太陽光発電システム
	 •	計装システム
ICTソリューション事業
	 •	IoTソリューション
	 •	車載デバイス
	 •	コミュニケーションサービス

グローバルSCMサービス
合成樹脂及び関連製品
自動車・輸送機器関連部材
	 •	自動車関連部品
鉄鋼製品、非鉄金属製品
エレクトロニクス関連部材
	 •	半導体用材料
	 •	光通信用部材

事業の概要 主要な顧客 主な製品・サービス

日立ハイテクの事業領域

国内拠点・
海外展開国・地域数

20拠点 23カ国

従業員数

10,012人

研究開発費

196億円

特許件数

8,100件

（2015年3月末現在） （2015年3月末現在） （2014年度実績） （2015年3月末現在）
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日立ハイテクの
価値創造の
仕組み

当社は、「技術」「コラボレーション」を強みとして、お客様の変化を見据

えた事業展開により、新しい価値を創造しています。

「技術」とはハイテク・ソリューションを提供できる蓄積された技術力を

言い、「コラボレーション」とはハイテク・ソリューションのシーズを掴む

パートナーシップや新しいビジネスモデルを構築するお客様・パート

蓄積された技術力

日立ハイテクが
創造する価値

お客様が、最先端・最前線の事業創造企業に　   なっていただくために最大限の貢献
To Turn Our Customers into Fast-moving,        Cutting-edge Businesses
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お客様・パートナー
とのコラボレーション

お客様の変化を
見据えた事業展開

お客様が、最先端・最前線の事業創造企業に　   なっていただくために最大限の貢献
To Turn Our Customers into Fast-moving,        Cutting-edge Businesses

ナーとの共創力を指します。これらの強みを活かし、お客様の変化を見据

えた事業戦略を実行することで、お客様が事業創造企業になっていただ

くための最大限の貢献を果たしてまいります。

本セクションでは、当社の各事業領域における価値創造の仕組みと、

それを支える独自の取り組みをご紹介します。
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電界放出形電子源技術

電子顕微鏡は、ナノテクノロジーの進化など測定対象の
微細化に伴い、常に一段上の高分解能を要求されていま
す。電子顕微鏡の分解能のカギは、高輝度をどのように実
現するかにかかっています。当社の採用している電界放出
形電子源は、競合の熱電子形に比べて100倍以上もの高輝
度を実現するなどして、走査電子顕微鏡の分解能を飛躍的
に向上させました。当社の電界放出形電子顕微鏡は、電気・
電子・情報・通信分野の世界最大の学会であるIEEEから、
社会や産業への多大な貢献が認められ、「IEEEマイルストー
ン」に認定されています。
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電子デバイスシステム
事業における価値創造

電子デバイスシステム事業は、日立製作所の
様々な研究所と協働して時代に先駆けた製品
の開発に取り組み、電子線技術などコア技術
を積み上げてきました。さらには、そのコア技
術を科学分析用から産業用に転用し、半導体
分野での評価装置などの製品として提供する
ことで、技術革新と市場環境の変化が激しい
半導体市場において、最先端プロセス技術の
開発に貢献してきました。当事業の価値創造
は、継続的な挑戦により蓄積された技術力、高
い技術を産業用に結び付ける研究開発力、最
先端のお客様との開発段階からの協業を通じ
て生み出されています。

日立製作所の計測器部門や半導体製造部門を発祥とす
る当事業では、高度な研究開発力により電子顕微鏡技術、
プラズマ技術、真空制御技術など優位性の高いコア技術を
保有しています。なかでも、電界放出形電子源技術は電子
顕微鏡の要素技術のひとつであり、顕微鏡の性能を決める
分解能を向上させるのに不可欠な技術です。また、有磁場マ
イクロ波プラズマ技術は、エッチング装置におけるコア技術
となっています。

コア技術の応用の一例が、「半導体評価用測長SEM」です。
上述の電界放出形電子源をより安定なショットキーエミッ
ション形電子源に変え、全自動化を実現することにより、元
来の用途である「観察」から産業用の「高精度計測」へのパ
ラダイムシフトに成功しました。この挑戦・成功が、その後３０
年以上にわたる世界トップというシェアの堅持につながって
います。

蓄積された技術力
研究開発力

高分解能FEB測長装置CG6300

価値創造のキーワード

研究開発力
アーリーコラボレーション

研究開発力

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

日立ハイテクが
創造する価値
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次世代製品の開発に挑戦し続ける企業と戦略的パート
ナーシップを築き、共同開発を行っています。共同開発の過
程で得られる最先端の技術動向は、次の製品開発の指針、
ひいては価値ある製品の創出に結び付いています。お客様・
パートナーとの共創こそが、ハイテク・ソリューションを磨き
あげる原動力となっています。 

先端顧客との共同開発（アーリーコラボレーション）

最先端を走るお客様の開発拠点のすぐ近くにエンジニ
アリングサイトを構え、デバイス開発初期段階から、量産時
を想定したプロセス開発にも参画するなどして製造装置や
評価装置の共同開発を進めています。このような開発初期
からの協働によって、お客様にとってなくてはならないパー
トナーとしての地位と関係性を確立しています。

外部研究機関との戦略的なパートナーシップ

次世代技術の開発のために、外部研究機関との戦略的
パートナーシップも結んでいます。2005年からは、国際的な
研究機関であるimec (Interuniversity microelectronics 
Centre)と、次世代デバイス開発に必要な検査・計測技術
の共同研究をスタートさせています。

この共同研究によって最新の技術動向や次世代製品の
開発ニーズが得られるだけでなく、参加企業の生産ラインへ
の導入にもつながるメリットがあります。

最終製品の動向を見極めながら開発を進める半導体メー
カーの、さらにその先を見据えた展望を描きながら、事業を
展開することで、「お客様が最先端・最前線の事業創造企業
になっていただくために最大限の貢献」を果たしていきます。

市場環境の変化への対応

モバイルコミュニケーションの進化や、環境に配慮したシ
ステムの普及が、社会生活を大きく変えつつあります。これ
らの新たな社会インフラを支える半導体などの電子デバイ
スも、その裾野を広げ変化しています。そこで、従来の微細
化対応技術だけでなく、多様なニーズに対応するソリュー
ションを創出することで、事業の成長を図っていきます。

事業ビジョン

先端産業分野における新たな価値をお客様とともに追求
し創造します。
● コア技術を応用したグローバルトップ製品の創出と市場

領域の拡大を図ります。

● 新しい価値創造による新分野・隣接領域への事業展開を
推進します。

具体的取り組み

事業基盤とコア技術を軸に、技術動向・市場変化への機敏
な対応を進め、１）新工程・新技術、２）半導体隣接市場、
３）新分野、の３つの領域で事業ポートフォリオの拡大を図
ります。
● 成長分野である新デバイス材料・新構造等に対応する新

製品・ソリューションを投入します。

● サービス、システムソリューション事業を拡大します。

● コア技術応用による、IoT、車載、エネルギーデバイス分野
等の隣接市場・新分野の潜在ニーズを開拓します。

お客様・パートナー
とのコラボレーション

アーリーコラボレーション

お客様の変化を
見据えた事業展開

imec
imecは、ベルギーの独立研究機関で、1984年の創

設以来、3～10年先の産業界のニーズを見据えて、マ
イクロエレクトロニクス、ナノテクノロジー分野にお
ける基礎研究を行っています。世界的な情報通信、デ
バイス、製造装置、材料関連企業などが参画し、オー
プンイノベーション型の研究が行われています。

アーリーコラボレーション
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ファインテックシステム
事業における価値創造

鉄道検測、ハードディスクドライブ、さらにはフ
ラットパネルディスプレイ関連の装置開発を
通じて確立した、製造・検査システム技術こそ
ファインテックシステム事業の価値創造の源
泉です。先進国での社会インフラの更新や新
興国での社会インフラの整備を見据え、安全
を陰で支える検測システムを提供していきま
す。加えて、生産工程の自動化が進む製造業
に対しては、お客様に最適な生産ソリューショ
ンを提供することで、新たな価値を創造してい
きます。

悪天候などの厳しい環境下でも高い検出精度を発揮す
る社会インフラ検測技術の信頼性は、当社の光学応用技術
と画像処理技術の長年の蓄積が支えています。

製造業の自動化を支える生産ソリューションには精密機
構技術が活用されており、ハードディスク検査で培われた電
子回路技術、自動制御技術などと組み合わせることで独自
性の高いソリューションを実現しています。

光学応用技術（レーザ表面検査）

レーザ表面検査とは、検査対象物に対してレーザを照射
し、反射される光をレンズで集め、光電変換素子で電気信号
に変換して対象物の表面の状態を検出する技術です。表面
の形状が一様でない場合、光は散乱する性質を持つことか
ら、この性質を利用して欠陥を検出します。

日立ハイテクファインシステムズには、ハードディスクドラ
イブやフラットパネルディスプレイ、鉄道のレールなど、多様
な対象物を様々な環境下で検査してきたノウハウの蓄積が
あります。

鉄道検測技術

正確性、安全性、快適性、利便性において世界屈指の鉄
道システムともいえる日本の新幹線。その新幹線の安全運
行には、当社の計測技術や検測装置が深く関わっています。
当社が開発した検測装置は、新幹線電気・軌道総合試験車
に搭載され、営業速度（時速275km）で走行しながら、レー
ルや架線に触れることなく、歪みや摩耗をコンマ数ミリ単位
で検出することができます。

また、在来線においても、これらの技術を活かしたモニタリ
ング装置を搭載する取り組みが始まっています。

価値創造のキーワード

システムソリューション
コラボレーションを軸にした事業化

走りながらレールの歪みや架線の摩耗
を測定する新幹線電気・軌道総合試験車

「イーストアイ」にも、当社の技術が使用
されています。

新幹線電気・軌道総合試験車
「イーストアイ」（提供：JR東日本様）

蓄積された技術力
システムソリューションシステムソリューション

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

日立ハイテクが
創造する価値
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社会インフラ検査システムをはじめ、お客様固有のニーズ
に対応したソリューションを協働で開発することを通じ、新た
な事業を創造しています。

技術、製品、システム、サービスを顧客のニーズに合わせて
統合する方法論こそ、ファインテックシステム事業における価
値創造の仕組みです。

コラボレーションを通じた鉄道検測技術の事業化

安全性、信頼性、乗り心地を確保する鉄道検測システムに
は、営業運行速度で走行しながら正確な検測を行うことが
できる精度が求められます。

当社は、JR各社と協働で技術開発を行い、様々な条件下
にあっても安定的に検測できるセンシング技術を開発してき
ました。さらには、計測データを加工するソフトウェアにも独
自の技術を用い、独自のシステムソリューションで価値を創
造しています。

自動組み立て・検査装置の共創と事業化

製造工程の自動化には、お客様の製造プロセスに対する深
い理解とそれを再現する高度なカスタマイズ、さらには製品の
品質検査までの工程を一貫して提供することが求められます。

当社は、日立グループ各社との連携を通じ、お客様の業界
に適したシステムソリューションを構築することで価値を創
造しています。

社会インフラへの投資拡大、製造業におけるオートメー
ション化の動きを見据えながら、最適なソリューションサー
ビスの提供を通じ、「お客様が最先端・最前線の事業創造企
業となるための貢献」を果たしていきます。

市場環境の変化への対応

海外では、中東・新興国を中心に鉄道インフラ関連投資の
活発化を見込む一方、国内は円安影響に伴う自動車部品生
産の国内シフト、国内労働力減少を見据えた無人化生産ラ
インへの移行拡大による自動化設備のニーズ拡大を見込ん
でいます。

事業ビジョン

最先端技術を駆使した製造・検査システムサプライヤとし
て、お客様にイノベーションを提供し、独自の事業開発力を
活かした生産ソリューション型ビジネスを推進していきます。

具体的取り組み

● 社会インフラ検査・産業インフラ関連の伸長分野での事業
拡大を図ります。

● ビッグデータ解析を用いた予兆診断やトレーサビリティの
提供など、コア技術を高付加価値化するサービス事業の
拡大を進めます。

トピックス： サービス事業の強化のために顧客サポート活動を活性化

当社は、グローバルな視点でサービス事業を強化するために、例えば、装置の稼働状況から部品交換時期を予測するといった、国内
で実績のあるサービスのやり方・ノウハウを、海外サービス部門へ展開する等グローバルにサービスの充実化・均質化を図っています。

この動きを加速するために、2012年4月に「サービス戦略推進センター」を発足させました。また、2013年1月には、製品の稼働状況
とサービスの履歴をグローバルで一元管理する「グローバル・サービス・サポートシステム(gSS)」を稼働させ、全製品の稼働状況を把握
できるようにしました。今後は、日立ハイテクグループ全体で、このシステムで得た情報を活かしてサービス事業を強化していきます。

お客様・パートナー
とのコラボレーション
コラボレーションを軸にした
事業化

お客様の変化を
見据えた事業展開コラボレーションを軸にした

事業化
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科学・医用システム事業
における価値創造

科学・医用システム事業では、製造・設計の拠
点である那珂地区で培われたコア技術である
分光分析技術を特定の目的にカスタマイズす
ることを通じ、科学分野における基礎研究の
進歩と医用分野における診断技術の発展を下
支えしています。新たな診断技術の実用化や
病院・検査センターの生産性を高める製品・ソ
リューションの提供を通じて、お客様のビジネ
スモデルの一部分を担うことでともに価値を
高める仕組みを取り入れながら、新しい価値を
創造しています。

多岐にわたる分析対象に対し、汎用技術を特定の用途
にカスタマイズできるスキルこそ、当社の強みです。お客
様それぞれのニーズへのきめ細かな対応力は、基幹部品
やキーデバイスを開発できる要素技術の蓄積が可能にし
ています。

分光分析技術

分析対象にビームを照射すると、分析対象の性質に応じ
て様々な光が反射されます。その光の波長を分析すること
で、その物質を特定する方法が分光分析技術です。

Ｘ線、蛍光分析などの分析手法をはじめ、質量、物質の特
定などの目的、固体、液体などの形状など、多様な分析ニー
ズに応じた分析技術を有しています。

生化学分野などでは、分析対象の生体状態を保ったまま
での分析など、従来の手法では対応できない高度な分析技
術が求められるようになっています。

蛍光分光光度計

物質が光を受け、受けた光より長い波長の光を放出する
現象を蛍光といいます。光のエネルギーを吸収した分子は
不安定な状態となり、エネルギーを放出して安定状態に戻
ろうとします。 

このとき、熱としてエネルギーを放出するものと、光として
エネルギーを放出するものがあり、この光を検出し、定性・定
量分析を行うことを蛍光分光分析と呼びます。 

蛍光分光光度計は、試薬と反応させてこの光を検出し、
物質の特性を出力します。

価値創造のキーワード

専用用途へのカスタマイズ
System Collaboration 

Business Model

蓄積された技術力
専用用途へのカスタマイズ専用用途へのカスタマイズ

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

日立ハイテクが
創造する価値



日立ハイテク

提携試薬会社

装置

• 装置の信頼性、技術力
• 日立グループの総合力

• 試薬開発力
• 全世界をカバーする販売・サービスネットワーク

試薬

装置

試薬
顧客システム

共同開発
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最先端を行く他社とお互いの強みを持ち寄り、独自性の高
いソリューションを生み出すコラボレーションを通じた事業機
会の創出こそ、科学・医用システム事業の価値創造の仕組み
です。これを支える営業・販売サポートの連携体制が、コラボ
レーションの成果において重要な役割を果たしています。

ビジネスモデルの相互補完

System Collaboration Business model (SCB)とは、
お客様のビジネスモデルの一部分を担うことで、お客様の成
功を自社の成功に結び付ける「共存共栄」のビジネスモデル
です。優位性の高い技術基盤とお客様との信頼に基づき、
当社のミッションを実現しています。 

SCBの代表的な事例として、当社は世界的な試薬メーカー
のロシュ社（スイス）とのコラボレーションで、医用分析装置
事業で約40年にわたってコラボレーションを展開していま
す。 当社の装置技術はロシュ社の試薬性能を最大限引き出
すとの評価を確立し、Win-Winの関係を築いています。

大学などの研究機関、病院などの医療機関、試薬メー
カーなど、高度な課題解決の提案が求められるお客様を持
つ科学・医用システム事業では、分析課題をいち早くつかめ
る関係の維持・構築と、お客様の価値創造プロセスへの参
画を通じ、お客様とともに成功をめざす体制を構築します。

市場環境の変化への対応

各国の経済状況により、装置需要の変動はあるものの、
今後、環境・新エネルギー、新材料、ライフサイエンスなどの
最先端分野において、高精度解析のニーズがさらに高まり、
新規事業分野の市場が拡大すると見込まれます。

事業ビジョン

「見る」・「測る」・「解析する」の領域で、汎用製品を通してあ
らゆる分野の顧客と接点を持ち、顧客とともに課題を解決
することで、高付加価値の専用装置を創出します。今後は、
SCBを異なる分野でも実現することで、技術力に根ざした成
長モデルを展開します。 

具体的取り組み

● 製品ラインアップ拡充とコア技術強化を通じ、最先端顧
客とのパイプを拡大することで、最先端の課題に対するソ
リューションをいち早く提供します。

● 市場影響力の大きなパートナーとの提携を積極的に模索、
展開し、応用分野向け製品（専用機）の事業を強化拡大し
ます。

● グループ一体生産体制の強化、コスト優位の製造拠点の
構築を推進します。

● 迅速で高品質なサービス体制強化による顧客満足度向上
を追求します。

ロシュ社との提携の更新
2014年4月、36年間にわたるコラボレーションビジ

ネスを10年間延長することで合意しました。 相互の
ブランド力を活かしたマーケティング戦略で、圧倒的な
トップシェアをめざし、製品開発・販売に注力します。

お客様・パートナー
とのコラボレーション
System Collaboration 
Business Model

お客様の変化を
見据えた事業展開System Collaboration 

Business Model
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産業・ITシステム事業
における価値創造

お客様との強い信頼関係と高い専門性、日立
グループのリソースを活用して「お客様が最先
端・最前線の事業創造企業になるための新し
い価値」を提供しています。

お客様に寄り添い、ベストなソリューションを提供すること
でお客様のありたい姿の実現を支援しています。 

お客様の問題意識をピンポイントで解決する、
最適なソリューションの実現

お客様により異なる多様なニーズや課題を汲み取り、
様々なリソースを活用し、最適なソリューションを模索する
ことで、信頼関係、専門性を通じた課題起点のソリューショ
ン提供を実現しています。その実現にあたり、日立グルー
プの持つ製品、技術、研究、人材などに容易にアクセスでき
ることは大きな強みです。

太陽光発電システム事業

再生エネルギーとして普及が期待される太陽光発電に着
目し、Etrion社（スイス）とのメガソーラー発電共同事業に取
り組んでいます。Etrion社が築いたメガソーラー独立発電
事業の開発・運営の経験・ノウハウ、日立製作所の発電シス
テムの先端技術・高品質・保守能力を融合し、当社で培った
発変電設備事業の経験と日本での知見を駆使して、各パー
トナーや関係機関との連携を含む事業全体のマネジメント
機能を担っています。

独立発電事業での連携関係と当社の役割

産業分野でのグローバル化に伴い、“モノづくり現場”
のニーズも高度化してきています。最先端システムとＩＴソ
リューションで、お客様の課題を解決していきます。

市場環境の変化への対応

● 産業・IT分野は、自動車、新エネルギー、IoT、計装等を中心
に今後も市場拡大が見込まれます。

● お客様からは、より高い専門性とユニークな新しいソ
リューションが求められます。

事業ビジョン

● 産業・IT分野のオンリーワン・ソリューション・プロバイダー
をめざします。

● 専門分野において、お客様の課題、ニーズに対する最適解
を提供し、顧客満足度向上を追求します。

具体的取り組み

● 得意分野である自動車関連、環境・エネルギー、計装、IoT
関連事業の拡大を図ります。 

● 高い専門性と高いソリューション提案力を兼ね備え、お
客様の製品開発を牽引できる人財の育成に注力してい
きます。

価値創造のキーワード

オンリーワン・ソリューション・
プロバイダー

政府
（経産省・地方自治体） 電力会社 Etrion

日立ハイテク

他出資者

金融機関

日立ハイテク

日立製作所

SPC※
独立発電
事業者

Etrion

日立ハイテク

デベロッパー

土地オーナー
※ SPC： 特別目的会社

許認可 売買契約

株式出資

プロジェクト
ファイナンス

EPC
運転・保守

系統連携
検討

土地契約

お客様・パートナー
とのコラボレーション
オンリーワン・ソリューション・
プロバイダー

お客様の変化を
見据えた事業展開オンリーワン・ソリューション・

プロバイダー

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

日立ハイテクが
創造する価値
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先端産業部材事業
における価値創造

先端産業部材事業は、日立グループのグロー
バルネットワークを活かした、お客様の事業創
造に貢献するスキームの構築を通じ、高付加
価値の創造を追求しています。

日立グループとの連携を図りながら、高い付加価値を提
供できる新たなスキームを構築しています。 

パートナーシップを通じたスキームの構築

工業材料分野の専門商社として、業界や製品に関する
高い専門性とグローバルネットワークを活かし、新規事業
機会を発見し、必要な事業者とのパートナーシップを通じ
て、新たなスキームを構築します。その過程では、日立グ
ループの持つ製品、技術、研究、人材などのリソースに容易
にアクセスできる強みを最大限に活用しています。

カナダにおけるLNG輸送タンク販売事業

北米でのシェールオイル需要の拡大に伴い、パイプライ
ンや大型タンカーでは供給しきれない、中規模のlngの輸
送ニーズが今後高まることを見込み、国内トップシェアのタ
ンクローリーメーカーである、エア・ウォーター・プラントエン
ジニアリング(AWpE)社と共同で、カナダでlng輸送用タ
ンク等の販売事業を進めています。製造は、AWpE社の高
度な技術に基づき、現地製造メーカーに委託しています。輸
送タンクの耐用年数は約20年と長期にわたるため、製造・
販売事業にとどまらず、リースやメンテナンスサービス等の
周辺事業への波及も視野に入れた事業展開をしています。

国内のお客様のグローバル化の成功を支えることで、
バリューチェーンの構築を通じた当社のミッションの実現
を追求していきます。

市場環境の変化への対応

国内顧客のグローバル化は今後、さらに拡大していくと考
えられ、これに伴い海外での高品質な部材調達のニーズの
高まりが見込まれます。

事業ビジョン

グローバルネットワークを活用し、工業材料分野におい
て、高い専門性をもってお客様のニーズを満たすとともに、
バリューチェーンの構築による付加価値向上をめざします。

具体的取り組み

● 顧客密着型営業を推進することで、基盤事業での収益性
を向上させ、成功事例の横展開を図ります。

● 主に自動車部品、光通信分野における事業投資戦略を推
進し、高付加価値事業を拡大します。

● 購買、資金調達を含む商社機能活用によるサプライチェー
ンソリューションを確立、展開します。

価値創造のキーワード

グローバルに構築された
バリューチェーン

顧客 機関車メーカー エネルギー輸送会社エネルギー会社

製造委託先

量産販売

ライセンス管理 規格対応

リース・輸送事業
パートナー

JV会社
戦略

マーケティング

日立ハイテク

AWPE
技術供与

製造
委託

66％
出資

営業人員 タンク販売

34％
出資

お客様・パートナー
とのコラボレーション
グローバルに構築された
バリューチェーン

お客様の変化を
見据えた事業展開グローバルに構築された

バリューチェーン

日立ハイテクが
創造する価値
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コーポレート・
ガバナンス

基本的な考え方
当社は、「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバル

トップをめざす」という企業ビジョンのもと、メーカー機能と商
社機能という2つの機能を有する最先端テクノロジー企業とし
て、「最先端」の製品やソリューションを、グローバルなネットワー
クを駆使し、「最前線」のお客様へご提供しています。また、各事
業の業務執行に対する監督機能を高めるとともにコーポレート・
ガバナンスを充実して経営の透明性の向上を図り、企業の社会
的責任を強く意識した経営を行うことで、株主をはじめとする
社会全般からの信頼獲得と、事業活動を通じた社会の進歩、発
展への寄与に努めることが重要であると考えています。

経営の監督機能と業務執行
組織体制として会社法第2条第12号の指名委員会等設

置会社を採用しています。指名委員会等設置会社では指名、
監査及び報酬の三委員会を置くことが義務づけられており、
取締役候補者の選任、業務執行の適法性・妥当性監査、取締
役・執行役報酬の内容決定について、執行側から権限を分離
しています。

取締役会では、経営の透明性をより向上させるため、取締
役8名中社外取締役5名（そのうち独立社外取締役3名）を設
置しています。

なお、指名委員会を構成する取締役は5名、報酬及び監査
委員会は各3名で、各委員会とも社外取締役が過半数を占め
ています。

業務執行においては、経営上の重要な業務執行を経営会
議にて審議の上、社長が決裁することとし、執行役間の相互
牽制を働かせています。

当社は会社法に定める「指名委員会等設置会社」として、監督機能と業務執行機能を分離し、

コーポレート・ガバナンス機能の充実を図っています。また、法令及び定款への適合性確保など

のため、内部統制システムの整備についても積極的に取り組んでいます。

なお、2015年6月1日より適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」に対する当社の

対応については現在協議を進めており、東京証券取引所が開示を要請している「コーポレート・

ガバナンスに関する報告書」において、定められた期限までに公表を予定しております。

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

株主総会

取締役会会計監査人 取締役会室

選任・解任

連携

連携

連携 会計監査

内部監査

監査計画
監査報告

内部監査
結果報告

監査

選任・解任

選任・解任

執行役

重要な業務執行
諮問機関

※ Chief Risk management Officer

事業統括本部グループ会社

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

監査室

内部統制統括委員会

リスクマネジメント体制

J-SOX委員会

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

環境委員会

マネジメントミーティング予算・中計審議会

経営会議取締役会

CRO※ 執行役

執行役社長

経営会議

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制及び業務執行体制

コーポレート・ガバナンス体制・内部統制及び業務執行体制

企業統治

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ



19

H
ita

ch
i H

ig
h-

Te
ch

no
lo

gi
es

 C
or

po
ra

tio
n

取締役によって構成される指名、監査及び報酬の三委員会
を置き、取締役候補者の選任、業務執行の適法性及び妥当
性の監査、取締役及び執行役報酬の内容決定について、執
行役から権限を分離しています。

各委員会を構成する委員の選定にあたっては、各委員
会の職務及び権限に鑑み、取締役会で審議の上で決定し
ています。各委員会の役割は以下の通りです。

指名委員会　
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解

任に関する議案の内容決定等の権限を有しています。2014
年度の指名委員会は、取締役5名で構成され（社外取締役3
名を含む）、3回開催されました。

監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行を監査し、株

主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに再任しな
いことに関する議案の内容決定等の権限を有しています。加え
て、内部監査部門である監査室（2015年4月1日現在14名）と
の連携を通して、業務執行のモニタリングを行っております。

監査委員は、執行役等の職務執行の監査のため、子会社を
含む調査または実査を行い、社内重要会議（予算・中計審議会、
内部統制統括委員会、経営会議等）にオブザーバーとして出席
して調査または実査に必要な情報を収集し、経営の効率性の
観点から、必要に応じて助言を行います。また、監査委員会の
監査結果を取締役会に報告しています。さらに、会計監査人が
独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。

2014年度の監査委員会は、取締役3名で構成され（社外
取締役2名を含む）、17回開催されました。

報酬委員会　
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の

内容の決定に関する方針、及びその方針に基づく報酬の内容
決定等の権限を有しています※。2014年度は、取締役3名で構
成され（社外取締役2名を含む）、4回開催されました。
※ 報酬委員会が決定した当社の取締役及び執行役の報酬等の方針及び報酬

総額は、p21「2014年度の取締役及び執行役の報酬等の総額」をご参照く
ださい。

指名、監査、報酬委員会について

会社法の定めに基づき、内部統制システムを整備し、取締役
会でこれを決定しています。法令が求める内部統制システム
は、主に監査委員会の職務執行の実効性、執行役の職務執行
の適法性、企業グループの業務の適正を確保するための体制
の構築であり、以下の項目を定めています。

a. 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理
に関する体制

b. 当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
c. 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制
d. 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制
e. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制
f. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用

人に関する事項
g. 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性及び当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

内部統制システムの整備について

h. 当社の監査委員会への報告に関する体制及び報告をした
ことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保す
るための体制

i. 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前
払または償還の手続きその他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

j. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保
するための体制

これらの項目に対し、当社として適切かつ具体的な体制・手
続き等を執行役が構築し、取締役会による承認・決議を得て
運用しています。

取締役会は、執行役から運用状況・結果の報告を受け、必
要に応じて体制の改善を指示し、あるいは執行役が経営環境
の変化に合わせた変更を提案、取締役会がこれを承認・決議
するなど、内部統制システムの活性化、実効性を追求してい
ます。

（注） 当社の内部統制システムの具体的な決定内容は、「事業報告」及び「有価
証券報告書」のほか、コーポレート・ガバナンス報告書に記載しています。
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経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす
可能性のあるリスク　
 （1） 市場の動向　
 （2） 技術革新　
 （3） 競合の激化　
 （4） 資材費の高騰　
 （5） 国際活動及び海外進出上のリスク
 （6） 災害
 （7） 退職給付債務　
 （8） 為替レートの変動
 （9） 知的財産関係
 （10） 情報セキュリティ　
 （11） 訴訟その他の法的手続き

事業目的を達成し企業価値を向上させるために、事業活動
に伴う様々なリスクへの適切な対処が重要であると認識して、
リスクマネジメント体制を整備し、「リスク管理規則」を制定し
ています。この規則では、リスクの定義と基本方針を定めると
ともに、リスクマネジメントを担当する執行役とコンプライアン
ス委員会の役割等について規定しています。

当社のリスクマネジメント体制は、Chief Risk management 
Officer（以下、CRO）である内部統制担当執行役が内部統制
統括委員会を設置して統括しています。

また、内部統制統括委員会の傘下には、J-SOX委員会、コ
ンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、環境委員会
を置き、各委員会はpdCAサイクルにより担当するリスクの
低減活動を実施しています。また、それ以外のリスクは各担当
部署の管掌執行役が各々の職制を通じて対応しており、管掌
業務に係るリスク管理を行っています。

財務報告に係る内部統制の整備とその報告が法的・社会
的に求められていることを受け、2004年度より経営者による
内部統制の評価システムを構築し、財務報告の信頼性確保を
図っています。

2008年度からは内部統制報告制度※を定めた「金融商品

情報セキュリティへの取り組みを重要性の高い課題と認識
して規則と組織の整備、全従業員への周知徹底を図っていま
す。情報セキュリティ管理体制の推進組織としては情報セキュ
リティ委員会を設置し、経営層から従業員に至るまで全社一
丸となり、「機密情報漏洩防止三原則」※に則って次の施策を
行っています。

リスクマネジメント体制について

財務報告に係る内部統制システムについて

情報セキュリティについて

コーポレート・ガバナンス

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

取引法」へも対応しています。
なお、財務報告に係る内部統制はJ-SOX委員会を設置し、

体制を整備しています。
※ 内部統制報告制度： 2008年4月1日以降に開始する事業が、年度ごとに財

務計算に係る内部統制システムを評価した「内部統制報告書」を有価証券
報告書とともに提出する制度。

１． 情報機器の紛失・盗難時において、情報漏洩事故が発生し
ないための対策の実施

２． 重要な情報の漏洩や流出の監視強化
３． ウィルス感染の防止
※ 機密情報漏洩防止三原則：
 １． 機密情報については、原則、社外へ持ち出してはならない。
 ２． 業務の必要性により、機密情報を社外へ持ち出す場合は、必ず上長の

承認を得なければならない。
 ３． 業務の必要性により、機密情報を社外に持ち出す場合は、情報漏洩対

策を施さなければならない。
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2014年度の取締役及び執行役の報酬等の総額

区分
報酬等の種類別の総額 合計月額報酬 期末手当または業績連動報酬

人数（名） 金額（百万円） 人数（名） 金額（百万円） 金額（百万円）
取締役 6 105 5 13 117

うち社外取締役 4 72 4 9 81
執行役 15 349 15 180 529

（注） 1. 取締役の人数及び金額は、執行役を兼務している者を含みません。
 2. 上記の月額報酬は、2014年6月19日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名に対して支払われた月額報酬を

含んでおります。

取締役及び執行役の報酬等は、以下の方針のもと、外部専
門家の助言を得て、報酬委員会が決定しています。

基本方針
（1） 経営を担う取締役及び執行役が、あらゆるステークホル

ダーから信頼される企業をめざし、ハイテク・ソリューショ

ンによる価値創造を基本とした事業活動を通じ社会の
進歩発展に貢献する経営を行うことに対して報酬を支
払う。

（2） 取締役及び執行役の報酬の基準となる水準は、各人の役
位に応じた職責、当社及び当社グループ会社を含めた業
績、経営環境、世間水準等を考慮の上決定する。

役員報酬決定に関する考え方

1. 基本的な考え方
「リスク管理規則」に基づき、コンプライアンス委員会を設

置し、定例的にコンプライアンスに関するリスクの状況、対策
計画、対策の実行状況を審議しています。具体的には、リス
クの種類ごとにリスク担当部署が定められ、リスク担当部署
の長は、担当するリスクを想定、評価し、また、社内に、関係法
令・社内規則に関する教育等の対策を実施しています。また、
懸念される新たなコンプライアンスリスクなどについても洗
い出しを行っています。万が一問題が発生した際は臨時会議
を開催し、調査・原因究明・再発防止等を審議することとして
います。

2. 内部通報窓口の設置
法令違反や不正の芽を早期に発見し対処するために、

2004年1月から内部通報窓口を設置しています。2004年4
月には通報者の対象を嘱託社員、派遣社員、アルバイトへと
広げました。通報者は連絡先として社外の第三者機関も選択

コンプライアンス推進体制について

することができ、匿名での通報も可能です。この窓口に寄せ
られた情報はコンプライアンス委員会に報告されます。

3. コンプライアンス教育・啓発活動
新入社員から経営幹部まで、すべての階層でコンプライア

ンス教育を継続的に実施し、コンプライアンスの徹底に努め
ています。

階層別研修の講義は、当社のコンプライアンスの考え方、
体制、内部通報制度等の理解、事例研究を通じたコンプライ
アンス意識のさらなる向上を目的に行っています。

個別の法令については、業務上関係のある従業員を対象
に担当部署による研修、e-learningなども実施しています。
そのひとつである法務研修では、個別の法令について事例を
用いながら解説を行っています。

各職場では、管理職が中心となり日々の業務において
OJT※を通じてコンプライアンスの周知徹底や諸施策を実施
しています。
※ On-the-Job Training： 職場での実務を通じて行う従業員の教育訓練。
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役員一覧

取締役会長 兼 執行役
久田　眞佐男
指名委員

取締役
大楽　義一
監査委員

社外取締役
西見　有二
監査委員

社外取締役
早川　英世
指名委員

社外取締役
中村　豊明
指名委員、報酬委員、
株式会社日立製作所
代表執行役執行役副社長

社外取締役
戸田　博道
指名委員、監査委員

社外取締役
北山　隆一
指名委員、報酬委員、
株式会社日立製作所
代表執行役執行役副社長

代表執行役 執行役社長 兼 取締役
宮﨑　正啓
報酬委員

企業統治

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

取締役 兼 執行役

社外取締役

取締役

（2015年6月現在）
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代表執行役 執行役副社長
御手洗　尚樹
人財、コーポレートコミュニケーション・
ＣＳＲ／法務、内部統制、
コンプライアンス・リスクマネジメント、
輸出管理、環境管理、
グループ会社管理、ＣＨＲＯ、ＣＲＯ

執行役常務
宇野　俊一
財務、貿易管理、
インターナルコントロール、
IR、CFO

執行役常務
中島　隆一
IT戦略、
Smart Transformation推進、
CIO、CTrO

執行役専務
池田　俊幸
科学・医用システム事業、
サービス事業

執行役常務
佐藤　真司
経営企画・計画、
マーケティング・営業戦略、　
CSO、CmO

執行役常務
橋本　純一
先端産業部材事業

執行役専務
木村　勝高
電子デバイスシステム事業

執行役
本田　穣慈
モノづくり、調達、品質保証

執行役
大本　博秀
電子デバイスシステム事業

執行役
岡田　務
科学・医用システム事業

執行役
田嶋　浩
産業・ITシステム事業、
ファインテックシステム事業

執行役
佐藤　雄司
研究開発、知的財産、
新事業創生、CTO

執行役

取締役会長 兼 執行役
久田　眞佐男
経営執行統括支援

代表執行役 執行役社長 兼 取締役
宮﨑　正啓
経営執行統括



コミュニティ
参画と発展 人権

公正な
事業慣行 環境

組織統治消費者
課題

労働
慣行
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日立ハイテクの
CSR CSRを通じた中長期的な価値創造

CSRを企業の持続的成長、企業価値向上に欠かせない活動と位置付け、「日立ハイテクグループCSR活動取
り組み方針」のもと、グループワイドに活動を推進しています。当社のCSRにはコンプライアンス、法務などの
守りの側面と、事業活動を通じた社会課題の解決、社会貢献活動などの攻めの側面があり、それらの取り組み
を経営と一体となって推進することで、真のCSR企業となることをめざしています。

日立ハイテクのCSR推進体制

ISO26000セルフアセスメントツールを開発

CSV※１による社会貢献で、社会価値と企業価値の両立をめざす

CSR活動の推進体制として、執行役社長を委員長とし執行
役がメンバーとなる会議体であるCSR推進委員会を組織し
ています。同委員会ではCSR活動の戦略・計画や重要事項を
審議しています。

活動推進のため2014年度は、日立グループ及び当社の

方針・活動状況の共有を主目的にグループ全体での推進体
制強化をめざした「日立ハイテクグループCSR連絡会」を設
置しました。2015年度からは、ISO26000セルフアセスメン
トツールを導入し、グループ一体的なCSR活動を推進してい
きます。

グループ・グローバル共通でCSR活動に取り組むため、
その国際規格であるISO26000の導入を決定しました。

最初の取り組みとして、従来から用いてきたセルフアセス
メントツールを改訂する形で、ISO26000セルフアセスメント
ツールを開発し導入。このツールにより、中核主題に沿った
方針の設定及び達成度の評価がグループ・グローバルで可
能になります。新たなアプローチの実践により、CSRと経営
の一体化をより一層推し進めます。

CSR活動を本業と結び付け、本業で培ったリソースを社会
の課題解決につなげていくことで価値を創造するCSVを追
求しています。自社保有の技術や知見を活用し、健康な暮ら
しの実現、食の安全の確保、鉄道輸送の安全の向上はもとよ

ISO26000の中核主題

http://www.hitachi-hightech.com/jp/about/csr/index.html/

詳しくは「CSRの取り組み」Webサイトをご参照ください。

り、将来世代の科学振興をにらんだ小中学校の教育支援※２

などを行うことで、社会に対する価値の創造と自社の成長を
一体的にとらえ事業活動を推進しています。
※1 CSV(Creating Shared Value)………共通価値の創造
※2 小中学校の教育支援についてはp26-27を参照

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ



性格

外的・客観的な要素

人間観

価値観

労働観

言語

家族構成

年齢

役職

国

職種

性別

障がいの
有・無

内的・主観的な要素
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グローバル環境リスク・コンプライアンスへの確実な対応に向けて

ダイバーシティ・マネジメントの推進

国内各地区及び海外を含むグループ会社を事業ブロック
単位に分け、環境マネジメントシステムに基づいて継続的に
環境負荷低減活動を推進するとともに、国や地域の規制値よ
り厳しい自主基準値を法人単位で定め、その遵守に努めて
います。加えて相互環境監査を通じ、潜在的な環境リスクの
洗い出しと環境法令の遵守状況の確認を行い、環境事故の
未然防止に努めています。

頻繁に行われる法令改正に対応するためには、迅速かつ

当社は、海外売上比率を一層高め、新規事業を次々に創造
する「グローバリゼーション」や「イノベーション」を経営戦略の
中核に据えています。多様な感性や価値観を尊重し、組織の活
性化につなげるダイバーシティ・マネジメント※は、当社のワー
ルドワイドな経営戦略の推進力のひとつです。このような認識
のもと、経営トップ主導により、ダイバーシティ推進委員会・部
門横断型のワーキンググループを中心に様々な施策を加速さ
せています。

当面は特に女性の活躍に焦点を当て、①2016年度以降の
新卒採用の3割以上を女性にする、②2020年度までに管理職
の女性比率を5％にする、という数値目標を設定しています。
将来的には、女性役員の登用も検討しています。

また、多様な人財が活躍できる環境を作るために「20−20
（ニーマル−ニーマル）プロジェクト」を全職場、全社員に実施
しています。これは、月平均の時間外労働を20時間以内に抑
え、年間20日以上有給休暇を取得しようという働き方改革
の取り組みです。

今後、これらの施策を海外を含めたグループ会社へ展開

し、具現化することで、グループ・グローバルにダイバーシ
ティ・マネジメントを推進していきます。
※ 多様な考えや発想を持つ人材を自社に抱え、これまでにない事業・アイデアを

創生していくことを制度やプログラムなどの面から推進する経営管理手法

環境法令管理システム フロー図

ITシステム
監視DB

官報、他

自動発信

no

Yes

改正情報
（逐条解釈）

改正情報
（法人単位）

改正対応

遵守事項対応

遵守完了確認

妥当性確認
管理DB

遵守内容
登録

改正情報/
該非/対応/

登録

本社 事業ブロック

正確な解釈に基づく判断と実行が要求されます。この度、国
内においては環境法令の遵守状況や、新しい法令規制の動
向、改正情報等の共有を目的に「環境法令管理システム」を
開発し、2014年度から当社グループの包括的な環境法令リ
スク管理活動を開始しました。　

主な特長
本システムは環境関連法令の改正情報監視、法規制の該

非、要求事項の遵守評価を、日立ハイテクグループ各事業ブ
ロック９拠点で共有し、環境リスクの低減を行うものです。
・法令改正情報の一元管理による共有化と平準化
・事由発生時の遵守項目の登録と期限設定による監視
・遵守項目の監視自動化とアラート機能

効果
・法令の条項解釈の適正化向上
・法令要求事項の該非判定の精度向上
・遵守評価のスピードアップ
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世界的な「理科離れ」に日立ハイテクのコア技術で貢献

先進国の共通課題となった「理科離れ」は、企業にとっては
研究開発を担う人材の獲得難に、国家にとっては国際競争力
の低下につながる課題です。当社では卓上電子顕微鏡の貸
し出しを行う理科教育支援を世界各国で行うことで、身近な
物をミクロのスケールで見る体験を通じ、それを可能にする
科学技術への興味関心を世界各地で喚起してきました。

その活動範囲は日本国内のみならず、例えば米国では、
ディストリビューターとの連携や専用のWebサイトの開設に
より活動の内容を充実させる等、北米・南米・ヨーロッパにま

で広げています。ここにある視点は、単なる社会貢献の枠を
超え、科学研究を担う次世代人材育成への貢献を通じた、社
会に対する価値の創造です。

ミニスコープを用いた理科教育支援活動は、CSR本部が中
心となり、従業員への啓発をはじめ、様々な関連団体との協
力関係を構築し、戦略的にプログラムを実施しています。これ
までの経験で培われたノウハウをもとに、今後は、自治体や教
育関係者、さらに地域との日常的な結び付きを深め、多面的
なアプローチを継続的に行うことを計画しています。

2005年ごろより、「若者の理科離れ」を意識した様々な理
科教育支援を行ってきました。これまでの活動は、大きく3つ
に集約されます。
１） 子供向けのイベントに出展し、装置に触れる機会を提供
２） SSH※各校を巡回し、デモンストレーションを実施
３） 小中学校へ装置を持ち込み、理科授業のサポートを実施

子供向けのイベントは、2005年より「日立サイエンスセミ
ナー 電子顕微鏡で観察しよう！」をはじめ、「全日本学生児童
発明くふう展」(科学技術館）、「文化放送主催サイエンスキッ
ズ」などへの出展を継続的に行い、各イベントで100名前後
の児童・学生に参加いただいています。

イベント出展をはじめとした上記の活動に、2014年度は
1,624名の児童・生徒が参加し、科学・理科への興味をかき立
てる体験をしました。これまでの活動を通じ、子供の科学・理
科の意識付けが深まる点が成果として確認されています。

今後一層活動を広げていくためには、社員やOBといった
当社関係者をはじめ、SSHの理科担当教諭にも操作方法を

学んでもらい、大勢の方があたり前のようにミニスコープ
を操作できるようにすることが必要であり、これが次の目
標です。

この活動では、ミニスコープを介して「教え」あるいは「教わ
る」関係が育まれます。ミニスコープをきっかけに理科好きな
子供が増えるのであれば、まさに私たちの企業活動、本業で
培ったリソースが、社会課題の解決に役立っていると言える
でしょう。
※ SSH（Super Science High School）： 将来の国際的な科学技術関係人材

を育成するため、文部科学省が指定した先進的な理数教育を実施する高等
学校及び中高一貫校。

理科教育支援活動のこれまでの実績と今後の展望

普段は見えない世界へいざなうことで、子供たちの好奇心を刺激し、身の回りへの限りない興味を引き
立てることが可能となります。卓上電子顕微鏡「ミニスコープ」は子供たちがサイエンスの世界をのぞき
見ることを可能にする重要なアイテムとなっています。

トピックス
ミクロの世界に心躍る体験を提供し、

「科学する心」を育む

日立ハイテクのCSR

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ
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日立ハイテクの活動に対する評価
子供の好奇心を満たすというのは、まさにこういうことだと思います。日立ハ
イテクの出前授業には、教科書で学ぶこと、決まった実験をやって決まった結
果を見ることからは到底得られないものがあります。子供たちが面白い、見て
みたいと思ったものを直接持ち込み、何千倍、何万倍の世界で観察するとい
う実体験をする。そうした一連の動きが科学の心を育むためには重要です。
日立ハイテクになぜこのような活動が可能なのかというと、光学顕微鏡の扱
いやすさと電子顕微鏡の性能を両立させるトップレベルの技術があるから
です。まさに企業の強みを活かした社会貢献活動と言うことができます。ま
た、準備や調整に多大な労力を必要とするこの活動は、社員の熱意がなけれ
ば成し得ないことです。

2015年5月、福島県の川俣小学校にミニスコープを持ち
込み、小学5年生の理科の授業をサポートしました。

2コマの授業にCSR本部の社員が特別講師として参加しま
した。通常のカリキュラムに沿った最初の授業では、理科担
当教諭の指導のもと、みんなで水中の微生物を観察してみ
ることになりました。あらかじめ用意された試料を、肉眼、双
眼実体顕微鏡（20倍）、光学顕微鏡（300倍）の順で観察する
と、観察倍率が上がるごとに生物の姿がはっきりとしていき
ます。

本来なら光学顕微鏡を使ったところで観察は終了するので
すが、この授業では当社のミニスコープを使い、さらに高い倍
率で観察を続けます。ここから先は電子顕微鏡を使用しなけ
れば、辿り着けない世界です。

従来、電子顕微鏡は、サイズが大きく、設置環境も制限が多
く、試料の前処理の難しさなどから、誰もが気軽に使用でき
るものではありませんでした。しかし、当社が、卓上で使用可
能なサイズでしかも試料の複雑な前処理を簡略化できる電
子顕微鏡（ミニスコープ）を開発したことで、教室での使用が
可能になりました。

授業後半では、社員が教壇に置かれたミニスコープを操作

し、スクリーンにイカダモ（淡水にすむ緑藻の一種）の巨大な
姿を出現させました。その後もパソコンの画面を操作し、倍率
を600倍から1万倍まで自在に切り替えます。その間、生徒た
ちは食い入るようにスクリーンを見つめていました。

そして次の授業では、出前授業恒例の、生徒が自由に持
ち込んだ試料をミニスコープで拡大する実験を行いました。
観察準備をしている間、サンプルとして映し出した植物や昆
虫のミクロの世界に生徒から歓声が上がりました。

この日一番反応が大きかったのは、やはり生徒が持ち込ん
だ試料が画面に現れたときです。生徒が選んだものはダンゴ
ムシでした。

福島の小学校で、ミニスコープを使った教育支援を実施
普段は見えない世界へいざなうことで、子供たちの好奇心を刺激し、身の回りへの限りない興味を引き
立てることが可能となります。卓上電子顕微鏡「ミニスコープ」は子供たちがサイエンスの世界をのぞき
見ることを可能にする重要なアイテムとなっています。

畑村洋太郎 
工学院大学教授、東京大学名誉教授

現在の活動　ナノ・マイクロ加工、生産加工学、
医学支援工学、失敗学、危険学、創造学。実際
の設計研究会を主宰し、創造設計原理の研究を
行っている。また、失敗学会を開設し、会長として
失敗学の普及を行っている。
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財務ハイライト

日本基準
百万円

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

会計年度

売上高 ¥ 936,865 ¥ 888,293 ¥ 951,619 ¥ 943,124 ¥ 774,950 ¥ 616,877 ¥ 653,431 ¥ 645,865 ¥ 575,468 ¥ 639,116 ¥ 637,497

電子デバイスシステム — — — — — — 95,899 102,386 103,919 117,263 124,480

ファインテックシステム — — — — — — 38,803 22,979 14,320 17,217 10,037

科学・医用システム — — — — — — 115,377 147,055 132,919 150,360 164,136

産業・ＩＴシステム — — — — — — 118,206 121,687 94,124 93,344 84,858

先端産業部材 — — — — — — 295,646 261,216 236,443 267,042 258,882

その他・調整額 — — — — — — (10,500) (9,458) (6,257) (6,110) (4,897)

営業利益（損失） 30,001 36,036 45,062 49,141 14,909 (1,626) 27,893 25,459 18,951 30,431 44,134

当期純利益（損失） 15,004 19,249 26,109 26,932 7,075 (2,827) 17,752 14,265 12,166 18,032 28,129

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,000 15,700 24,805 30,743 31,056 22,371 20,916 43,453 10,974 36,334 34,488

投資活動によるキャッシュ・フロー (576) (9,578) (5,900) (6,393) (18,684) (8,277) 1,194 (25,203) (4,424) (24,674) (9,543)

フリー・キャッシュ・フロー 25,424 6,122 18,905 24,350 12,372 14,094 22,110 18,250 6,550 11,661 24,945

財務活動によるキャッシュ・フロー (21,582) (12,762) (4,009) (3,685) (9,306) (2,759) (2,949) (4,137) (8,013) (4,664) (5,515)

会計年度末

総資産 ¥ 432,501 ¥ 457,837 ¥ 480,191 ¥ 504,873 ¥ 427,576 ¥ 411,049 ¥ 413,267 ¥ 442,162 ¥ 433,639 ¥ 494,934 ¥ 536,595

純資産 173,379 193,363 221,330 235,104 234,278 229,399 242,845 253,012 267,189 272,968 302,324

現金及び現金同等物の期末残高 48,967 43,600 59,267 77,853 79,628 90,188 107,704 121,598 123,485 133,599 154,558

1株当たり情報（円）

当期純利益（損失） ¥   107.94 ¥   139.24 ¥   189.81 ¥   195.80 ¥     51.44 ¥    (20.55) ¥   129.07 ¥   103.71 ¥      88.45 ¥   131.11 ¥   204.52

純資産 1,259.18 1,404.96 1,572.14 1,707.69 1,701.74 1,666.00 1,764.66 1,837.84 1,939.81 1,981.00 2,193.48

配当金 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 15.00 20.00 30.00 20.00 30.00 45.00 

経営指標

営業利益（損失）率（%） 3.2 4.1 4.7 5.2 1.9 (0.3) 4.3 3.9 3.3 4.8 6.9

自己資本比率（%） 40.1 42.2 45.0 46.5 54.7 55.7 58.7 57.2 61.5 55.0 56.2

自己資本当期純利益（損失）率（%） 9.0 10.5 12.7 11.9 3.0 (1.2) 7.5 5.8 4.7 7.0 9.8

総資産経常利益（損失）率（%） 5.8 7.9 9.4 9.9 3.5 (0.1) 7.2 6.1 4.6 6.6 8.2

株価収益率（倍） 15.7 22.3 17.0 8.4 26.9 — 12.9 19.0 22.4 18.3 17.9

株式会社日立ハイテクノロジーズ及び連結子会社
会計年度

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

企業情報
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日本基準
百万円

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

会計年度

売上高 ¥ 936,865 ¥ 888,293 ¥ 951,619 ¥ 943,124 ¥ 774,950 ¥ 616,877 ¥ 653,431 ¥ 645,865 ¥ 575,468 ¥ 639,116 ¥ 637,497

電子デバイスシステム — — — — — — 95,899 102,386 103,919 117,263 124,480

ファインテックシステム — — — — — — 38,803 22,979 14,320 17,217 10,037

科学・医用システム — — — — — — 115,377 147,055 132,919 150,360 164,136

産業・ＩＴシステム — — — — — — 118,206 121,687 94,124 93,344 84,858

先端産業部材 — — — — — — 295,646 261,216 236,443 267,042 258,882

その他・調整額 — — — — — — (10,500) (9,458) (6,257) (6,110) (4,897)

営業利益（損失） 30,001 36,036 45,062 49,141 14,909 (1,626) 27,893 25,459 18,951 30,431 44,134

当期純利益（損失） 15,004 19,249 26,109 26,932 7,075 (2,827) 17,752 14,265 12,166 18,032 28,129

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,000 15,700 24,805 30,743 31,056 22,371 20,916 43,453 10,974 36,334 34,488

投資活動によるキャッシュ・フロー (576) (9,578) (5,900) (6,393) (18,684) (8,277) 1,194 (25,203) (4,424) (24,674) (9,543)

フリー・キャッシュ・フロー 25,424 6,122 18,905 24,350 12,372 14,094 22,110 18,250 6,550 11,661 24,945

財務活動によるキャッシュ・フロー (21,582) (12,762) (4,009) (3,685) (9,306) (2,759) (2,949) (4,137) (8,013) (4,664) (5,515)

会計年度末

総資産 ¥ 432,501 ¥ 457,837 ¥ 480,191 ¥ 504,873 ¥ 427,576 ¥ 411,049 ¥ 413,267 ¥ 442,162 ¥ 433,639 ¥ 494,934 ¥ 536,595

純資産 173,379 193,363 221,330 235,104 234,278 229,399 242,845 253,012 267,189 272,968 302,324

現金及び現金同等物の期末残高 48,967 43,600 59,267 77,853 79,628 90,188 107,704 121,598 123,485 133,599 154,558

1株当たり情報（円）

当期純利益（損失） ¥   107.94 ¥   139.24 ¥   189.81 ¥   195.80 ¥     51.44 ¥    (20.55) ¥   129.07 ¥   103.71 ¥      88.45 ¥   131.11 ¥   204.52

純資産 1,259.18 1,404.96 1,572.14 1,707.69 1,701.74 1,666.00 1,764.66 1,837.84 1,939.81 1,981.00 2,193.48

配当金 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 15.00 20.00 30.00 20.00 30.00 45.00 

経営指標

営業利益（損失）率（%） 3.2 4.1 4.7 5.2 1.9 (0.3) 4.3 3.9 3.3 4.8 6.9

自己資本比率（%） 40.1 42.2 45.0 46.5 54.7 55.7 58.7 57.2 61.5 55.0 56.2

自己資本当期純利益（損失）率（%） 9.0 10.5 12.7 11.9 3.0 (1.2) 7.5 5.8 4.7 7.0 9.8

総資産経常利益（損失）率（%） 5.8 7.9 9.4 9.9 3.5 (0.1) 7.2 6.1 4.6 6.6 8.2

株価収益率（倍） 15.7 22.3 17.0 8.4 26.9 — 12.9 19.0 22.4 18.3 17.9

国際会計基準（IFRS）
百万円

2013 2014

会計年度

売上収益 ¥ 621,815 ¥ 619,632

電子デバイスシステム 103,184 105,893

ファインテックシステム 16,677 11,354

科学・医用システム 150,308 164,264

産業・ITシステム 93,722 84,869

先端産業部材 263,983 258,110

その他・調整額 (6,059) (4,857)

EBIT 31,367 44,778

当期利益 19,866 31,131

営業活動に関するキャッシュ・フロー 35,533 34,426

投資活動に関するキャッシュ・フロー (24,250) (9,277)

フリーキャッシュフロー 11,283 25,149

財務活動に関するキャッシュ・フロー (4,482) (5,662)

会計年度末

資産合計 ¥ 494,703 ¥ 536,705

資本合計 270,900 301,696

現金及び現金同等物期末残高 132,923 153,942

1株当たり情報（円）

当期利益 ¥   144.39 ¥   226.08

親会社所有者帰属持分 1,968.19 2,191.32

配当金 30.00 45.00 

経営指標

売上収益税引前利益率 5.1 7.3

親会社所有者帰属持分比率 54.7 56.2

親会社所有者帰属持分当期利益率 7.7 10.9

資産合計税引前利益率 6.8 8.8

株価収益率 16.6 16.2

（注）  2014年度の有価証券報告書よりIFRSに準拠した連結財務諸表を作成し
ております。2013年度につきましても、日本基準に必要な調整を加えて
IFRSに準拠した数値を作成しております。

株式会社日立ハイテクノロジーズ及び連結子会社
会計年度
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At a glance

売上収益（億円） EBIT（億円）

電子デバイス
システム

ファインテック
システム

科学・医用
システム

産業・IT
システム

先端産業
部材

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

企業情報

売上収益比率
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配当性向

22%

1株当たり当期利益

226.08円

EBIT

448億円

売上収益

6,196億円

プロセス装置事業は、大手主要顧客向け販売が好調であったため大幅に増加しました。
評価装置事業は、外観検査装置の販売台数が伸びたものの測長ＳＥＭが一部量産投資の

後倒しの影響を受け減少しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は105,893百万円(前年度比2.6％増)、EBITは

17,362百万円(前年度比23.4％減)となりました。

ＦＰＤ関連製造装置の不採算事業を縮小したことにより、産業インフラ事業は大幅に減少し
ました。 

社会インフラ検査事業は、鉄道関連検測装置が増加しました。
以上の結果、当セグメントの売上収益は11,354百万円(前年度比31.9％減)となった一

方、EBITは、事業構造改革の効果により前年度より10,497百万円改善の678百万円(前年
度のEBITは△9,819百万円)となりました。

科学システム事業(電子顕微鏡・科学機器)は、欧米市場向け販売が増加したものの、消費増税
や補正予算執行の反動による国内市場の設備投資先送り等の影響を受け、減少となりました。

バイオ・メディカル事業は、欧州市場の回復ペースが鈍い中で、新興国市場向け販売が好調
に推移したことや、米国市場において大規模顧客向けに生化学・免疫分析装置と検体前処理シ
ステムのパッケージ販売等が拡大したことにより大幅に増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上収益は164,264百万円(前年度比9.3％増)、EBITは
26,090百万円(前年度比34.0％増)となりました。

自動車・輸送機器関連部材は、米国及び中国を中心に引き続き堅調に推移したことにより
増加しました。

エレクトロニクス関連部材は、スマートフォン関連の強化ガラス等の部材が中国向けに伸長
したものの、その他電池等の部材の販売減により減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上収益は258,110百万円(前年度比2.2％減)、EBITは
2,209百万円(前年度比10.9％増)となりました。

2014年度の振り返り

（2014年度）

主な製品

コンダクターエッチング装置

新幹線電気・軌道総合試験車（イーストアイ）
（提供：JR東日本様）

臨床検査自動化システム

自動組立システム

光トランシーバ（光通信）

産業ソリューション事業は、顧客の積極的な設備投資を背景に自動車部品自動組立システ
ムが好調に推移し、また太陽光ＥＰＣ※案件の売上計上に加え、太陽光関連部材が販売を伸ば
したことから増加しました。

ＩＣＴソリューション事業は、車載用ハードディスクドライブは増加したものの、通信用機器に
おいて携帯電話の販売が減少したことにより大幅に減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上収益は84,869百万円(前年度比9.4％減)、EBITは163
百万円(前年度比82.4％減)となりました。
※ Engineering, procurement and Construction
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2015年度予想

事業概況

当セグメントに関連した半導体製造装置市場環境とし
ては、先端デバイスにおいて微細化がさらに進展し、また
三次元構造や新材料向けの新たなニーズの創出により、
新たなビジネスが期待されます。中長期的には、一方で、
一部顧客の投資時期が変更されるなど不透明な部分も
あり、今後の市場動向に注視が必要です。

当セグメントに関連した市場としては、社会インフラ検
査事業及び産業インフラ事業の分野において設備投資
が活発化すると期待されます。

当セグメントに関連した市場環境に関して、科学システ
ム事業の関連市場においては景況感の改善による国内
企業の設備投資が期待されます。一方で、バイオ・メディカ
ル事業の関連市場においては依然として欧州市場の回
復が弱いことに加え、中国においては市場環境の変化が
懸念されます。新規事業分野ではコンパニオン診断など
遺伝子検査市場の拡大が期待されます。

当セグメントでは、自動車・輸送機器メーカーの設備投
資は、依然高水準で継続する見通しで、またIoTサービス
市場も伸長することが期待されます。

当セグメントでは、自動車・輸送機器関連は、米国と中
国を中心に引き続き堅調に推移し、またスマートフォン
等のモバイル関連機器も伸長することが期待されます。

電子デバイスシステム

ファインテックシステム

科学・医用システム

産業・ITシステム

先端産業部材

中期的な事業環境

売上収益

1,138億円

売上収益

161億円

売上収益

1,681億円

売上収益

864億円

売上収益

2,960億円

EBIT

198億円

EBIT

5億円

EBIT

231億円

EBIT

11億円

EBIT

42億円

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ

企業情報
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①多重露光、三次元構造、新材料に対応したソリューション提
供による顧客価値最大化、②国内外開発拠点拡充による顧客対
応力強化、③サービス品質の向上及びＣＩＰ※推進によるサービス
事業拡大の3つを中心とした取り組みを推進していきます。
※ Continued Improvement plan

社会インフラ検査事業では鉄道関連検測装置において営業車
搭載検測装置の拡販に注力するほか、道路・橋梁など今後ニーズ
が拡大される社会インフラ検査領域の開拓を進めます。

産業インフラ事業では自動車関連設備の事業拡大やロボット
技術活用などを中心とした高付加価値自動化設備の提供を進め、
サービス事業では生産性・品質向上提案によるポストセールスの展
開を進めます。

科学システム事業においては、電子顕微鏡ではボリュームゾーン
への戦略的新製品の投入・拡販と継続的な開発促進を行い、科学
機器では、ライフサイエンス分野への拡販、環境・新エネルギー分
野の深耕、ワールドワイドでの拡販などを進めます。

バイオ・メディカル事業においては、検体検査自動化システムに
よる顧客の囲い込みと細菌、遺伝子検査に関連した技術・製品の
開発強化に取り組みます。

主要ターゲットである自動車関連製造装置及び機器・コンポーネ
ント販売の拡大に取り組みます。これに加えて、 工業計器・計装シス
テムにおける新製品開発、 太陽光EpC案件及び関連部材の販売
拡大、IoT分野におけるソリューションビジネスの拡大、グローバル
展開の推進などをテーマとした取り組みを推進していきます。

自動車・輸送機器関連部材やエレクトロニクス関連部材におい
て高付加価値事業へ注力することで収益性の高い事業基盤の確
立を図ります。さらに、アセアン、ブラジル、メキシコ等で自動車部
品・光通信分野で事業拡大を図るほか、素材から機能部品までのバ
リューチェーン構築による付加価値向上や、ロジスティクス・ファイ
ナンスを活用したSCS事業のグローバル展開を進めていきます。

「先端産業分野における新たな価値を顧客とともに追求し
創造」することをビジョンに掲げ、①コア技術強化によるグ
ローバルトップ製品の提供、②新しい価値創造による新分野
への事業展開（新たな顧客ニーズに対応した製品強化）、③
サービス、システムソリューション事業の拡大の3つを基本方
針に事業を進めていきます。

①社会インフラ検査・産業インフラ関連の伸長分野での
事業拡大、②光計測、画像処理技術等のコアコンピタンス
強化による事業の高付加価値化、③サービス事業の拡大の
3つを基本方針としています。

科学システム事業においては、電子顕微鏡事業における
グローバルトップをめざすと同時に、科学機器のグローバル
メジャープレーヤーをめざしていきます。

バイオ・メディカル事業においては、生化学・免疫検査事業
で新型検体検査自動化システムとモジュール方式自動分析
装置のパッケージによるシステムソリューションビジネスを
推進し、細菌、遺伝子検査市場への参入を図っていきます。

「産業・ＩＴ分野のオンリーワン・ソリューション・プロバイ
ダーをめざす」ことをビジョンに掲げ、「高い専門性」「新しい
価値創造」「高い信頼関係」「日立グループとの協業」を基本
にCS※向上を図ることを基本方針として、事業を展開してい
きます。
※ Customer Satisfaction

「グローバルフィールドで工業材料分野に強い専門商社」
をビジョンに掲げ、①顧客密着型営業、②事業投資戦略の
推進、③サプライチェーンソリューション（SCS）の確立と展
開の3つを基本方針としていきます。

中期的なビジョン・基本方針 2015年度の取り組み
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支店、海外グループ会社

製造拠点
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（百万円） 北米売上収益

アジア売上収益

国内売上収益

北米

地域別売上収益構成比 （％）

欧州売上収益

その他の地域売上収益

76,514 96,830

2013 2014

189,089 191,591

2013 2014

262,236 260,965

2013 2014

8,785 5,853

2013 2014

85,191
64,394

2013 2014

42.2 42.1

1.430.4

12.3

13.7

1.030.9

15.6

10.4

2013 2014
欧州

アジア
その他の地域

国内

北米

欧州

アジア
その他の地域

国内

地域別売上収益/
事業拠点

国内
(株)日立ハイテクノロジーズ

国内グループ会社
(株)日立ハイテクソリューションズ
(株)日立ハイテクマテリアルズ
(株)日立ハイテクサポート
(株)日立ハイテクフィールディング
(株)日立ハイテクファインシステムズ
(株)日立ハイテクマニファクチャ&サービス
(株)日立ハイテクサイエンス
(株)エポリードサービス
ギーゼッケ・アンド・デブリエント(株）
Chorus Call Asia(株）

欧州地域
日立ハイテクノロジーズ モスクワ事務所
日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社
日立ハイテクノロジーズロシア会社
日立ハイテクノロジーズアイルランド会社
HHTAセミコンダクターイクイップメント会社

アジア地域
日立ハイテクノロジーズ クウェート出張所
日立ハイテクノロジーズシンガポール会社
日立ハイテクノロジーズマレーシア会社
日立ハイテクノロジーズタイランド会社
日立ハイテクノロジーズインドネシア会社
日立ハイテクノロジーズインド会社
日立ハイテクノロジーズ上海会社
日立ハイテクノロジーズ香港会社
日立ハイテクノロジーズ深圳会社
日立ハイテクノロジーズ韓国会社
日立ハイテクノロジーズ台湾会社
日立儀器(蘇州)会社
日立儀器(大連)会社
日立儀器(上海)会社

米州地域
日立ハイテクノロジーズ ハバナ出張所
日立ハイテクノロジーズアメリカ会社
日立ハイテクサイエンスアメリカ会社
日立ハイテクノロジーズカナダ会社
日立ハイテクノロジーズメキシコ会社
日立ハイテクノロジーズブラジル会社
日立ハイテクAWクライオ会社

グローバルネットワーク （2015年9月現在）

企業情報

企業情報日立ハイテクのCSR企業統治日立ハイテクの
価値創造の仕組みプロフィール社長メッセージ
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企業データ/
株式情報

株式情報

発行可能株式総数 350,000,000株

発行済株式の総数 137,738,730株

定時株主総会 毎年6月

上場取引所 東京証券取引所 市場第一部

会計監査人 新日本有限責任監査法人

大株主の状況
株主名 所有株式数（株） 持株比率（%）

株式会社日立製作所 71,135,619 51.72

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 5,317,100 3.87

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 4,545,800 3.31

日立ハイテクノロジーズ社員持株会 1,719,019 1.25

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505225 1,378,830 1.00

818517 ノムラルクスマルチ
カレンシジエイピストクリド 1,267,700 0.92

ジェーピー モルガン チェース バンク 
385093 1,264,500 0.92

ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニーレギュラーアカウント 1,201,452 0.87

ピクテアンドシーヨーロッパエスエー 980,300 0.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口9） 952,300 0.69

所有者別株式分布状況

株価と売買高の推移（2014年4月～2015年3月）

7,173名
（100.0%）

個人 6,533名 91.1%
外国人 452名 6.3%
国内法人・その他
 107名 1.5%
金融機関 42名 0.6%
証券会社 39名 0.5%

0

1,500

3,000

4,500

0

10,000

20,000

30,000

2014/04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03

（円） （千株）

株価（左目盛り）
売買高（右目盛り）

（2015年3月末現在）

（注） 持株比率については、自己株式（206,223株）を控除して算出しております。

企業データ

設立 1947年4月12日

資本金 7,938百万円

従業員数 10,012名



株式会社　日立ハイテクノロジーズ

CSR本部
〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号
TEL: 03-3504-7111（代） FAX: 03-3504-5943
e-mail: csr-promotion.aj@hitachi-hightech.com
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