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株式会社 日立ハイテクノロジーズ

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
日立ハイテクグループは、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。
私たちは、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ために、
貢献していくこと」をミッションとしています。

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。

編集方針
日立 ハイテクノロジーズ では、当社を取り巻く幅 広いステーク
ホル ダーを対 象とした、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、本報告書を発行していま

報告対象組織
日立ハイテクノロジーズと連結子会社 38社および関連会社 4社

●

※報告対象が上記と異なる場合には、
文中に明記しています。

財務情報）との関連性を意識した編集により、中長期的な企業価値

報告対象期間
2017年度（2017年4月〜2018年3月）を対象としています。ただし、一部
2017年度以前および以後の活動を含みます。

向上に向けた取り組みを紹介しています。

●

す。本報告書では、日立ハイテクグループの経営戦略と経営基盤
（非

2018 年度版は、マテリアリティを特定したプロセスの説明を追加す
るとともに、中期経営戦略の進捗状況報告と非財務情報の充実化を
図り、事業と経営基盤の両側面において当社が認識する課題と取り
組みを紹介することで、日立ハイテクグループについて、より多くの
ステークホルダーの皆様にご理解いただくことを意識して制作して
います。なお、ウェブサイトでは、本報告書で掲載していないより
詳細な非財務情報を開示していますので、
あわせてご覧ください。

●

第三者保証
当社が開示する非財務情報に信頼性を付与するため、一部の環境データは、
KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。
「独立した第三者保証報告書」は、当社のCSRウェブサイトをご参照ください。
発行
2018年8月

●

参考にしたガイドライン
・国際統合報告委員会（IIRC）
「国際統合報告フレームワーク」
・経済産業省「価値協創ガイダンス」
・GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・
スタンダード」

●

見通しに関する注記事項
本報告書に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、当社の見通しと異なる可能性があることをご承知おきください。
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プロフィール

価値創造の歩み
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て、社会の進歩発展に貢献してきました。

ハイテク・ソリューション
2001年

バイオ・ヘルスケア

価値の最大化

臨床検査用自動分析装置
「LABOSPECT 008」

卓上電子顕微鏡 Miniscope
「TM-1000」

キャピラリ電気泳動型
DNA 解析装置

大型ガラス基板露光装置
「LEO200SD」

光通信トランシーバー

計装制御システム
「EX-N01」

コンダクターエッチング装置
「M-700 シリーズ」

高分解能 FEB 測長装置
「CG4000」

コンダクターエッチング装置
「9000 シリーズ」

経営戦略

CHALLENGE

SPEED

OPEN

TEAMWORK

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す

社会・産業インフラ

Hitachi High-Tech
SPIRIT

基本理念

（従業員が共有し、実現すべき理念や価値観、戦略）を
実践することで、お客様をはじめとしたステークホル
ダーに最大限の価値を提供しています。

先端産業システム

日立ハイテクグループでは、Hitachi High-Tech WAY

日立ハイテクグループの軌跡
2001年10 月

2001年10月〜

発足

統合の地固め

日立 ハイテクノロジーズは、
先端産業分野における専門
商社である日製産業（株）が
（株）日立製作所から会社分
割された計測器事業、半導体
製造装置事業を承継し2001
年10 月1日に誕生しました。
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世界トップレベルの技術・製品を
有し、最先端の技術分野で優れ
た信頼性の高い技術・製品・サー
ビスをスピーディーに提供するた
め、開発・製造・販売・サービス
の一体化で市場変化に対応でき
る事業体制を構築しました。

2004 年 4月〜

経営改革と飛躍
設立 3 周年を迎え、
「顧客第一主
義、現場主義の実践」、
「高い目標
にチャレンジする企業風土の形
成」、
「風通しの良い明るいオープ
ンな会社」に取り組むとともに、
「経営改革プロジェクト」を推進し
ました。

2008 年 4月〜

激変する市場への対応
2008 年 9 月にリーマン・ショック
が発生し、世界金融危機・世界同
時不況が広がり、当社グループを
取り巻く経営環境は一気に悪化
しました。早期の業績回復に向
けて事業構造改革と成長への加
速に取り組みました。

プロフィール

企業ビジョンと理念・価値観の共有に基づく
ハイテク・ソリューションの提供により
磨き上げてきた「日立ハイテクの強み」

の提供

日立ハイテクグループでは、お客様に最先端・最前線の事業創造企業に

2017年

なっていただくために何ができるのか、当社グループならではの付加価値
とは何なのかを、追求し続けてきました。
この『顧客第一主義』をはじめ、
「Hitachi High-Tech WAY」にある理念や
価値観を全従業員が共有し、貫いてきたからこそ、さまざまなハイテク・
ソリューションを社会に提供し続け、
世界トップレベルの製品・技術を有する
会社へと成長しました。

高速液体クロマトグラフ
「Chromaster」

こうして培ってきた「技術力」
「グローバル営業力・グローバル調達力」

高性能 FIB-SEM 複合装置
「ETHOS」

「お客様・パートナーとのコラボレーション」という当社グループ独自の
強みを活かし、社会から真に必要とされる企業となるために、新たな価値
を創造し続けていきます。

日立ハイテクの強み
微生物迅速検査装置
「Lumione BL-1000」

鉄道関連 FVC サービス
（中国内装メーカーとの協業）

技術力※

グローバル
調達力

お客様・
パートナーとの
コラボレーション

グローバル
営業力

ウェーハ表面検査装置
「LS9300 シリーズ」

※技術力: 計測・分析技術、
自動化・制御技術、
モノづくり力

高分解能 FEB 測長装置
「CG6300」

2010 年 4月〜

「次の10 年」へ、事業構造改革
2011年 3 月の東日本大震災で主要事業所、
グループ企業が被災しました。設立10 周年
を迎えた 2011年10 月には、震 災を乗り越
え次の10 年の成長に向けた「長期経営戦略
（CS11）
」と「中期経営計画 2013」を発表し、
さらなる経営改革と事業強化を推進するととも
に、
「真のCSR 企業」
となることをめざしました。

2014 年 4月〜

2016 年 4月〜

分析機器事業、半導体製造装置 ( 後工程 ) 事
業などで事業構造改革を推進し、グローバル
展開を一段と強めました。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、グローバル成長戦略の加速、事業創造力
の強化を一層推進しました。

2018 年度までの3 年間を 2020 年に向けた
成長サイクルを形成する重要な時期と位置付
け、
「さらなるお客様志向への変革」と「自律
分散型組織への変革」を基本方針とする中期
経営戦略（2016 ～ 2018 年度）を策定しまし
た。2016 年10 月には設立15 周年を迎えま
した。

新たな成長へ

次の15 年、さらにその先へ

日立ハイテクノロジーズ

統合報告書 2018

3

日立ハイテクの強み
日立ハイテクグループは、
「技術力」
「グローバル営業力・グローバル調達力」
「お客様・パートナーとのコラボレーション」という独自の強みを磨き続け、
お客様の最大価値を実現するハイテク・ソリューションの創出を追求しています。

技術力

（計測・分析技術、自動化・制御技術、モノづくり力）
研究開発費

267億円（+13%）
7,930件（+6%）
特許保有件数

※2017年度実績 （

）内は前年度比

技能五輪 金メダル獲得数

4個

19個

（国際大会）、

（国内大会）

グローバル営業力・
グローバル調達力
海外売上収益比率

61%
約4,200社
2,480名

※2017年度実績

商材調達先

海外拠点人員

※2018年3月末現在

お客様・パートナーとの
コラボレーション
製造部材調達先

1,500社

約

（うち海外調達先は10%）
グローバル開発拠点

17拠点
4
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※2018年3月末現在

プロフィール

「技術力」とは、ハイテク・ソリューションを提供し続けてきたことで蓄積された技術力と
それを支えるモノづくり力のことです
長年にわたり蓄積された、モノを「見る・計る・解析する」というコア技術※は、日立ハイテクの核となる強みです。そして、世界トップ
レベルの技術力と研究開発力により、コア技術をその時々の最先端分野の課題を解決できるレベルにまで引き上げ、特定の用途に
カスタマイズすることで「技術力」を磨き続けてきました。さらに、熟練の技能者から若手の技能者へ伝承されてきた「匠」の技術に、
自動化・制御技術を融合させたモノづくり力が、高品質・高効率・フレキシブルな生産体制の構築を支えています。
日立ハイテクが誇るコア技術とモノづくり力により、
高い信頼性と付加価値のある製品・サービスを、
世界中のお客様に提供しています。
※コア技術： 電子線技術、分光分析技術、センサー技術、プラズマ技術、真空制御技術、光学応用技術、自律分散制御技術、画像処理技術

世界中で築いてきた人脈・取引関係・ノウハウを活かして市場の変化を敏感に察知し、
お客様のニーズを先取りしたソリューションを提供しています
日立ハイテクは26ヵ国・地域および国内19 拠点を有するグローバル企業です。各拠点で培ってきた人脈・取引関係・ノウハウを活用
して、お客様のニーズに応える部材を世界中で調達するとともに、高付加価値なソリューションを提供しています。
強みである顧客密着型の営業でお客様が抱える課題を的確に把握し、自社のエンジニアリング力・IoT ※・ソリューション力を駆使した
ベスト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。また日立ハイテクには、先端産業分野の専門
商社として長年にわたり製造業のモノづくりをサポートしてきた歴史があります。これまで積み重ねてきた実績・ノウハウに加え、
グローバルに所在する約 2,200 社の顧客基盤と仕入先約 4,200 社との強い信頼関係を活かし、お客様の課題解決に貢献する高
付加価値なソリューションを提供しています。
※ IoT： Internet of Things

お客様・パートナーにハイテク・ソリューションを提供してきたことで強い信頼関係を築き、
社会課題解決に向けて、
ともに成長し続けています
日立ハイテクは、お客様・パートナーとの日々の密接なコミュニケーションのほか、お客様の近接にデモ・開発拠点を設置することで、
コラボレーションを深化させています。またバイオ・メディカル事業では、パートナー企業との単なる装置開発のコラボレーションで
はなく、営業活動やサービス展開における包括的な協力関係を築くことにより、競争力のある最高のシステムをお客様に提供してい
ます。製造部材の調達においても、サプライヤーと長年にわたる良好なパートナーシップを構築し、高品質な部材を安定的に調達で
きることが、日立ハイテク製品の高機能・高性能・高信頼につながっています。
日立ハイテクは、強固な信頼関係を基にしたお客様・パートナーとのコラボレーションにより新たな製品やソリューションを生み出し、
ともに成長し続けています。
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日立ハイテクの強みを活かした事業展開
ハイテク・ソリューションを社会に提供し続けることで磨き上げてきた、
「技術力」
「グローバル営業力・グローバル調達力」
「お客様・パートナーとのコラボレーション」という

新材料・新素材

セキュリティ

日立ハイテクグループ独自の強み。
これらの強みを活かし、さまざまな事業領域において
世界トップレベルの製品や革新的なソリューションを創出し、
豊かな社会への貢献をめざしています。

ナノ材料・
高機能材料メーカー

ライフサイエンス

化学・鉄鋼・
食品・製薬メーカー
大学・官公庁
研究機関

ヘルスケア

バイオ企業

科学・医用
システム

試薬メーカー

科学
システム

分析機器

体外診断

電子顕微鏡
計測・分析装置
病院・研究機関・
検査センター

バイオ・
メディカル

医用・ライフサイエンス製品

事業領域

生化学・免疫自動分析装置
遺伝子・細菌検査装置
DNA シーケンサ
分光

お客様・
パートナーとの
コラボレーション

センサー技術

事業
セグメント

主な製品／
商社機能

コア技術／
商社の強み

コア技術を有する主な拠点
笠戸地区（山口県下松市）

那珂地区（茨城県ひたちなか市）
●
●

電子線技術

分 光分析技術

●
●

センサー技術

光学応用技術

電子線技術・分光分析技術を軸に、
電子顕微 鏡、測長 SEM、欠陥検査
装置、また生化学・免疫分析装置や
DNA シーケンサなどを開発・製造
する、日立ハイテクグループの主力
工場。
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●
●

プラズマ技術

真空制御技術

長年にわたり培ってきたプラズマ
技術と真空制御技術で、
原子・分子
レベルの低ダメージ加工と高精度
制 御が可能 なエッチング 装 置を
開発・製造。

プロフィール

エレクトロニクス

IoT・クラウド
ビッグデータ
通信

ロボティクス
半導体
デバイス
メーカー

環境・新エネルギー

半導体デバイスメーカー
半導体材料メーカー

電子部品・
デバイス・フィルム・
パネルメーカー

電子デバイス
システム

制御セキュリティ

自動車・鉄道

自動車関連企業

半導体製造装置

研究機関・官公庁

プラズマエッチング装置
測長 SEM※
ウェーハ表面検査装置

産業
システム

化学・食品メーカー

製造・検査装置
鉄道関連検測装置
計装システム
産業用自動組立装置
リチウムイオン電池製造装置
薄膜製造装置

プラズマ技術
真空制御技術
電子線技術
分析技術

日立グループ各社
自動車・輸送機器
関連メーカー

自律分散制御技術

部品・材料メーカー

光学応用技術
画像処理技術
グローバル営業力／調達力

日立ハイテクの強み

化学・エネルギー

先端産業分野における専門商社機能
日立製作所・
日立グループとの連携
技術力がある専門営業
グローバル・ネットワーク

先端
産業部材

家電メーカー

工業材料

半導体デバイスメーカー
光通信機器メーカー

※ SEM（Scanning Electron Microscope）: 走査電子顕微鏡

日立ハイテクサイエンス 小山事業所（静岡県駿東郡）
●

X 線技術、イオンビーム技術、
プローブ技術、
温度制御技術など

幅広い産業分野や、
大学・研究機関
において、新技術、製品開発、品質
管 理、環 境 保 全などに貢 献 する
計測・分析装置を開発・製造。

日立ハイテクファインシステムズ（埼玉県児玉郡）
●
●

光学応用技術

画像処理技術

光学応用技術や画像処理技術など
のコア技術により、線路や架線を
高速高精度に測定する鉄道検測
装置や産業用自動組立・検査設備
などを開発・製造。

日立ハイテクノロジーズ
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価値創造

日立ハイテクの価値創造の仕組み
日立ハイテクグループは、
「技術力」
「グローバル営業力・グローバル調達力」
「お客様・パートナーとのコラボレーション」という独自の強みと、
お客様の変化を見据えた事業展開でハイテク・ソリューションを提供していきます。
そして、お客様の最大価値を実現することで、社会課題の解決や企業価値の向上にもつなげ、
この価値創造を実現するために「人財」や「研究開発」などの経営基盤強化にも取り組んでいます。

日立ハイテクの強み
技術力

注力分野
バイオ・ヘルスケア

社会課題

（計測・分析技術、
自動化・制御技術、
モノづくり力）

グローバル
調達力

・先進国における急速な高齢化
・新興国を中心とした人口増加

お客様・
パートナーとの
コラボレーション

・生活習慣病・慢性疾患の増加
・予防医学・個別化診断など
医療ニーズの多様化

グローバル
営業力

社会・産業インフラ

・社会の発展に伴うインフラ整備
の需要拡大と老朽化対策
・環境汚染・温暖化・生態系保全
などの環境問題
・限りある資源に依存した世界的
なエネルギー問題

人財

P40

研究 開 発
・
イノベーシ
ョン推 進
・
知 的 財産
P44

サプライチェーン
マネジメント

環境
マネジメント

P46

P48

コーポレートガバナンス
先端産業システム
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P31

・IoTを背景に裾野が広がる
半導体デバイス用途の多様化

企業ビジョン

・半導体デバイスの高機能・
低消費電力などへのニーズの
多様化

日立ハイテクノロジーズ
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日立ハイテクの価値創造を
支える基盤

価値創造

価値創造
持続的な企業価値の向上

社会課題の解決に貢献

お客様の最大価値の実現

お客様の変化を
見据えた事業展開
（中期経営戦略）

P52

の

財務

P54

を行う生化学・免疫自動分析装置

ハイテク・ソリューションの提供

地 域 社 会と
つな がり

・蓄積された技術力で提供する、正確で迅速な血液分析
・世界トップクラスの解析技術による遺伝子・細菌検査
装置の開発

・IoT技術の融合で安心・安全・快適を提供する総合計装
システムや鉄道検測システム
・環境分野に貢献する専用検査装置
・新材料開発など最先端テクノロジーを支える科学機器
・グローバル営業力・調達力の活用によるお客様の生産
体制を支えるバリューチェーンソリューションの提供

・長年培った電子線技術・プラズマ技術・真空制御技術
P18～29

による半導体デバイスの新領域・新ニーズへの対応
・海外開発拠点でのお客様とのコラボレーションによる
最先端プロセス技術開発

日立ハイテクノロジーズ
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日立ハイテクグループのマテリアリティ
マテリアリティ（重要課題）とは、一定のプロセスを通じて選定した、CSR における重要な取り組みテーマのこと
です。企業にとって、社会課題の解決と自らの企業価値を持続的に高め成長していくために、マテリアリティを
事業戦略に取り込むことが必要不可欠な経営課題となっています。日立ハイテクグループでは社会からの要請
に対して、事業特性やビジネスモデルを活かして、どのような社会課題の解決に取り組むべきか、世の中に役立つ
ことができるのかを明確にするためにマテリアリティを特定しました。

STEP1

STEP2

社会課題の抽出

マテリアリティ
特定プロセス

SDGs、ISO26000

社会課題の重要性評価
※1

および社内アンケー

「社会からの要請」と「事業の重要性」の

ト等を加味し、社会課題リストを作成

2 つの視点から、STEP1で抽出した社会

※1 ISO26000： ISO（国際標準化機構）が 2010 年に発行
した組織の社会的責任に関する国際規格

課題の優先順位付けを実施

STEP2：社会課題の重要性評価

STEP3：マテリアリティ案の作成

「社会からの要請」と「事業の重要性」の２つの視点から、

STEP2で実施した社会課題の優先順位付けに対して、日立ハイ

STEP1でリストアップした社会課題に関するリスクと機会の

テク全社の視点から各社会課題を再度議論し、
「重要性評価

両面を検証する意見交換会を開催し、
「重要性評価マップ」を

マップ」をもとにマテリアリティ案を作成しました。

作成しました。
◆意見交換会参加者
各事業 統括本部の本部長・企画部門長・開発部門長、関連する
コーポレート部門の本部長・部長等

◆意見交換会参加者
事業統括本部の戦略部門、関連するコーポレート部門の本部長・
部長等
High

重要

社会からの要請

【機会面】

事業の重要性

【リスク面】

重要

社会からの要請

意見交換会

High

High

社会課題の機会面・リスク面をグループごとに整理した「重要性評価マップ」例
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STEP2で作成した「重要性評価マップ」を再議論し、機会面・リスク面に
おいて特に重要な社会課題を抽出した内容をマテリアリティ案として作成

価値創造

マテリアリティ特定の背景
気候変動や資源の枯渇、
さらには経済格差・貧困・人権問題など地球規模でのリスクや社会課題が、人々の日常生活や経済・市場の
安定化に大きく影響を及ぼしています。また一方では、企業活動が社会に及ぼす影響が大きくなり、企業の ESG への取り組みが
企業評価の一つとして注目されています。
こうした中、企業が主体的に社会課題の解決に向けて取り組むことが、グローバルレベルでの共通認識となっています。日立ハイ
テクはこれまでも、事業活動を通じて社会の発展に貢献することを基本理念に掲げて事業を展開してきました。日立ハイテクでは、
ESG への取り組みにあたり今一度社会の変化や要請を確実に把握し、世界中のお客様から選ばれ、社会から必要とされる企業
であり続けるために何をすべきかを明確にする必要があり、国際社会の共通ルールであり達成目標に位置づけられているSDGs ※を
踏まえマテリアリティの特定に着手しました。
※ SDGs (Sustainable Development Goals): 持続的な開発目標。
「2030 年までに全世界で達成をめざす社会課題解決の目標」として、2015 年 9 月に国連サミットで採択され、
17の分野別目標（Goals）と169 のターゲットによって構成されている

STEP3
マテリアリティ案の作成

STEP4

STEP5

マテリアリティ案の妥当性評価

マテリアリティの特定

社会課題目線や日立ハイテクグループに

マテリアリティ案の妥当性評価に

経営陣が参加する「CSR 推 進

とっての最適化の視点を取り入れ、社会課

おいて客観性を担保するため、社

委員会※2」でマテリアリティ案

題の集約と順位付けを行い、取り組むべき

外有識者との意見交換を実施

を提示し、
マテリアリティを特定

マテリアリティ案を作成

※2 C
 SR推進委員会： 日立ハイテクグループ
の CSR 活動全般について議論し、施策
の審議を行う委員会

STEP4：マテリアリティ案の妥当性評価

STEP5：マテリアリティの特定

STEP3 で作成したマテリアリティ案について、社外有識者を

日立ハイテクグループの「CSR 推進委員会」において、経営陣

招き、社長および CSR 管掌役員・担当者との意見交換を行い

による承認を経てマテリアリティを５つに特定しました。

ました。ステークホルダーの視点から、社会課題の重要性の
調整や過不足等の確認を実施し、
「重要性評価マップ」に反映
することで、
マテリアリティの特定を進めました。

マテリアリティ 1

持続可能な
地球環境への
貢献

社外有識者との意見交換

マテリアリティ 2

マテリアリティ 3

健康で安全、
安心な
暮らしへの
貢献

科学と産業の
持続的発展への
貢献

「社外有識者による妥当性評価ミーティング」における主な
意見（一部抜粋）
 範囲な担当部門のキーパーソンとの議論に基づきマテ
広
リアリティを特定したプロセスは、丁寧なアプローチ方法
であり評価できる。
● 日 立ハイテクの事業分野とSDGsを結び付けることで、
日立ハイテクの企業アイデンティティや中長期の成長性に
対するステークホルダーの理解がさらに深まる。
●

マテリアリティ 4

マテリアリティ 5

健全な
経営基盤の確立

多様な人財の
育成と活用

日立ハイテクノロジーズ
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日立ハイテクのマテリアリティ
複数回の議論を経て特定したマテリアリティは、日立ハイテクグループの強みを活かすことで、お客様の最大価値の実現や社会
課題の解決に貢献しつつ、社会やお客様とともに成長し自らの企業価値も持続的に高めていくことができる重要な分野を明確に
したものです。
「持続可能な地球環境への貢献」は、気候変動や資源の枯渇、生物多様性等の環境に関する問題の深刻化が指摘される中、地球環
境が守られるからこそ社会や健全な市場が機能し、私たちのビジネスや生活が成り立つという考えのもと、今回の特定に至りました。
「健康で安全、安心な暮らしへの貢献」、
「科学と産業の持続的発展への貢献」は、事業との結びつきが特に強いテーマです。持続
可能な社会の形成に向けて、国際社会が連携して取り組んでいくことがグローバルレベルでの共通認識となり、企業にもそれぞれの
事業特性や強みを活かし実行することが求められています。日立ハイテクグループの強みである技術力は、バイオ・メディカル、情報
通信、環境などさまざまな分野に欠かせないものであり、私たちが技術力をさらに高めることが、社会やお客様への貢献はもとより、
私たち自身の大きな成長にもつながると考え、テーマとして特定しました。
さらに「健全な経営基盤の確立」、
「多様な人財の育成と活用」の2 つのテーマを私たちの持続的な成長にとって必要不可欠な取り
組みとして特定しています。

マテリアリティ 1

持続可能な
地球環境への
貢献
顧客

バ

ル

営業

力

グロ
ー
ル

統合報告書 2018

科学と産業の
持続的発展への
貢献

ノ

づ

くり
力

】

力

【

計

測・
分析

、

モ

力

日立ハイテクノロジーズ

調達

日立ハイテク
グループ
技術
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マテリアリティ 3

バ

健康で安全、
安心な
暮らしへの
貢献

グロ
ー

マテリアリティ 2

パート
ナー

御
技 術 、自 動 化・制

技

術

マテリアリティ 4

マテリアリティ 5

健全な
経営基盤の確立

多様な人財の
育成と活用

価値創造

マテリアリティと活動目標、SDGsの関連性
マテリアリティ

活動目標

1

持続可能な地球環境への貢献

1 低炭素社会の実現
2 循環型社会の実現
3 自然共生社会の実現

2

健康で安全、安心な暮らしへの貢献

1 予防医療へのアクセス拡大
2 水・食品の安全性確保
3 社会インフラの安全性確保

3

科学と産業の持続的発展への貢献

1 科学技術の発展
2 生産現場の高効率化
3 生産技術のグローバル展開

4

健全な経営基盤の確立

1 健全なガバナンスの実現
2 製品安全性の確保
3 CSR サプライチェーンの実現

5

多様な人財の育成と活用

1 ダイバーシティ経営の推進
2 多様な人財育成の推進
3 健康で安全な職場環境の確保

SDGs

※ SDGs の17の目標（および 169 のターゲット）のうち、マテリアリティに対する活動目標が直接貢献すると思われる目標を選定しています。また、その他の目標に対しても間接的に
貢献していきます。

外部識者のコメント
妥当性評価ミーティングに参画いただいた CSO ネットワークの事務局長・理事である黒田かをり氏に、今回特定したマテリアリティ
の評価と今後への期待について伺いました。
今回特定されたマテリアリティは、国内外のキーパーソンを巻き込み、かつ丁寧なアプローチ
で特定されたことから、会社の戦略や事業特性が反映されており非常に納得感があります。
また、活動目標についても過不足なく必要な項目がバランスよく網羅され、SDGsに直接的に
貢献できる目標を提示している点が評価できます。
今 後 期 待することは、SDGs の目標 17 にあるようにステークホル ダーとの協働です。
SDGs の達成には個社単独で解決できることには限界があり、さまざまなステークホルダー
との連携が鍵を握ると思います。現在、顧客やパートナーとの連携は機能していると見て取れ
ますが、今後は他のステークホルダーとの協働にも期待しています。
CSO ネットワーク 事務局長・理事

黒田 かをり 氏

■黒田かをり（くろだ かをり）氏 一般財団法人CSO ネットワーク 事務局長・理事
略歴：コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所、米国民間非営利組織アジア財団の勤務を経て、2003 年から国際協力・開発分野での市民社会組織の
グローバルなネットワークを進める「CSO 連絡会（現・CSO ネットワーク）」に勤務。ISO26000 策定の日本の NGO エキスパートを務める。共著に「社会的責任
の時代―企業・市民社会・国連のシナジー」。
■ CSO ネットワーク
貧困層を含む人々の一人ひとりの尊厳が保障される社会を築くために、国内の市民社会組織 (Civil Society Organization, CSO) とのネットワーク連携や、多様な
ステークホルダー間の連携を通して、貧困をなくすためのグローバルキャンペーンへの参加、市民社会に関する調査・研究を行うとともに、企業の社会的責任（CSR）の推進、
民間による開発支援の調査、
企業と NPO・NGO 等異なるセクター間の連携の促進に取り組む。

今後の展開
今後は、自社の事業が社会に及ぼす影響をしっかりと把握し、特定したマテリアリティを取り込んだ中長期の経営戦略の策定を
進めることで、社会課題の解決を通じた新たな市場の創出とビジネスチャンスの獲得に努め、持続的な企業価値向上を図っていき
ます。日立ハイテクグループは、SDGs 達成への役割を積極的に果たし、
「日立ハイテクが無くなると困る」と言われるような企業
をめざします。
日立ハイテクノロジーズ
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社長メッセージ

世界中のお客様から選ばれ続ける企業、
社会から必要とされる企業になるために、
社会の要請に真正面から取り組みます。

日立ハイテクの存在意義
強みを活かし、お客様や社会にベストソリューションという
価値を提供すること。

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ために貢献して
いくこと」
をミッションに、
グローバルに事業を展開しています。
私たちが主に事業を展開している最先端分野は、競争が

そして、その価値提供の最大化をめざして、強みを磨き続け

激しく、市場の変化スピードが速いグローバルな市場です。

ることにより、日立ハイテクノロジーズは持続的成長を実現

世界トップレベルの製品・技術を有する企業としてさらに成

していきます。

長するために、また高いレベルでのミッション実現に向けて、

日立ハイテクノロジーズは、2001年10 月、先端産業分野
における専門商社である日製産業（株）と、
（株）日立製作所
の計測器グループ・半導体製造装置グループが統合し、商社
機能と製 造機能を併せ持つ先 端テクノロジー企業として、
21世紀の幕開けとともに歩み始めました。
当社グループは、
「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、

「技術力」
「グローバル営業力・グローバル調達力」
「お客様・
パートナーとのコラボレーション」といった、私たちが保有す
る強みを日々磨き続ける必要があると考えています。これ
からも、お客様に、そして社会にベストソリューションを提供
するために何ができるのか。真摯にこのテーマを追求しなが
ら、お客様の事業創造と豊かな社会への貢献をめざします。

日立ハイテクの持続的成長に向けて
私たちが持続的に成長するために必要なこと、それは『社会
対応力』を備え、強化し続けることです。
世界経済の発展やボーダレス化が進み人々の生活が豊かに
なる一方で、気候変動や資源の枯渇、さらには経済格差・貧困・
人権問題など地球規模でのリスクや社会課題が、私たちの日
常生活や経済・市場の安定化に大きく影響する社会となって
きました。
こうした中、今私たちに求められていることは、
『社会対応
力』だと思います。事業環境の変化や景気の変動に素早くか
つしなやかに対応できる力、事業を通じてお客様や社会の課
題を解決する力、社会の変化を予測し見極める力、全体最適で
物事を考え実行する力、グローバルな事業展開や社員の多様
な働き方を可能にする組織の力。そして、社会の要請や期待
に応える力、社会的責任を果たす力。こうした社会の変化に
対応できる力を備えること、強化し続けることが、企業として
持続的に成長するために必要なことであると考えます。
設立以来、この『社会対応力』により、幾多の課題を克服し
ながら着実に成長を積み重ねてきましたが、私たちを取り巻
く事業環境は、今後さらに社会課題の多様化・複雑化が進む
と考えられます。社会の仕組みが大きく変化する中、私は当社
グループが持続的に成長するためには、次の成長ステージに
向けて今一度この『社会対応力』を強化すべきであると考え
ています。
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社長メッセージ

日立ハイテクグループの事業特性やビジネスモデルを活かして、
どのような社会課題が解決できるのか、
世の中の役に立つことが
できるのかを明確にするために、
マテリアリティを特定しました。

「日立ハイテクが無くなると困る」と言われる企業をめざし
ます。
日立ハイテクグループは、2016 年、2017 年と売上収益、

日立ハイテクグループでは、社会課題解決のために取り組む

EBITともに 2 年連続で過去最高を更新する一方で、持続的成

べき重要課題（マテリアリティ）を特定しました。特定に際し

長の実現と経営基盤強化に向けて積極的な投資を行ってき

ては、21世紀の国際社会の共通ルール・達成目標に位置づけ

ました。今後もさらなる成長と基盤強化に向けた投資を継続

られている SDGs を踏まえ、私たちが世界中のお客様から

し、ステークホルダーへの還元を図っていきます。

選ばれ続ける企業、社会から必要とされる企業であり続ける

持続的な成長において最も重要なことは、景気の良し悪し

には何をすべきかを、経営層だけではなく、各部門・各拠点の

に左右されることなく、どのような状況でも強靭かつしなやか

リーダーを交えて議論を重ねました。

な企業体質であること、つまり『社会対応力』が備わっている

マテリアリティ特定の前提として、地球環境があってこそ

ことだと考えています。いま、社会の変化に対応するため、健

健全な社会やビジネスが成り立つという考えから、環境課題

全な経営基盤の確立やダイバーシティ経営の推進など、私たち

の解決を第一義的に考えました。さらに、CSR から CSV を

にはまだまだ改善していかなければいけない課題も多くあり

より明確にすること、つまり、社会課題の解決や世の中の役に

ますが、こうした課題を解決していくことこそが経営陣に課さ

立つために事業を展開することを重視しました。当社グループ

れた最重要のテーマです。

※

が提供している製品・サービスは、環境、バイオ・医療、情報

私は常に、
「日立ハイテクが無くなると困る」と言われる

通信、社会インフラなどさまざまな分野に欠かすことができ

企業をめざそうと社内で言い続けています。私たちが社会

ないものです。私たちがこれらの分野でさらに事業を拡大

に存在する意義は、社会の役に立ち、社会から必要と思わ

することは、社会やお客様への貢献はもとより、私たち自身の

れることです。社会を良い方向に変えていくために事業を

大きな成長にもつながります。こうして特定した 5つのマテリ

営み、社 会に貢 献する。そしてそれを継続していくことが

アリティへの取り組みは、自らの企業価値を持続的に高めて

重要です。私たちはこれからも、
「あらゆるステークホルダー

成長していくために必要不可欠な活動だと考えています。

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

今後は、このマテリアリティに基づいて『社会対応力』を

『価値創造』を基本とした事業活動を通じ、社会の進歩発展

さらに発揮し、自社の事業が社会に及ぼす影響をしっかりと

に貢献する」という企業理念のもと、豊かな社会の実現に向け

把握・管理しながら、社会に提供する価値を最大化していく

て邁進します。

ことで、SDGs の達成にも積極的に貢献していきます。
※

CSV（Creating Shared Value）: 共通価値の創造。企業が社会課題等に主体的
に取り組み、社会に対して価値を創造することで経済的な価値が創造されるとい
う考え方

株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表執行役

執行役社長

日立ハイテクノロジーズ
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経営戦略

中期経営戦略の進捗状況
2016 年度から2018 年度までの中期経営戦略では、この3 年間を2020 年に向けた
成長サイクルを形成する重要な時期と位置づけ、
「主力事業で継続的に収益を確保
しつつ、次世代につながるリソース増強・投資を推進する」を方針としています。
中期経営戦略で掲げた KPI ※1 については、売上収益・収益性・サービス比率とも概ね
予定どおり進捗しておりますが、一部計画を下回る見通しの項目があることから、引き
続き成長戦略を実行し、全 KPI の達成をめざしていきます。研究開発投資・設備投資に
ついては計画以上の投資を実施する予定で、今後も次世代の成長に向けて積極的な
投資を継続・推進していきます。
当社を取り巻く環境が、グローバル化、IT化、多様化、変化のスピード化がさらに
形を変えて進んでいる中、
「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」
というミッションを達成するため、
日立ハイテクグループは
「Challenge to Change（変革への挑戦）」を続けています。お客様をリードする価値
を提供し続け、お客様の価値を最大化することで、事業を通じた社会課題解決に貢献し

執行役専務

佐藤 真司

ていくために、中期経営戦略の達成に向けて攻めの姿勢でチャレンジしていきます。
※1 KPI (Key Performance Indicator) ： 重要業績評価指標

売上収益

2015 ～ 2018 年度 (CAGR)

市場※ 3

日立ハイテク予想

①生化学・免疫検査

4% ＊

3%

②科学機器

4%

7%

③半導体前工程装置
＊ 装置・試薬合計

事業ごとの売上収益 CAGR ※2 > 市場成長率

市場の伸びを上回る成長の実現

KPI

科学・医用システム関連市場

①生化学・免疫検査では市場（装置・試薬合計の市場）の伸び
を若干下回る見通し
②科学機器では市場の伸びを大きく上回る見通し

18%

13% ＊＊

●

●

＊＊ Calendar Year

電子デバイスシステム関連市場

③半導体前工程装置では市場の伸びを大きく上回る見通し

※2 CAGR (Compound Average Growth Rate) ： 年平均成長率
※ 3 市場の伸びは各種レポートを元に当社推定

収益性

サービス比率

KPI

Instruments

KPI

Materials

EBIT マージン率
10% 以上を維持
EBIT 絶対額 50 億円以上
を実現（2018 年度）

Instruments ： 科学・医用システム、電子デバイスシステム、産業システム
Materials ： 先端産業部材

①Instruments

EBIT に占めるサービス事業※4 の割合
50% 以上を維持

KPI

②Materials

57%
54%

50億円

50%
48%

50億円

37億円
23億円 13%

13%

14%

2016年度
10%

2017年度

2018年度予想

（2018年4月公表値）

2018 年度は、EBIT に占める装置本体の割合が拡大すると
2016年度

2017年度

2018年度予想

（2018年4月公表値）

① Instrumentsでは、電子デバイスシステムにおける測 長

予想しているため、サービス事業の割合が KPIを下回る見通し
※4 サービス事業： 製品保守サービス、IT ソリューション、商事サービス等

SEM の販売が好調に推移していることから、KPI を達成
できる見通し
② Materialsでは、先端産業部材で自動車関連および半導体
関連部材の販売が好調であり、KPIを達成できる見通し
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引き続き成長戦略を実行し、
全 KPI の達成をめざします。

経営戦略

研究開発投資
投資規模

※ 5 2016 ～ 2018 年度累計投資規模

設備投資
※5

800 億円

投資規模

▶ バイオ・メディカル事業を中心に増額
（2013 〜 2015 年度比 30% 増）
338億円

400 億円

※5

▶ デモ設備等の拡張による顧客とのコラボレーションの深化
▶ 事業を支える製造能力の拡充と生産技術力の強化
累計 539億円

238億円

累計 841億円
800億円

236億円

2016年度

●

400億円

157億円

267億円

144億円

2017年度

2018年度予想

2016年度

累計

（2018年4月公表値） （2018年4月公表値）

 学・医用システムでは、既存事業強化と新たな柱事業の
科

●

2017年度

2018年度予想

累計

（2018年4月公表値） （2018年4月公表値）

科学・医用システムと電子デバイスシステムの活況な市場を

創出、また高付加価値専用機の開発に向けて、中・小型医用

背景に、増産対応に向けた投資を行うほか、自動化・ロボット

分析装置の新製品や次世代 DNA シーケンサの開発、電子

化・IoT化による製造能力の強化を推進

顕微鏡関連自動化技術開発などに注力
●

 子デバイスシステムでは、
電
半導体デバイスの微細化・新構造

および新材料などから派生する新たなニーズに対応する
ソリューション開発や、車載・IoT 用途など非先端半導体
向け製品開発を強化

事業投資
投資規模
●

300 億円

※5

バイオ・ヘルスケア

手持ち資金活用による
さらなる事業投資

社会・産業インフラ

バイオ・ヘルスケアおよび社会・産業インフラを最注力分野として積極的な事業投資の継続実施
主な投資領域 ①遺伝子・細菌検査におけるがん・感染症診断向けの装置・試薬・ソフトウェアの開発
②電子顕微鏡・科学機器における技術獲得と販路強化
科学・医用システム

時期

案件

投資目的

投資規模

中 国 医 用 機 器 販 売 代 理 店とともに
合弁会社資本金：
Hitachi High-Tech Diagnostics
2016 年9月
中国体外診断市場における事業拡大
1,962万人民元
(Shanghai) Co., Ltd. 設立（出資比率
77%）
バイオ・
メディカル事業

科学システム事業

2017年5月

PSS 社の既存製品の販売、
プレシジョン・システム・サイエンス
（株）
次世代全自動遺伝子検査装置の共同
（PSS 社）との資本業務提携
開発

9 億円

2017年9月 米国 MagArray 社への資本参加

CLIA 法※ 6 認証のがん診断検査
サービス事業参入

24億円

2018 年3月 米国 OmniSeq 社への資本参加

がん診断機器・試薬の共同開発

非開示

英国 Oxford Instruments 社グループ
の一部事業の株式取得・事業譲受
原子分光製品のラインアップ拡充、
2017年7月
（Hitachi High -Tech Analy tical 開発・製造／販売・サービス体制強化
Science Ltd. 設立）

113億円

※ 6 CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments）法 : 検査室における検査品質を保証するための米国における法律
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科学・医用システム
▶バイオ・メディカル事業
事業ビジョン

事業戦略

▶科学システム事業

すべての体外診断市場における
グローバルプレーヤーになる

事業ビジョン

科学機器のグローバル
メジャープレーヤーをめざす

2017年度の主な取り組みと成果

［バイオ・メディカル事業］
既存事業の拡大とさらなる柱事業の創出
■ 既存事業規模の維持（台数シェアの維持拡大）
●

円高による為替影響

●

市場価格低下

●

中国市場の需要増

新製品の継続投入

■ 成長に向けた新規事業へのさらなる投資の継続
●事業領域拡大への M&A/コラボレーションの推進

トップシェア
維持

SCB ※の深化

※ SCB: System Collaboration Business

中期経営戦略
既存事業
生化学・
免疫検査市場

新規事業
遺伝子・
細菌検査市場

2017 年度の取り組みと成果

パートナーとのさらなる
SCB の深化
● 生産能力拡充など
製造基盤強化への投資継続
●

強い試薬会社との
SCB 開発に向けた投資を推進
● 遺伝子・細菌検査装置事業の
立ち上げ
●

●

高速免疫モジュール cobas e801を米国向けに発売

● 生化学検査・免疫検査・血液凝固検査の検査機能を集約した複合型自動分析装置「3500」を

日本国内で発売
中国大手試薬会社1社と体外診断検査機器・試薬における協業を新たに開始
● 日立ハイテク九州の建屋を拡張し生産能力を従来の４倍に拡大
●

米国・Promega 社との小型 CE ※シーケンサを共同開発
自動遺伝子解析装置「Verigene システム」専用の臨床検査薬 2 製品が保険適用
● 米国の MagArray 社および OmniSeq 社への資本参加によりがん診断分野に参入
●
●

※ CE（Capillary Electrophoresis): キャピラリー電気泳動

［科学システム事業］
グローバル対応強化とソリューション提供
■ 成長のためのさらなる投資推進（製品群拡充他）

■ ソリューション型ビジネスへのシフト

■ グローバル販売／マーケティング機能の強化

●

●ワ
 ールドワイドでの販売体制の強化・再整備とウェブコン

● 分野別アプリケーション・高付加価値専用機の開発による

テンツの充実

多目的解析/分析対応装置のラインアップ強化
ソリューションの提供

中期経営戦略
戦略的
ラインアップ完成

●

競争力ある新製品の
継続的市場投入

2017 年度の取り組みと成果
● FE-SEM

「Regulusシリーズ」の販売を開始

※1

● イオンミリング装置「ArBlade5000」
の販売を開始
● FIB

-SEM ※ 3 複合装置「Ethos NX5000」の販売を開始

※2

Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd. の設立による製品開発・販売ネット
ワークの拡充
● 日立ハイテクサイエンスパークの新設（米国・英国・中国）
による開発拠点の拡充
※4
● デジタルマーケティング力強化に向けたワールドワイドでの Webinar や IoT 活用
リモートデモの実施
●

ワールドワイド
体制強化

分野別攻略

販売網整備
● グローバルマーケティング力
強化
●

●
●

分野別ソリューション
アプリケーション開発と
専用機化

●

高付加価値専用機の開発・販売
改正 RoHS 指令※ 5 対応のフタル酸エステル類スクリーニング検査装置
「HM1000」
の拡販
※6
▶ LiB ・燃料電池用異物検査装置（蛍光 X 線異物解析装置）
の拡販
▶

※1 FE-SEM (Field Emission-Scanning Electron Microscope): 電界放出形走査電子顕微鏡 ※2 FIB (Focused Ion Beam)： 集束イオンビーム加工装置
※ 3 SEM (Scanning Electron Microscope)： 走査電子顕微鏡 ※4 Webinar: Web とセミナーを組み合わせた造語。インターネット上で行うセミナーのこと
※ 5 RoHS 指令 : 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州連合（EU）による指令 ※ 6 LiB (Lithium-ion Battery)： リチウムイオン電池
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経営戦略 — 科学・医用システム

2018年度の見通しと2020年を見据えた取り組み
市場

生化学・
免疫検査

遺伝子・
細菌検査

電子顕微鏡

外部環境（リスク・機会）
●

医療技 術の進 展に伴う個別化医
療・疾病の早期発見・早期治療への
取り組み加速

●

先進国を中心とした医療費削減に
よる市場価格の低下

●

医療インフラの整備による投資増
大（新興国）

●

国産優遇政策の影響拡大（中国）

●

AI ※の活用

●

感染症の拡大

顧客・市場のニーズ
 齢化社会の進展と医療費の増加
高
検査数・検査項目数の増加、緊急検
査に対応する検査効率の向上（高
処理能力、ノンストップ運用）
● 患 者の採血にかかる負担と検査コ
スト低減のための血液量・試薬量の
削減（高感度分析）
● 微量成分測定のための超高感度分
析装置の開発
● 臨床検査業務の効率化（省スペー
ス化、装置運用・管理効率化）
●
●

 染症分野における遺伝子検査の
感
活用
● がん治療における個別化医療ニー
ズの高まり

●

技術力（コア技術）
・電子線技術（電子顕微鏡）
・分 光分析技術（生化学・免疫自動
分析装置、科学機器）
・発 光分析技術、X 線分析技術（科
学機器）

●

製造開発基盤とモノづくり力
・最適生産体制（垂直統合生産）
・高 効率生産（ロボット化・自動化
推進）
・世 界トップ レベ ル の モノづくり
人財

●

パ
 ートナー企業とのコラボレーション
・バイオ・メディカル事業での SCB
・グ ローバルラボ体制（日立ハイテ
クサイエンスパーク）

●

研究開発力
・
（株）

日立製作所の研究所との連携
・大学、研究機関との積極的なオー
プンイノベーション

●

環境・新エネルギー分野の多目的
解析、高機能材料などの内部構造
の三次元解析ニーズの増加
● 微細構造の高倍率・高分解能観察
●

中国・アジアにおける半導体デバイ
ス関連需要の活発化
● IoTの拡大
●

世界的な環境規制関連の需要増大
（RoHS 指令改正、中国の新エネル
ギー車規制等）
● セキュリティ・食品安全関連市場の
拡大
●

科学機器

強み

特定のニーズに合わせた専用機・専
用システムの開発
● 業務効率向上に向けたスループッ
ト・操作性改善
●

※ AI（Artificial Intelligence）: 人工知能

執行役常務
科学・医用システム事業
統括本部長

バイオ・メディカル事業が関連

拡大していきます。我々の強みであるSCB でパートナー企業

する体外診断市場では、先進国

との連携深化を図り、競争力のある新製品や市場ニーズを先

を中心とした医療費削減を背景

取りする専用機をタイムリーに市場投入することで、既存事業

に価格競争が継続している状況

のさらなる成長と事業基盤強化をめざします。新規事業を展

ではあるものの、市場全体は堅

開する遺伝子・細菌検査市場では外部連携を基盤とした新製

調に推移すると予想されます。

品開発の推進により、新たな柱事業の創出に積極的に取り組

一方、科学システム事業が関連

んでいます。2018 年度は、米国・Promega 社と共同開発した

する電子顕微 鏡・科学 機器市

小型 CEシーケンサの拡販や、新規参入したがん診断分野での

場では、半導体関連や環境・新

事業展開をさらに加速させていきます。

エネルギー分野での解析・検査

科学システム事業では、半導体や環境・新エネルギー、セキュ

ニーズの高まりにより需要の増

リティや新材料など、特定の分野でそれぞれのニーズに応え

加が期待されます。科学・医用

るTSS の開発・拡販に注力しています。2017 度に発売を開始

システムでは、さらなる科学技術の発展とより健康で安全・

したフタル酸エステル類スクリーニング検査装置は順調に売

安心な社会の実現に向けて、M&A も含めた積極的な成長

上台数を伸ばしています。また、英国・Oxford Instruments

戦略投資と事業基盤の強化を基本方針に掲げています。この

社グループの一部事業を買収し設立した Hitachi High-Tech

基本方針のもと、
「製品ポートフォリオの拡充」、
「TSS による

Analytical Science Ltd.で取り扱うハンドヘルド型分析装置

新分野への挑戦」
「顧客協創・顧客接点の強化」に取り組み、

は、品質管理を目的に分析装置の測定シーンが実験室から現

事業規模・収益の拡大をめざしています。

場にも広がる中、誰でも簡単に操作できる専用機として拡販

高木 幹夫

※

バイオ・メディカル事業について、生化学・免疫検査市場では

を進めていきます。

2016 年度に欧州・日本、2017年度に米国で発売を開始した

2020年に向けては、お客様やパートナー企業の近くでの研究

高速免疫モジュール cobas e801の販売が好調に推移してお

開発やコラボレーションを目的として世界5ヵ国9拠点に設置した

り、2018 年度は中国での発売開始を予定しています。また

「日立ハイテクサイエンスパーク」の活用により、各地域のマーケ

中国における大手試薬会社との体外診断検査機器・試薬に関

ティング・販売力の強化を図るとともに、
お客様との協業を拡大

する協業については今後もパートナー企業を増やして販売を

し、
新分野・グローバルトップ製品の創出をめざしていきます。
※ TSS（Targeted Solution Systems）
: 高付加価値専用機
日立ハイテクノロジーズ
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科学・医用システム

2018年度の具体的な取り組み
バイオ・メディカル事業

■ 新製品の販売拡大による業績確保
▶高速免疫モジュールcobas e801の拡販継続
▶複合型自動分析装置「3500」拡販による新市場開拓
■ 中国試薬会社との協業強化
▶中国国産生化学検査試薬を活用したソリューション提供による事業拡大
■ 既存事業の強化および新成長市場進出に向けた積極的な技術開発投資の継続
■ バイオ分野向け新製品の販売立上げ
▶小型CEシーケンサ／遺伝子検査装置他

複合型自動分析装置「3500」

■ 高精度がん診断分野における新規事業の開拓
▶米国MagArray社・OmniSeq社との協業によるソリューション開発の強化
科学システム事業

■ FIB-SEM 複合装置「Ethos NX5000」の拡販
■ 高付加価値 TSS（専用機）の開発・拡販
▶二次電池検査用装置（蛍光X線異物解析装置、SEM等）
▶RoHSⅡ対応のフタル酸エステル類スクリーニング検査装置「HM1000」
■ グローバル展開の加速
▶グループシナジー最大化による販売力強化
▶日立ハイテクサイエンスパーク活用による顧客協創推進
FIB-SEM 複合装置「Ethos NX5000」

Pick Up Topic
MagArray社・OmniSeq社への資本参加により、がん診断分野に参入
日立ハイテクは、新規事業の創出に向けて積極的な成長戦略投資によるM&Aやコラボレーションを推進すること
を、中期経営戦略の一つに掲げています。2017年度の投資案件の一つとして、がん診断分野で事業を展開する米国
の MagArray 社とOmniSeq 社に資本参加し、協業を開始しました。
2017年 9 月に協業を開始した MagArray 社は、がん発生時に血液中に生じる微量成分を検出する高感度測定技
術を活用した、新たながん診断検査サービスを開発しています。また2018年 4月に協業を開始したOmniSeq社は、
遺伝子検査と病理診断を組み合わせ、患者一人ひとりに最適な免疫療法を提案するためのがん診断検査方法を提供
しています。
2018 年度は、がん診断分野でコア技術や専門知識を有する MagArray 社と OmniSeq 社それぞれと協業する
ことで、今後、最先端のがん診断を実現する装置などの開発を推進し、健康社会の実現に貢献してまいります。
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経営戦略 — 科学・医用システム

価値創造の事例
高速免疫モジュール cobas e801の製品化

～医療の質向上や人々の健康な生活の維持に貢献～

■ 顧客（病院、検査センタ）のニーズ

■ 日立ハイテクのアプローチ

● 免疫分析の検査数・検査項目数の増加による検査

効率の効率性向上

● 検査処理能力と検出感度を向上
● 分析中の試薬交換作業を実現する機構と開発

● 患者の採血にかかる負担と検査コストの低減
● 迅 速診断に対応可能な24 時間ノンストップ運用

従来から当社が免疫分析装置に採用してきたフローセル※方式の高速化・高感度化を
実現し、高速免疫モジュール cobas e801を製品化しました。検出器への送液流路短
縮と送液機構改良によって送液時間を縮減し、検査処理能力を従来比1.75 倍に向上。
また送液流路形状と送液制御の最適化により検出感度を向上することで、検査に用い
る血液と試薬の量を削減し、患者の採血にかかる負担と検査コストの低減にも貢献し
ています。さらに、分析を継続しながら検査用試薬の補充・交換作業ができる機構を

高速免疫処理モジュール cobas e801

開発したことで、24 時間いつでも迅速に分析を開始することが可能になり、緊急検査に
も柔軟に対応することができます。
※フローセル： 検査対象の溶液を送液する流路と、その流路中に検査対象を検知するための検出部を備える機構。検査対象の溶液を連続して送液することができ、一つの
フローセルで異なる検査の連続測定が可能。

価値創造の事例
フタル酸エステル類※1 のスクリーニング検査装置「HM1000」～ RoHS指令で新たに制限されるフタル酸エステル類を迅速・簡単に検査～
■ 顧客（家電メーカー、通信機器メーカー）のニーズ

■ 日立ハイテクのアプローチ

● 改 正 RoHS 指令への迅速な対応

● 検査方法の簡略化によるスループット向上

● 迅 速かつ簡単に検査ができるスクリーニング装置

● 最 大 50 個の連続自動測定を行えるオート

※

サンプラー
※ EU の RoHS 指令改正により、2019 年 7月以降、フタル酸エステル
類の使用が制限されることになり、製品・部品等における含有状況
の把握・管理が必要となる。

フタル酸エステル類を迅速・簡単に検査するスクリーニング検査装置「HM1000」を開発
しました。
「HM1000」は、従来の検査方法※2 を簡略化することで、1試料あたり10 分以下
でのスクリーニング検査を可能とし、適量の試料を切り出してセットする簡単な前処理作
業だけで、専用ソフトウェアによる試料成分の検出・定量・含有判定までを自動で行うこと
ができます。またオートサンプラーにより最大 50 個の試料の連続自動測定を可能にする
など、RoHS 指令を遵守するために必要な検査工程の効率化と簡易化を実現しています。

フタル酸エステル類スクリーニング
検査装置「HM1000」

※1 フ
 タル酸エステル類 : 樹脂やゴム等を柔らかくする可塑剤として、電線被覆材・電気絶縁テープ・包装用フィルムなどの塩化ビニル製品に多く使用されており、玩具・家電製
品・エレクトロニクス製品から一般消費財に至るまであらゆる製品の部材として活用されている。
※2 従来の検査方法 : 有機溶媒抽出（ソックスレー抽出法）
や熱抽出等によるガスクロマトグラフ質量分析法で、1試料あたり30 分～数時間かかる。

日立ハイテクノロジーズ
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電子デバイスシステム
事業ビジョン

新たな価値をお客様とともに追求し、創造する

事業戦略

2017年度の主な取り組みと成果
グローバルトップ製品の創出と新領域への展開

新ニーズ対応
（新領域へ進出）

基盤事業成長
（トップ製品提供）

・オーバーレイ計測（SEM ※1）
・パターン形状評価（SEM）
・MRAM ※2 対応加工装置

・小口径装置
・パワーデバイス向け装置
（製品ラインアップ拡充）・WLP※ 3 向け製品
IoT 市場展開

・測長 SEM
・コンダクターエッチング装置
・検査装置

サービス事業拡大

・CIP※4 メニュー拡大
・ビッグデータ活用
・ソリューション提供

※1 SEM：（Scanning Electron Microscope）： 走査型電子顕微鏡 ※2 MRAM： Magnetoresistive Random Access Memory
※ 3 WLP： Wafer Level Package ※4 CIP： Continued Improvement Program

中期経営戦略
開発体制強化により
顧客対応力を強化
● 顧客密着型開発の推進により
タイムリーに製品を提供

半導体微細
加工分野での
事業拡大

●

多様なニーズ
への対応

●

新たなニーズに対応する
ソリューションを提供

●

製品ポートフォリオを拡充

●

ワールドワイドでの
サービス事業を拡大

IoT 市場への
事業を展開
サービス事業
の拡大

2017 年度の取り組みと成果
エンジニアリングサイトでのデモ機・開発装置を拡充、人員増強
技術・先端アプリケーション開発を推進する「東京分室」を設置（2017年 4月）
● 国立大学法人筑波大学と次世代 SEM 基盤技術の共同研究事業を開始（2018 年 4月）
●
●

次世代半導体デバイス製造プロセスに対応した「エンハンス版マイクロ波 ECR ※1 エッチ
ングモジュール」を開発
●「CV5000シリーズ」
（高アスペクト化対応）
「CR6300」
、
（高速・高感度欠陥レビュー）
の拡販
●

SiC※2ウェーハの結晶欠陥・加工ダメージの非破壊検査を実現するミラー電子式検査装置
「Mirelis VM1000」の販売開始

●

● IoT サービスポータル「ExTOPE」を活用し、測長 SEM の装置間差を改善するサービス

ソリューションを構築

※1 ECR (Electron Cyclotron Resonance): 電子サイクロトロン共鳴
※2 SiC (Silicon Carbide): 炭化ケイ素

価値創造の事例
エンハンス版マイクロ波 ECR エッチングモジュール
■ 顧客のニーズ

～高精度加工の実現により、最先端の半導体デバイス開発・量産に貢献～

● 微 細化、3 次元構造の複雑化、
高アスペクト化に対応した高精度加工
● 歩 留まり向上による量産安定性の確保

■ 日立ハイテクのアプローチ

● 高精度プラズマエッチング技術による原子レベル

での低ダメージ加工

半 導体デバイスの微 細化・構造の複雑化に対応するため、原子・分子レベルの
エッチング 高精度加工が求められています。
新開発の「エンハンス版マイクロ波 ECR エッチングモジュール」は、従来の低ダメージ
加工を維持しながら、原子レベルでウェーハ面内の寸法ばらつきの高精度制御を可能
としています。具体的には、加工を阻害する反応生成物※の排気能力を大幅に向上する
新構造の採用や、加工すべき膜のみを原子・分子レベルで制御するための磁場コイルの
配置を最適化など、
多彩な機能により高精度な加工を実現することで、
最先端の半導体
デバイスの開発・量産に貢献しています。
※ 反応生成物 : エッチング加工に使用する反応性ガスが、エッチングされる材料と反応することで生成される副産物
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コンダクターエッチング装置 9000 シリーズ

経営戦略 — 電子デバイスシステム

2018年度の見通しと2020年を見据えた取り組み
分野

外部環境（リスク・機会）

顧客・市場のニーズ

強み
技術力（コア技術）
・電子線技術（測長 SEM）
・高精度プラズマエッチング技術
（エッチング装置）
・光学応用技術（外観検査装置）

●

半導体応用の多様化
・フィンテック、
ロボティクス、
自動運転の進展

●

エレクトロニクス・
半導体

ビッグデータ活用の拡大
・クラウド・IoT の拡大
・AI 活用の普及

●

微細化、3 次元構造の複雑化、
高アスペクト化に対応した高精
度加工・計測

●

CoO ※低減、生産性向上、歩留
まり・信頼性向上

●

製造ラインの安定稼動、装置間
差の低減、再現性確保

●

中国市場の成長
・半導体産業拡大の加速
・デ バイスメーカー、製造装置
メーカーの成長

●

モノづくり力
・生産工程の IT 化・機械化とAI 活用
・世界トップレベルのモノづくり人財

●

アプリケーション開発力
・お客様・パートナー企業との協創
・
（株）
日立製作所、大学、
コンソーシアムと連携した開発
・測長 SEMとエッチング装置の連携

●

※ CoO (Cost of Ownership)： 設備・機器などの導入、運用管理に必要な全経費

執行役常務
電子デバイスシステム事業
統括本部長

石和 太

2018 年 度 の 半 導 体 製 造 装

フォリオの拡充にも取り組んでいます。電子線技術・高精度

置市場は、昨年度に引き続きメ

プラズマエッチング技術といったコア技術をベースに、最先

モリー向け投資を中心に堅調

端分野での基盤事業を強化しながら新たなニーズにも対応

に推移すると予想されます。ま

していくため、積極的な研究開発投資とお客様に隣接して設

た、IoTの広がりとともに半導

置した国内外のエンジニアリングサイトでの研究開発を推進

体の用途は確 実に変化してお

していきます。さらに、電子顕微鏡・科学機器と連携し日立

り、製造装置に対しても環境負

ハイテクトータルでのソリューション提供に取り組むことで、

荷低減の観点から少ないエネ

顧客価値の最大化を図ってまいります。また、旺盛な半導体

ルギー消費で高いパフォーマン

需要を背景に増産対応が求められるなか、2018 年度は、生

スを上げることが求められるな

産設備増強と生産エリア拡張のための施策を実行していき

ど、お客様のニーズはますます

ます。さらに、生産工程の IT化・機械化やAI の活用を推進し、

ハイレベルに、かつ要求スピー

生産効率を上げることができる生産体制の構築をめざして

ドが厳しくなってきています。こうした状況をチャンスと捉
え、基盤事業でのグローバルトップ製品提供による顧客内で

います。
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、

の獲得工程数拡大、新たなニーズに対応するための新領域へ

日立ハイテクにしか実現できない新たな価値を創造し続ける

の展開、IoT 市場に向けた製品ラインアップ拡充、サービス事

ためには、最終製品の動向を見極めながら新たな分野・領域へ

業拡大という事業戦略のもと、継続的に市場の伸びを上回る

の積極的な投資の必要があると考えています。そのために、

成長をめざしていきます。

今後もこれまで培った強みを最大限に発揮して市場の伸びを

これまで日立ハイテクは、ハイエンド市場において、微細化

上回る成長を実現するとともに、お客様をはじめ社内外とのコ

や3 次元構造の複雑化に対し測長 SEM をはじめとした世界

ラボレーションをさらに深化させ、半導体市場の将来展望を

トップレベルの製品を提供してきましたが、現在、センサー・

描きながら事業を展開することで、新たな価値をお客様ととも

パワーデバイスなどミドルエンド市場に対する製品ポート

に追求し、創造していきます。

2018年度の具体的な取り組み

■ 多様化するニーズに対応する製品ポートフォリオ強化

■ 高効率生産体制の確立

▶積極的な研究開発投資の実施（2017年度比＋29％）

▶モジュール組立方式と自動化による生産効率向上

▶アーリーコラボレーションによるお客様との協創深化

▶生産設備増強および生産エリア拡張

▶測 長 SEM とエッチング装置の連携によるソリューション
提供
日立ハイテクノロジーズ
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産業システム
事業ビジョン

産業分野のオンリーワン・ソリューションプロバイダーになる

事業戦略

2017年度の主な取り組みと成果

■ 社会インフラ分野
中期経営戦略
計装システム

鉄道検測

環境・
エネルギー

総合計装システム、
工業計器の製品開発強化
● アジアを中心とした海外事業強化
●

●

検測装置事業の拡大、
海外事業展開推進

再生可能エネルギー事業拡大
● 新興国向け電力システム事業強化
●

2017 年度の取り組みと成果
プラント設備における「高度運転支援」ニーズに対応した計装制御とビッグデータ解析（予兆
診断システム BD-CUBE 等）の提供
● 医薬品製造用水（製薬用水）
向け微生物迅速検査装置「Lumione BL-1000」の拡販
●

営業車搭載鉄道検測装置の拡販
海外の鉄道プロジェクトに対する受注活動を推進
● 画像処理技術と AI 技術の融合によるスマートメンテナンスの提案
●
●

● メガソーラー共同事業（IPP

/EPC※2）の推進（岩手県雫石町案件の竣工、石川県小松市案件
の着工および青森県三沢市案件の推進）
● キューバ向け電力近代化プロジェクトを推進
※1

■ 産業インフラ分野
専門営業強化による
自動車部品組立装置拡販
● LiB 製 造 装 置におけるソリュー
ション提供
●

自動組立

●

自動車部品および LiB 製造装置の販売拡充と大手顧客への深耕

パートナー企業との連携強化による薄膜装置事業の拡充を促進
国内外市場において高機能フィルムなどフレキシブルデバイス分野での提案営業の展開に
よる販売拡大
● システム製品提供による最適ソリューションの実現
●

薄膜製造
産業用
インクジェット
プリンター

●

薄膜製造装置の新製品、
新工法の開発

●

●

戦略的パートナーとの
協業による事業立上げ

● 高 精細な印刷表現が必要な用途（建材、住宅設備、自動車内装など）
向けに、インクジェット

プリントシステムの事業を立ち上げ

■ ICTソリューション分野
IoT・クラウド

●

パートナー企業との協業による
事業基盤強化

※1 IPP (Independent Power Producer)： 独立系発電事業者

●
●

IoT を活用した生産現場への生産性・品質向上ソリューションの提供
インド Flutura 社への資本参加による戦略的パートナーシップ契約の締結

※2 EPC： Engineering, Procurement and Construction

価値創造の事例
検測車用の専用ダイヤを組むことなく、高頻度の検測データ収得により、より安全な軌道状態の確保に貢献
■ 顧客（鉄道事業者）のニーズ

■ 日立ハイテクのアプローチ

● 高 頻度でのデータ取得による安全性の向上（急進性の

● 軌 道・架線検測技術による高速高精度検測

● 検 測車用の専用ダイヤを組まない検測の実施

ある軌道状態悪化の早期発見等）

● 従 来の鉄道検測装置を小型化し営業車搭載を実現

鉄道は、その荷重や衝撃によって軌道（レール）
の歪みやひずみ、パンタグラフの押し上げによる
架線の摩耗などが発生し、
放置すると列車の安全性や走行安定性、
乗り心地に影響を与えます。
従来、鉄道検測は専用の検測車を走行させて実施していましたが、日立ハイテクグループの営業
車搭載鉄道検測装置は、乗客が乗車している営業車に搭載されているため、運行を妨げることなく
検測が可能です。さらに、高頻度で検測データを取得することにより、急進性のある軌道状態の悪
化等を早期に発見し、
対策を取ることができます。
将来的には、ICT ソリューション分野の IoT・クラウド技術を活用して、検測装置から得られるデー
タを収集しAI で分析することで予兆診断を可能にするクラウドサービスの提供についても検討を
開始しています。
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営業車搭載鉄道検測装置

経営戦略 — 産業システム

2018年度の見通しと2020年を見据えた取り組み
外部環境（リスク・機会）

顧客・市場のニーズ
インフラの老朽化と非破壊高速
診断（道路、
トンネル、鉄道（架線、
軌道）
等）
● 国内プラントでのベテラン管理者
不足
● オンサイト検査、
迅速検査
● 新興国向け電力インフラの整備
●

社会
インフラ分野

品質向上、生産性向上、安全・安定
操業への投資継続
● 少子高齢化による労働力不足
●

車の電動化・自動化関連投資の
拡大
● 車載用電池の需要急増
● フレキシブルデバイス関連の設
備投資継続（高機能端末の需要
拡大）
●

産業
インフラ分野

ICTソリューション
分野

社会インフラ・産業インフラ分野
での IoT・AI の活用
● データ分析、システムエンジニア
等の人財不足
●

 動化、省力化（ロボット、自動化
自
設備）
● 次 世代電池活用による環境負荷
低減
※2
● 自動車分野の CASE
対応
● フレキシブルデバイスの進化
●

デジタルトランスフォーメーショ
ンの進化
● 高度セキュリティおよび制御セ
キュリティへのニーズ
● IoTを活用した生産性向上
●

強み
画像処理技術（鉄道検測）
OT ※ 1×ビッグデータ解析（計装
システム）
● AI 技術の活用（鉄道検査・計装シ
ステム）
● 迅速検査技術
● グローバル営業力
●
●

 ロント営業力
フ
顧客開拓力
● 商材開発力
● コア技術を有するパートナー企業
との連携（薄膜製造装置）
●
●

OT×AIノウハウ
グローバルソーシング力
● 課題解決ソリューションメニュー
●
●

（電動化）
（共有）、Electric
（自動運転）、Shared
（接続性）、Autonomous
※1 OT： Operation Technology ※2 CASE： Connected

産業システム関連市場では、

執行役
産業システム事業
統括本部長

飯泉 孝

複雑化するお客様の課題・ニーズを的確に把握し、さらにそ

社会インフラ分野および産業イ

の先にある社会課題の解決を見据えながら、当社の強みであ

ンフラ分野ともに、引き続き堅

る顧客密着営業力をベースに、エンジニアリング力・グローバ

調な設備投資が予想されます。

ルソーシング力・IoT ソリューション力等を駆使して最先端の

社会インフラ分野では、国内

ソリューションを最適な形で組み合わせてお客様へ提案して

で生産現場を熟知したエンジ

いきます。また、さらに競争優位性を高めるため、パートナー

ニアの不足を背景に、品質向上・

企業との協働によるソリューション提供が重要だと考えてい

生産効率向上・安全操業に向け

ます。2017年度には、海外市場を含めた ICT ソリューション

た設備投資が当面続く見通し

事業のさらなる拡大に向けて、インドの Flutura Business

です。また鉄道検測システムで

Solutions Private Limited（Flutura 社）と戦略的パートナー

は、軌道検測装置の営業車搭載

シップ契約を締結しました。Flutura 社とは、事業戦略やコア

が拡大し、継続的な設備投資が

技術を共有することで、さらに強固な関係性を構築し、急速に

見込まれます。産業インフラ分

拡大するIoT 市場においてOT×AI 技術を活用した課題解決

野では、急成長している電気自動車関連市場や新型ディスプ
レイを含むフレキシブルデバイス関連市場への設備投資が、

ソリューションを提供します。
当社の強みを活かしながら、パートナー企業との強い連携

今後も堅調に推移する見通しです。また IoT ソリューション

関係を構築することで、他社にはない創造性・革新性のある価

は、社会インフラから産業インフラまで幅広い分野での生産

値を提供し続け、
産業分野のオンリーワン・ソリューションプロ

性・品質向上ソリューションの急速な実用化が期待されます。

バイダーをめざしてまいります。

こうした中、中期経営戦略を確実に推進するため、多様化・
2018年度の具体的な取り組み

■ 社会インフラ
【計装システム】
▶計 装制御とビッグデータ解析による高度運転支援の推進
【鉄道検測】
▶営業車搭載鉄道検測装置を、JR グループに加え公民鉄に
展開

■ 産業インフラ
【自動組立】
▶LiB 製造への高機能製品拡販
【薄膜製造】
▶システム製品提供による最適ソリューションの実現
■ ICT ソリューション
【IoT】
▶「OT」×「AI」による製造業の経営課題解決
日立ハイテクノロジーズ
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先端産業部材
事業ビジョン

製造業向けフルバリューチェーン（FVC）を商材としたビジネスオーガナイザーをめざす

事業戦略

2017年度の主な取り組みと成果

積極的投資とFVCモデル構築の推進

顧客課題へのソリューションサービス
製造業VC

■ 投資による新規事業の立ち上げ

(お客様・仕入先)

企画・開発

調達

日立ハイテクの
サービス
ODM※1等の提案

● FVCモデル構築、戦略パートナーとの

提携を目的とした投資事業の推進

受託
製造

■ FVC を支える共通サービス基盤
の確立

既存事業
調達

パートナー企業との協業

品質向上サポート
海外検査代行

SCM※3

※1 ODM: Original Design Manufacturing
※ 3 SCM: Supply Chain Management

中期経営戦略

自動車･建機･家電向け
機能材料事業拡大
● 輸送機器向けセンサー ･
商用車向け部材･
ターボ部材での事業拡大

BPO※2

販売・物流

サービス保守

既存事業

アフターサービス事業

シェア シェア工場および
工場 シェア工業団地サービス

製造業向け
サービス機能

グローバル販売
検査
分析

製造

海外進出支援
事業
投資

セールス
エンジニアリング

※2 BPO： Business Process Outsourcing

2017 年度の取り組みと成果

●

工業材料

半導体･車載分野、
IC カード部材における事業拡大
● スマートフォン・ディスプレイ
・
光通信関連部材における事業拡大
●

電子材料

中南米市場の開発
▶ 樹脂成型・金型事業の営業基盤強化、
周辺事業への展開加速
● パートナー企業へのターボ部材加工設備投資により生産規模の拡大に貢献
●

●
●

パートナー企業と連携し、FVCサービスの提供を推進
光通信モジュール EMSビジネスの拡大
▶ 旺盛な需要に対応したパートナー企業の生産能力拡充への追加投資実施

●「シェア工場」
設立の推進

製造業向け FVC の
プラットフォーム確立
● 取引先への FVC ソリューション
拡販促進による N 倍化
●

VCS※

燃料・化学品他

●
●

エネルギー事業の再構築
現場密着型サービス事業の創造

▶IoT 技術の活用による生産管理、設備共有化、在庫管理などにより日本の中小企業の海外
進出を支援
▶独立行政法人日本貿易振興機構が実施する「日 ASEAN 新産業創出実証事業」として
「タイにおけるシェア工場（スマート工場）の実証」を実施
● 鉄道分野における FVCサービス提供
▶海外パートナー企業との提携による事業拡大
●

サービス事業の展開
▶金型管理サービス事業の開始

※ VCS : Value Chain Solution

価値創造の事例
日本企業のインド拠点へルーフトップ太陽光発電設備の供給を開始 ～安全かつ安価でクリーンな電力の普及に貢献～
■ 顧客（インドに拠点を持つ日系企業）のニーズ
● 安全かつ安価なルーフトップ太陽光発電の設置

■ 日立ハイテクのアプローチ

● グ ローバル営 業 力、グ ローバルソーシング力、

日立グループのリソース

インドにおけるルーフトップ太陽光発電市場の高まり を受け、日立ハイテクとClean Max Enviro Solution Pvt. Ltd.（Clean Max
社）
は、2017年度から日本企業のインド拠点へ向けたルーフトップ太陽光発電設備の提供における協業を開始しました。
Clean Max社は、インドのルーフトップ太陽光発電のリーディングカンパニーとして、システム設計、施工ならびに維持管理を実施し
ています。日立ハイテクは日本企業への太陽光発電導入に向けた営業支援、信頼性の高い太陽光パネルおよび関連機器の調達支援を
推進していきます。
両社は新しいビジネスモデルを創出し、
インドにおける安全かつ安価でクリーンなルーフトップ太陽光発電の普及に貢献していきます。
※

※インドでは、2015 年 6月に国家ソーラー発電導入計画（JNNSM）が改定され、2022 年までに累計100GWの太陽光発電設備の導入が計画されており、風力発電と合わせて再生可
能エネルギーで国家消費電力の16% をカバーする計画が推進されています。本計画においては、太陽光発電設備のうちルーフトップ用途が40% を占めており、インドの豊富な日射量と
安価な設置コストから、石炭、石油、ガス等の火力発電をベースとしたグリッド電力より電力供給コストが安く、ルーフトップ太陽光発電は今後長期に渡り高成長が見込まれています。
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経営戦略 — 先端産業部材

2018年度の見通しと2020年を見据えた取り組み
外部環境（リスク・機会）
●

素材・
エレクトロ
ニクス

●

●

 本の人口減少等
日
の影響による国内市
場規模の縮小

●

グ
 ローバル化の進展

自動車・
輸送機

エネルギー・
産業

 アアースの枯渇による
レ
資源調達の多様化
● 車の電動化・自動化関連
投資の拡大
●

●
●


地産地消型の生産・
供給体制への移行

燃料・
化学品他

半導体市場の拡大
次世代通信規格（5G）
の
導入による光関連需要の
拡大

●

 生 可 能エネル ギー の
再
導入拡大による設備投資
拡大

 請代金支払遅延等防
下
止法の改定

強み

顧客・市場のニーズ

●

 国・地域で異なる商習
各
慣・規制・製造プロセスへの
対応

●

生 産、調達、物流、財務の
バリューチェーンにおける
トータルマネジメント

●

 外での高品質な部材
海
ソーシング

●

 産計画に合わせた部材
生
供給

●

 型管理の適正化・
金
効率化

●

 門商社として培ってきた
専
営業力とソーシング力

●

 ローバルに所在する約
グ
2,200 社 の 顧 客 基 盤と仕
入先約 4,200 社とのパー
トナリング

●

 ロスボーダー取引を可
ク
能にする海外 26カ国・地域
および国内 19 拠点を擁す
るグローバルビジネスネッ
トワーク

日 立グ ル ープ のリソース
（コンサ ルティング 機 能、
製 品 製 造ノウハウ、IT サ
ポート基盤など）

●

グローバルに事業を展開す

製造、物流、販売、保守に至るまで、日立グループが持つ製品や

る企業の生産体制は、新興国に

技術・サービス、人財をはじめとしたリソースを最大限に活用

主要な製造拠点を設置する「低

し、日立グループ以外のパートナーとの連携を含めた包括的な

コスト・輸出型」の体制から、市

ソリューションとして提供するFVC の構築をめざしています。

場に近い 場 所で 製 品を 生 産・

また 2018 年度からターゲットドメインの明確化と顧客

供給する「地産地消型」の体制

志向型組織へ転換すべく、組織再編を行い、サブセグメント

にシフトしつつあります。また

を「素材・エレクトロニクス」
「自動車・輸送機」
「エネルギー・産

IoT を駆使し、インダストリー

業」
「燃料・化学品他」の 4つに変更しました。これまで各分野

4.0 に向けた生 産の 最 適 化と

で培ってきたノウハウを集約するとともに、よりお客様目線

ともに、グローバルな販売展開

で各分野を深堀し、業界ごとに関連するビジネスのバリュー

が加速しています。このような

チェーンを増やしていきます。さらにパートナーとの連携強

中、海外での製造現場において

化を加速するため、積極的な事業投資を推進します。例えば

は、生産、調達、物流、財務のバ

鉄道事業において中国大手内装メーカーへの出資によりエン

リューチェーンにおけるトータルマネジメントが急務となって

ジニアリング機能を持つことで顧客に内装一式での提案を

います。さらに産業部材市場は、自動車関連やエレクトロニク

行うなど、トレーディングから一歩踏み込んでお客様の課題を

ス関連部材を中心に、今後も需要が堅調に推移すると予想さ

解決する付加価値の高いソリューションを提供してまいります。

れることから、安定的に部材を供給できるサプライチェーン体

「専門商社として培ってきた営業力とソーシング力」を軸に、

執行役常務
先端産業部材事業
統括本部長

田嶋 浩

制の構築が求められています。

パートナーとの連携をさらに強化し、
「商流×ファイナンス×物流

これらを踏まえて、日立ハイテクはお客様が必要とする部品

×ＩＴ」というソリューションを提供し、競合他社に対する優位性

のソーシング（商取引）やロジスティクス・ファイナンスのほか、

を維持・向上させ続けたいと考えています。お客様のバリュー

パートナーやターゲット市場の情報・調査、市場開拓や新規事

チェーンにおける課題解決に貢献し、提供価値を最大化する

業の開発、経営・リスク管理などに対して、企画・開発から調達、

ことで、その先にある社会課題解決への貢献をめざします。

2018年度の具体的な取り組み

■ 海外パートナー企業との連携による鉄道関連 FVC サービ
スの拡大
▶車両パーツ補修事業の推進（英国）
▶内装メーカーとの協業開始（中国）

■「シェア工場」サービス事業開始（タイ）
▶日系メーカーの海外進出に対し生産拠点・設備・インフラ・
管理サービスを提供
■ 金型管理サービス事業の展開
▶現 物確認から保管・買取までのワンストップサービスを
提供
日立ハイテクノロジーズ
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At a Glance
● 売上収益

● EBIT
(百万円)

(百万円)
628,984 644,545

2015

687,670

2016

2017 （年度）

48,209

2015

● 親会社株主に帰属する当期利益
53,636

55,236

2017 （年度）

科学・医用システム

176,997

186,120

2016

85.00

2016

2017 （年度）

65.00

2017 （年度）

124,483

売上収益
EBIT

2017

（年度）

2015

102,711
27,044

135,651
31,663

売上収益
EBIT

15,307

2015

2016

2017

（年度）

事業の概況

事業の概況

バイオ・メディカルについては、医用分析装置で顧客との

2016 年度に引き続き半導体業界全体が活況に推移した

サプライチェーンにおける一過性の在庫調整の影響によ

中で、プロセス製造装置では一部投資計画が延伸したも

り前期比で減収となりましたが、科学システムで電子顕微

のの、次世代先端プロセス投資やメモリー量産投資向け

鏡や科学機器のアジア向け販売が増加したことに加え、

に販売が堅調に推移し横ばいとなりました。評価装置

2017年 7月に英国・Oxford Instruments 社から原子分

は、メモリー量産投資向けに測長 SEM を中心とした販売

光製品事業に関する同社子会社 5 社の全株式を取得し

が好調に推移し、累計出荷台数 5,000 台を達成するなど

Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd.を設立し

大幅な増収となりました。EBIT についても、増収要因に

たことにより増収となり、セグメント全体で増収となりま

より増益となりました。

した。EBIT については、バイオ・メディカルにおける減収
と研究開発費などの成長戦略投資により、減益となりま
した。
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2016

80.00

(百万円)

188,087

22,665

2015

40,170

売上収益・EBIT推移

27,103

26,571

2015

(円)
40,882

電子デバイスシステム

売上収益・EBIT推移
(百万円)

(百万円)
35,989

2016

● 1株当たり配当金
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経営戦略

● セグメント別売上収益構成比
2015年度

27.9%

2016年度

28.5%

16.2%

19.1%

27.1%

2017年度

19.5%

科学・医用システム

電子デバイスシステム

産業システム

15.5%

40.4%

38.4%

14.0%

11.0%

42.4%
先端産業部材

産業システム

先端産業部材

売上収益・EBIT推移

売上収益・EBIT推移

(百万円)

(百万円)
98,549

91,612

256,822

76,498

売上収益
EBIT

2,129
1,130

2015

3,457

973

2016

2017

（年度）

2015

294,330
250,204

売上収益
EBIT

3,731
2,272

2016

2017

（年度）

事業の概況

事業の概況

産業インフラでは、電気自動車関連市場向けのリチウム

工業材料では、素材関連取引の増加や、中国を中心とした

イオン電池製造装置や、高機能フィルムなどフレキシブル

海外向けの自動車部品の販売が堅調に推移したことによ

デバイス市場向けの薄膜製造装置の販売が堅調に推移

り大幅増収となりました。また電子材料でも、半導体市

し増収となりましたが、社会インフラでの太陽光 EPC 案

場の活況を背景に半導体関連部材の販売が好調に推移

件の減少および計装システムの販売減により、セグメント

し大幅に増加したことにより、セグメント全体で増収増益

全体では減収となりました。EBIT についても、減収要因

となりました。また新たなビジネスモデル構築のため、

により減益となりました。

スマートファクトリー技術を導入したタイにおけるシェア
工場サービスの実証実験を行いました。

日立ハイテクノロジーズ
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価値創造を支える基盤

日立ハイテクグループの価値創造を支える基盤の強化
日立ハイテクグループは、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
ことをめざしています。
その価値創造を支えるのは、
「コーポレートガバナンス」
「人財」
「研究開発・イノベーション推進・知的財産」
「サプライチェーンマネジ
メント」
「環境マネジメント」
「地域社会とのつながり」などの経営基盤です。これらの経営基盤を強化することにより「日立ハイテクの
強み」をさらに向上させ、社会課題の解決に貢献する日立ハイテクグループの価値創造の仕組みをより強固なものにしていきます。

日立ハイテクの強み
技術力

（計測・分析技術、
自動化・制御技術、
モノづくり力）

グローバル
調達力

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
（中期経営戦略）

グローバル
営業力

人財
P40

研究 開
イノベーシ 発・
ョン推
知的財産 進・
P44

サプライチェーン
マネジメント

環境
マネジメント

P46

P48

の
地 域 社 会と
つな がり

財務
P54

P52

コーポレートガバナンス
P31

企業ビジョン
日立ハイテクの価値創造を支える基盤

日立ハイテクの価値創造を
支える基盤

基盤強化の目的
●

人財

継続的なイノベーションの創出のために、優秀で多様な感性と視点を持った人財を確保し、適材適所の人財配置により
最大限の能力を発揮させる

● 従 業員が安全で健康に働ける環境と、
さまざまな働き方に対応した環境を整備し、生産性と組織力の向上につなげる

研究開発・

イノベーション推進・
知的財産

サプライチェーン
マネジメント

環境マネジメント
地域社会とのつながり

コーポレートガバナンス

●

最先端の技術開発と革新的なビジネスモデル創出により、競争力を強化する

●

将来への成長に向けて、サービスソリューション型の新規事業創出と既存事業の革新を推進する

●

グローバル戦略・製品戦略・強固なサプライチェーン構築を一体化し競争力のある製品づくりにつなげる

●

サプライチェーン全体で社会的責任への取り組みを強化し経済・社会リスクやレピュテーションリスクを低減する

●

環境負荷低減をめざしたモノづくりにより製品の付加価値や競争優位性の向上を図る

●

環境管理の強化により環境汚染・法令違反によるブランド価値の毀損を回避する

●

事業活動を行う上で重要なステークホルダー・地域コミュニティとの信頼関係を構築する

●

企業認知度を高めることで、
ブランド価値向上や人財確保につなげる

●

各事業の業務執行に対する監督機能を高め、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する

●

企業の社会的責任を強く意識した経営により、株主をはじめとする社会全般からの信頼を獲得し、事業活動を通じた
社会の進歩・発展に寄与する

▶「企業ビジョン」に関しては、表紙裏ページを参照ください。
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価値創造を支える基盤

コーポレートガバナンス
透明性の高い経営体制を構築するため「指名委員会等設置会社」の形態を採用するとともに、
内部統制システムの整備も図り、信頼される企業づくりに努めています。

2018 年 6月より取締役会長を拝命いたしました。ガバナンスの向上や成長加速による
企業価値の向上に必要となる経営課題の解決に、取締役会として貢献できるよう役割を
果たしてまいります。
当社は早くから指名委員会等設置会社に移行するなど、ガバナンスの実効性向上に取り
組んでまいりました。現在の取締役会は、取締役7名うち4 名が社外取締役で、豊富な経験や
知見を有したメンバーで構成されております。取締役会では各々の経験や専門性を活かし
た自由闊達な議論が交わされ、コンプライアンス等の「守りのガバナンス」については十分
に機能していると評価しております。一方で、企業価値の向上に向けた「攻めのガバナンス」
については、中長期の成長戦略に関する議論を中心に一層充実させたいと考えております。
当社の成長は、これまでに培ってきた強みである、
「技術力」
「グローバル営業力・調達力」
「お客様・パートナーとのコラボレーション」を活かし、グローバルトップ企業との強い信頼関
係を築いてきたからこそ成し遂げることができたと感じております。しかしながら、企業
経営を取り巻く環境が変化するスピードは一層早まり、さらなる成長を実現するための経営

取締役会長

北山 隆一

課題も多様化・複雑化しています。例えば、企業には持続可能な社会の形成に向けた優先
課題であるSDGs を意識した経営の実践が求められており、
「経済発展と社会的課題の解決

を両立する、人間中心の社会（Society5.0）」の実現に向けて、社会課題解決に積極的に参画しながら、企業価値向上につなげる
必要があります。また、コーポレートガバナンス・コードが改訂されるなど、社会からの期待や要請も変化していますが、さらにその先
を見据えた形で有効なガバナンス体制を整え、環境への配慮や地球環境の問題に対しても積極的に取り組む必要があります。この
ような経営課題を着実に解決し、企業価値向上を実現させることが、
取締役会の役割であると考えています。
今後も取締役会としてコーポレートガバナンスの実効性向上に努めながら、企業ビジョンである「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」の実現を支え、企業価値向上につなげてまいります。

● コーポレートガバナンス体制図と内部統制および業務執行体制図

選任・解任

会計監査人

会計
監査

指名委員会
選任・解任

報酬委員会
監査委員会
監査

連携

監査室

取締役会

取締役会室
連携

連携

コーポレートガバナンス体制

株主総会

選任・解任

内部監査

内部統制および業務執行体制
報告

報告

執行役社長
CRO

※

執行役

重要な業務執行

経営会議
諮問機関

内部統制統括委員会
J-SOX委員会

予算・中計審議会

マネジメントミーティング

グループ会社

事業統括本部

取締役会

経営会議

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

※ Chief Risk management Oﬃcer
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コーポレートガバナンス体制
監査委員会は、内部監査部門である監査室と連携して、業務

基本的な考え方

執行のモニタリングを行っています。また独自計画による監

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、お客様に
最先端・最前線の事業創造企業となっていただくために最大限の
貢献をするとともに、各事業の業務執行に対する監督機能を高め、
コーポレートガバナンスを充実させています。また、企業の社会的

査を行い、監査を担当した監査委員はその結果を監査委員会
および取締役会に報告しています。
また、会計監査人との緊密な連携により、当社および当社
グループ連結の会計事項の適正を確保しています。

取締役会全体の実効性評価について分析・評価および結果の概要

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

当社は、評価結果から課題を分析し、改善につなげるという

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

PDCAサイクルを繰り返し、取締役会全体としての機能、実効

与に努めることが重要であると考えています。当社におけるコーポ

性の継続的向上を図ることを目的に、2015 年度より取締役

レートガバナンスの枠組みを示すため、コーポレートガバナンス・

会全体の実効性評価を開始しました。

ガイドラインを制定し、公表しています。取締役会ならびに指名、

1. 2017年度実施内容

監査および報酬委員会は、当該ガイドラインの適切さと有効性に
ついて継続的に検証し、
取締役会は必要に応じこれを改正します。
▶「コーポレートガバナンス・ガイドライン」については、ウェブサイトを
参照ください。

（1）
対象者：2017年 6月23 日開催の当社第 98 回定時株主
総会において選任され、就任した当社全取締役（8 名）
（2）実施期間：2016 年11月から2017年10 月まで
実施概要：アンケートを実施後、取締役会事務局による
（3）
個別ヒアリングを行い、回答の趣旨、背景等を再確認。

経営の監督機能と業務執行機能

アンケート項目：
（4）
「取締役会の構成」
「取締役会の役割・
、

当社は、2003 年から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、監査および報酬の三委員会を置くことが義

責務」
「
、投資家・株主との関係」
「
、委員会評価」等に関す
る設問および自由記入形式。
2. 2017年度分析結果と実効性向上に向けた取り組み

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・

2016 年度に改善を行う必要性が認識された取締役構成

妥当性の監査、取締役・執行役報酬の内容決定について、執行

の多様性確保、事業リスクに関するモニタリング充実化に

側から権限を分離しています。業務執行においても、経営上

ついては適切に実施され、取締役会全体の実効性は確保

の重要な業務執行を執行役社長の諮問機関である経営会議

されているとの評価になりました。また、持続的成長と

にて審議・承認のうえ、執行役社長が決裁することとし、執行役

中長期的な企業価値向上のため、会社全体の大きな方向

間の相互牽制を働かせています。

性、中長期戦略に関する議論の充実化を図ることと致しま
した。

取締役会の役割と責務

さらに今年度から実施した委員会評価に関しては、指名委

取締役会は、コーポレートガバナンスの徹底と、より透明性

員会、報酬委員会の機能をより高めるため、執行役育成・選

の高い経営をめざし、社外取締役4 名全てが、東京証券取引所

抜プロセスの実施状況に関する報告の充実化、報酬方針・

に届け出ている独立役員という構成としています。

報酬体系に関する検証を継続することと致しました。

● 取締役会と各委員会の構成および出席状況（第98回定時株主総会後の任期期間）
氏名
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取締役会

指名委員会

監査委員会

中 村

豊 明

取締役会長

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

−

−

宮 﨑

正 啓

代表執行役執行役社長 兼 取締役

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

−

(4 回 /4 回 )

中 島

隆 一

取締役

(13 回 /13 回 )

−

(15 回 /15 回 )

−

北 山

隆 一

取締役

(11回 /13 回 )

−

−

(3 回 /4 回 )

早 川

英 世

取締役（社外 / 独立役員）

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

−

(4 回 /4 回 )

戸 田

博 道

取締役（社外 / 独立役員）

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

(15 回 /15 回 )

(4 回 /4 回 )

西 見

有 二

取締役（社外 / 独立役員）

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

(15 回 /15 回 )

(4 回 /4 回 )

田村

真由美

取締役（社外 / 独立役員）

(13 回 /13 回 )

(4 回 /4 回 )

(15 回 /15 回 )

(4 回 /4 回 )
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報酬委員会

価値創造を支える基盤

業務執行体制および内部統制
基本的な考え方

グループ会社の運営

指名委員会等設置会社においては、会社の中長期経営戦略

当社は、各グループ会社を管掌する執行役を置いたガバナン

や事業年度における予算の策定の他、会社の基本的な枠組み

ス体制を敷いています。当該執行役は、親会社である当社の

を取締役会が決議しますが、その決議の内容を実現するため

代理人として各社の株主総会に出席して議決権を行使すると

の日々のオペレーション等の決定は執行役の責務となります。

ともに、必要に応じてグループ会社から相談を受け、指導してい

最高経営責任者である執行役社長は、業務執行の決定にあた

ます。グループ会社の重要事項については親会社である当社

り、より慎重な議論と最適な意思決定を下すため、原則として

の経営会議の承認や関係する事業統括本部長の決裁を必要と

その諮問機関である経営会議による審議を行うこととしてい

しますが、
「決裁基準」や事業統括本部内の規程により各社の

ます。

判断に委ねる範囲を定め、
意思決定の迅速化を図っています。

また、より迅速な意思決定のため、各執行役に対して、取締

また、海外グループ会社については、主要地域ごとに地域統

役会が定めたそれぞれの分掌業務において、執行役社長から

括会社を定め、地域統括長が親会社の社長代行として活動す

執行権限を委譲する範囲を社内規則「決裁基準」に定めていま

るとともに、地域内のグループ会社を監督・支援しています。

す。例えば事業投資案件であれば、一定金額を超えないもの

● 海外地域統括会社

は当該事業の責任者である事業統括本部長の立場にある執行
役の決定事項と定め、
その裁量に委ねることとしています。

ため、いくつかのステップを設けています。その主なものは以
下のとおりです。

マネジメント
ミーティング

事業統括本部
経営会議

海外地域統括会社
日立ハイテクノロジーズアメリカ会社
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シンガポール会社
日立ハイテクノロジーズ上海会社

内部統制システム
法令が求める内部統制システムの整備について、当社とし

● 意思決定プロセス

予算・
中計審議会

欧州
中国

業務執行の決定プロセスにおいては、より効率的な運営の

経営会議

北中米
ASEAN、インド

意思決定プロセス

分類

統括地域

て構築すべき体制を取締役会で決議し、具体的な体制・手続き
特徴

執行役社長の諮問機関として、
執行役社長が指名する執
行役で構成され、ここでの審議を基に案件の決裁が行
われます。社内の叡智を集め、業務執行の相互牽制だ
けではなく、
案件の推進を後押しする場でもあり、
原則と
して毎月2 回開催されます。
単年度予算および将来 3 年程度の中期経営計画または
その進捗を審議する会議で、各事業統括本部等で策定
され、事業戦略会議でのレビューを経た上で上程されま
す。経営の中核となる内容であるため、ここでの審議内
容は経営会議での最終承認後、取締役会が決議するこ
とでオーソライズされます。
全社的な経営上の課題、重要事項について深い議論を
行い、論点整理とめざす方向性を明確にするための会
議で、経営会議メンバーで構成され、原則として毎月2 回
開催されます。
事業統括本部長である執行役が、毎月1回、自身の権限の範
囲で行う意思決定会議であり、経営会議に付議する案件の
事前検討も行われます。また、事業統括本部長は、決裁基準
により定められた範囲で統括本部内の規程を策定して下位
職位に権限委譲を行い、業務の迅速化を図っています。

等を執行役が構築し運用しています。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。
また当社では、当社グループ全体の内部統制の強化・充実に
向けた活動を統括する内部統制統括委員会を設置しています。
さらに、内部統制統括委員会の統括のもと、その傘下に設置
された4 委員会（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）
が、各々担当するリスクへの対
策や予防施策について各担当部署を指揮する体制としています。

内部監査

その他、これらを補完する機能を果たすため、M&A 等の事

社長を最高位とする業務執行体制の中に、社長の命を受けて

業投資にあたって投資検討段階での提案元部門のサポートと

業務執行のオペレーションの状況の監査を行う監査室を置い

投資後のフェーズゲート管理を行う「投資委員会」、予算・中計

ています。監査対象にはグループ会社も含まれ、実査を通じて

審議に先立って中期経営計画のゴール（全社ポートフォリオ戦

是正や改善の必要性を指摘し、定期的なフォローアップを行い

略･業績目標等）の再確認とコンセンサスの形成及びゴールに

ます。監査委員会及び会計監査人と連携した三様監査を推進

至る各事業統括本部の戦略･施策のレビューを行う「事業戦

している他、J-SOX 委員会の事務局を務めるなど、当社グルー

略会議」等が開催されます。

プの内部統制システム上、重要な役割を担っています。

日立ハイテクノロジーズ

統合報告書 2018

33

役員報酬
基本的な考え方
日立ハイテクでは、当社の経営を担う取締役および執行役が、

います。報酬委員会は、
「取締役および執行役が受ける個人別

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

の報酬の内容の決定に関する方針」に基づき、役位に応じた職

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

責、当社および当社グループ会社を含めた業績、経営環境、世間

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

水準等を考慮のうえ、
取締役および執行役の報酬を決定します。

● 取締役および執行役の報酬体系
月額報酬

期末手当または業績連動報酬

取締役

職 務が監督機能であることに鑑み、
固定金額として定めることとし、その
支給水準については、常勤・非常勤の
別、所属する委員会および各取締役
の職務の内容に応じて決定する

非金銭報酬

期末手当は、原則月額報酬の1.5 ヵ月分を基準
として支給するが、会社の業績により減額する
ことがある

経営に大きな影響をもつ役位（職責）については、
企業危機管理の一環としてヘルスリスクを回避、
低減するため、当杜が契約する医療機関による
健康管理サービスを提供する

執行役

世間水準を考慮し役位別に設定した
標 準 年 収から基 準賞与 額を除いた
部分を月割りした役位別定額とする

標準目標達成時に支給される業績連動報酬を
基準賞与額とし、目標達成度合いに応じて変
動させることとする。評価は、
全社業績・部門業
績・個人目標の組み合わせで決定する

経営ならびに業務執行に大きな影響をもつ職責
にある者については、
企業危機管理の一環として
ヘルスリスクを回避、低減するため、当杜が契約
する医療機関による健康管理サービスを提供する

※取締役と執行役を兼務する場合は、主たる職務に応じ、取締役ないし執行役のいずれかの報酬を支給します。

● 2017年度実績
区分
取締役
うち社外取締役
執行役

報酬等の種類別の総額
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）
9
98
7
12

合計
金額（百万円）
110

4

44

4

6

50

15

244

15

281

525

注 1. 取
 締役の人数および金額は、執行役を兼務し
ている者を含みません。
2.月額報酬には、2017 年 6 月 23 日開催の当社
第 98 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 2 名に対して支払
われた月額報酬を含んでおります。

リスクマネジメント体制
基本的な考え方
当社グループは、事業目的の達成を著しく阻害する事象や
問題をリスクととらえ、企業価値向上のために、リスクを適切
に把握・管理する体制を整備しています。

り組みを推進しています。
※ BCM： Business Continuity Management

内部統制統括委員会

当社グループの取引や投資、M＆A などの事業活動に係る

内 部 統 制 統 括 委 員 会では、傘下に設 置 された 4 委 員 会

リスクについては、取締役会、経営会議等における審議ならび

（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

に「取締役会規則」および「決裁基準」等に基づく決裁制度の

員会、環境委員会）の活動内容や各担当部署の対応結果の報

運用により、予防・管理をしています。

告を通じて、当社グループにまたがる業務リスクを統括してい

また、贈収賄防止、独占禁止、反社会的取引防止に係る法令
遵守や労働、
知的財産、
輸出入、
調達、
営業、
情報セキュリティ、
財
務報告、
環境、
品質、
安全等に係るリスク（以下、
業務リスク）
につ
いては、
「リスク管理規則」
を制定し、各担当部署が適切に把握・
管理する体制を構築しています。なお、業務リスクについては、
Chief Risk management Officer（以下、CRO）
が委員長を務
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事業継続マネジメント(BCM ※ )についても強化に向けた取

ます。また、重要な意思決定プロセスを含む当社の内部統制
システムの運用状況を評価・検討し、取締役会に報告するとと
もに、経営環境の変化に応じた内部統制システムに関する決
議内容の改正を取締役会に対し提案します。
J-SOX 委員会
当社グループでは、財務報告の信頼性を確保するために、

める内部統制統括委員会が、傘下に設置された J-SOX委員会、

J-SOX 委員会による方針決定のもと、金融商品取引法で定め

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

る内部統制報告制度（J-SOX）に対応した、経営者による評価

を統括し、各委員会は各々が担当するリスクへの対策や予防施

システムを整備し、
連結ベースでの内部統制の有効性を確認し

策について各担当部署を指揮する体制としています。

ています。
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価値創造を支える基盤

コンプライアンス委員会

います。また新型インフルエンザなどの感染症感染について

当社グループでは、コンプライアンス委員会を設置し、定期

は、基本方針を踏まえて、世界的流行（パンデミック）
時の具体

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

的な行動基準をまとめた「新型インフルエンザ対策ガイドラ

の実行状況を横断的に審議しています。また、
リスクの種類ご

イン」を発行し、各業務に応じた BCP の策定をしています。

とに定めた担当部署ではリスクを想定・評価し、その状況、対

製造、販売、サービスが一体となった実効性のある事業継

策計画や計画の実行状況をコンプライアンス委員会に報告し

続を行えるよう、訓練、検証などを含めた事業継続マネジメン

ています。万が一問題が発生した場合は臨時会議を開催し、

トシステムの継続的改善に努め、
リスクへの対応力強化を図っ

事実調査・原因究明・是正措置・再発防止等を審議します。さ

ています。

らに、統括本部、支店、グループ会社ごとに各組織の長が、各組

※ BCP: Business Continuity Plan

織におけるコンプライアンスの統括責任者 (コンプライアンス
マネージャー )を任命し、コンプライアンスマネージャーは組
織内のコンプライアンス体制と制度の構築およびコンプライ
アンス施策の実施、コンプライアンス委員会への報告を通じ
て、各組織内のコンプライアンス体制を統括しています。
情報セキュリティ委員会
当社グループは、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
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 」に則りさまざ

まな活動を行っています。
※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、必ず機密情報管理者の
承認を得なければならない。
3.業務の必要性により、機密情報を社外へ持ち出す場合は、必要かつ適切な情報漏
洩対策を施さなければならない。

環境委員会

内部通報窓口の設置
当社グループでは、法令違反や不正の芽を早期に発見し対
処することを目的として、社員、派遣社員、アルバイト、嘱託社
員が利用可能な内部通報窓口を設置しています。また、海外
グループ会社においても、各国の法制度、各社の事業形態等に
合わせて、内部通報制度を運用しています。
通報窓口に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会お
よび内部統制統括委員会に報告されます。
2016 年1月からは、取締役や執行役の業務執行に関する法
令違反等について、監査委員への直接通報を可能とする「経営
陣から独立した内部通報窓口」
を設置し、
内部通報制度を強化
しています。
窓口の運用にあたっては、通報者に関する情報を守秘義務
の対象として厳重に管理するとともに、匿名での通報も受け付
けています。また、内部通報をしたことを理由として通報者に
対して一切の不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

当社グループにおける環境分野全般の運営管理および改善

なお、当社グループでは、リスクマネジメント体制の整備に

と、環境リスクと製品含有化学物質リスクの最小化を図ること

より事業活動に係るリスクおよび業務リスクの回避や影響軽

を目的として環境委員会を設置しています。また、同委員会の

減に努めていますが、完全に回避や影響軽減ができず、経営成

下に、各種部会を設置し、環境活動全般をよりきめ細かく運営

績、株価および財務状況等が影響を受ける可能性があります。

する体制を構築しています。

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を

※環境推進体制の詳細は、49 ページを参照してください。

及ぼす可能性がある主なリスクは次の13 項目です。

BCP※(事業継続計画)

製品やサービスの供給などの業務が中断しないように、また

競合の激化

5

6

るように、社会的、経済的に大きな影響を及ぼす重要な製品、

7
8

業務を中心とした BCP の充実に取り組んでいます。

複線化、有事での実効性を高めるための図上訓練を実施して

3
4

万が一中断した場合にも可能な限り早く事業活動を再開でき

ために BCM 委員会を設置し、初期対応の充実や製造拠点の

市場の動向

2

当社グループでは自然災害等のリスク発生時においても

事業継続対応能力の維持向上と当社グループ連携強化の

1

9

10
11

12
13

主要なリスク

技術革新

資材費の高騰

国際活動および海外進出上のリスク
災害

退職給付債務

為替レートの変動
知的財産関係

情報システムへの依存
機密情報の管理

訴訟その他の法的手続

当社請負杭工事の不具合について

▶主要なリスクに関する詳細な内容については、有価証券報告書をご参照ください。
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取締役

2018 年 7月1日現在

後列左より、西見有二、戸田博道、中島隆一、田村真由美

取締役会長

北山 隆一
指名委員

取締役

宮﨑 正啓
指名委員
報酬委員

取締役

中島 隆一
監査委員

社外取締役

早川 英世
指名委員
報酬委員

［選任理由］
会社経営に関する豊富な経験と経営全般にわたる高い
見識および営業全般、グループ会社経営に係る深い専門
知識を当社の経営および業務執行の監督に採り入れる
ため

1976年		 4月
2009年		10月
2010年		 4月
2010年		 6月
2014年		 4月
2015年		 4月
2015年		 6月
2016年		 6月
2017年		 6月
2018年		 6月

(株)日立製作所入社
同社情報・通信システム社情報・通信グループＣＭＯ※1 兼
営業統括本部長 兼 本社営業統括本部国内本部副本部長
同社執行役常務
当社社外取締役
(株)日立製作所代表執行役執行役専務
同社代表執行役執行役副社長
当社社外取締役
日立キャピタル(株)取締役
当社取締役
当社取締役会長 現在に至る

［選任理由］
代表執行役として、当社グループの経営を牽引するとと
もに、取締役会では経営の監督に応えるべく、業務執行
について適切に説明および報告を行っており、また、執行
役を兼務する取締役として経営および業務執行の監督
に十分な役割を果たしているため

1977年		 4月
2004年		 7月
2007年		 4月
2010年		 4月
2014年		 4月
2015年		 4月
2015年		 6月

当社入社
当社電子営業本部長
当社執行役
日立ハイテクノロジーズアメリカ会社社長
当社執行役専務
当社代表執行役執行役社長
当社代表執行役執行役社長 兼 取締役 現在に至る

［選任理由］
当社において長く経理業務に携わったほか、監査室長
を務めた経 験を有し、執行役としては IT 戦 略、Smart
Transformation 推進を担当し、管理分野全般に関する
豊富な経 験と高 度な知 識を有している。当該 経 験と
知識をもとに当社の経営および業務執行の監督を適切に
行っているため

1979年		 4月
2001年		10月
2004年		 4月
2008年		 4月
2010年		10月
2011年		 4月
2013年		 4月
2015年		 4月
2017年		 6月

当社入社
当社経理本部経理部長
当社ナノテクノロジー製品事業部経理部長
当社財務本部業務部長
当社財務本部経理部長
当社監査室長
当社執行役
※2
※3
当社執行役常務 兼 CIO 兼 CTrO
当社取締役 現在に至る

［選任理由］
国際的な大企業での経験および法務分野に関する豊富な
知識と経験をもとに、一般株主の利益保護の観点から独立
した立場による経営および業務執行の監督を期待する
ため

1973年		 4月
1984年		10月
2006年		 4月
2008年		 4月
2011年		 6月

三井物産( 株 )入社
米国ニューヨーク州弁護士登録
同社執行役員法務部長
同社常務執行役員内部監査部長
当社社外取締役 現在に至る

※1 CMO： Chief Marketing Officer
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※2 CIO： Chief Information Officer
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※ 3 CTrO： Chief Transformation Officer

※4 CFO： Chief Financial Officer

価値創造を支える基盤

社外取締役メッセージ

日立ハイテクの取締役会は、7名中、
過半数である4 名が社外取締役で構成されていることか

ら、バランスが良く活発な議論が交わされ、監督機能は有効に機能していると評価しています。
また、社外取締役の経歴や専門性も多様性に富んでおり、さまざまな分野での豊富な経験に
基づいた議論がなされています。私もグローバル企業における財務部門での経験や知見を踏

まえ、客観的な視点で意見を述べています。忌憚なく意見を述べることで執行サイドとは一定

の緊張感を保ちつつ、必要なコミュニケーションをとりながら良好な関係を築けていけるよう
心がけています。

取締役会は、監督機能と共に企業価値向上に貢献していくことが求められています。顧客

ニーズの多様化や市場環境変化が激しい中、中長期視点での成長戦略についてこれまで以上に
深く議論していかなければなりません。日立ハイテクは高い技術力とグローバルネットワーク

を持ち、オープンで自律した組織だと感じています。それらの強みを活かし持続的成長できる
よう、取締役会として議論していきたいと思います。

また、今後は SDGs を意識した経営が重要であり、それを企業戦略と繋げながら、従業員が

社外取締役

田村 真由美

その重要性を認識し一丸で取り組んでいくことが必要だと思います。継続的なダイバーシティ

経営の推進も企業にとって必要不可欠な施策です。ビジネス領域や地域の広がりとともに、
多様な人財が多様な働き方で、グローバルに活躍できる環境が整備されるよう、社外取締役の
立場で関与していきたいと考えています。

今後も、
将来の成長に向けたリスク・課題を見極め、
モニタリングしていくことで、
社外取締役

として日立ハイテクの持続的な企業価値向上を支えていく所存です。

社外取締役

戸田 博道
指名委員
監査委員

［選任理由］
会 社 経営 全 般にわたる豊富な経 験および 技 術動 向に
関する深い知見をもとに、一般株主の利益保護の観点から
独立した立場による経営および業務執行の監督を期待
するため

1971年		 4月
2002年		 7月

［選任理由］
会社経営に関する豊富な経験と高い見識および電子材料
を中心とする先端産業分野に関する深い知見をもとに、
一 般 株 主の利益 保護の 観 点から独 立した立場による
経営および業務執行の監督を期待するため

1970年		 4月
2001年		 6月
2005年		 3月
2008年		 3月

［選任理由］
長年にわたるグローバル企業における会社経営経 験、
経理・財務分野に関する豊富な知識、
ダイバーシティ推進、
女性リーダー育成 支援 等に関する深い知見をもとに、
一 般 株 主の利益 保護の 観 点から独 立した立場による
経営および業務執行の監督を期待するため

1983年		 4月
1991年		 9月
1998年		 7月

報酬委員

社外取締役

西見 有二
指名委員
監査委員
報酬委員

社外取締役

田村 真由美
指名委員
監査委員
報酬委員

2004年		 4月
2004年		 6月
2005年		 4月
2005年		 6月
2010年		 4月
2010年		 6月
2013年		 6月

2009年		 1月
2011年		 3月
2015年		 6月

2000年		 7月
2002年		 7月
2004年		12月
2007年		 6月

2010年		 5月

2015年		 6月
2017年		 6月

安立電気( 株 )( 現アンリツ( 株 ))入社
同社執行役員 兼
ワイヤレスメジャメントソリューションズプレジデント
同社常務執行役員 兼 計測事業統轄本部長
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役 兼 専務執行役員
同社代表取締役社長
同社代表取締役 兼 取締役会議長
同社取締役 兼 取締役会議長
当社社外取締役 現在に至る
旭硝子( 株 )( 現 AGC( 株 ))入社
同社取締役
同社上席執行役員
同社専務執行役員
ディスプレイカンパニープレジデント
同社副社長執行役員
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
当社社外取締役 現在に至る

ソニー(株)入社
ジョンソン(株)入社
ジョンソン・プロフェッショナル(株)(現シーバイエス(株))
財務・管理・IT統括部長
同社理事兼財務・管理ディビジョン統括部長
ジョンソン・ディバーシー(株)(現シーバイエス(株))執行役員
アディダスジャパン(株)ＣＦＯ※4
(株)西友(現合同会社西友)
執行役員シニアバイスプレジデント 兼
最高財務責任者(ＣＦＯ)
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社
(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株))
執行役員シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(ＣＦＯ)
合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント 兼
最高財務責任者(ＣＦＯ)
本田技研工業(株)社外監査役
同社社外取締役(監査等委員) 現在に至る
当社社外取締役 現在に至る
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執行役

2018 年 4 月1日現在

代表執行役執行役社長

代表執行役執行役専務

執行役専務

宮﨑 正啓

池田 俊幸

宇野 俊一

佐藤 真司

経営執行統括

サービス事業、研究開発、知財、
新事業創生、輸出管理、CTO

財務、貿易管理、CFO

経営企画･計画、マーケティング・
営 業 戦 略、グル ープ会 社 管 理、
CSO 兼 CMO

執行役専務

執行役常務

執行役常務

執行役常務

堀越 久志

本田 穣慈

人財、CSR、コーポレートコミュニ
ケーション、法務、環境、内部統制、
コンプライアンスリスク・マネジメント、
CHRO 兼 CRO

モノづくり･調達･品質保証

執行役常務

執行役常務

高木 幹夫
科学･医用システム事業

執行役
加藤

仁

韓国地域
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田嶋

浩

先端産業部材事業

石和

太

電子デバイスシステム事業

執行役
飯泉

孝

産業システム事業

執行役

執行役

古賀 靖邦

三善 慶太

EMEA 地域

先端産業部材事業

執行役専務

桜井 真司
デジタル戦略、Smart Transformation
推進、IR、CIO 兼 CTrO

執行役
伊東 祐博
科学･医用システム事業

CTO: Chief Technology Officer
CFO: Chief Financial Officer
CSO: Chief Strategy Officer
CMO: Chief Marketing Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CRO: Chief Risk management Officer
CIO: Chief Information Officer
CTrO: Chief Transformation Officer
EMEA: Europe, the Middle East
and Africa

価値創造を支える基盤

株主･投資家との対話
株主・投資家との対話に関する考え方

増加を背景に米国・欧州・香港・シンガポールの海外投資家を
個別訪問し、直接的な対話に努めています。なお、IR 担当部

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に

門が電話取材を含め、国内外の機関投資家と年間約300 回も

向けて、株主・投資家の皆様との建設的な対話に積極的に取り

のミーティングを実施するなど、当社グループの理解促進を積

組んでいます。株主・投資家の皆様との対話を促進するため、

極的に図っています。

IR 担当の執行役が中心となってIR 担当部門とともに直接的な
対話を行っています。また、IR 担当部門は、社長を委員長とす

個人投資家とのコミュニケーション

るIR 情報開示委員会を開催し、IR 活動全般について議論する

当社は、ウェブサイトにおいて個人投資家向けの専用ページ

とともに、社内各部門との情報交換や会議等への参加を通じ

を設け、当社の企業ビジョンや事業内容を紹介し、理解促進を

て情報を収集し、適時に適切な情報発信ができるよう努めて

図っています。当社グループの企業活動をより深く理解して

います。株主・投資家の皆様のご意見等については、定期的に

いただくために、
財務情報だけでなく非財務情報のコンテンツ

経営幹部および社内にフィードバックし経営諸施策に活かし

の充実に努めています。

ています。

● 2017年度の主なIR活動

アナリスト・機関投資家への理解促進
当社は、アナリスト・機関投資家との対話の方法として、

機関投資家向けIR活動

実施回数
4回

決算説明会

（うち、社長による説明会は2 回）

執行役 社長自らが 第 2 四半 期および通 期の決算説明会に

海外IR
（米国・欧州・香港・シンガポール）

3回

出席し、業績予想や経営戦略について説明しています。また

証券会社主催カンファレンス

2回

アナリスト・機関投資家との面談

累計 294 回

執行役社長もしくは IR 担当執行役が、国内の機関投資家を
定期的に訪問するとともに、海外投資家の株式保有比率の

日立グループとの関係について
日立グループであることの利点

親会社からの一定の独立性の確保の状況

当社グループは、日立グループ各社が有する研究開発

当社は、
（株）日立製作所からの事業上の制約を受ける

力やブランド力その他の経営資源を積極的に活用してい

ことなく、業務執行を行っています。当社における個別の業

ます。
『日立』のブランドは既に国内外で高い付加価値を

務執行は執行役の権限であり、さらに重要な意思決定に関

創造しており、幅広く当社製品群へ使用しています。さら

する事案の処理は、社内規則に従い主要な執行役で構成

に、日立グループの研究開発力およびネットワークを活用

される諮問機関である経営会議において審議のうえ、承認

することにより、当社グループは市場競争における優位性

し、執行役社長がこれを決裁しています。これにより、当社

を発揮することが可能となっています。

の業務執行における経営判断の独立性を確保しています。

日立グループの研究開発活動は、日立グループCTO会

また、当社の取締役会は、経営の基本方針の策定や特

議等でグループ全体の方向付けが審議されており、当社

に重要な意思決定を行っています。当社の取締役会を構

も当該活動を通じて技術潮流等の付加価値の高い情報

成する取締役7名のうち、(株)日立製作所の役員を兼務し

を取得しています。また、当社は、日立グループ各社に対

ている者はおらず、さらに、東京証券取引所に対し、独立役

し有償の研究開発委託を行うとともに、日立グループ各

員として届け出ている社外取締役4名が就任していること

社から研究成果の移管を受け、これらを有効に活用して

から、当社独自の経営判断を行うことができる状況にあり

います。

ます。

以上のとおり、日立グループに属することによるメリッ

なお、(株)日立製作所との重要な取引については、他の

トはありますが、当社グループの事業活動は、(株)日立製

通常取引と同様に、当該営業部門のみならず、業務部、経

作所およびそのグループ企業に大きく依存する状況には

理部等の複数部門のチェックを経ることにより公正性お

ありません。

よび妥当性を監視することで、少数株主の保護に努めて
います。
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人財
日立ハイテクグループは、さらなる成長を実現するためには多様な感性や
価値観を取り入れ新たな価値を生み出すことが必要であるという考えから、
「ダイバーシティ・マネジメント」を経営の中核とし、
「人財」を最も重要な資産の一つとして位置付けています。

社会背景
日立ハイテクグループの注力分野である
「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3つの事業ドメインでは、
取り巻く事業環境や社会情勢が目まぐるしく変化し、お客様のニーズは多様化かつ高度化してきています。
こうした中、日本国内では多様な働き方が選択できる社会環境の見直しが求められています。一方、国際社会においては、国連
サミットで採択された SDGs の「5.ジェンダー平等を実現しよう」にあるように、労働市場における男女間の格差是正が課題として
認識されています。

日立ハイテクがめざす方向性
企業価値向上に資する変革型人財の育成・創出
事業環境や社会情勢の変化に伴い、さまざまなリスクや

創造性・革新性のある価値を
お客様・社会に提供し続ける

機会を迅速に察知し対応するためには、多様な感性と視点を
持った人財の活躍が必要です。さらに最先端分野で事業を展
開する日立ハイテクグループにとって、
イノベーションを推進す
る高度な技術・技能や豊富な知識・経験を有する有能な人財の
確保と育成はますます重要になってきています。
日立ハイテクグループがグローバル市場で競争を勝ち抜く
けなければなりません。そのため、継続的なイノベーションを
創出できる変革型人財の育成をめざしています。
組むとともに、多様な感性や価値観を尊重し、組織の活性化に
つなげる「ダイバーシティ経営」を推進することにより、柔軟な
発想や積極的に意見が言える企業文化を醸成していきます。
短期的には、
「働き方改革」を推進し、さまざまな働き方に対応
した環境を整備して生産性と組織力を向上させるとともに、
柔軟な発想や高いスキルを持った優秀な人財の確保に注力し
ていきます。
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継続的な
継続的なイノベーションの創出
イノベーションの創出

ダイバーシティ経営

柔軟な発想や
柔軟な発想や積極的に意見が
積極的に意見が言える
言える企業文化を醸成
企業文化を醸成

中長期

ためには、創造性・革新性ある価値をお客様や社会に提供し続

中長期的には「グローバルに通用する人財の育成」に取り

変革型人財の育成

短期

さまざまな働き方に
さまざまな働き方に対応した環境
対応した環境を整備し、
を整備し、
生産性と組織力を向上
生産性と組織力を向上

働き方改革
働き方改革
・業務効率化

価値創造を支える基盤

ダイバーシティ推進ロードマップとKPI

▶海外グループ各社との連携
2018 年目標

専任組織「ダイバーシティ推進グループ」設置
▶ダイバーシティ・マネジメントの実践
▶女性活躍支援を中心とした活動の推進
● 働き方の見直し
▶20-20 プロジェクト⇒多様な働き方の実践
● 国内グループ会社との連携強化
●

●
●
●

働き方

2014 年

2018 年

時間外労働

平均

有給休暇行使

20 時間 20 日

人・月以下

人・年以上

（25.7）

2020 年目標

女性
活躍

多様な人財の確保
仕事と育児・介護等との両立支援 / 女性採用数の拡大
働きやすく活躍できる基盤づくり

2010 年

主要 KPI

● グローバル展開

（18）

管理職
女性比率

新卒
女性比率

（4）

（33）

5% 30%

2020 年

（

以上

役員
女性数

1名
（1）

）
は2017 年度実績

働き方改革
達成をめざして取り組み期間を1年延長し、業務別の改善施策

働き方改革への取り組み
多様な価値観を持つ人々が最大限能力を発揮できる環境
では、従業員満足度が向上し、強い信頼関係が生まれることに
より組織力や生産性の向上が期待されます。さらに生産性
の向上によって、従業員は自己研鑽等の時間を確保しやすく
なり、従業員と会社の双方が成長することができる好循環を
生み出します。
2015 年度から、生産性の高い働き方や生産性向上の実現
に向けた「20-20(ニーマルニーマル)プロジェクト」※1 を展開
しており、トップのコミットメントのもと、勤務時間の効果的な
活用とメリハリのある働き方について各職場が創意工夫した
取り組みを行っています。
2017年度は、
「20-20プロジェクト」の継続的な取り組みに
より時間外労 働 時間の削減および 有給休 暇行使日数とも
大幅に改善しましたが、目標の達成には至りませんでした。
部門間・個人間での取り組みや進捗状況のばらつき等が課題
として挙げられますが、2018 年度は「20-20プロジェクト」の

を実施するなど、
各職場に合った業務の見直しを通じてさらな
る生産性の向上を図ります。
制度面においては、2017年度は、在宅勤務対象者の拡充や
サテライトオフィス導入等を実施し、さまざまな働き方に対応
した環境づくりに注力しました。2018年度は、勤務間インター
バル制度やボランティア休暇制度の導入など、さらなる制度・
施策の充実を図ります。日立ハイテクグループの「働き方改
革宣言」にある「計画的な年休取得を進め、視野や経験を広げ
る機会を増やす」ことを目的に、従業員個人の成長がビジネス
にもつなげられる環境づくりに努めていきます。
加えて、制度利用を促し、職場を活性化するための風土醸成
にも取り組みました。具体的には、
制度説明会、PCスキルアップ
や DC（確定拠出型年金）の勉強会を実施するなど、従業員に
よる自発的な働き方改革の実施につながる取り組みを継続的
に行っています。
※1 2
 0-20(ニーマルニーマル)プロジェクト： 時間外労働平均 20 時間 /人・月以下、
有給
休暇行使 20 日 /人・年以上を目標に、勤務時間の効果的な活用とメリハリある働き
方を創意工夫することで従業員一人ひとりの力の発揮と組織力向上をめざす活動

● 20-20プロジェクトの制度・施策
区分

制度

風土醸成

その他の
取り組み

2015 年度

2016 年度

2017 年度
・家族看護休暇の拡大
・在宅勤務制度（月俸者）
・有給育児休暇
在宅勤務制度
・時間単位年休
・育児・仕事両立支援金
（育児・介護）
・コア無しフレックスタイム制 ・配偶者転勤休暇
・時間外労働ガイドライン制定 ・在宅勤務制度の対象者拡大
・サテライトオフィスの導入
・働き方改革宣言
・ワーク・ライフ・バランスガイドブック
・有識者による講演会
・統括本部長のアクション宣言
の配布
・各 部門の取り組み・好事例を ・20-20
（時間外労働/有給休暇）
・プレミアムフライデー交流イベント
共有する事例発表会
組織目標設定
・20-20アワード
・いいね！お助けランチ会

2018 年度計画

・勤務間インターバル制度導入
・ボランティア休暇の導入

・テレワーク推進週間
・働き方改革ガイドブック
・ペーパーレス化
・PC 等ツールの効率使用レクチャー

 き方見直し委員 会を組 織
・働
・イクボス企業同盟※2 に加盟
（労使協議）

※2 イ
 クボス企業同盟：「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも
仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）のこと。
「イクボス企業同盟」とは、
「イクボス」の必要性を認識し、積極的に自社の管理職の意識改革を行い、新しい時代の
理想の上司（イクボス）を育てていこうとする企業のネットワークのこと

▶人財に関する詳細な活動内容や成果についてはウェブサイトを参照ください。
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Topics
「健康経営優良法人2018 ～ホワイト500～」※に認定
2018 年 2 月 20 日、日立ハイテクは、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する
「健康経営優良法人 2018 ～ホワイト500 ～」
に認定されました。
今回の認定では、
健康課題の把握・対応などを評価する「制度・施策実行」と健康診断の
指標の把握などを評価する「評価・改善」の評価項目において、高い評価を受けました。
※健 康経営優良法人 2018 ～ホワイト500 ～： 健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みを
もとに、特に優良な健康経営（従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること）
を実践している法人を顕彰し「見える化」
することで、
「従業員
の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組んでいる法人」
として社会的に評価を受けることができる環境の整備を目標に 2016 年度から開始されたもの

グローバルに通用する人財の育成・確保
日立ハイテクグループは「人こそ企業の財産」であり、一人ひとりの人財価値を高めていくことがグループ全体の持続的な価値創造
に直結すると考えています。この考えのもと「グローバル人財の創り込み、グローバルに成長する企業文化の醸成」を主たる人財育
成方針として掲げ、
全従業員を対象とした人財育成に取り組んでいます。
教育プログラムではグローバルに活躍できる人財の育成に力を入れています。階層別（営業を含む）・技術・技能の分野別に体系
化して計画的に教育を実施しており、経営教育委員会を通じて検証・改善を図っています。

事業成長を支える人財の採用
日立ハイテクでは、成長戦略の実現に向けた人財確保の施
策として、性別や国籍を問わない優秀な人財の採用に努めて
おり、2018 年 4月入社の総合職新入社員 91名のうち、
女性比
率は 33％、外国籍採用比率は 5％となりました。また高い技

などグローバル人財の創り込みに向けて、一層の充実を図って
います。

GPM（Global Performance Management）の導入
日立ハイテクグループは、自律分散型組織の実現に向けて、

術力やノウハウを持つ経験者採用も重要と考えており、2017

2016 年度にGPM を導入しました。GPM は、会社目標・部門

年度は科学・医用システムや電子デバイスシステムを中心に合

目標・個人の成果目標を連動させており、目標達成のためにと

計71名の経験者採用を実施しました。

るべき行動・プロセスを、各自が行動目標として設定します。

経営方針・事業に即した人財育成／高度専門職人財の育成

GPM 推進のための重要なコミュニケーションツールである
「コーチング＆フィードバック」では、部下の業務の達成度を上

リーダー層の育成については、キーポジションへ適切な人財

長が把握し、目標達成に向けた取り組みや改善の自律的推進

を早期に育成・配置するプログラムを運用しており、2017年

に向けたアドバイスを行います。2017年度は、評価者・コーチ

度は国内だけでなく、海外グループ会社にまで対象を拡大しま

ングスキル教育を実施するとともに、一部の海外グループ会社

した。今後もグローバルレベルでの経営リーダーの育成強化

にもGPMを導入しました。今後は海外グループ会社への導入

に向けて、グローバル基盤教育を踏まえた人財育成を進めて

をさらに進めるとともに、施策浸透への取り組みを強化してい

いきます。

きます。

キャリア形成を含む自律型人財育成にも力を入れており、
2017年度は高度専門職の役割を明確化し、従来の制度を拡
充してキャリアコース・育成プログラムを整備しました。今後
も引き続き、高度専門人財の育成に注力していきます。

グローバル人財の育成

42

ナショナルスタッフ向けの、グローバル共通の基盤教育を設ける

キャリア形成支援
日立ハイテクでは、従業員一人ひとりにとっての仕事の意味
や意義・価値観を重視し、充実したキャリア形成ができるよう
支援しています。具体的には、キャリア研修の実施や有資格
者によるキャリア相談室の開設のほか、キャリア形成機会の

グローバルな視点でビジネスに対応できる人財の早期育成

拡充策として、従業員一人ひとりがキャリア開発により自分自

に向けて、若手の海外派遣に積極的に取り組んでいます。1年

身を磨くための「キャリア開発支援金」を支給するなど、従業

間の海外研修制度や短期若手海外派遣プログラムを利用して

員の多様なキャリア開発を支援し人財価値の向上を図ってい

海外で研修をしています。さらに、海外の各拠点で活躍する

ます。
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価値創造を支える基盤

ダイバーシティ経営
「ダイバーシティ・マネジメント」の実践
日立ハイテクグループは、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」を経営
の中核に据えて、成長実現に向けた重要施策として取り組ん
でいます。
2017年度は、ダイバーシティを推進するための取り組みと
して、社外有識者によるダイバーシティ講演会や女性・LGBT を

女性リーダー会の様子

テーマにしたダイバーシティ・マネジメント研修を行い、従業員
がダイバーシティに触れ、考える機会としました。また、女性主
任・管理職対象のロールモデルカフェや社長・女性役員によるエ
グゼクティブラウンドテーブル、ネットワーキングを目的とした
異業種交流会への派遣に加え、基幹職対象のヒューマンスキル
研修を実施するなど、
女性リーダーの育成を促進しました。
主要 KPIについて、2017年度は、女性管理職比率 4％、新卒
女性比率 33％、役員女性数1名となり順調に進展しました。
2018 年度は経営の意思決定層の多様化に向けた女性リー

女性リーダー研修の様子

ダーの育成、女性のライフイベントを意識した早期キャリア形
成機会の提供などを通して、ダイバーシティのさらなる理解促
進と実践に注力します。
また、日立ハイテクグループでは、障がい者雇用にも積極的
に取り組んでおり、2017 年度は受け入れる側の理解を促進す
るためのセミナーを開催しました。今後は、職域の拡大と定着
化支援などの取り組みにも注力していきます。
障がい者雇用オープンセミナーの様子

Topics
なでしこ銘柄2018選定／えるぼし認定
日立ハイテクは、経済産業省と東京証券取引所が女性活躍推進に優れた企業を選定する
「なでしこ銘柄※1」に2 年連続で選ばれました。今回の選定において当社は、ダイバーシティ・
マネジメントを経営の中核に据え、さまざまな施策を全社的に展開していることに加え、経営
トップが従業員のワークライフバランスの実現に向けた働き方改革をリードしていることが
評価されました。
また 2017 年11月 29 日に、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（女性
活躍推進法）に基づく認定（通称：
「えるぼし※ 2」認定）を受け、採用・継続就業・労働時間の
働き方・管理職比率・多様なキャリアコースという5つの評価項目すべてにおいて基準を満たし、
最上位の評価である3 段階目の認定を取得しました。
※1 な
 でしこ銘柄： 経済産業省と東京証券取引所が共同で、女性活躍( 女性のキャリア支援、仕事と家庭の両立支援 )に優れた上場企業を
「中長期の企業価値向上」
を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として選定し公表するもの
※2 えるぼし： 女性活躍推進に関する行動計画の策定・届出を行った企業のうち、取り組み状況の優良な企業が厚生労働大臣より認定を受けるもので、5つの
評価項目のうち基準を満たした項目数に応じて 3 段階で評価される

▶人財に関する詳細な活動内容や成果についてはウェブサイトを参照ください。
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研究開発・イノベーション推進・知的財産
日立ハイテクは「顧客第一主義」を貫く経営戦略のもと、
事業戦略・研究開発戦略と知財戦略の融合をめざす
三位一体の活動を柱としています。

研究開発戦略
日立ハイテクグループの価値創造・競争力の源泉は、最先端の技術開発と革新的なビジネスモデル創出にあります。中期経営戦
略のもと、自社製品部門である科学・医用システムと電子デバイスシステムを中心に、中長期的な市場・産業の動向を見据えてハード・
ソフトの両輪で最先端の技術開発を推進しています。そして IoT化やAI の進展という大きな潮流変化を捉え、既存技術強化と
サービスソリューションビジネスの創出に努めています。

研究開発投資の実行
複雑かつ進歩するお客様のニーズに応えるため、既存のコア

推進しています。

技術強化、事業拡大や将来に向けたビジネスの創生に必要な

これらの取り組みの結果、2017 年度の研究開発費は267

技術や事業の開発に向けて積極的な研究開発投資を行ってい

億円で前年度比13％増となりました。また 2016 年度からの

ます。社内での開発はもとより、
（株）日立製作所の研究開発

中期経営戦略で掲げた「3 年間で 800 億円規模の研究開発

グループと緊密に連携し、日立グループでのシナジー効果を

投資」についても、各事業分野の継続的な取り組みにより計画

発揮して先進的な技術開発を進めています。また「ニーズの

以上の投資を実施する予定です。今後も積極的な研究開発

先取り」
「重要技術の先行取り込み」などのために、世界的な

投資を通じて、中長期的に事業創生が可能な分野・技術の追求

コンソーシアムへの参画、
大学・研究所との共同研究、
高い技術と

に注力していきます。

専門性を有するベンチャー企業とのパートナーシップ強化も

イノベーション推進戦略
事業環境が目覚しいスピードで変化し、個人や企業の消費傾向がモノの所有からサービスの利用へと確実にシフトしている時代にある
なか、日立ハイテクグループでは、未来への成長に向けてサービスソリューション型のビジネスをスピーディーに生み出すため、グローバル
なオープンイノベーションを通じた社外の技術やビジネスとの融合を活用して、
新規事業の創生と既在事業の革新を推進しています。

「新事業の創生」と「既存事業の革新支援」
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日立ハイテクグループでは、2016 年 4月から、グローバル

この取り組みは「オープンイノベーション」を基本として

な新事業創生に向けた全社イノベーション推進を行う「イノ

おり、研究機関やベンチャー企業、パートナー企業やお客様な

ベーション推進本部」を設置し、技術の先行的な探索・獲得や

どとのさまざまな連携を活用することで、事業創生や事業革

全社共通強化技術の開発を進めるとともに、さまざまな社外

新に向けたアイディア立案のスピードを早めるとともに、独創

組織と幅広く連携して、
「新事業の創生」
と「既存事業の革新支

性と付加価値を高めています。社内に対しては、講演会や研

援」を推進しています。

修などの「社内活性化」を行うとともに新事業のアイディアを
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価値創造を支える基盤

広く公募し、新事業テーマの立案を進めています。事業化に

対応できる仕組みを整えています。さらに、有望なベンチャー

おいては、内容に応じてカーブアウト（新会社として事業分離）

企業の情報をいち早く入手できるチャネルを確保するため、

するなど、複雑なビジネス形態の実現に対してフレキシブルに

ベンチャーキャピタルへの出資も始めています。

● イノベーション推進本部の機能

社外

オープンイノベーション
大学・ベンチャー

VC※1・コンサル

技術・情報

イノベーション
推進本部

技術の
探索・獲得
共通技術
強化

社内
※1 VC (Venture Capital)： 投資会社

人財・支援

顧客企業・他社・ベンチャー
課題

製品・サービス

本部発 新事業テーマ立案
提案テーマ
ブラッシュアップ

社内活性化
（講演会・研修）
テーマ公募

PoC

※2

提携・M&A

カーブ
アウト
（JV※ 3 等）

事業性確認
（フィジビリティ・スタディ）
事業部門
の新事業

提案

事業部門の既存事業
※2 PoC (Proof of Concept)： 概念実証

※ 3 JV (Joint Venture)： 合弁企業

知的財産戦略
日立ハイテクグループの事業に貢献する知財活動の推進を基本とし、研究開発戦略に基づき、事業部門と知的財産部が連携して、
知的財産戦略を策定・実行しています。また、知財の主たる活動である特許取得・活用・対策に加え、強化する活動としてサービス
ソリューション事業拡大への対応・新事業創出支援を推進しており、具体的には外部連携におけるビジネススキーム検討への知財
観点からの支援や知財評価活動等を行っています。

特許創生・育成活動と知的財産権の尊重

事業のグローバル化を支える国外知財の強化

研究開発戦略に基づき、発明創生活動計画を立案し、開発

日立ハイテクグループの売上収益の過半数はアジアを中心

成果の確実な権利化を図り、当社技術を守る特許網を構築

とする海外での販売です。このような事業のグローバル化に

しています。

対応し、欧米、アジアでの特許出願・権利化を強化するととも

また、構築した特許網に基づき「他社知財を使わない、当社

に、アジアを中心とする模倣品対策にも継続して取り組んでい

知財を使わせない」ことを基本ポリシーに、他社に対しては

ます。また、例えば、これまで当たり前にしていた日本出願も、

当社の知的財産権を尊重するよう求めるとともに、他社の

ビジネス動向に応じて出願をしない等、費用対効果のさらなる

知的財産権を尊重しています。

向上に努めています。なお、2017 年度の国外への特許出願

人財育成の強化と知財報奨・表彰制度の充実
日立ハイテクでは、知財活動を強力に推進するために、高度
なプロフェッショナルスキルを有し、かつ事業のグローバル化

比率は約 64% となっています。また、海外グループ会社への
開発シフトに対応し知財ポリシー作成支援や権利化サポート
等の活動を行っています。
● 知的財産データ

（単位 : 件）

に対応できる人財の育成を図っています。知的財産部は、社内

年度

2014

2015

2016

2017

弁理士10 名、博士 2名（延べ数 : 2018 年 4月現在）を擁する

特許出願件数

1,169

1,002

927

980

国内

402

327

278

350

海外

767

675

649

630

専門家集団で、
知財活動における信頼性の向上に努めています。
また、充実した発明報奨制度を設け、研究・開発の第一線で
働く従業員の発明意欲の向上を図るとともに、知的財産表彰
制度についても、発明者のより一層のモチベーション向上を
図るため、事業の変化に応じた見直しを行っています。

特許保有件数

7,115

7,400

7,469

7,930

国内

3,735

3,758

3,698

3,820

海外

3,380

3,642

3,771

4,110

※各年度のデータは、翌年度 5月集計のデータ
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サプライチェーンマネジメント
日立ハイテクグループは、
パートナー（調達先・仕入先）と良好な協創関係を構築し、
相互理解と信頼関係の維持向上に努めます。

社会背景
事業競争力を強化するためには、サプライチェーン全体で、製品の品質向上とコスト競争力・リードタイム短縮・BCP の構築などを
図ることが必要です。また、倫理行動・人権配慮・労働慣行・環境問題等の社会課題の解決のために、企業は社会的責任を果たすこと
が求められています。さらに、社会課題に配慮して生産された製品をお客様に提供できるように、自社だけではなくパートナーの取
り組みについても評価し選定することも求められます。
日立ハイテクグループにおいても、お客様からサプライチェーン全体での社会的責任への取り組みに対する要請が高まりつつあ
り、サプライチェーンマネジメントの強化は、経済・社会リスク、レピュテーションリスクを最小限に抑えることにつながります。
グローバル顧客・市場へのリソースシフト

自然災害（地震、洪水、台風など）の発生

各国の法規制の強化

社会的責任への取り組みに対する
要請の高まり

日立ハイテクがめざす方向性
パートナーとの協創関係の構築を基本としたグローバル競争に勝ち抜く
「調達保全」
と
「製品コスト競争力の強化」
日立ハイテクグループは「パートナーとの協創関係の構築
を基本としたグローバル競争に勝ち抜く調達保全と製品コス
ト競争力の強化」を調達戦略の重点基本方針として掲げ、
「調
達リスクマネジメントの強化」
「製品コスト競争力の強化」
「調
達コンプライアンスの徹底」に注力して取り組んでいます。グ
ローバル戦略・製品戦略・強固なサプライチェーンの構築を一
体化することで、
競争力のある製品作りをめざします。

パートナーとの協創関係の構築を基本とした
グローバル競争に勝ち抜く調達保全と製品コスト競争力の強化
調達リスク
マネジメントの強化
製品コスト競争力の強化

調達コンプライアンス
の徹底

調達品リスクマネジメントの強化
当社はパートナーの調達品質リスク管理のために「品質管

を構築し、設計部門とも共有することで製品開発段階での

理項目合意書」の締結を行い、アセスメントによる品質レベル

パートナーの品質・リスク管理に役立てています。2017年度

チェックを行っています。

には電子データ化による注文伝票のペーパーレス化や、当社

また品目別に調達先の推奨度を毎年見直したデータベース
46
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グループ内で調達品関連情報の早期共有化を推進しました。
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データベースは、パートナーの製造場所の情報を含んでお

調達コンプライアンスの徹底

り、品目別に複数の供給業者を確保することで、調達先の複線
化を図っています。さらに自社内外での部材の在庫を確保す

当社グループでは、コンプライアンスの徹底をあらゆる企業

るなど、自然災害による被災時にも生産の継続が可能なサプ

活動の前提であると捉えています。調達活動でも同様に、
「損

ライチェーンの構築に努めています。

得より善悪」を判断基準にパートナーと良好な協創関係を築

製品コスト競争力の強化
当社は、製品開発にリソースを集中し、常に他社に先行した
新製品を継続的に投入することを目的として、計画から試作

き、長期的視点での相互理解と相互関係の維持向上に努めま
す。パートナーとの公正な取引関係を尊重することで、あらゆ
る不正の防止と法令遵守を徹底しています。
2018 年度からは、調達業務のモニタリング強化を目的に、

までの製品構想段階から、パートナーとともにコストデザイン

社外の監査サービスを活用した内部監査を実施します。ま

による原価の作り込みを推進しています。パートナー各社が

た、国内外グループ会社の調達自己監査に当社調達部門の担

持つ最先端技術や製品の提案をもとに、量産開始までに目標

当者も参加し、遵法チェックと改善指導を行っていきます。

原価を達成することで、日立ハイテク製品の機能・性能の最適
化、コスト競争力の強化を実現します。
2017年度は那珂地区（グループ会社 3 社を含む）と笠戸地
区の調達機能を一つに集約し、集中購買体制を確立しました。
2018 年度には集約品目の拡大と集中購買体制の国内グルー

機密情報
漏洩防止

各種法律
遵守

グリーン
調達

原産国
管理

化学物質
管理
BCP

プ会社製造拠点への展開により、パートナーとの協創関係を
一層強化していきます。

社会貢献

人権保護

日立ハイテクのサプライチェーンマネジメント
日立ハイテクグループでは、2011年度に「日立ハイテクノロジーズ購買取引行動指針」を制定し、2015 年度には同行動指針
の英語版と中国語版を制定してグローバル対応を図りました。
調達取引を新規に開始する場合には、( 株 ) 日立製作所が発行している「日立グループサプライチェーン CSR 調達ガイドライン
(2017 年1月改訂)」に基づいて、社会的責任（倫理行動・人権配慮・労働慣行・環境問題・品質・安全等）に関わる取り組み状況を把
握し、当社グループの調達・選定方針に則しているかを確認しています。

各製造拠点において取引先説明会を開催

「サプライチェーン CSR 推進活動」の取り組みを説明していま
す。2013 年度からは「日立グループサプライチェーン CSR 調

パートナーへの情報発信と相互コミュニケーションによる

達ガイドライン」をパートナー評価の共通基準として位置づ

CSR 意識の共有を目的に、自社製品製造部門のパートナーを

け、検証と相互理解を深めています。評価結果はパートナーに

対象に定期的な説明会を開催しています。当社の各製造拠

フィードバックし、必要に応じて改善を要請・支援しています。

点で、年2 回、日立グループ全体の「グリーン調達活動の推進」

環境CSR対応調達の推進
当社グループは、購入する製品や部品・材料等は環境に配慮
されたものを優先的に購入する「グリーン調達」を実施してい
ます。厳格化するRoHS 指令など各種法規制に対しては、製
品含有化学物質の管理や日立グループのグリーン調達システ
ムである「A Gree’Net」を利用し、化学物質の規制拡大に対
応しています。また、日立グループの「環境 CSR 対応モノづく
り」活動を推進しており、那珂地区ではパートナーの皆様が環
境保全活動に積極的に取り組んでくださるよう、働きかけや

取引先説明会（那珂地区）

サポートを実施しています。
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環境マネジメント
日立ハイテクグループでは、製品・サービスを通じて環境と調和した
持続可能な社会を実現することを指針とし、環境に配慮した事業活動を
推進していくことで企業の社会的責任を果たしていきます。

社会背景
2015 年12 月に開催された COP21において、今世紀後半に世界の平均気温上昇を産業革命前より2℃未満に抑える長期目標
が採択され、2016 年11月4 日に協定（パリ協定）が発効されました。日本では、温室効果ガス排出削減目標として、中期削減目標
（2030 年度に2013 年度比 26％減）および長期削減目標（2050 年に80％減）
が掲げられています。
また、21世紀の国際社会の共通ルールであり達成目標に位置付けられるSDGsにおいても、環境に関する目標として「13．気候変
動に具体的な対策を」が掲げられているなど、環境問題は世界共通の課題として認識されています。
気候変動への対応をはじめとした環境に関する社会課題に対して適切に対処するとともに、企業として事業の面からも環境負荷
低減に貢献することが必要となっています。

日立ハイテクがめざす方向性
持続可能な地球環境への貢献
日立ハイテクグループでは、地球環境があってこそ社会・
市場が健全に成り立ち、事業が継続できるという考えに基づき、

した製品を増やすことでバリューチェーンを通じた CO2 排出
量の抑制に貢献しています。

日立ハイテクグループのマテリアリティ（重要課題）に「持続

さらに 2018 年度から、低炭素社会への移行に伴うリスク

可能な地球環境への貢献」をテーマの1つとして設定してい

および機会に関するシナリオ分析を進め、長期的視点で事業

ます。

プロセスとのさらなる連動を図り「低炭素社会」の実現をめ

日立ハイテクグループは、地球規模の環境課題として気候

ざします。

変動の影響に焦点を当て、温室効果ガスの抑制を最優先に、
事業プロセスと連動した活動を推進しています。
主たる温室効果ガスである CO2 を抑制するためには、エネ

● 環境マネジメントにおける取り組みテーマ

ルギー起因の排出量削減が必要ですが、事業規模が拡大する

環境経営の
推進

ことにより排出量は増加してしまいます。こうした状況に対
し、生産プロセス改善や合理化設備投資によりエネルギー効
率を高めるとともに、再生可能エネルギーを導入するなど、売

生物多様性の
保全

グローバル
環境管理

上収益原単位当たりの排出量の抑制に努めています。また
環境配慮設計（エコデザイン）とライフサイクルアセスメント
を導入した製品開発プロセスにより、お客様が当社製品を使
用する段階において消費電力を削減できるなど、環境に配慮
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環境に配慮した
製品の提供

環境リスクの
低減
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環境経営の推進
CO2排出削減計画を策定し、計画的な環境設備投資を推進
日立ハイテクグループでは、CO2 排出量削減に大きな効果を

排出量を2.7％削減しました。また投資効果確認精度のさらなる

もたらす環境設備投資について、2016 年12 月に「環境設備投資

向上に向けた使用エネルギーの監視（見える化）を推進していま

ガイドライン」を策定し運用することで、環境設備投資の容易性お

す。そのために、生産プロセス改善に向けたIoT化と同期した電

よび有効性の向上を図るとともに、CO2 削減目標達成に向けて

力監視システムの構築に取り組んでいます。また 2018 年度から

取り組んでいます。

は太陽光発電の追加導入や電力契約の見直しなど、再生可能エネ

本ガイドラインの運用により、2017年度の環境設備投資金額

ルギーの活用を積極的に進めていきます。

は2016 年度と比較して 24％増加し、国内製造系サイトの CO2
● 環境投資コスト
2016年度

● 国内製造系サイトCO2排出量推移
公害防止
2.1%

環境投資
合計額
601

（百万円/年）

温暖化防止
97.9%

資源循環
3.3%

2017年度

(t-CO2)

公害防止
0.3%

41,540

40,190

41,106

42,539

41,394

2013

2014

2015

2016

2017

環境投資
合計額
747

（百万円/年）

温暖化防止
96.4%

(年度)

グローバル環境管理とリスクマネジメントの強化
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
国内各地区および海外を含むグループ会社を事業ブロック

海外グループ会社の営業取引に対するリスク管理は、コーポ

単位に分け、国や地域の規制値より厳しい自主基準値を各社

レート機能である「グローバル環境営業部会」での情報の展

で定め、その遵守に努めています。また相互環境監査を通じ、

開や共有により、リスクの低減に努めています。2017年度は

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

海外グループ会社のナショナルスタッフが日本に一堂に会して

認を行い、環境事故の未然防止に努めています。

法令対応に関する課題を共有し、連携強化を図りました。

製品製造・サービスにおけるリスク管理については、
「環境戦

日立ハイテクグループは、M&A 等によりグローバルな事業

略部会」を通じて定期的な情報提供と現地指導、監査を実施

展開が加速する中、事業リスクの低減・回避を目的に、今後も

しています。2017 年度は、海外製造拠点での環境活動交流

グループ全体で環境管理の強化に努めていきます。

会を実施し、環境管理レベルの向上を図りました。2018 年度
は各地区・グループ会社における法令リスクの高い業務プロセ
スの洗い出しおよび改善により、法令リスクのさらなる低減を
進めていきます。

なお、2017年度は環境に関する重大な法令違反はありま
せんでした。
● 環境委員会と所属部会体制図
環境委員会

日立ハイテクグループの国内拠点に該当する環境法令につ

環境分野の戦略策定
環境リスクの最小化

いては、2014 年度から、自社開発した環境法令管理システム
での改正情報配信管理および遵守評価管理を行っています。
2018 年度からはシステム利用の効率向上を図りつつ、条例管
理や事由発生のアラート等の機能を追加し法令管理の強化を
図ります。

環境戦略部会

グローバル環境営業部会

環境行動計画の策定・実行
環境課題管理

営業取引上の
環境リスク管理
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環境に配慮した製品の提供
製品使用時のCO2排出量※1低減への取り組み
日立ハイテクグループでは、低炭素社会の実現に向けて

開発し、お客様に、より環境負荷を低減した製品を提供して

2016 年度から環 境 配 慮 設 計（エコデ ザイン）を導入し、

いきます。

バリューチェーン全体の中で CO2 排出量の多くを占めている

※1 製品使用時の CO2 排出量： 製品使用時の消費電力から算出した CO2 排出量
※2 国際電気標準会議規格 : 電気・電子機器製品の「環境配慮設計」を定めたもの

製品使用時の CO2 排出量低減に取り組んできました。

アセスメントの導入

また、この取り組みは国際規格 IEC62430 ※ 2 に準拠した
設計・開発プロセスを取り入れることで、環境負荷低減につな

製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷の低減に向け、

がる製品の付加価値や競争優位性の向上につながります。

製品の開発プロセスに「環境配慮設計アセスメント」と「ライフ

導入 2 年目となる2017 年度は、CO 2 排出削減率改善の

サイクルアセスメント」を導入しました。環境負荷の低減に

目標 25％に対し、実 績 29％となり目標 を 達 成しました。

繋がる取り組みを製品の開発目標に掲げ、環境配慮設計アセ

また、当社ウェブサイトにおいて環境に配慮して開発された

スメントツールで評価しています。また、開発製品と従来製品

製品の公表拡大に取り組むなど、情報公開に努めています。

の仕様を比較し、環境に影響を与える製品のライフサイクル

日立ハイテクグループは、今後も環境に配慮した製品を

全てに関わる項目を定量的に評価しています。

Topics
環境配慮設計を導入し開発した製品（2017年度）

〜フタル酸エステル類スクリーニング検査装置 HM1000〜

EU の RoHS 指令の改正に伴い、2019 年 7月から、民生用電気製品や玩具などの
絶縁被覆材や電気絶縁テープ、包装用フィルムなどに使用されることがある4 種類の
フタル酸エステルが規制対象物質に加わります。本製品は、フタル酸エステル類の
迅速なスクリーニング検査を生産現場で簡単に行うための専用機です。操作性の良さ
に加え、約 8 時間で 50 個の自動測定という高スループットな検査を実現しています。
環境配慮のポイント
①化学物質である有機溶剤を使用せず、廃棄物を削減
②分離用カラムを使用せず廃棄物を削減
③分析原理の変更により、1サンプルの測定時間を30 分程度から10 分以下に短縮し消費電力を削減
● 分析原理の変更

トラップや成分分離のステップがない状態でもフタル酸エステル類の分析を可能としました。
従来法：GC/MS※1

1

5

4

3

2

分解
加熱もしくは溶媒抽出に
よりサンプルから
フタル酸エステル類を
抽出

冷却
トラップ

成分分離

イオン化（EI※2）

質量分析

本方法：加熱脱離質量分析法（HM1000）

1

2

H+

3
H+

加熱によりサンプルから
フタル酸エステル類を気化

イオン化（APCI※3）

※1 GC/MS（Gas Chromatography - Mass Spectrometry）： ガスクロマトグラフィー質量分析法
※2 EI（Electron Ionization）： 電子衝撃イオン化法
※ 3 APCI（Atmospheric Pressure Chemical Ionization）： 大気圧化学イオン化法
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質量分析

H+

価値創造を支える基盤

生物多様性の保全
私たちの暮らしは、生物多様性がもたらす多くの恩恵（自然の恵み）
によって支えられています。しかし、経済発展が進むと同時に、
自然環境の破壊や汚染、資源の過剰な利用が進み、地球の生物多様性が危機に直面しています。日立ハイテクグループでは、日立グループ
共通の指標として設定された116の生態系保全活動メニューに基づき、
各拠点の活動計画を策定し全社で新たな活動を推進しています。
豊かな自然と共生する社会をめざして、
さまざまなステークホルダーと連携・協働し、
生物多様性保全活動に継続的に取り組んでいます。

「日立ハイテクサイエンスの森」
における取り組み
日立ハイテクサイエンス・小山

2017年度は、継続的に実施しているススキの株分け、セイタ

事業所（静岡県駿東郡）内にあ

カアワダチソウなどの外来植物の駆除に加え、同敷地内で採

る研究 開 発 施 設を取り囲む 緑

取したクヌギやコナラのどんぐり（広葉樹の種）から育てた苗

地「日立ハイテクサイエンスの

木を、広葉樹林化に向けて人工林を伐採した跡地に一部移植

森」
（約 44,000 平方メートル）に

しました。こうした活動を継続し、地域本来の自然環境の再

おいて、
同敷地内に生育している

生に取り組んでいきます。

地域在来の植物を活用した「広

※ JHEP 認証制度 「
: 事業前の過去」と「事業後の将来」における生物多様性の価値を
比較することで、その差を評価・ランク付けし、認証する制度。自然の量・質を過去
よりも減らさない（ノーネットロス）、または向上させる（ネットゲイン）事業を行って
いることを明示する日本唯一の認証制度

葉樹林化」、さまざまな在来の野
草の咲く「ススキ草地の再生」、
「外来植物の駆除」など、生物多様性保全活動に取り組んでい
ます。2015 年12 月には、公益財団法人日本生態系協会によ

●「日立ハイテクサイエンスの森」がめざす姿（植生分布の変遷）
2015年

るJHEP 認証制度※で研究開発施設として日本で初めてAA+

2065年

評価の認証を取得しました。

広葉樹の苗木移植作業

苗木移植作業に参加した従業員

●「日立ハイテクサイエンスの森」がめざす姿（生態系ピラミッド）

広葉樹林
スギ・ヒノキ人工林
芝生地等

半自然草地
非緑地

出典：公益財団法人日本生態系協会

▶環境マネジメントに関する詳細な活動内容や成果についてはウェブサイトを参照ください。
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地域社会とのつながり
日立ハイテクグループは、
事業特性を活かした社会貢献活動を積極的に推進し、
「企業市民」としての社会的責任を果たしていきます。

社会背景
子どもたちが理科に興味をもつ機会が少なく、理系の人財が育ちにくいということは、先進国における共通の社会課題です。
児童・学生の「理科離れ」
は、
企業にとっては研究開発を担う人財の獲得難や企業競争力の低下につながり、
社会にとっては科学技術の
発展の遅れにつながる課題です。国際社会共通の課題であるSDGs の「4. 質の高い教育をみんなに」では、すべての人々に包摂的
かつ公平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進することが求められています。
また、地域コミュニティをはじめとしたステークホルダーとの継続的なコミュニケーションは、企業の認知度向上やブランドの
醸成につながり、顧客や学生、従業員を長期にわたり惹きつける重要な資産となります。さらにソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）の普及により、コミュニケーション方法が多様化しており、地域や社会とのコミュニケーションの重要性が増しています。

日立ハイテクがめざす方向性
「持続的な成長」と「中長期的な企業価値向上」に資する活動を推進
中長期的な企業価値向上には継続した社会貢献活動への取

た特徴ある社会貢献活動を通

り組みが必要であるという考えのもと、日立ハイテクグループ

じて、
「理科離れ」などの社会課

は、
10 年、
20 年先を見据えて、
「人づくり」
「環境保全」
「地域貢献」

題の解決に貢献していきます。

の3つを社会貢献活動の注力分野に定めて取り組んでいます。

それがひいては、ステークホル

本業との結び付きが強く、本業で培ったリソースを社会課題

ダーとの信頼関係の構築につ

の解決につなげていくことで価値を創造するCSVを意識して活

ながり、長期的には企業ブラン

動しており、科学機器をはじめとした「技術」
「製品」
を最大限に活

ド・認知度向上、
優秀な人財の確

かした理科教育の振興支援や従業員のスキルや知見を活かし

保にもつながると考えています。

地域貢献
スポーツを通じた地域との交流
日立ハイテク女子バスケットボール部クーガーズは、
活動拠点で

教育機関との信頼関係の構築に

ある茨城県ひたちなか市を中心に近隣保育園でのバスケットボー

つながるとともに、当社を知って

ル教室や小中学生を対象としたバスケットボールクリニックを全

いただくよい機会となり、企業

国で行い、
地域の方々と交流する活動に積極的に参加しています。

認知度の向上にもつながってい

活動は子どもの健康増進や地域のスポーツ振興に寄与し、
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ます。

● 社会貢献活動の3つの注力分野

人づくり

環境保全

地域貢献

価値創造を支える基盤

人づくり— 理科教育の振興支援
● 理科教育支援活動の目的
「理科離れ」
の解決

１．自社製品・技術・知見を活かして「理科離れ」という社会課題の解決への一助をめざす。
２．日立ハイテクグループ社員に自社製品と自らの知見が社会の役に立っていることを
実感してもらい、自社を好きになってもらう。自分や仕事に一層自信を持ってもらう。
３．学校教育現場や科学技術館、
お客様や地域コミュニティなどとの長く良好な関係づくり

社員に自信を
持ってもらう

日立ハイテク
ファンを増やす

に貢献することで、日立ハイテクグループのファンを増やしプレゼンス向上につなげる。

電子顕微鏡を通じて子ども向けの理科教育活動を支援
日立ハイテクは自社製品である卓上電子顕微鏡を活用し

会社である日立ハイテクサポートは、特別支援学校に対する

た理科教育支援活動を行っています。身近な物をミクロのス

出前授業などを実施しており、東京都教育委員会から表彰を

ケールで見る体験を通じて、子どもたちの科学技術への興味

受けています。

関心を喚起し、理科離れという教育現場の課題解決に寄与す

自社製品を活用した活動は、教育現場の課題解決に貢献す

ることを目的としており、小・中学校への出前授業や科学館・企

るとともに、世界各国・地域において当社製品を知っていただ

画展などへの展示など、さまざまな学習イベントに協力してい

く機会にもなっており、新たなビジネス機会につながると考え

ます。理科教育の振興支援は、当社のみならず、グループ会社

ています。

とも連携してグローバルに活動を展開しています。グループ
● 世界に広がる理科教育支援活動

※
スーパーサイエンスハイスクール
（SSH）
への協力

日立ハイテクは、文部科学省が指定する SSH に卓上電子
顕微鏡を貸し出すとともに、用途を各学校に委ね、自由に研究
を行える環境を提供することで、理数系人財の科学学習・研究
に寄与しています。日本の科学技術の発展を支援するととも
に、近い将来、科学者や研究者など、当社のお客様・従業員とな

理科教室参加者数（国内）
11,069 名
（2017 年度実績）

りうる学生に認知していただくよい機会となっています。
※スーパーサイエンスハイスクール（SSH）： 文部科学省により指定を受け、先進的な
理数教育を実施する高等学校等

今後に向けて
従来は、管掌部門であるCSR 本部に所属する従業員を中心
に理科教育支援を行ってきましたが、2017 年度より、一般
従業員も講師やアシスタントとして活動しています。講師を
増やすことで活動の幅を広げるとともに、参加する従業員に
おいては、社会課題解決の視点で業務を見つめ直すきっかけ
海外グループ会社での出前授業（台湾） 海外での中学生向けイベント（ロシア）

になり、職場活性化・生産性向上にも寄与するものと考えます。
今後も活動の対象エリアを拡大しながら、さまざまな関連
団体との協力関係を構築するとともに戦略的にプログラムを
実施し、科学研究を担う次世代人財育成への貢献を通じて、
社会に価値を提供していきます。

国内支店従業員が講師としてイベントに参加（愛知県）
▶地域社会とのつながりに関する詳細な活動内容や成果についてはウェブサイトを参照ください。
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企業情報

財務ハイライト
株式会社日立ハイテクノロジーズおよび連結子会社

国際財務報告基準（IFRS）

百万円

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

621,815

619,632

628,984

644,545

687,670

科学・医用システム

150,308

164,264

176,997

186,120

188,087

電子デバイスシステム

103,184

105,893

102,711

124,483

135,651

−

−

98,549

91,612

76,498

2013 年度

会計年度
売上収益

産業システム※
ファインテックシステム

16,677

11,354

−

ー

ー

産業・ITシステム

93,722

84,869

ー

ー

ー

先端産業部材

263,983

258,110

256,822

250,204

294,330

その他・調整額

（6,059）

（4,857）

（6,094）

(7,874)

(6,896)

EBIT

31,367

44,778

48,209

53,636

55,236

親会社株主に帰属する当期利益

19,860

31,093

35,989

40,170

40,882

営業活動に関するキャッシュ・フロー

35,533

34,426

18,541

60,519

29,221

6,107

(28,908)

(12,993)

31,612

16,228

(10,464)

(12,742)

投資活動に関するキャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー

（24,250）

（9,277）

11,283

25,149

24,648

（4,482）

（5,662）

（7,120）

設備投資額

18,921

14,453

12,030

14,363

15,711

減価償却費

9,289

10,574

10,527

10,525

11,830

研究開発費

20,092

19,556

20,163

23,581

26,693

総資産額

494,703

536,705

531,032

587,751

623,335

親会社株主に帰属する持分

270,696

301,378

320,790

356,913

390,063

現金および現金同等物の期末残高

132,923

153,942

169,375

189,783

192,361

10,504

10,012

9,902

10,317

10,898

144.39

226.08

261.68

292.08

297.27

1,968.19

2,191.32

2,332.50

2,595.18

2,836.26

30.00

45.00

65.00

80.00

85.00

5.1

7.3

7.7

8.4

8.1

54.7

56.2

60.4

60.7

62.6

親会社株主持分当期利益率（%）

7.7

10.9

11.6

11.9

10.9

資産合計税引前利益率（%）

6.8

8.8

9.1

9.6

9.2

16.6

16.2

12.1

15.5

17.0

財務活動に関するキャッシュ・フロー

会計年度末

従業員数（名）

1株当たり情報（円）
親会社株主に帰属する当期利益
親会社株主に帰属する持分
配当金

経営指標
売上収益税引前利益率（%）
親会社株主持分比率（%）

株価収益率（倍）

※2016 年度より「ファインテックシステム」
と「産業・ITシステム」
を「産業システム」
に統合しています。これに伴い2015 年度はリステート後の売上収益を記載しています。
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企業情報

非財務ハイライト
従業員の多様性※1
単位

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

名

3,809

3,768

3,711

3,811

3,964

男性

名

3,267

3,213

3,161

3,236

3,354

女性

名

542

555

550

575

610

外国人

名

37

34

32

39

40

平均年齢

歳

41.6

42.4

42.5

42.8

43.1

男性

歳

41.9

42.6

42.7

43.0

43.3

女性

歳

40.3

41.3

42.3

42.5

42.4

勤続年数

年

18.9

19.3

19.7

19.8

19.6

男性

年

19.3

19.6

20.1

20.2

20.1

女性

年

16.7

17.1

18.4

18.4

17.7

男性

名

1,007

1,029

1,046

1,027

1,043

女性

名

23

27

36

41

44

男性

名

221

228

239

236

250

女性

名

5

5

6

6

6

%

2.2

2.6

3.3

3.8

4.0

障がい者雇用比率

%

2.06

2.19

2.36

2.57

2.66

総合職採用数（新卒）

名

48

53

45

62

91

うち女性

名

8

12

12

22

30

うち外国籍

名

1

0

2

8

5

総合職採用数（経験者）

名

5

5

17

33

71

離職者数

名

82

59

58

40

39

従業員数（単体）

管理職数

うち部長職以上

女性管理職比率
※2

※3

働き方の状況※1
単位

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

短時間勤務制度利用者数

名

85

90

84

80

77

育児休暇制度利用者数
（うち男性）

名

41（0）

41（1）

38（0）

43（3）

46（2）

育児休業復職率

%

96.0

93.0

94.7

100.0

91.0

介護休業取得者数

名

1

4

1

2

2

有給休暇取得日数

日

14.1

14.6

15.8

16.6

18.0

有給休暇取得率

％

58.3

62.5

65.0

69.0

75.0

時間 /月

22.8

29.4

28.7

27.7

25.7

時間外労働時間（組合員平均）

地域社会
単位
社会貢献活動支出額※4

百万円

理科教室参加者数（国内）

※5

名

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

41

51

48

77

98

2,422

1,969

2,948

8,007

11,069

※1 : 日立ハイテクノロジーズ単独実績
※2 : 国内連結実績
※3 : 転籍・その他を除く（自己都合、
会社都合）
※4 : 自主プログラムの運営、
社会貢献活動への従業員参加・派遣、
寄付などに支出した金額 ※5 : 2017年度参加者数には、
スーパーサイエンスハイスクール巡回校での装置使用者数を含む
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環境
単位

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

国内製造系サイト CO2 排出量

t-CO2

41,540

40,190

41,106

42,539

41,394

海外 CO2 排出量

t-CO2

5,266

9,601※1

7,403

8,871

9,614

t-CO2 /
国内製造系サイトCO2 排出量売上収益原単位
百万円

0.165

0.165

0.158

0.141

0.133

20

22

28

29

30

製品による CO2 排出抑制量

万 t-CO2

21,336 ※1

国内エネルギー使用量（原油換算）

kl

18,119

17,658

18,829

19,876

国内エネルギー使用量
原単位改善率（原油換算）2005 年度比

%

36.0

36.0

34.6

42.9

45.3

※2
海外エネルギー使用量（原油換算）

kl

ー

ー

3,086

3,730

4,118

国内製造系サイト廃棄物発生量

t

1,931

1,882

2,013

2,445

2,519

最終処分率

%

0.05

0.03

0.02

0.01

0.02

海外廃棄物発生量

t

150

154

168

210 ※1

46 ※ 3
436,736

国内製造系サイト水使用量

m3

383,614

344,309

392,366

403,333

海外水使用量

m3

22,163

30,514

35,517

39,908

6.3

5.7

4.4

4.2

3.8

化学物質大気排出量

t

39,400 ※4

環境保全コスト

百万円

2,347

2,603

2,411

2,824

3,303

環境保全効果（経済効果）※ 5

百万円

56

85

51

60

83

環境投資コスト※ 6

百万円

194

579

533

601

747

※5

※1 集計対象範囲増加による影響 ※2 2015 年度から集計開始
※ 3 2016 年度までは製造拠点と非製造拠点の廃棄物を集計しているが、2017 年度からは製造拠点の有害廃棄物のみを集計
※4 2017 年度から、水使用量が把握できない販売拠点については、水使用量を把握している販売拠点の水使用量と従業員数に基づき推定計算で算出
※ 5 環境保全コスト、
環境保全効果：環境負荷の発生防止・抑制や回避・影響の除去・発生した被害の回復、
またはこれらに資する取り組みのための投資額および費用額、
それらによる経済効果
※ 6 環境投資コスト： 環境保全コストのうち、環境法規制対応や環境負荷低減を実行するための設備投資額

ESG指数のインデックスに選定（2018年7月現在）
2018 年 7月、当社は GPIF ※が ESG 指数（ESG 投資のための株価指数）として採用した 3つの構成銘柄に選定されました。
ESG 投資は、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮している企業を重視・選別して行う
投資のことで、企業の持続的成長や中長期的な収益につながるもの、また財務諸表から把握しづらいリスクを排除できる
ものとして、昨今重視されています。

また、当社は以下の ESG/サステナビリティ指数の構成銘柄にも選定されています。

FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標 )はここに日立ハイテクノロジーズが第三者調査の結果、FTSE Blossom Japan Index 組み入れの要件を満たし、
本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE Blossom Japan IndexはグローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE Russell が作成し、環境、社会、ガバナンス（ESG）
について優れ
た対応を行っている日本企業のパフォーマンスを測定するために設計されたものです。FTSE Blossom Japan Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用されます。
THE INCLUSION OF HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX
NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION BY MSCI OR ANY
OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE
MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

※GPIF：年金積立金管理運用独立行政法人（Government Pension Investment Fund）
。厚生年金と国民年金の年金積立金を管理・運用する、
厚生労働省が所管する独立行政法人。
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企業データ/株式情報

（2018年3月末現在）

企業データ

大株主の状況

設

立

1947年4月12日

資 本

金

7,938百万円

従業員数

連結 10,898名

株主名

単独 3,964名

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

上場証券取引所

東京証券取引所 市場第一部

会 計 監 査 人

EY新日本有限責任監査法人

所有者別株式分布状況（持株数）

137,738,730株
（100.0%）

■
■
■
■
■

国内法人・その他 72,533,111株 52.7%
外国人
35,810,026株 26.0%
金融機関
20,863,800株 15.1%
個人
6,377,509株 4.6%
証券会社
2,154,284株
1.6%

所有者別株式分布状況（株主数）

7,361名
（100.0%）

■
■
■
■
■

個人
外国人
国内法人・その他
金融機関
証券会社

6,645名 90.3%
532名
7.2%
106名
1.4%
43名 0.6%
35名 0.5%

持株数（株）

持株比率
（%）

( 株 )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 )［信託口］

5,289,300

3.85

日本マスタートラスト
信託銀行 ( 株 )［信託口］

4,879,500

3.55

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

2,024,184

1.47

日本トラスティ・サービス
信託銀行（株）
［信託口９］

1,588,900

1.16

日立ハイテクノロジーズ
社員持株会

1,430,649

1.04

チェース マンハッタン バンク
ジーティーエス クライアンツ
アカウント エスクロウ

1,359,187

0.99

ステート ストリート バンク
ウェスト クライアント
トリーティー 505234

1,342,548

0.98

ゴールドマンサックス
インターナショナル

1,330,878

0.97

日本トラスティ・サービス
信託銀行 ( 株 )［信託口 5］

1,307,300

0.95

※持株比率については、
自己株式（211,217 株）を控除して算出しております。

グループ会社 （2018年3月現在）
■ 日本

■ 欧州地域

（株）日立ハイテクノロジーズ

■ 北米地域

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）日立ハイテク九州
ギーゼッケ・アンド・デブリエント（株）
Chorus Call Asia（株）
（株）NeU

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
日立ハイテクアナリティカル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AWクライオ会社
MagArray 会社

■ アジア地域

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
日立ハイテクダイアグノスティクス上海会社
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
日立ハイテクアナリティカルサイエンス上海会社
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

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
日立ハイテクアナリティカルサイエンス会社
日立ハイテクアナリティカルサイエンスドイツ会社
日立ハイテクアナリティカルサイエンスフィンランド会社

■ その他の地域 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
日立ハイテクスチールブラジル会社
HHTAセミコンダクターイクイップメント会社
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発行元・お問い合わせ先

株式会社 日立ハイテクノロジーズ
CSR本部 CSR・コーポレートコミュニケーション部

〒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

環境に配慮した印刷工程と印刷資材を
採用しています。

この印刷物は適切に管理された森
林からの原料を含むFSC R 認証紙
を使用しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と間伐材
の有効活用に役立ちます。

VOC
（揮発性有機化合物）
成分ゼロの
環境に配慮したインキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液が少ない、
水なし印刷方式で印刷しました。

