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「クリタグループ サステナビリティレポート2018（以下、本レポート）」
は、クリタグループの2017年度におけるＣＳＲに関する主な取り組み、
考え方やマテリアリティをステークホルダーの皆様に報告することを
目的に発行しています。

構成
本レポートは、クリタグループのCSRの取り組みについて、対象期間に
おける戦略的な取り組みを報告するページと、7つのマテリアリティ別
に継続して報告するページの大きく2つで構成しています。その他の
取り組みは当社ウェブサイトで情報を開示しています。
http://www.kurita.co.jp/csr/csr_activity/index.html

報告対象組織
栗田工業とその国内グループ会社
※ 海外グループ会社の情報も一部含みます。

報告対象期間
2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）
※ 必要に応じて2016年度以前と2018年度以降の方針・体制・取り組
み内容を掲載しています。

参考にしたガイドライン等
・GRIスタンダード
・環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
・環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

発行日
2018年9月（次回発行予定：2019年8月）

本レポートの記載に関する補足
・ 報告内容について、「当社」は栗田工業単体、「当社および国内グ
ループ会社」は栗田工業および国内グループ会社、「クリタグループ」
は海外グループ会社を含めた全体を表します。また、特定の会社に
おける情報は、その会社名を記載しています。
・ 環境データについて、集計項目をGHGプロトコルにおけるスコープ
１・２に合わせて見直ししたこと、2017年8月以降に2016年度の一
部データにおいて修正が発生したことから、2017年度に報告した数
値に若干の変動があります。

編集方針

商号 栗田工業株式会社

所在地

〒164-0001
東京都中野区中野
4丁目10番1号
中野セントラル
パークイースト

代表取締役社長 門田 道也

設立 1949年7月13日

資本金 13,450百万円

売上高 236,815百万円（連結2018年3月期）

決算期 3月31日

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

従業員数 6,011名（連結）、1,516名（単体）

会社概要

事業別売上高
（百万円）

取水量・節水量
（千m3） （百万m3）

親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

CO2排出量・CO2排出削減量
（t）

廃棄物量・廃棄物削減量
（t）

■水処理薬品事業　■水処理装置事業

■クリタグループの取水量（左軸）
■お客様での節水量（右軸）

■クリタグループの廃棄物量
■お客様での廃棄物削減量

■クリタグループのCO2排出量
■お客様でのCO2排出削減量
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情報開示体系
クリタグループの情報は当社ウェブサイトで網羅して開示してい
ます。また、財務情報を中心とする情報媒体としてアニュアルレ
ポートや決算短信など、非財務情報を発信する情報媒体として
サステナビリティレポートを発行しています。

ウェブサイト
「企業情報」

会社概要、
役員・組織、

コーポレート・ガ
バナンス 等

ウェブサイト
「株主・投資家情報」

ウェブサイト
「CSRの取り組み」

非財務情報

代表取締役社長
門田 道也

財務情報

アニュアルレポート

決算短信、
有価証券
報告書、
株主通信 等

サステナビリティ
レポート

（年度） （年度）

（年度） （年度） （年度）
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�水�を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する
1. 水を通じて、社会との共通価値を創造することで、自然環境と人間社会の共存、共栄に貢献していきます。
2. 水の本質を深く、広く探究することによって、水の新しい機能、価値を生み出していきます。
3. 社員一人ひとりがお客様の視点に立ち、クリタ独自の技術、商品、サービスを駆使し、
お客様の水と環境の課題解決に邁進していきます。

※企業理念は1989年、創立40周年を機に制定されました。

※業務方針は、人権や法令の遵守、環境、安全衛生、調達、品質管理、情報管理など、ＣＳＲの個別活動に取り組む上で必要となる基本的な方針を定めたものです。

持続可能な社会の実現に貢献する「水と環境の独創的価値の創造者」
1. クリタグループは、イノベーションを継続し、自然環境、産業、人々の生活に貢献する事業を通じて、
環境の保全や資源の有効活用といった社会との共通価値の創造に取り組み、企業理念を実現していきます。

2. クリタグループは、お客様の無二のパートナーとして「安全性の追求」「生産性の向上」「環境負荷低減」といった
お客様の価値を創造していきます。

3. クリタグループは「サービス事業」をさらに進化させ、薬品、装置、メンテナンスの技術、商品、サービスを駆使した
総合ソリューションを、お客様に最速で提供していきます。

※企業ビジョンは、旧企業ビジョンの実現状況を総括した上で、2030年におけるあるべき姿として2018年4月に改定しました。

経営の方向性を指し示す方針類を包括し、クリタグループの理念体系の基盤として位置付けています。

1. クリタグループ行動準則
2. コーポレートガバナンスに関する方針
3. 内部統制システム構築に関する基本方針

4. CSRに関する方針
5. クリタグループBCM（事業継続マネジメント）方針
6. クリタグループ業務方針※

企業理念

企業ビジョン

基本方針

クリタグループの理念体系 クリタグループの事業

　企業理念を起点とし、クリタグループが将来にわたり社会に果たしていく使命と中長期的に目指す姿、そ
の実現に向け拠り所とする考え方や価値観を改めて整理し、クリタグループの理念体系として定めました。

　クリタグループは1949年の栗田工業株式会社創立以来、長年にわたり水処理に関する技術とノウハウ
を蓄積してきました。水処理薬品、水処理装置、メンテナンス・サービスの3つの事業領域において多様な
技術、商品、サービスを駆使し、お客様に総合的なソリューションを提供しています。
　またこれら3つの事業領域に基づき、水処理施設の運転・維持管理、土壌・地下水浄化、化学洗浄・プラ
ント設備洗浄、精密洗浄、水質分析・環境分析などの事業を幅広く展開しており、今後も総合力を活かして
「水と環境にかかわる課題の解決」という価値を社会に提供していきます。

クリタグループの理念体系　http://http://www.kurita.co.jp/philosophy_vision/index.html

クリタ
グループの
総合力

メンテナンス・
サービス

水処理装置
事業

水処理薬品
事業

精密洗浄 水質分析、
環境分析

土壌・
地下水浄化

業務用
水処理機器、
家庭向け商品の
製造・販売

水処理装置の
メンテナンス

水処理装置の
製造・販売

水処理薬品の
製造・販売

水処理施設の
運転・維持管理

化学洗浄、
プラント設備洗浄

水処理薬品事業 水処理装置事業

　クリタグループは、工場などのボイラ・冷却水系、オフィスビ
ルの空調水系におけるトラブルの未然防止や節水、省エネル
ギーを目的として、様々な水処理薬品を提供しています。また、
製造プロセスの生産効率向上に貢献する薬品や、産業排水に
含まれる有害物質を取り除き安全に処理する薬品など、多彩
な商品をラインナップし、お客様の課題に対応しています。

　クリタグループは、半導体や液晶の製造に欠かせない超純水
や、わずかな雑菌も許されない医薬用水などの水処理装置、
産業排水を無害化する排水処理装置、産業排水を回収して再
利用する回収処理装置など、求められる品質の水を製造する
最適な水処理システムを提供しています。

ボイラ薬品 超純水製造装置冷却水薬品 排水処理設備

大切にする5つの価値

2 3THE KURITA GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2018 THE KURITA GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2018



世界の変化とクリタグループの責務

社会との共通価値の創造に向けて

　IoTやAI、ロボット技術などを軸とする第四次産業革命が

進む中、貧困や格差の拡大、気候変動をはじめとする環境

問題、労働者の人権侵害といった課題に対する国や企業の

対応が、ESGやSDGsへの取り組みとして世界規模で広がっ

ています。

　これらは、人間や国、企業のあり方について、現代社会

が本質的に見つめ直す段階に来ていることを表しているよ

うに思えます。

　クリタグループは創業以来約70年、一貫して「水と環境」

の分野におけるソリューションを提供し、現在30ヵ国以上

で事業を行う企業グループへと成長してきました。クリタグ

ループの歩みが世界の動きや産業の発展とともにあったこ

とを踏まえると、私たちもまた、企業としてどうあるべきか

を改めて問い直す時期が来たと考えています。

　クリタグループはこれまで、「水と環境にかかわる課題の

解決」という価値をお客様に提供することによって事業を拡

大し、企業として成長してきました。今後もお客様の視点を

大切に、価値の提供にこだわっていきます。一方で、世界

の変化を踏まえ、社会的な課題解決の視点から、クリタグ

ループが提供できる価値を捉え直していきます。

　世界が直面する社会的課題としてSDGsが示す、淡水の

欠乏、気候変動、天然資源の減少などは、クリタグループが

これまで培ってきた技術、ノウハウが大いに活かせる分野

であります。そしてCSRに関する方針が掲げる「水資源問題

の解決」「持続可能なエネルギー利用の実現」「廃棄物の削

減」「産業の生産技術進歩」への取り組みによって、クリタグ

ループは事業を通じて社会に価値を提供していく考えです。

　私たちは企業理念「�水�を究め、自然と人間が調和した

豊かな環境を創造する」に込められた思いとクリタグループ

の現状を捉え直し、改めてクリタグループの理念体系を定

め、その中の基本方針のひとつとして「CSRに関する方針」

を制定しました。

　本方針は企業理念の実現に向けて私たちがありたい姿、

そしてステークホルダーの皆様からのクリタグループへの

期待をサステナビリティの視点から検討し、達成目標ととも

に示したものです。これは、クリタグループがリスク対応力

と事業競争力の双方を強化しつつ、社会に価値を提供し、

企業価値を向上させていくという経営姿勢を表明したもの

です。

　「�水�を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造

する」というクリタグループの企業理念は、事業活動が社会

的価値の創造に帰結することを明示しています。そして

2018年4月 にスタートした 中 期 経 営 計 画MVP-22

（Maximize Value Proposition 2022）では、「社会との共通

価値の創造」を最重要施策として掲げています。2018年度

をクリタグループ変革の年と位置付け、社会との共通価値

の創造に総力を挙げて取り組んでいきます。

トップメッセージ

代表取締役社長

代表取締役社長

門田 道也

クリタグループは、
社会との共通価値の創造を通して、
企業理念を実現していきます。
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クリタグループのCSR

クリタグループの目指す共通価値の創造 CSRに関する方針

　クリタグループは、企業理念の実現に向けてクリタグループが成長し続けていくため、CSRを経営戦略の中核
に位置付け、安全や人権、コンプライアンス、環境といったCSRの取り組みを一層強化することを決定しました。
　2018年4月にスタートした中期経営計画MVP-22（Maximize Value Proposition 2022）では、CSV
（Creating Shared Value）を最も重要な経営の方向性としており、本計画における重点施策の一つである
「CSVビジネス※の展開」により、「水と環境」に関するソリューションをお客様に提供することで、事業活動を通
した社会的課題の解決に貢献し、共通価値を創造していきます。
※クリタグループのCSVビジネスについては23ページを参照

　クリタグループは、CSRに対する取り組みを推進するため、CSRの定義や目的、重点的に取り組むテーマと
活動目標を以下の通り定めました。また、クリタグループは持続可能な開発目標（SDGs）を支持しており、重
点的に取り組むテーマとSDGsを対応させています。

 共通価値の創造  CSRに関する方針

 定義  取り組む目的

クリタグループの社会への影響に対する責任 １．クリタグループと社会の共通価値を創造し最大化する
２．クリタグループの潜在的悪影響を特定し、防止・軽減する

　CSRに関する方針の策定にあたって、①ステークホルダーか
らクリタグループへの期待、②クリタグループが社会に与える
影響、の2軸で検討してマテリアリティを特定しました。さらに

経営・事業活動の基礎とすべき課題と企業理念の実現に向け
た成長機会の2つの視点で検討を重ね「基礎テーマ」「成長機
会テーマ」からなるCSRに関する方針を下表の通り定めました。

水と環境の問題にソリューションを提供し、未来への責任を果たす
重点的に取り組むテーマ 2030年における

あるべき姿、取り組み姿勢 2022年度の目標

基
礎
テ
ー
マ

1. 安全性の高いサービス・製品を提供する 安全、健康、環境に配慮したサービ
ス・製品を開発、提供し、社会からの
信頼を維持する。

①商品開発テーマに占める「安全性向上」と「法改
正対応」に該当するテーマ数の割合：15%

②「製品・サービス」に関わる従業員の定期安全教
育受講率：100%

2. 公正に事業を行う 自由競争に基づく公正で透明な取引
を維持する。また、政治、行政との健
全かつ正常な関係を維持する。

役員・従業員のコンプライアンスに
関する教育受講率：100%

3. 人権を尊重する 人権に関する国際規範を支持・尊重
し、国連が定めた「ビジネスと人権に
関する指導原則」に基づき、人権尊重
の取り組みを推進する。

①役員・従業員の人権に関する教育受講率※1：
100%

②強度率※2：0.005

成
長
機
会
テ
ー
マ

4. 水資源の問題を解決する すべての人々の生活と、産業の発展
に必要な水を、節水・浄化・再利用
技術により確保し、それぞれに最適な
水質・水量で提供する。

 顧客における節水量※3 57百万m3　
 ▲自社での取水量　 　7百万m3　
 差　 50百万m3※4

5. 持続可能なエネルギー利用を実現する 生活、産業におけるエネルギーの使用
を最適化するとともに、エネルギーを
創る技術を広く社会に普及させる。

 顧客におけるCO2排出削減量※3 253千t　
 ▲自社でのCO2排出量　 　253千t　
 差　 0t※4

6. 廃棄物を削減する 廃棄物を資源として活用する技術、廃
棄物の発生量を抑制する技術を普及
させ、廃棄物ゼロを目指す。

 顧客における廃棄物削減量※3 136千t　
 ▲自社での廃棄物量　 　36千t　
 差　 100千t※4

7. 産業の生産技術を進歩させる 水のビッグデータを駆使し、産業の生
産効率と製品品質のイノベーション
に貢献する。

商品開発テーマに占める「生産プロセスの改善・改
良への貢献」該当するテーマの割合：35%

※1 従業員一人当たり3年で1回受講することとしています。
※2 現場工事に関わる部門とその取引先を対象とし、「労働損失日数÷延労働時間数×1,000」で算出しています。
※3 顧客の工場・事業所において、クリタグループの商品・技術・サービスによって削減した環境負荷量です。
※4 事業を通じた環境負荷低減が、事業に伴って発生する環境負荷を補い、さらに上回ることを目指し、「顧客での負荷低減量－自社での負荷量」を目標として設定しています。

サプライ
チェーン

クリタ
グループ

お客様
CO2排出削減量

253千t

取水量
7百万m3

水資源の保全
水偏在の緩和

気候変動への
対応

資源の有効活用
環境汚染の防止

事業を通して
社会的課題の解決に貢献

自社内での環境負荷低減

節水量 57百万m3

CO2排出量
253千t

廃棄物削減量
136千t

廃棄物量
36千t

CSVビジネス

〈社会〉

※数値は2022年度の目標値です。
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推進体制とPDCA ステークホルダーエンゲージメント

　クリタグループでは、方針に基づき推進体制と、CSRの取り組み全体のPDCAを以下の通り定めました。 　クリタグループは、顧客、取引先、従業員、株主・投資家、地域社会をステークホルダーとし、各ステークホ
ルダーのクリタグループに対する期待、懸念、要請等を理解して経営に活かしていくために、ステークホル
ダーエンゲージメントに取り組んでいます。

外部評価（2018年6月現在）

1. SRIインデックス※への組み入れ

MSCI Global SRI/ESG Leaders Indexes
　MSCI Inc.による各業界で高いSRI・ESG評価を得られた企業から構成されるインデックス。

MSCI日本株女性活躍指数
　MSCI Inc.が、女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータ、および企業の開示情報に基
づき、多面的に性別多様性スコアを算出し、各業種の中で女性の活躍が認められる企業を選定したもの。

SNAMサステナビリティ・インデックス
　損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント社（SNAM）が、SOMPOリスケアマネジメント社（環境調査）
と、インテグレックス社（社会・ガバナンス調査）の経験と知見を活かした独自の評価体系を採用して作成
したインデックス。

2. CSR格付け機関からの評価

oekom research
　ドイツに拠点を置くCSR評価会社であるイーコム･リサーチ社（oekom research AG）による、「環境
的側面」「社会的・文化的側面」からの企業責任の格付けで�Prime�に認定。

※SRIインデックス：企業の財務面のほか、社会面や環境面なども重要な投資判断とする社会的責任投資（Socially Responsible Investment：SRI）の指標のことです。

栗田工業株式会社がMSCIインデックスに含まれること、および本ページにおけるMSCIのロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名の使用は、MSCIまたはその関連会
社による栗田工業株式会社への後援、保証、販促には該当しません。MSCIの独占的所有権：MSCI、MSCIインデックス名およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もし
くはサービスマークです。

ステーク
ホルダー 目的 アプローチ方法

顧客 製品･サービスを通じた
ソリューションの提供、
顧客からの信頼の獲得

▶ 提案活動におけるコミュニケーションを通じ、個々の顧客の課題に対するソリューションを提案・提供し、
またその評価を把握する。

▶ 顧客満足度調査の実施により、顧客全般からの期待や評価、クリタグループの課題を把握する。

取引先 公正な取引、サプライ
チェーンにおける社会･
人権･環境面への配慮

▶ 調達活動におけるコミュニケーションを通じ、個々の取引先からの期待や評価を把握する。
▶ 取引先アンケートの実施により、取引先全般からの期待や評価、クリタグループの課題を把握する。
▶ 取引先ヘルプラインを設置し、匿名の相談･通報窓口を確保する。

従業員 人権尊重、従業員の
働きがいの向上、人材
育成

▶ 自己申告制度などにより従業員の声を把握する。
▶ 人材育成研修、女性社員向けキャリア開発支援などにより従業員の能力開発のニーズや効果を把握する。
▶ 従業員調査の実施により、従業員の働きがいを把握する。
▶ コンプライアンス相談窓口、公益通報窓口を設定し、匿名の相談･通報窓口を確保する。

株主・
投資家

対話による相互理解、
株主･投資家からの支持
の獲得

▶ 決算説明会、株主説明会、投資家向け説明会の開催、証券会社主催のカンファレンスへの参加、および
ロードショーの実施により、社長と担当取締役が株主･投資家と対話する。

▶ 面談や電話会議によりIR専任担当者が証券アナリストや機関投資家と個別対話を行う。
▶ アニュアルレポート、ウェブサイト等により適時･適切な情報開示を行う。

地域社会 地域社会への貢献 ▶ 事業拠点がある地域において、自然保全、福祉、防災などに関する活動や、災害発生時の被災地支援を行う。
▶ 水と環境に関する科学技術の振興に貢献するために設立した公益財団法人クリタ水･環境科学振興財団に
寄付金の拠出を行う。

▶ 各拠点への苦情等の有無および内容により、地域社会からの期待や評価を把握する。

当社の取締役会

Plan CheckDo Action

当社の各本部
各グループ会社

個別活動管理責任者
（当社の取締役または執行役員）

各種委員会あるいは
当社の担当部署

報告

▶ 個別活動を統合して推進

▶ 情報開示等

▶ 品質マネジメント
▶ コンプライアンス活動
▶ 人権啓発活動
▶ ダイバーシティ推進
▶ ワークライフバランス、健康管理
▶ 労働災害防止、安全啓発活動
▶ 環境改善活動
▶ 取引先の選別、取引先へのCSR要請
▶ 社会貢献活動

▶ CSRの取り組みのグルー
プ課題を反映し、中期経
営計画／事業計画を策
定する

▶ CSRの個別活動の実績
を確認・評価する

▶ ステークホルダーの期
待・懸念・要請を認知・
受容する

▶ CSRの取り組みのグルー
プ課題を形成し、CSRに
関する方針とKPIを立案
する

▶ CSRの個別活動の実績
を集約する

▶ CSRの個別活動の実績
を、ステークホルダーの
期待、懸念を踏まえて評
価・分析する

▶ CSRに関する方針やKPI
を見直す

▶ CSRの個別活動の進捗
を確認する

▶ CSRに関する情報を開
示する

▶ ステークホルダーとの
対話を実施する

▶ CSRの個別活動の課題、
中期経営計画／事業計
画を踏まえ、施策を展開
する

▶ CSRの個別活動の実績
を評価・分析する

▶ ステークホルダーの期
待・懸念を確認する

▶ CSRの個別活動の施策
を見直す

▶ CSRの個別活動を実施
する

▶ CSRの個別活動の実績
をE&S委員会に報告する

▶ ステークホルダーとの
対話を実施する

当社の取締役会

E&S委員会

各種委員会
当社の各本部
各グループ会社

E&S委員会
（委員長：当社の取締役）

事務局
（当社の経営企画本部 CSR・IR部

およびグループ管理本部 グループ法務部）

 推進体制  ステークホルダーエンゲージメントの取り組み

 PDCA
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製品品質向上の取り組み

2022年度目標

　クリタグループは、「クリタグループ製品品質方針」を定め、
本方針に基づく品質向上活動を継続的に推進し、お客様に提
供する製品・サービスの品質向上に努めています。
　本方針は、「お客様が期待する品質の『製品・サービス』をス
ピーディーに提供し、揺るぎない信頼を獲得する」ことを基本
としています。お客様から信頼される製品・サービスを提供し、
また事業を行う上での社会的責任を果たすため、法令を遵守
し、安全、品質および環境影響に配慮した品質活動を行うこと
を目的として制定しました。品質の向上に向けて、本方針に基

● 栗田工業株式会社（電力部門）
● クリタ・ケミカル製造株式会社
● クリテックサービス株式会社
● 株式会社クリタス
● 栗田エンジニアリング株式会社
● Kurita-GK Chemical Co., Ltd.
● Kurita (Taiwan) Co., Ltd.

● Kurita Water Industries (Dalian) Co., Ltd.
● Kurita Water Industries (Jiangyin) Co., Ltd.
● Hansu Co., Ltd.
● Kurita Europe GmbH (Ludwigshafen)
● Kurita Europe GmbH (Viersen)
● Kurita Ibérica SL
● Kurita Turkey Kimya A.S.

● Fremont Industries, LLC
● Kurita do Brasil LTDA.
● Kurita Water Industries (Suzhou) Ltd.
● Hansu Technical Service Ltd.
● Kurita (Singapore) Pte. Ltd.
● P.T. Kurita Indonesia

　クリタグループは、品質の継続的改善を目的として、製品・サービスを提供するために調達、製造、施工を行う生産プロセスを有
する会社におけるISO9001の認証取得を推進しています。2018年3月31日現在の認証取得状況は下表の通りです。

づく品質管理体制をグループ各社で構築、運営するとともに、
自主点検や品質向上活動の推進責任者およびその指名者によ
る調査、お客様からの意見・要望等により現状の品質レベルを
継続的に確認し、問題が確認された場合は都度改善すること
を定めています。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/
customer/index.html

　当社では、製品・サービスの開発から製造、提供に至る品質
管理の体制を構築し品質向上に取り組んでいます。
　開発については、「ソリューション推進委員会」にて高機能な
剤・ユニットおよびソリューション技術の開発テーマを審議し、
決定したテーマについて開発本部およびソリューション推進本

　クリタグループは、本テーマにおける2022年度の目標を右
の通り設定しています。

▶ CSアンケートの実施
　当社は、大型水処理プラントを納入したすべてのお客様を対
象に、工事部門によるCSアンケートを継続して実施していま
す。2017年度は27件で実施し、水処理プラントの仕様や品質
管理、施工など８項目で評価をいただきました。アンケート結
果から得られた課題に基づき、業務手順書や仕様書などの見
直し・改善を継続的に実施しています。

▶ 知識・技能向上に向けた研修の実施
　当社は、お客様に提供するサービスの品質向上に向けて、従
業員の知識と技能を向上させる研修を行っています。水処理
薬品事業に関する研修は、当社だけでなく同事業を行っている
国内グループ会社および販売特約店の従業員を対象に実施し
ています。水処理薬品の基礎的な知識はもちろん、コミュニ
ケーションスキルや問題解決手法など、対象者別にさまざまな
研修を行い、2017年度は当社176名、国内グループ会社162

部で具体化しています。一方で、製品の製造から提供に関する
品質管理については、当社のグループ生産本部に「品質委員会」
を設置し、各組織の品質向上活動を統括するとともに、自主的
かつ継続的な品質改善に取り組む仕組みづくりや品質マネジメ
ントシステムの維持を行っています。

名、販売特約店93名が受講しました。
　一方、水処理装置事業に関する研修は、当社および国内グ
ループ会社ならびに海外のナショナルスタッフを対象に、用水
や排水に関する講座を
はじめとする技術教育
や安全・法務教育など
を実施しており、2017

年度は当社370名、グ
ループ会社39名が受
講しました。

▶ 不適合への対応
　当社は、お客様に製品を引き渡す前に発生した不適合や、お
客様から受けたコンプレインについて、社内の「問題情報」
データベースに登録し、社内で情報を共有して水平展開を図り
ました。基本方針

▶ クリタグループは、事業環境に適した品質マネジメントシステムを構築し、顧客満足向上のため、継続的な改善活動に取り組む。
▶ クリタグループは、製品・サービスに関する適切な情報を積極的に公開し、安全・安心な製品・サービスの提供に取り組む。
▶ クリタグループは、品質管理プロセス・基準を定め、それらを適正に運用するとともに、定期的に運用状況を確認し、製品・
サービスの品質確保に取り組む。

▶ クリタグループは、環境への影響に配慮した製品・サービスの開発・改善を推進し、環境保全への貢献に取り組む。

ISO9001認証取得一覧

安全性の高い
サービス・製品を提供する

基礎テーマ 1

　クリタグループは、事業を継続し企業として成長していくためには、お客様から取引先として信頼され続けることが必須で
あると認識しています。お客様からの信頼を得るためには、提供する商品そのものがお客様に与える影響に配慮すること、
すなわち安全や健康、商品のライフサイクルにおける環境影響等に配慮した製品・サービスを開発するとともに、それらを安
定して製造し安全に運搬、納入することが求められると考えています。
　クリタグループは、安全、健康、環境に配慮した製品・サービスを開発、提供し続けることで、社会からの信頼維持に努め
てまいります。

技術研修の様子

商品開発テーマに占める「安全性向上」と
「法改正対応」に該当するテーマ数の割合 15%
「製品・サービス」に関わる従業員の
定期安全教育受講率 100%

▶ 推進体制図 取締役会

経営会議

E&S委員会

製品・サービスの
品質管理

CSR活動の統括

製品・サービスの開発

開発本部

ソリューション推進委員会

グループ生産本部 ソリューション推進本部

セグメント別品質委員会

品質委員会

取締役社長

 推進体制

 2017年度の取り組み
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「安全性向上」「法改正対応」に貢献する商品COLUMN

公正

透明

誠実

安全

共生

　蒸気を発生させるボイラは、工場での発電や生産プロセ
ス、オフィスビル、病院などにおける空調用まで幅広く使用
されています。ボイラで使用する燃料や給水の量を抑えて
効率よく運転するため、ボイラ用の水処理薬品が一般的に
使われています。「ヒドラジン」はボイラ用水処理薬品とし
て古くから使用されていますが、近年では発がん性の疑い
があり、取り扱いに注意が必要でした。
　クリタグループのセタミン®は、Kurita Europe GmbHの
開発した商品で、ヒドラジンを含まない安全性の高い水処
理薬品です。従来よりボイラの水処理には清缶剤、脱酸素
剤、pH調整剤の3種類が使用されていますが、セタミン®

は一剤ですべての機能を網羅した効果を発揮できるため、
ボイラを管理するお客様が薬剤に接触する機会を低減する
ことが可能となります。
　クリタグループは、ヒドラジン対応のほか、各国・地域の
環境法令・規制に適合したセタミン®シリーズをこれからも
ラインナップしていきます。

　携帯電話やパソコンなどの電子機器に幅広く使用されて
いるリチウムイオン電池は、電気自動車や家庭用蓄電池な
どの普及拡大に伴って、高出力・高容量化が進んでいます。
リチウムイオン電池は、充電と放電を繰り返すことによっ
て、電池内部で炭酸ガスが発生し、それに伴って密閉され
た電池内の圧力が上昇することで、電池の膨れや破裂、発
火を引き起こすリスクがあります。
　クリタグループのイプシガード®は、発生した炭酸ガスを
吸収することで、リチウムイオン電池の安全性を高めます。
また、充放電により電極から溶出する金属イオンも吸収す
るため、金属イオンの電極への付着や被膜の成長を抑制
し、電池の長寿命化にも貢献します。

　クリタグループでは、お客様に安全性の高い製品・サービスを提供していくために、各国の安全と環境に関連する
法令や基準、将来の規制に向けた動きを踏まえ、製品そのものの安全性向上と法改正に適合した製品・サービスの開
発に取り組んでいます。ここではその例を紹介します。

安全性に優れた、ボイラ向け水処理薬品「セタミン®」

リチウムイオン電池の安全性向上と長寿命化に貢献する「イプシガード®」

▶ 大切にする5つの価値

公正に事業を行う
基礎テーマ 2

　クリタグループは、世界各地で多くのお客様の課題解決に携わっています。このことは、各国のお客様がクリタグループに寄
せて下さる信頼の証であり、重い責任を伴うものです。これからも世界中のお客様・取引先・従業員・株主・地域社会から高
く評価される企業であり続けるために、すべての事業展開国において常に公正に事業を行うことがこれまで以上に重要になっ
てきていると認識しています。CSRに関する方針に示している「自由競争に基づく公正で透明な取引を維持する。また、政治、
行政との健全かつ正常な関係を維持する。」という取り組み姿勢を、クリタグループすべての役員・従業員が守り、未来への責
任を果たしていきます。

　クリタグループは、「公正・透明・誠実・安全・共生」をグ
ループの全役員・従業員が「大切にする5つの価値」として共有
し、これらを判断・行動の基本として、クリタグループの全役
員・従業員が取るべき行動、やってはいけないことを「クリタ
グループ行動準則」として制定しています。クリタグループのコ
ンプライアンスは、本準則の組織内での理解深耕と各本部およ
びグループ会社で策定したコンプライアンス・ガイドラインの見
直しと組織内での周知により、本準則を実践することを基本的
な考え方としています。

　クリタグループは、公正な事業活動の推進をグループ全体で
徹底するため、関連する方針類を以下の通り制定し、クリタグ
ループ各社に展開しています。

▶ クリタグループ贈賄防止方針
　クリタグループは、贈賄を防止し、グループにおける公正な
事業活動を推進することを目的として「クリタグループ贈賄防
止方針」を制定しています。本方針では贈賄防止に関する基本

的な事項を定めており、本方針を受けて、当社およびグループ
会社で遵守すべき事項をルールとして整備し、贈賄リスクの低
減に取り組んでいます。

▶ クリタグループ競争法遵守方針
　クリタグループは、公正な取引を行い、クリタグループで働く
役員・従業員が世界各国の競争法に違反することを防ぐため
「クリタグループ競争法遵守方針」を制定しています。本方針で

自由と競争力のある企業として勝ち抜くため、旧い価値
観・常識を打破し、正々堂々と事業活動を行う。

世界に飛躍する企業として発展するため、国際社会の
ルールを積極的に採り入れ、開かれた事業活動を行う。

社会からの期待に応え、約束を守る企業として信頼を高め
るため、最大限の努力を傾注し、真摯に事業活動を行う。

技術で世界をリードする企業として、高品質の製品・
サービスを創出するため、生命・財産に対する影響への配
慮を最優先した事業活動を行う。

持続可能な社会の実現に貢献する企業として、地球環境
をより良い状態で次世代に引き継ぐため、経済発展と環境
保全を両立させた事業活動を行う。

左：新品の電池　右：繰り返し充放電後の電池

使用薬剤
清缶剤＋脱酸素剤＋pH調整剤

「セタミン®」一剤で解決します！

でも… でも…

3剤それぞれの
管理や

希釈の手間と
費用が負担…

届け出が必要で
危険な劇物は
使用したくない… コンプライアンス活動の推進

 コンプライアンスの基本的な考え方

 方針類の制定
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は、各国または各地域の競争法令および独占禁止法、その他
これらに類する規制等の遵守に関する基本的な事項を定めて
います。
　当社および国内グループ会社では、2006年に国・地方公共
団体などが発注する建設工事事業から原則として撤退してい
ます。ただし、例外としてグループ会社で維持管理業務を継続
している当社納入施設について、コンプライアンスリスクがな
いことを確認できた場合に限り、案件ごとに取締役会の承認を
得て実施することとしています。

▶ 通報・相談窓口の設置
　クリタグループは、クリタグループで働く方々が安心して働け
るように、クリタグループ行動準則やコンプライアンスに関する
各方針、社内規則等に違反する行為または違反するおそれの
ある行為を発見した場合、またはそれらに従っているかどうか
疑問が生じた場合に、通報・相談を受け付ける窓口を社内お
よび社外機関それぞれに設置しています。本窓口はクリタグ
ループの従業員だけでなく、クリタグループで働く派遣スタッ
フ、取引先などの従業員も利用可能となっており、これにより
相談・通報者の保護を図ると同時に不正行為の早期発見に努
めています。また、海外グループ会社の従業員などが当社の
相談窓口に通報することができる「クリタ・グローバルヘルプ
ライン」も運用しています。なお、2017年度における窓口利用
件数は国内26件、海外1件、合計27件でした。

▶ 経営層向けコンプライアンス研修の実施
　当社は、当社および国内グループ会社の経営層を対象とし
たコンプライアンス研修を継続して実施しています。2017年度
は「競争法（独占禁止法）」を専門とする弁護士を講師として招
き、カルテルや贈賄を中心に、グローバル化が進展する中で各
国における法規制の動向や高まる企業リスクに関する研修を
行いました。本研修には当社から39名、国内グループ会社か
ら38名、計77名が参加しました。

　なお、2017年度はクリタグループで重大な法令違反は発生し
ていません。

これらの方針は当社ウェブサイトにて総則が公開されています。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/anti_
bribery/index.html
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/
competition_law/index.html

　クリタグループは、コンプライアンス活動の統括組織として、
当社の取締役を委員長とするE&S（Environmental & Social）
委員会、および同取締役を委員長としてグループ会社の代表
を委員とするグループE&S委員会を設置しています。これらの
委員会においてコンプライアンス活動に関する活動方針・重点

　クリタグループは、社会的責任を果たすためには、原材料、
物品、および役務を提供していただく取引先にもクリタグ
ループのCSRの取り組みに協力していただく必要があると考え
ています。
　クリタグループは、調達に関するグループ共通の方針を定め

　クリタグループは、「サプライチェーン全体で社会的責任を重
視した調達活動を推進し、取引先と認識を共有して相互信頼に
基づいた相互繁栄を目指す」ことを基本方針とした「クリタグ
ループ調達方針」を制定しています。

施策を定め、各本部およびグループ会社の部門委員会を通じ
て全従業員に展開することとしています。同委員会で活動目
標に対する管理を行い、活動実績の評価は当社の取締役会で
行います。

るとともに、「基本的人権の尊重」「地球環境保全」「法令・社
会規範の遵守」など、クリタグループが取引先に求める対応を
「クリタグループCSR調達ガイドライン」として新たに制定しまし
た。なお、本ガイドラインは2018年度中に運用を開始する予定
です。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/
procurement/index.html

 推進体制

 基本的な考え方

 クリタグループ調達方針

▶ 問題発生の未然防止
　クリタグループは、法令違反リスクの改善目標と実施事項を策
定し、コンプライアンスに関する問題発生の未然防止に向けた取
り組みを行っています。具体的には、各組織・各社の事業特性
に応じて「法令違反リスクマップ」を作成した上で、前年度のコン
プライアンス行動調査の結果を踏まえてリスク評価を行い、重点
取り組みテーマを設定しています。2017年度は「機密情報漏え
い防止」「長時間残業」「データ改ざん防止」などのテーマを設定
し、職場討議やマニュアルの整備などによるリスク低減に取り組
みました。

▶ コンプライアンス行動調査の実施
　クリタグループは、コンプライアンス活動の取り組み成果と問
題を明らかにすること、潜在的な法令違反リスクを抽出して今
後のリスク低減につなげることを目的として、「コンプライアン
ス行動調査」を年一回行っています。2017年度は当社を含め
国内26社、海外19社で従業員および派遣スタッフを対象とし
て実施しました（調査対象者数6,521名、回答者数6,230名、回
答率96％）。なお調査結果は各組織・各社のコンプライアンス
責任者にフィードバックしています。

 2017年度の取り組み

▶ 推進体制図

取締役会

経営会議

グループE&S委員会E&S委員会

部門委員会部門委員会

取締役社長

取引先との良好な関係の構築

方針

▶ 法令・社会規範を遵守し、基本的人権、労働安全衛生、地球環境保全に配慮した取引を行う。
▶ 公正かつ公平な参入機会を取引先へ提供し、適正な規格・基準に基づいた信頼できる品質、競争力のある適正価格での取引
を行う。

▶ 当社製品・サービスを継続的かつ安定的にお客様へ提供することが可能な資材や役務を調達し、社会の持続的発展に貢献する。
▶ 反社会的勢力やテロリスト集団への利益源となる取引は一切行わない。
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基礎テーマ 3

　30ヵ国以上で事業を展開するクリタグループは、多様な労働環境や商習慣、取引慣行に直面しており、ステークホルダーの
人権を尊重して事業に取り組む必要があります。そのためクリタグループは、人権は経営上の重要課題であるとの認識の
もと、事業活動を行う国・地域において従業員をはじめとするステークホルダーに対する人権尊重の取り組みを推進して
います。
　またクリタグループは、こうした取り組みをグループだけでなくサプライチェーンにおいても徹底することが重要であると認
識しています。そこで、調達先に対しても人権への配慮を要請し、理解と協力を求めるとともに、2018年度以降、定期的なモ
ニタリング調査による遵守状況の確認を行う予定です。

　クリタグループでは、「クリタグループ調達方針」に従い、適
正な調達活動に取り組んでいます。推進体制としては、当社グ
ループ生産本部の業務変革部門長を推進責任者とし、国内グ

▶ 調達業務規程の改定
　当社は、「クリタグループ調達方針」を踏まえて従来の「購買
業務規程」を見直し、当社の事業活動において必要とする物
品・設備、および役務・用役に関する規程として、社会的責任
を重視した適正な調達活動を実践することを明示した「調達業
務規程」として改めて制定しました。

▶ 取引先へのアンケート調査実施
　当社は取引先に対して、下請法遵守や機密情報管理など当
社のコンプライアンス活動への理解を求めるとともに、「栗田
工業との取引に関するアンケート」を実施することで取引の適
正性を確認しています。本アンケートは下請法に定める下請事
業者に該当する取引先を対象に、コンプライアンス活動を統括
するE&S委員会の事務局が年1回実施しており、2017年度の

ループ会社、および海外事業会社については各社を所管する
当社各本部の事業管理部門を通して方針に基づく調達活動を
推進しています。

調査対象社数は952社、回答社数667社、回答率70％でした。
回答内容を確認した上で、E&S委員会事務局の判断により状
況確認や改善が必要と思われる場合は関係部署へ対応を指示
するとともに、対応結果の確認まで実施しています。

▶ 公益通報窓口、ヘルプラインの設置
　当社は、「公益通報者保護規程」を定め、不正行為の早期発
見に努めています。本規程に基づき、当社および国内グループ
会社の従業員はもちろん、派遣員や取引先も利用可能な、社
外機関を活用した相談および通報窓口も設置しています。ま
た、取引先がクリタグループとの取引の中で抱える不安や悩み
などを相談することのできる「お取引先様専用ヘルプライン」
も開設しています。なお、2017年度における本ヘルプラインの
利用はありませんでした。

 推進体制

 2017年度の取り組み

　クリタグループは、本テーマにおける2022年度の目標を右
の通り設定しています。

役員・従業員のコンプライアンスに関する
教育受講率 100%

　クリタグループは、法令遵守および社会倫理に基づいた正し
い行動を具体的に実践していくための模範を示す「クリタグ
ループ行動準則」において、すべての役員・従業員が人権に関
して遵守すべき行動を定めています。さらに、企業理念および

クリタグループ行動準則を補完するものとして、「クリタグ
ループ人権方針」を制定しています。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/human_
rights/index.html

 クリタグループ人権方針

人権を尊重する

▶ 推進体制図

2022年度目標

人権尊重の取り組み

取締役会

経営会議
E&S委員会

グループ生産本部
業務変革部門

業務変革部門
調達部

各本部

海外事業会社国内グループ会社

取締役社長

CSR活動の統括

クリタグループにおける調達方針に基づいた適正な調達活動の推進

調達方針の所管部署

国内グループ会社、海外事業会社における調達は、
各社を所管する組織が統括します。

方針

　本方針は、栗田工業株式会社およびその連結子会社のすべての役員と従業員に適用します。 
　さらに、本方針をクリタグループが影響を及ぼすことができるビジネスパートナーおよびその他の関係者に対しても働きかけ
ていきます。

▶ クリタグループは、「国際人権章典」に規定された人権および「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に規定された
基本的権利と原則を尊重します。また、私たちは国連が定めた「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、人権尊重の取
り組みを推進します。

▶ クリタグル－プは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。国際的に認められた人権とそれぞれ
の国と地域の法令規則の間で矛盾が生じた場合は、クリタグル―プは、国際的に認められた人権原則を尊重する方法を追求し
ていきます。

▶ クリタグループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築して、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減を図る
よう努めます。

▶ クリタグループは、人権に対する負の影響を引き起こした場合や、負の影響に関与したことが明らかになった場合は、適切な手
続きを通じて、その救済に取り組みます。

▶ クリタグループは、本方針を周知していきます。また、方針の実効性を確保するため、適切な教育・訓練を行っていきます。
▶ クリタグループは、人権に対する潜在的および実際の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと協議を行ってい
きます。

▶ クリタグループは、人権尊重の取り組み状況を企業の社会的責任（CSR）に関するレポートやウェブサイトにて報告していきます。
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　クリタグループは、事業の特性上、水処理薬品の製造・納入
や水処理装置の組み立て・納入・据付など、クリタグループお
よび協力会社の従業員が安全面における何らかのリスクに直
面する場面が多くあると認識しています。そこでクリタグループ

　当社および国内グループ会社では、労働安全衛生法をはじ
めとする安全衛生に関連する法令に基づき、安全衛生管理体
制を構築しています。当社のグループ管理本部長を委員長とす
る本部安全衛生委員会のもと、事業所別・部門別で安全衛生
委員会（委員長は事業所長または本部安全委員会委員長の指
名者）を、さらに国内グループ会社で安全衛生委員会を設置し、

　安全衛生委員会では、2017年度は「一人ひとりがリスクに対
する危機感を持ち、自ら考えリスクを予め排除する行動を定着
させる」を活動方針として掲げ、①災害対応②労働災害防止③
交通事故防止④健康管理を重点施策テーマとし、取り組みを推
進しました。2017年度における主な取り組み内容は次の通り
です。

▶ 災害対応
　グループ統一の「職場の安全評価」と「備蓄品保管量」の基準
を定め国内の全151事業所で点検と改善を実施しました。

は、「安全衛生は、事業を行う上での最優先事項である」と位置
付け、クリタグループの役員・従業員、協力会社の従業員の
方々が安心して働ける職場環境づくりのために、安全確保と健
康支援に取り組んでいます。

職場環境の整備と充実に取り組んでいます。
　また、現場の安全を推進する専門部署を設置し、現場におけ
る安全の取り組みをサポートするとともに、労働災害防止策の
立案と実施ならびに安全衛生委員会の取り組みのフォローを
行っています。

 基本的な考え方

 2017年度の取り組み

　クリタグループは、役員・従業員の安全と健康の確保および
快適な職場環境づくりと改善に努めるべくグループ共通の方
針を定め、本方針に基づき安全衛生に関する取り組みを継続
的に推進します。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/
sanitation/index.html

 クリタグループ安全衛生方針

▶ 「クリタグループ人事管理ガイドライン」の制定
　クリタグループは、グループ共通の考え方に基づいて人事管
理を行うことを目的として、「クリタグル―プ人事管理ガイドラ
イン」を制定しています。本ガイドラインでは「マネジメント開発」
「誠実な雇用」「多様性の尊重」といった人事管理の基本的な考
え方を定めています。本ガイドラインに沿い、国、地域、文化、
風土、会社の個別状況に基づく各社の固有の人事施策と融合
しながら、人事管理に取り組んでいきます。

▶ 人権啓発研修の実施
　当社は、人権に対する従業員の意識向上に向けた「人権啓
発研修」を継続して実施しています。さらに2017年度には、企
業経営において重要性を増す人権啓発について経営層の意識
を高め、社員と一体となった取り組み促進を目的として、当社
および国内グループ会社の経営層を対象とした人権啓発研修
も実施しました。

　クリタグループの人権に関する取り組みの推進体制は右図
の通りです。主に従業員を対象とした人権啓発活動は当社の
グループ管理本部が、取引先に対する人権への配慮要請は当
社のグループ生産本部が所管しています。

2015年度 2016年度 2017年度

受講者数（人） 1,983 1,818 1,669

受講率（％） 88 91 80

▶ 人権啓発研修の参加人数と受講率

 2017年度の取り組み

 推進体制

「企業における性的少数者（LGBT）への取り組みを考える」を
テーマに経営層向け研修を実施

※受講者には派遣員も含んでいます。

▶ 推進体制図 取締役会

経営会議

E&S委員会 本部安全衛生委員会

各本部 各拠点および各部門の
安全衛生委員会

グループ生産本部
品質・製造統括部門

取締役社長

各安全衛生委員会の
指揮統括

CSR活動の
統括

所管する拠点・部門における
安全衛生の取り組み推進

専門部署で現場における
安全の取り組みをサポート

安全衛生

方針

（1）法の遵守
 クリタグループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される安全衛生に関する法令を遵守する。

（2）経営資源の投入
 クリタグループは、人員、設備および資金等の経営資源を投入し、安全で快適な職場環境の維持および改善を図る。

（3）役割、権限、責任の明確化
 クリタグループは、自主的かつ継続的な安全衛生活動を行うために、グループ各社の安全衛生組織および安全衛生管理者の
役割、権限、責任を明確にする。

（4）安全衛生目標の設定および計画の立案と実行
 クリタグループは、グループ各社の安全衛生組織において、それぞれの事業内容や地域性、各国で適用される法令を踏まえた
安全衛生活動の目標設定、その達成を確実にする計画の立案、事業者と従業員が一致協力した計画の実行を行う。また、実行
した結果に基づく適切な見直しを行い、継続的に改善を図る。

（5）危険・有害要因の除去・低減
 クリタグループは、リスクアセスメントを実施し、危険・有害要因を特定して改善を図り、リスクを除去・低減する。

（6）教育・訓練
 クリタグループは、役員・従業員および協力会社に対し安全衛生に関する教育・訓練を行い、安全衛生方針および安全衛生活
動の目標・計画・施策を周知徹底する。

▶ 推進体制図 取締役会

経営会議
E&S委員会

グループ生産本部グループ管理本部

取締役社長

人権啓発活動 労働慣行に配慮した取引先
の選定および配慮要請

CSR活動の統括
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▶ 交通事故防止
　当社および国内グループ会社では、お客様の工場・事業所
への訪問時に自動車を使用することが多いため、交通事故防
止に取り組み、ドライブレコーダーの記録に基づく危険挙動発
生回数の運転者への周知や、運転歴の浅い従業員を対象とし
た安全運転実技教育の実施による技能向上を図りました。

▶ 健康管理
　当社では、従業員の定期健康診断と、有機溶剤や特定化学
物質などを取り扱う従業員の特殊健康診断について、対象と
なる全従業員の受診を徹底しており、定期健康診断の受診率
は100％となっています。長時間労働の削減に向けた主な取り
組みとして、2016年より「ノー残業デイ」や会社施設利用時間
を設定し運用を継続しています。メンタルヘルスの不調・予防
に向けた取り組みとしては、メンタルヘルス講習や健康イベン
トなどを計57回開催するとともに、労働安全衛生法に基づき
厚生労働省が定めたストレスチェック制度の指針に沿って、全
従業員を対象に本人の気付きを促す「ストレスチェック」を実施
し、99%が受診しました。

▶ 労働災害防止
　これまでの労働災害の発生状況に基づき、「薬傷」「墜落・転
落」の防止を重点取り組み事項とし、外部専門家や当社専門部
署による安全パトロールを行い、現場におけるリスクの発見と
改善、従業員・協力会社の安全意識向上を図りました。安全パ
トロールでは、現場での安全対策などについて点数で評価し、
その結果を社員と協力会社へフィードバックした上で、指摘事
項の改善・是正まで実施しています。2017年度は海外での安
全パトロールを初めて実施しました。また、近年では現場工事
の増加に伴い協力業者も増加しているため、工事着工前の安
全教育を徹底しています。

※1  従業員一人当たり3年で1回受講することとしています。
※2  強度率：労働損失日数÷延労働時間数×1,000

働き方改革、女性の活躍推進COLUMN

　当社では、従業員の心身における健康維持と生産性向上の視点から、長時間労働の削減を中心とした働き方改革を推進し
ています。

　当社はクリタグループで最も多くの従業員を抱える一方
で、従業員に占める女性の比率がグループ内で低い状況に
あり、この状況を改善するために女性の活躍を推進する行
動計画を策定し、実行しています。2018年4月から2023

年3月までの5ヵ年を期間とする本計画では、取り組み目
標を右の通り定めています。
　当社はこれらの目標を達成するため、①女性総合職を
対象としたキャリア形成支援、②女性採用比率の向上、③
女性の職域拡大、④自己申告制度を通じたキャリア開発の
支援、の４つの取り組みを実施していきます。

　なお、2018年3月31日現在の従業員に占める女性の割
合は13.2%、女性管理職の人数は2名です。

　当社は、少子高齢化に伴う人材の確保や長時間労働の是正、男女共同参画社会の実現といった日本固有の課題へ
の対応として「働き方改革」「女性の活躍推進」に取り組んでいます。

働き方改革

女性の活躍推進

※ 当社は「MSCI日本株女性活躍指数」の構成銘柄に選定されています。

▶ 2017年度における主な取り組み

▶ 一人当たり時間外労働の全社平均、平均有給休暇取得日数の推移

　クリタグループは、本テーマにおける2022年度の目標を以
下の通り設定しています。

役員・従業員の人権に関する教育受講率※1 100%
2023年4月1日時点での
女性管理職数 15人以上

強度率※2 0.005
新卒総合職採用における
女性比率 30%以上

▶ 強度率の推移
（%）

1.97

0.02 0.09

0.00 20162015 2017

3.00

2.00

1.00

区分 具体策

勤務時間の制限
● ノー残業デイ（水曜日）の設定
● 本社施設利用時間（21時）の設定

有給休暇の取得促進 ● 夏休み期間（6月～10月）における5日以上連続休暇の取得奨励

従業員の意識改革 ● エンジニアのためのタイムマネジメント講習会の開催

制度・仕組みの改定、導入
● サテライトオフィスの試行
● 育児制度における休職期間の改定（子が1歳6カ月に達する日まで→2歳に達する日まで）
● 看護および介護のための特別有給休暇における時間単位取得制度導入

2015年度 2016年度 2017年度

一人当たり時間外労働の全社平均（時間／月） 28.2 27.1 26.6

平均有給休暇取得日数 9.9 10.9 11.1

▶ 2017年度安全パトロール実績（件数）

● 国内 507
● 海外 8

▶ 2017年度安全教育実績
（参加者、または研修による認定者の人数）

● 火気取り扱い研修 7.1% （42人）
● 薬品取り扱い研修 12.5% （74人）
● 新入社員向け安全研修 23.9%（142人）
● 海外社員向け安全研修 5.4% （32人）
● その他 51.1%（303人）

▶ 労働災害発生件数の推移
（件）

24

18

27

0 20162015 2017

30

20

10

2022年度目標

合計515件

合計593人

（年度）

（年度）
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▶ 推進体制図

推進体制

顧客環境改善活動

自社内環境改善活動

　クリタグループは、環境負荷の高い事業所を中心にISO14001の認証を取得しています。2018年9月現在の認証取得状況は下
表の通りです。

　クリタグループは、当社の取締役を委員長とするE&S

（Environmental & Social）委員会を設置するとともに、同取締
役を委員長としてグループ会社の代表者を委員とするグループ
E&S委員会を設置し、クリタグループにおける環境改善活動を
統括しています。同委員会で環境改善活動に関するクリタグ
ループ統一の中期目標と事業年度ごとの活動計画を策定し、委
員長から指名された推進責任者が、担当する会社・組織におけ
る環境改善活動の目標達成に向けた取り組みを推進し、活動状
況および活動結果をE&S委員会に報告しています。
　また、E&S委員会はステークホルダーの期待や懸念を確認し、
クリタグループ全体の活動結果とともに当社の取締役会に報告
しています。

　顧客環境改善活動は、クリタグループの製品・サービスを用
いてお客様の工場・事業所での環境負荷を低減する取り組みで
す。SDGsの社会的課題を踏まえ、クリタグループの事業領域で
ある「水と環境」の分野での貢献を目指し、「節水」「省エネル
ギー」「廃棄物削減」をテーマとしてお客様にソリューションを提
供しています。お客様に採用していただいた提案によって低減
される環境負荷の量を「顧客環境改善効果」として集計してい
ます。
　またクリタグループは、クリタグループと社会の共通価値の創
造を促進する製品、サービス、契約ビジネスを「ＣＳＶビジネス」と

　自社内環境改善活動は、クリタグループが事業活動を行う上
で適用される各国および各地域の環境関連法令を遵守しなが
ら、環境負荷を低減していく活動です。2018年度よりクリタグ
ループ各社で右表の通り目標値を設定し、低減に取り組んでい
ます。

定義し、展開を推進しています。ＣＳＶビジネスは、以下の選定
基準に基づき、クリタグループ各社で設定しています。

ISO14001認証取得一覧

クリタグループの環境改善

　クリタグループは、環境改善活動を以下の通り定義しています。
　① 事業活動を行う上で適用される各国および各地域の環境関連法令を遵守する活動
　② 事業活動を通して水と環境のサステナビリティに関する国際的な課題を解決していく取り組み
　③ ①および②に関する情報の公表ならびに同活動に関する顧客、取引先、従業員、株主・投資家、地域社会との対話

　クリタグループの環境改善活動は、自社内で使用する水やエネルギー、発生する廃棄物の低減に取り組むだけでなく、クリ
タグループが長年培ってきた「水と環境」に関する製品・サービスを用いたお客様での環境負荷低減も活動の一つとしている
ことが特長です。「ＣＳＲに関する方針」の成長機会テーマ※と連動しており、お客様での環境負荷低減と自社内での環境負荷
低減により、社会的な課題の解決を図りながらクリタグループの事業成長を両立させることで、共通価値を創造していきます。

成長機会テーマ 

クリタグループ環境方針

　クリタグループは、従来の「環境改善活動基本方針」を見直し、2018年3月に「クリタグループ環境方針」を制定しました。

取り組み項目 目標

取水量 取水量原単位 前年度未満
CO2排出量 CO2排出原単位 前年度比１％削減
産業廃棄物量 産業廃棄物原単位 前年度未満

社名 事業所名

栗田工業
株式会社

静岡・山口・豊浦・敦賀事業所
亀山駐在所
堺駐在所

クリタ・ケミカル
製造株式会社 本社、赤穂事業所

クリタ・ビルテック株式会社
株式会社クリタス

社名

クリテックサービス株式会社
Kurita-GK Chemical Co., Ltd.
Kurita (Taiwan) Co., Ltd.
Kurita Water Industries (Dalian) Co., Ltd.
Kurita Water Industries (Jiangyin) Co., Ltd.
Hansu Co., Ltd.

社名 事業所名

Kurita Europe 
GmbH

Ludwigshafen
Viersen

Kurita Turkey Kimya A.S.
Kurita do Brasil LTDA.
Hansu Technical Service Ltd.
Kurita (Singapore) Pte. Ltd.
P.T. Kurita Indonesia

▶ ＣＳＶビジネス選定基準

▶ 自社内環境改善活動の取り組み項目と目標

①「CSRに関する方針」に定めるテーマへの貢献度が高
いもの。

②競争優位性、新規性の高いもの。
③公益性の高いもの（SDGsに示されるテーマに貢献す
るもの）。

取締役会

経営会議

グループE&S委員会E&S委員会

推進責任者推進責任者

取締役社長

総則

▶ クリタグループは、企業理念「�水�を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」に基づき、「ＣＳＲに関する方針」の
「水資源の問題を解決する」「持続可能なエネルギー利用を実現する」「廃棄物を削減する」「産業の生産技術を進歩させる」の
４テーマの実現に向けて環境改善活動に取り組む。

▶ クリタグループは、２０１５年に国連で採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を支持し、環境改善活動を通して関係する
目標の実現に貢献する。

▶ クリタグループは、環境改善活動の遂行に必要な体制および規則等を整備する。
▶ クリタグループの役員および従業員は、それぞれの立場において積極的に環境改善活動に取り組まなければならない。
▶ クリタグループは、環境改善活動に関するグループ統一の中期目標と事業年度ごとの活動計画を策定し、活動目標に対する
管理を行う。

▶ クリタグループの役員・従業員は、現地法令に違反または違反の疑義が生じた場合は、直ちにクリタグループ緊急連絡要領に
従い連絡する。

▶ クリタグループは、事業活動が現地法令に基づいて適正に行われていることを確認する。
▶ クリタグループは、定期的に環境改善活動の効果を検証し、継続的な改善に活かす。
▶ クリタグループは、役員・従業員に対して環境改善活動推進のための啓発活動を行う。
▶ クリタグループは、環境改善活動に対するステークホルダーの理解促進に資する情報について積極的かつ公平に開示する。
▶ クリタグループは、ステークホルダーのクリタグループに対する期待および懸念等を確認し、環境改善活動の継続的な改善に
活かす。

※ 7ページを参照願います。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kurita.co.jp/csr/group/materiality/environment/index.html

22 23THE KURITA GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2018 THE KURITA GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2018



　お客様の工場・事業所における当社および国内グループ
会社の提案による節水の実績はグラフの通りです。これら
は主にボイラ・冷却水設備における循環水の水質適正管
理による給水量削減や、工場排水の回収・再利用によるも
のです。2017年度は電子産業向け水処理設備の大型案件
があり、そこで採用された水回収装置による効果が大きく、
節水量が大幅に増えました。

　2017年度は、取水量を前年度以下、回収率を前年度以
上とすることを目標に取り組みを行いました。具体的には、
水処理薬品の製造やイオン交換樹脂の再生・精製に使用
する純水の製造方法や使用方法の改善による取水量削減
と回収水量の増加を図りました。しかしながら、生産量の
増加により2017年度の取水量は目標未達となりました。
回収水量と回収率は、2017年度からデータを把握する事
業所が増えたことから大幅に増加しました。

　クリタ・ケミカル製造はクリタグループにおける水処理
薬品の製造拠点であり、同社の赤穂事業所は主に西日本
向けの水処理薬品を製造しています。液体系水処理薬品
の原料や、再利用可能なリターナブル型水処理薬品容器
の洗浄用として使用する純水を製造する水処理設備を保
有しています。同社は、2017年度に同社の事業活動にとっ
て重要なユーティリティである水や電気などに関する設備
の見直しを行い、その一環として栗田工業の水処理装置運
転管理サービス「KWSS（Kurita Water Supply Service）」を
導入しました。
　本サービスは栗田工業が蓄積してきた経験・ノウハウに
ITを融合し、オンラインで遠隔監視と運転データ収集を行
い、傾向管理・アラーム解析をすることで、リアルタイムな
装置運転状況に基づくメンテナンスサービスを実施するも
のです。本サービスによる設備の適正管理と併せて、従来
は捨てていた純水製造設備からの排水を回収・再利用す
ることで、取水量を削減しました。

　クリタグループは、事業を通じた環境負荷低減が、事業に伴って発生する環境負荷を補い、さらに上回ることを目指し、「顧客での負
荷低減量－自社での負荷量」を2018年度以降の目標として設定しており、それぞれの実績値を継続して把握していきます。

クリタ・ケミカル製造株式会社　赤穂事業所での節水事例

顧
客
と
と
も
に

自
社
内
に
お
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て

水資源の問題を解決する
成長機会テーマ 4

　水の偏在による水不足や産業の発展に伴う水質汚染、地下水の減少など、世界的な水に関する様々な問題は、気候変動と
並んで最も重大な社会的課題の一つです。クリタグループは、事業活動で使用する取水量の削減に取り組むとともに、これま
でに培ってきた節水・浄化・再利用技術によって、人々の生活と産業の発展に必要な水を最適な質と量で提供していきます。

▶ 取水量・回収水量・回収率の推移
 （m3） （%）

▶ 節水量の推移
 （百万m3）

▶ 赤穂事業所における取水量の推移
 （m3）
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顧客における節水量－自社での取水量 50百万m3

KWSSで管理する純水製造設備

■ 取水量（左軸）　■ 回収水量（左軸）　● 回収率（右軸）

削減量
2,553m3

削減率
9.2%

2022年度目標

SDGsへの貢献

 顧客環境改善活動  自社内環境改善活動

　帝人聚碳酸酯有限公司様は、中国でポリカーボネート
の製造を行っています。中国は一人当たりの年間水資源
量が世界平均を大きく下回っており、そのため水使用量の
削減や排水水質などの環境規制が年々厳しくなっていま
す。地域によっては国よりも厳しい規制もあり、帝人聚碳
酸酯有限公司様においても、水使用量の低減への対応が
喫緊の課題となっていました。
　クリタ大連は、お客様と共同で工場全体での用水・廃水
量とその水質を確認した上で、冷却設備からの排水や汚
染度の低い工場廃水をRO膜設備※で処理・回収し、工場
内で再利用することを提案しました。本提案をご採用いた
だいた結果、工場全体での水使用量のおよそ30%を削減
することが可能となりました。
※ 水を通してイオンや細菌類などの水以外の不純物を通さない性質を持つ
逆浸透（Reverse Osmosis、RO）膜を用いて水をろ過する設備

お客様の声

　水使用量の削減は大きな課題で
したが、適切な対策案と期待通り
の効果を出していただき大変感謝
しております。
　現在、検討していただいている
さらなる水再利用量の増量につい
て、引き続きご協力をよろしくお願
いします。

製造部　部長
石田　雅裕様

帝人聚碳酸酯有限公司様での節水事例（栗田工業（大連）有限公司の取り組み）

水使用量 30%削減

RO膜設備

（年度） （年度）

（年度）
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　お客様の工場・事業所における当社および国内グループ
会社の提案によるCO2排出量削減の実績はグラフの通りで
す。これらは主に高効率型ボイラへの転換や、ボイラ・冷
却水設備における熱効率の維持向上による燃料使用量の
削減、水処理設備における回転機器類のインバーター化
などによるものです。

　2017年度は、当社および国内グループ会社において、
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）
の考え方に基づき、事業所または会社単位でエネル
ギー消費原単位を2013年度以降年間平均で1%以上低減
することに取り組みました。エネルギー消費原単位 はオ
フィスの延べ床面積や研究開発費、生産高など各事業所
または会社においてエネルギーの使用量と密接な関係を
持つ値を設定しています。2017年度は、回転機器類のイ
ンバーター化や純水製造設備の構成機器を省エネ型に更
新するなどの改善策を行い、目標を達成しました。

　製紙工場では、パルプ化工程から製紙工程を経て紙を
作っています。製紙工程では、紙の元となる湿紙の水分を
取り除くため、圧力を加えて機械的に脱水した後、ドライ
ヤーで乾燥させて巻き取ります。本工程で用いられるドラ
イヤーは円筒形の金属製で、ドライヤー表面に湿紙を接触
させて熱を加えています。ドライヤー本体を加熱するため、
内部に蒸気を吹き込んでおり、加熱に使われるエネル

ギー使用量は工場全体で見ても多くを占めています。その
ため製紙工場では本工程でのエネルギー削減が重要な課
題となっていました。
　栗田工業は、ドライヤー内側に蒸気の水分が付着すること
で熱伝導効率を下げていることに着目しました。撥水性の
被膜をつくる水処理薬品を蒸気に添加し、ドライヤー内側に
付着させることで熱伝導効率を向上させることを多くの製紙
工場へ提案しました。本提案を採用していただいた製紙工
場では、蒸気原単位を年平均で5～10％低減することがで
き、エネルギー削減によるCO2排出量削減につながりました。

　当社および国内グループ会社における本社や営業所と
いったオフィスを主とする事業所では、CO2の排出源として
営業車のガソリンが50％以上を占めています。そのため当
社では、ガソリン使用量削減のため、およそ500台保有して
いる営業車のほぼすべてをハイブリッド車や低燃費車へ切
り替えています。また、本来は従業員の安全確保を目的と
して導入しているドライブレコーダーにより、急発進や急加
速といった燃費に大きな影響を与える行動を抑制すること
で、燃費向上によるガソリン使用量の削減につなげました。

　クリタグループは、事業を通じた環境負荷低減が、事業に伴って発生する環境負荷を補い、さらに上回ることを目指し、「顧客での負
荷低減量－自社での負荷量」を2018年度以降の目標として設定しており、それぞれの実績値を継続して把握していきます。

製紙工場でのエネルギー使用量削減事例（栗田工業株式会社の取り組み）

ドライブレコーダーによる営業車のガソリン使用量削減事例

顧
客
と
と
も
に

自
社
内
に
お
い
て

持続可能なエネルギー利用を実現する
成長機会テーマ 5

　クリタグループは、地球温暖化による異常気象や自然災害をはじめとする気候変動問題を世界共通の重大な社会的課題と
捉えています。気候変動対応として、CO2排出量の削減に向けて、自社内でのエネルギー消費原単位低減に取り組むととも
に、お客様の工場・事業所でのエネルギー使用の最適化やエネルギーを創る技術の普及に取り組んでいます。

蒸気原単位 5～10%低減

顧客におけるCO2排出削減量－自社でのCO2排出量 0t

2017年度目標 2017年度実績

2013年度以降年間平均で
1%以上低減 1.8%減

▶ 2017年度の低減実績（エネルギー消費原単位）▶ CO2排出削減量の推移
 （t）

▶ CO2排出量の推移
 （t）
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▶ ガソリン使用量の推移
 （kl） （km/l）

▶ 紙の生産プロセスのドライヤー工程について
1,251

1,156 1,090
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■ ガソリン使用量（左軸）　● 燃費（右軸）

ワイヤー工程
水分を重量ろ過で絞る

プレス工程
フェルトで水分を絞る

ドライヤー工程
蒸気で水分を蒸発乾燥させる

リール工程
できあがった紙を巻き取る

蒸気

2022年度目標

SDGsへの貢献

 顧客環境改善活動  自社内環境改善活動

※燃費のデータは栗田工業のドライブレコーダー設置車のものです。

（年度）

（年度）
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　お客様の工場・事業所における当社および国内グループ
会社の提案による廃棄物削減量の実績はグラフの通りで
す。これらは主に余剰汚泥発生量の少ない排水処理設備
への転換や、脱水剤・脱水機による廃棄物の減量化などに
よるものです。2017年度は排水処理設備の受注案件が少
なく、2016年度比で減少しました。

　当社および国内グループ会社における廃棄物量とリサ
イクル化率の実績はグラフの通りです。2017年度は、産業
廃棄物としていた廃液の一部を自社の排水処理設備で処
理することや金属系廃棄物の有価物化などの取り組みを
行いました。しかしながら、一部の超純水供給事業所にお
いて、お客様の工場排水に含まれる環境負荷物質が増加
したことが影響し、廃棄物量は目標未達となりました。一
方で、前述の超純水供給事業所で増加した廃棄物がすべ
てリサイクル対象であったことから、リサイクル化率は目標
達成となりました。

　栗田工業の大阪支社は、オフィス系事業所では本社に
次いで所属する従業員が多い事業所です（2018年3月31

日時点）。ビルのテナントであることから生産系事業所のよ
うに削減効果の大きな施策はできませんが、施設利用時
間の設定といった地道な環境負荷低減策を継続的に実施
しています。
　大阪支社では、2017年度からごみの分別徹底による廃
棄物リサイクル化の促進を行っています。ごみの分別に取
り組みやすいオフィスづくりとして、「可燃ごみ」「プラスチッ
クごみ」など12種類に分けたダストボックスを整備すると
ともに、ラベルの表示や分別の方法を分かりやすく掲示し
ています。また、イントラネット上の「大阪支社掲示板」など
で取り組み状況の情報発信を行い、従業員の環境意識向
上を図っています。

　クリタグループは、事業を通じた環境負荷低減が、事業に伴って発生する環境負荷を補い、さらに上回ることを目指し、「顧客での負
荷低減量－自社での負荷量」を2018年度以降の目標として設定しており、それぞれの実績値を継続して把握していきます。

栗田工業株式会社　大阪支社でのリサイクル化促進事例

顧
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と
と
も
に

自
社
内
に
お
い
て

廃棄物を削減する
成長機会テーマ 6

　クリタグループが事業活動を持続的に行うためには、限りある資源を有効に活用していく必要があります。そのため、事業
活動に伴って発生する廃棄物量を削減するとともに、発生したものは可能な限り有価物化・リサイクル化することに取り組ん
でいます。また、お客様に対して廃棄物を資源として活用する技術、廃棄物の発生量を抑制する技術を提案し、社会全体での
廃棄物削減を目指します。

▶ 廃棄物量／リサイクル化率
 （t） （%）

▶ 廃棄物削減量
 （t）

33,473
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90.7
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顧客における廃棄物削減量－自社での廃棄物量 100千t

整備したダストボックス

イントラネットの掲示板で
分別要領を通知

■ 廃棄物量（左軸）　● リサイクル化率（右軸）

2017年度目標 2017年度実績

廃棄物量 27,261ｔ以下 29,453ｔ
リサイクル化率 90.1%以上 90.9%

▶ 2017年度の低減実績

2022年度目標

SDGsへの貢献

 顧客環境改善活動  自社内環境改善活動

　エレクトロニクス製品を製造する株式会社鯖江村田製
作所様は、村田製作所グループの一員として、同グループ
の環境中期目標達成に向けて環境負荷低減に取り組まれ
ています。同社では、生産品目の変更と生産量の増加に
伴い、生産設備の一部から既設の排水処理設備では処理
できない濃厚排水が発生し、その全量を廃棄物として処理
していたため、濃厚排水の削減が喫緊の課題となってい
ました。
　クリタ明希は、濃厚排水を減圧濃縮装置によって減量す
ることを提案しました。本装置は減圧することによって排
水の沸点を下げ、水分を蒸発させることで減量するもので
す。蒸発させるために加温用のエネルギーが必要となり
ますが、本装置では蒸気の熱をヒートポンプで回収し、加
温に利用しています。本提案をご採用いただいた結果、お
客様は廃棄物となっていた濃厚排水の量を95％削減する
ことが可能となりました。

お客様の声

　本提案により、廃棄物量を抑制
しながら増産する目途がつきまし
た。また、本提案は当社の環境委
員会に報告しており、経営層からも
高い評価をもらっています。
　環境負荷低減は永遠の課題です
ので、今後も協力をお願いします。

事務課
チームリーダー
横澤　大介様

株式会社鯖江村田製作所様での廃棄物削減事例（クリタ明希株式会社の取り組み）

廃棄物量 95%削減

減圧濃縮装置

（年度）

（年度）
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　日常生活の利便性向上やエネルギー使用の効率化を目的とし
てIoTの導入が急速に進んでおり、現在ではパソコンをはじめと
する電子機器だけでなく家電や自動車など様々な製品に半導
体が使用されています。それを支えるために、今後も半導体の
進化と生産量の拡大が見込まれており、半導体そのものの省電
力化と生産工程における省エネルギー化が課題となっています。
半導体の微細化と省電力化を実現するために、新材料・新構造
の半導体の研究が行われており、その一環として配線素材の一
部を銅からコバルトに変更する動きがあります。しかしながら、
コバルトは半導体製造プロセスで洗浄用に使用される超純水に
溶けやすいという大きな問題がありました。
　クリタグループは、このような新素材の適用や構造の複雑化

　クリタグループでは、主に半導体や液晶などの大規模生産工
場において、お客様の工場内にクリタグループが水処理設備を建
設・保有し、洗浄用超純水の供給や生産工場からの排水を適正
に処理・回収・再利用する「超純水供給事業」を行っています。ク
リタグループはAI（Artificial Intelligence、人工知能）を活用するこ
とで、水処理設備の運転管理の安定化と最適化に取り組んでお
り、その一つとして超純水の送水温度調節自動化を行っています。

　クリタグループの製品・サービスは、ボイラ設備や冷却設備、
用水設備から排水処理設備まで工場全体の水処理に関わる幅
広い設備に適用されます。各設備の運転条件や運転状況は現
場ごとに異なるため、節水や省エネルギー、廃棄物削減の最適
な提案を行うためには、多くの経験が必要とされてきました。ク

に伴う洗浄方法の多様化といった課題に対応するため、imec※1

にて次世代半導体の生産技術について共同研究を行っていま
す。現状の課題を踏まえた上で、水質、性状をコントロールした
リンス※2用超純水の製造技術、およびそれを使った洗浄技術を
確立させることで、次世代半導体の生産性向上に貢献していき
ます。既にコバルト配線に適合したリンス用超純水の性状とその
製造技術を見出しており、現在は最先端の半導体メーカーでの
実証試験を行っています。
※1 imec （Interuniversity Microelectronics Centre）は、ベルギー王国に所在する半導

体に関わる世界最大規模の民間研究所です。数世代先の半導体の設計・製造技
術の確立を研究ミッションとして、世界中の主要半導体メーカーや半導体製造装
置・材料メーカーなどと共同開発プロジェクトを進めています。栗田工業は水処
理企業として初めてimecとの共同研究に参画しています。

※2 リンス：洗浄用の薬液を除去すること。

　生産工場に送る超純水は洗浄力を高めるために加温してい
ますが、超純水製造設備と生産現場との距離が離れている場
合、送り出し側では高めに加温し、受け取り側では最適な温度
になるように冷やす、といったことが行われていました。AIによ
り気象状況などから生産設備での温度を予測した送水温度の
設定が可能となり、過剰な加温と冷却にかかるエネルギーを削
減することが可能となりました。

リタグループでは、これまでにクリタグループが培ってきた水処
理の知見やデータを活用して「水処理改善提案支援ツール」を開
発することで、お客様により早く、より最適な提案を行うことを
可能としました。

次世代半導体の洗浄技術の確立

AIを活用したエネルギーの削減

水処理の知見やデータを活用した水処理改善提案支援ツールの開発

超純水槽入口温度を予測した結果に基づき、適切な送水温度設定値を求める

産業の生産技術を進歩させる
成長機会テーマ 7

　クリタグループは、人間が豊かな生活を永続的に営んでいくためには、産業の発展と地球環境保全の両立が必要であると
考えています。クリタグループは、様々な製品の製造プロセスに介在する水の処理を通して生産効率や製品品質の向上に貢献
するとともに、産業の発展に伴う環境問題の解決に貢献してまいります。

商品開発テーマに占める「生産プロセスの
改善・改良への貢献」に該当するテーマの割合 35%

▶ 送水温度調節の自動化

▶ 飲料工場　用水処理メニュー

熱交換器
（加温）

超純水槽
屋外環境

蒸気
最適温度になるよう自動調整

水温センサー

ループ水

超純水製造設備 生産工場

超純水槽 熱交換器
（冷却） 生産現場

T T T

T

T

冷水

気温・風速など
外部環境による
水温変化

保証水温
最適温度±1℃

安全のため、
寒い日・風の強い日は
温度を高めに設定

用水処理
工程

上水／井戸水
河川水／工業用水 ろ過 軟水処理／RO処理

イオン交換
冷却塔／ボイラ
製造プロセス 全般

省エネ

節水

省薬品
省廃棄物

省力化等

能力アップ
安定化

上水道経費の削減

ろ過 RO処理 イオン交換

凝集分離 生物処理 高度処理

脱水処理

用水処理 製造プロセス 排水処理

洗浄時間の最適化
排水の再利用

ろ過水使用量の削減
（RO膜の回収率改善）

脱イオン・ノンケミカル
の運用

造水トータルコストの
削減

微量TOC処理の
電力削減

冷却塔・ボイラの効率化
回収水の補給水利用

ボイラの効率化

排水回収

遠隔管理による省力化

遠隔監視による
安全性向上

送水ポンプ動力の削減
加温と冷却の効率化

井戸/工業用水の
水質改善

上水
井戸水
河川水
工業用水

下水
海域
河川

廃棄物処理

冷却塔 ボイラ

軟水処理

　クリタグループは、現有する商品やサービスの基盤となる「分析」や「流体・プロセス解析」といった水処理に関する基礎的な研究や、
節水や省エネルギーなどお客様や社会の課題解決に貢献する製品・技術の開発に取り組んでいます。

2022年度目標

SDGsへの貢献

温超純水槽
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環境負荷の全体像

ク
リ
タ
グ
ル
ー
プ

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
価
値
創
造

INPUT OUTPUT

OUTCOME

環境会計

▶ 投入量

資材
薬品原料 20,977t

梱包資材 411t

エネルギー
電力 246,812MWh

ガソリン 1,090kl

軽油 163kl

灯油 331kl

A重油 588kl

LPガス 4,404m3

都市ガス 10,751千m3

冷水 566,188GJ

蒸気 123,310GJ

水
取水 680,044m3

▶ 生産量

薬品製造量 34,500t

▶ 自社内環境負荷量

CO2排出量 191,479t

産業廃棄物量 29,453t

うち、リサイクル量 26,722t

排水量 568,334m3

▶ お客様での 
環境負荷低減量

節水量 54,122,897m3

CO2排出削減量 135,514t

廃棄物削減量 25,723t

※ 評価意見書の全文はウェブサイトに掲載しています。
 http://www.kurita.co.jp/csr/download/opinion/index.html

國
こく

部
ぶ

 克
かつ

彦
ひこ

 氏
神戸大学大学院経営学研究科教授。2014年から
2016年まで同研究科長。1990年大阪市立大学大学
院経営学研究科後期博士課程修了。博士（経営学）。
経済産業省委託「環境ビジネス発展促進等調査研
究・環境会計委員会」委員長、環境省「環境会計ガイ
ドライン改訂検討会」委員等の各種委員を歴任。ISO/
TC207/WG8 議長。環境経営・会計およびCSR経営
を世界的にリードする第一人者。

代表取締役専務取締役　経営企画本部長
E&S委員会委員長

伊藤 潔

集計対象範囲
（１） 環境保全コスト

 栗田工業：クリタ開発センター、静岡事業所、四日市・亀山・堺駐在所
 国内グループ会社：クリタ・ケミカル製造／本社、クリテックサービス／三重・伊賀・大分事業所

（２） 環境保全効果・経済効果
 栗田工業および国内グループ会社

※「環境保全コスト」の集計対象となっている事業所のCO2排出量は栗田工業および国内グループ会社全事業所の95％、産業廃棄物量は95％を占めています。

2016年度 2017年度
投資額（百万円） 307 284

費用額（百万円） 2,050 2,038

2016年度 2017年度 前年度比（％） 環境保全効果
（排出削減量）

経済効果
（百万円）

CO2排出量（t） 187,126 191,479 102 –4,353 –181

産業廃棄物量（t） 27,261 29,453 108 –2,192 –385

有価物量（t） 465 529 114 ― 1

　合計 –565

▶ 環境保全コスト

▶ 環境保全効果・経済効果

第三者意見、第三者意見を受けて主な環境データ

評価意見
　近年のCSRは、SDGs（持続可能な開発目標）に代表されるように、企業の社会・環境
活動にとどまらず、企業全体の戦略にも関わるようになってきています。その意味で、ク
リタグループが2017年にCSRの観点も加味して経営理念の体系を整理され、企業ビジョ
ンを新しくされたことは、このような動向に適合しているものです。「水と環境」に対して
「価値の創造」をすることを明記され、それは2018年度からスタートする新中期経営計画
「MVP-22」のなかに明確に反映されています。およそ70年続く優良なビジネスモデルを
深化させ、さらにグローバル企業として発展していくため、モノ売りからソリューションへ
の転換、新たなビジネスモデルの創造など大きな変革を感じ取れる内容になっています。
その中心にCSV（共通価値の創造）を置かれていることは、社会の中の企業の役割を十分
意識されたものとして評価できます。
　クリタグループの事業は、顧客企業での環境改善に資するものであり共通価値を創造
しているといえるものですが、さらに踏み込んで、顧客が気付かない価値や、未来の顧
客との価値についても考えることを促しています。これはCSVビジネスとして、経済価値
以外の社会価値を創出し計算していくことから、可視化するものと思われます。現在企
業に強く求められている社会的使命といわれる社会的課題の解決について、クリタグ
ループの新たなビジネスモデルが求められます。
　これらをCSVビジネスとして捉えるには、社会価値を評価する指標が必要となります。
共通価値は抽象的な概念ですので、ビジネスの目標にする場合は、社会から支持され、
しかも企業活動を活性化することのできる共通価値を具体的に定義して、指標化するこ
とが重要です。CSVの追求を核として、それと関連する形で、他のCSR活動を体系化され
ることを期待しています。
　またクリタグループでは近年急速にグローバルでの事業拡大が進んでおり、グローバ
ル企業としてのCSR基盤を整備されています。海外でのCSR活動はまだ国内と差がある
ようですが、企業としての一体感を醸成するためにも海外でのCSR活動は重要ですので、
経営理念の浸透など基本的なところから始めて、社員の創意工夫を引き出すようにCSR

経営を推進していただきたいと思います。

第三者意見を受けて
　國部先生には貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
　2017年度はクリタグループにとってCSR元年とも言うべき年でした。理念体系を見直し、
クリタグループがステークホルダーの方々に期待されていることは何か、クリタグループに
とって大切にすべきことは何かを改めて考えて「CSRに関する方針」を制定し、CSRを経営の
中核として定めました。また、2018年度からスタートした新中期経営計画では、CSVを最も
重要な経営の方向性に位置付けています。
　考え方と方向性は決まりました。これからは実践です。そのためには、社会的課題の解決
に視点を置いた事業活動を遂行し、共通価値を生み出していけるよう、我々自身が意識と行
動を変革していく必要があります。また、CSR経営を推進し、グローバル企業として責任ある
行動を取るためには、ご指摘いただいた通りグループ内で意識を共有することが必須であ
り、引き続き「CSRに関する方針」とCSVをグループ内へ浸透させていきます。
　クリタグループの企業理念は社会的課題への取り組み姿勢そのものを表しています。今後
も水に関する知見を活かし、社会的課題の解決とクリタグループの成長を両立していきます。
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