
CSRマネジメント

CSR推進体制

当社は、代表取締役社長を最高責任者として、サス
テナビリティ推進部担当役員の指揮命令のもとに
CSR経営を推進しています。

具体的なCSR活動の展開にあたっては、経営理念・
企業ビジョン・CSR方針などにもとづき、全社一丸と
なり活動を進めるべく、CSRの各テーマの担当部門
より構成される「サステナビリティワーキンググループ
（以下「サステナビリティWG」）」を定期的に開催してい

ます。サステナビリティWGでは、取締役会において特
定された重要課題（マテリアリティ）にもとづき、現状に
おけるCSR活動の進捗報告をはじめとして、活動にお
ける問題点などを部門横断的な視点から検討すること
で、活動の充実および社内の意識醸成を図っています。

サステナビリティWG体制図

デクセリアルズは、
CSR経営の推進を全社的な課題として認識した上で、
部門横断的に課題の共有と活動に取り組む
推進体制を構築しています。

WG事務局

取締役会

代表取締役社長

サステナビリティ推進部担当役員

総務 人事労務 製造・製品技術 法務コンプライアンス 情報開示 調達

 安全衛生
 防災、BCM
 EMS対応
 社会貢献
 地域との関わり
 リスクマネジメント

 雇用
 ダイバーシティ
 健康管理
 労使関係
 障がい者雇用
 研修および教育
 人権（ハラスメント）

 認証審査機関対応
 QMS対応
 IATF/VDA対応
 ISO13485対応
 サプライヤー監査対応
 化学物質管理
 製品環境管理
 紛争鉱物調査対応

 腐敗防止
 反競争的行為
 各種法令遵守

 ESG情報開示
 投資家対応

 グリーン調達
 サプライヤー管理
（グリーンパートナー）
 JIS Z 7201対応
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リスクマネジメント

当社グループ全体のリスクを横断的に管理する機関としてリスクマネジメント委
員会を設置しています。委員会は11の専門領域の部会で構成され、事業に関連するリ
スクの把握、評価、対策をおこなっています。
リスクマネジャーは総務担当役員が担当し、定期的に全部会の責任者を招集し、

各部会の重要リスクとその対策の進捗を確認しています。
リスクが顕在化した場合は、当社が定める情報伝達ルートに従い、リスクマネジ

ャーに報告の上、執行役員会において対応を協議し、当社グループに重大な影響を
およぼす恐れのあるリスクに関して取締役会に報告しています。

リスクマネジメント体制図

1.事業を通じた価値の創造
事業を通して培った技術やノウハウを最大限に発揮し、向上させることによって、あらゆ
る社会課題に対応する新たな製品の開発、技術の開発を推進します。また、高い技術力へ
のプライドを持ち、社会やお客様が求める以上の価値を生み出すよう努めます。

2.コンプライアンスの徹底
法令を含む社会規範を順守し、誠実かつ真摯に公正な事業の推進をおこないます。また、
事業や企業運営に必要な情報の管理を徹底し、会社の資産と価値を守ります。

3.人権の尊重
あらゆる人権を尊重し、差別や強制労働・児童労働などをおこないません。

4.いきいきと働ける職場づくり
従業員との対話を促進し、すべての従業員が主体的に能力を発揮して成長するために必
要な環境を整備し、支援を提供するとともに、働きがいのある公平な職場づくりをおこな
います。また、女性活躍の取り組みを促進し、障がい者が活躍できる場を広げていきます。

5.環境の保全
温暖化防止対策をはじめとして、事業活動における環境負荷の低減に努め、化学物質の適
正な管理をおこないます。また、環境に配慮した製品の開発や事業を推進し、環境課題の
解決に貢献します。

6.安全で健康的な職場づくり
すべての従業員が安全に働き続けられる環境を整備し、従業員の活力と健康を増進する
ための活動をおこないます。

7.地域社会への貢献
よき企業市民として、地域社会に貢献していきます。地域とのコミュニケーションを促進
させ、主に事業所の所在地域において環境・スポーツ・文化活動などに関わり、その取り組
みを支援する活動を進めます。

8.サプライヤーとの展開
サプライヤーの皆さまとCSRの取り組みを共有し、調達・供給のバリューチェーン全体に
おいて、社会的責任に資する活動の実施に努めます。

（部会）

執行役員会

製品品質
リスク

調達
リスク

為替・資金
リスク

与信
リスク

法務
リスク

安全防災
リスク

SOD
リスク

知的財産
リスク

労務
リスク

海外オペレー
ションリスク

事務局

リスクマネジャー

リスクマネジメント委員会

事業／運営現場

情報セキュリ
ティリスク

デクセリアルズグループCSR方針

デクセリアルズグループは、経営理念「Integrity」、企業ビジョン「Value Matters」の実践に向けて、オープンで透明性の高い企業運営、たゆまぬ技術や製品の開発と
供給を通じて企業価値の向上を目指し、持続可能な社会の実現に貢献します。

> 事業継続計画（BCP）活動の詳細はPage 60をご覧ください。
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マテリアリティの特定

現在の当社を取り巻く社会課題は多岐にわたります。その中で、当社の事業活動に関連が深く、かつ重要性が高いと考えられる課題（マテリアリティ）を特定し、計画的に取
り組むことが重要となることから、2018年度に以下のプロセスでマテリアリティを特定しました。

マテリアリティとして特定した各種課題とSDGs

＊マテリアリティ評価（マテリアリティマッピング）
各種ガイドライン等を参照し抽出した社会課題について、当社に関係が深いと考えられる課題の絞り込みを行いました。その
後、絞り込まれた各種課題について、当社における重要度とステークホルダーの重要度をそれぞれ評価し、2軸平面にマッピ
ングすることにより評価結果の可視化を行いました。

＊マテリアリティレビュー会議
マテリアリティ設定プロセスにおいては、自社にとっての重要性だけでなく、ステークホルダーにとっての重要性を客観的に考慮
し、取り組むべき社会課題を評価・検証することが重要となります。当社は、社内常勤役員3名に加え、当社の社外取締役
および外部有識者として野田健太郎氏（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授）をお招きし、マテリアリティレビュー会議を
開催しました。マテリアリティレビュー会議では、抽出された社会課題のうち、中長期的に当社が取り組むべき社会課題などについ
て、当社を取り巻く社会情勢の分析などを交えながら、専門的かつ客観的な視点から意見交換がおこなわれました。

社会課題の収集・抽出 抽出課題のスクリーニング 課題の重要性評価 重要性評価結果の妥当性検証

 関係者へのヒアリング実施による現状分析
 SDGs、ISO26000などからの
関連課題の抽出

 社会課題と当社バリューチェーンとの
関連性評価

  自社とステークホルダーの双方の立場より重要性
を評価（重要性の数値化）
 マテリアリティマッピング＊による可視化

 取締役（常勤）および執行役員間での議論
 社外有識者を交えた
マテリアリティレビュー会議＊での議論
 取締役会での議論、決定

テーマ 関連するSDGsの目標

新しい価値の創造・
社会課題の解決

目標3 すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

目標6 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに　すべての人々の、安価かつ信頼できる
持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

目標13 気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

ガバナンス・
コンプライアンスの強化

目標12 つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

目標16 平和と公正をすべての人に　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促
進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明
責任のある包摂的な制度を構築する。

多様な人財と
エンゲージメントの醸成

目標4 質の高い教育をみんなに　すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を
提供し、生涯学習の機会を促進する。

目標5 ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。

目標8 働きがいも経済成長も　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。

操業安全と事業継続性の確保 目標3 すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

目標8 働きがいも経済成長も　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。

ボーダーライン
未満だが大きな
差はない

ボーダーライン上 最重要な課題

ボーダーライン
未満だが大きな
差はない

自社の重要性

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
重
要
性
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CSR目標

当社は、マテリアリティへの取り組みを着実かつ効果的に進めるために、中長期的なCSR活動目標を設定しています。
各目標ごとに具体的な活動計画として定めた重要業績評価指標（KPI：Key Performance Indicator）を達成するために、全社一丸となりCSR活動を推進していきます。

マテリアリティに基づくCSR目標（KPI）
マテリアリティテーマ 達成指標（KPI） 2019年度 2020年度 2021年度

新しい価値の創造・
社会課題の解決

高速・大容量通信社会における情報
通信機器の変化（小型化・薄型化・高
速化・高信頼性化）への対応

車載・携帯端末向け熱伝導材料・デバイス設計構想の立案 高周波帯域用材料・デバイスの設計完了 社会波及効果の検証

自動車向け製品の普及促進
自動車向け製品の出荷数量
 反射防止フィルム　247,000m2

 熱伝導シート　　　　 5,469m2

自動車向け製品の出荷数量
 反射防止フィルム　　336,000m2

 熱伝導シート　　　　  17,099m2

自動車向け製品の出荷数量
 反射防止フィルム　　424,000m2

 熱伝導シート　　　　  39,324m2

低温接合ACFの普及促進 出荷数量　1,560万m/年 出荷数量　1,660万m/年 出荷数量　1,730万m/年

鉛フリーＳＣＰの新製品上市の継続 新製品上市　１モデル以上 新製品上市　１モデル以上 新製品上市　１モデル以上

排水処理剤の国内外への展開による
CO2削減への貢献 CO2排出量　▲3,000t-CO2/年 CO2排出量　▲6,000t-CO2/（2019～2020年度累計） CO2排出量　▲10,000t-CO2/（2019～2021年度累計）

重大品質問題発生件数 ゼロ ゼロ ゼロ

製品品質事故発生件数 ゼロ ゼロ ゼロ

事業活動によるCO2排出量、水使用
量、廃棄物等の削減 > 詳細はPage 37「環境中長期目標の策定について」をご覧ください。

サプライチェーンマネジメント 調達先の一部に対するCSRマネジメント取組状況調査の実施 調達先の一部に対するCSRマネジメント取組状況調査および改
善要請（指導）の実施

調達先の一部に対するCSRマネジメント取組状況調査および改
善要請（指導）の実施

ガバナンス・
コンプライアンス

の強化

経営体制の維持・向上  指名・報酬決定プロセスの更なる明確化
 役員サクセッションプランの推進（後任育成を含む）

情報セキュリティ事故防止 情報セキュリティ研修の実施
（新入社員研修、全社E-learning研修)

情報セキュリティ研修の実施
（新入社員研修、全社E-learning研修)

情報セキュリティ研修の実施
（新入社員研修、全社E-learning研修)

法令遵守・企業行動規範の浸透 企業行動規範に関する継続的な社内研修の実施

多様な人財と
エンゲージメント

の醸成

【エンゲージメント醸成①】
見直し後の人事制度定着・運用に
よる人材育成強化

見直し後の人事制度定着・役割理解促進のための
階層別研修実施

社員成長促進のための目標管理制度の定着
管理職向け施策実施

社員成長促進のための評価・育成の定着
管理職向け施策実施

【エンゲージメント醸成②】
デクセリアルズ版働き方改革施策の推進

有給休暇取得率前年度比UP　
2020年以降に向けた課題整理

多様な働き方に対応するデクセリアルズ版働き方改革新施策
の導入

多様な働き方に対応するデクセリアルズ版働き方改革新施策
の導入

【エンゲージメント醸成③】
健康で働きやすい職場づくりのため
の健康増進施策の推進

「生活習慣病対策」・「メンタルヘルス対策」を通し、社員が健康に業務に従事できるよう健康増進施策を企画・実行する

【多様な人財】
ダイバーシティコミュニケーション研修
のマネジメント受講率100％

統括職※受講率30％達成
※部門のマネジメントを行う管理職のこと

統括職受講率65％達成 統括職受講率100％達成

操業安全と
事業継続性の確保

休業災害発生件数 ゼロ ゼロ ゼロ

BCP訓練の充実
 年１回以上の全社BCP訓練実施
  訓練を通じたBCP計画の継続的な見直しの実施（BCMを意
識した取り組みの推進）

 年１回以上の全社BCP訓練実施
  訓練を通じたBCP計画の継続的な見直しの実施（BCMを意
識した取り組みの推進）

 年１回以上の全社BCP訓練実施
  訓練を通じたBCP計画の継続的な見直しの実施（BCMを意
識した取り組みの推進）

防災対策強化  年１回以上の全社防災訓練実施
  BCPとの連携を意識した継続的な防災対策の見直しの実施

 年１回以上の全社防災訓練実施
  BCPとの連携を意識した継続的な防災対策の見直しの実施

 年１回以上の全社防災訓練実施
  BCPとの連携を意識した継続的な防災対策の見直しの実施
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