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■ 報告対象範囲 

  日本精蠟株式会社   

■ 報告対象期間

  原則として2020年1月～2020年12月 （一部対象期間外の活動も含みます）

■  参考にしたｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

  環境省「環境報告ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2012年度版）」、GRIｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第3版

■ お問い合わせ先

  日本精蠟株式会社   http：//www.seiro.co.jp
  技術部            TEL:0834-84-0323  FAX：0834-84-0860

  本報告書に関するご意見・ご質問は上記までお願い致します。
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編集方針

編集方針
 当社は、環境への取り組み、社会的活動の取り組みをより多くのｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの皆様にご理解い

ただくために2008年から「環境報告書」を発行してきました。 2013年度からは、CSR全体の

概念を包含し「CSR報告書」としています。
 この報告書を通じて、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの皆様とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深め、CSR活動の推進に向けて今後も積

極的に取り組んでいきます。

報告に当たっての基本要件

打上工場 庄ノ浦工場

西ヶ森

Nippon Seiro（Thailand） テクノワックス
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  社会からの高い信頼を獲得・維持するための取り組み

 当社がその使命を果たしていくためには、お客様を始めとして株主・投資家、地域住民の皆様、従

業員のほか、広く当社を取り巻く社会の皆様から高い信頼をいただける存在であり続けることが必要

です。
 当社は、全ての企業活動が、適切なｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽを基盤として遂行され、透明性の高い効率的

な経営を実現できる体制、法令や社会規範を確実に遵守できる体制、不測の事態にも迅速かつ的確に

対応できるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制の整備・強化にも継続して積極的に取り組んでまいります。

 また、当社のﾜｯｸｽは、海外でも高い評価をいただいており、事情の異なる様々な国々の多様なﾆｰｽﾞ

に幅広く対応し、現在では年間総生産の約半数が海外向けとなっています。
 当社は、これまでに得た信頼と高い品質を最大限に活かし、販売網や供給体制、更にはｻｰﾋﾞｽ体制

の拡充に力を注ぐとともに、日本のみならず、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境保全と社会貢献に尽力してまいりま

す。

  環境保全活動への取り組み

 環境への取り組みに関しましては、当社の主力工場であります徳山工場で、ISO14001（環境ﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄｼｽﾃﾑ）を柱に、環境管理委員会、省ｴﾈ推進委員会等を中心に環境負荷低減に向けて様々な取り組み

を行っております。2016年度は、さらなる活動の拡張のため関連子会社においても、ISO14001の認

証を取得しました。
 環境・森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等の様々な活動にも積極的に参加し地域活動にも貢献しております。特に

地域消防団との協力体制の構築に努めております。当社は消防団協力事業所に認定されていることか

ら、今後も地域に密着した活動を展開してまいります。
 また、今後とも環境問題に配慮した製品の開発を更に推進し、社会貢献、地域貢献を目指し、企業

の社会的責任を果たしていく所存です。

 企業の社会的責任と環境保護への高い意識、実践力が問われる時代にあって、私たちは、事業の根

幹がこのような環境配慮型の製品づくりであることに誇りと自負を持ち、更なる品質向上に挑み続け

ています。

トップメッセージ

  社会とともに、地球とともに

 当社は、天然資源から得られるﾜｯｸｽ製品をつくる企業として「私たちの事業は、社会や地球の営み

とともにある」という基本に立ち、常に奉仕の精神を忘れず、日本はもとより世界の国々の発展と振

興、そして地球の環境保全に貢献し新しい未来を切り拓くべく邁進しています。

  時代が求める高品質のｴｺ素材、ﾜｯｸｽをｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに提供

 当社は、創業以来、ﾜｯｸｽ一筋に歩んできた日本で唯一のﾜｯｸｽ専業ﾒｰｶｰです。主力製品である天然資

源から生まれたﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽは、燃やしてもﾀﾞｲｵｷｼﾝを発生せず、土中の微生物によって分解され、環

境にも人にも安心で安全、無害という今の時代にふさわしい製品です。
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日 本 精 蠟 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長

安藤　司

トップメッセージ

 当社は、1951年に戦前からの旧会社の設備を継承し、新生日本精蠟として発足し、石油系ﾜｯｸｽを

中心に今日までﾜｯｸｽ一筋にて歩んでまいりました。
 現在、国内販売ｼｪｱｰ70%を超え、年産10万ﾄﾝﾚﾍﾞﾙの製造能力を有するｱｼﾞｱNo.1のﾜｯｸｽ専業ﾒｰｶｰで

す。

 近年では、2008年のつくば事業所開設、2014年にはﾀｲ王国に当社初の海外工場を設立し、基幹工

場の徳山含め3拠点に拡大し、専業ﾒｰｶｰとしてお客様のﾆｰｽﾞにお応えすべく、積極的且つ柔軟な展開

を図っております。
 当社の歴史、幅広い経験と技術を活かし、⾧年に亘り業界において存続できておりますことは、お

客様にとって必要であり、且つ信頼される企業であったものと自負しております。

 当社は、地味な素材ﾒｰｶｰではありますが、山口県周南市発にて、つくば、ﾀｲの2拠点を加え、国内

のみならず世界に必要とされる存在感のあるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾆｯﾁﾄｯﾌﾟ企業を目指し、ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員一同、心を一

つにして未来に向けて、これからもﾁｬﾚﾝｼﾞし続けてまいります。



◆ 国内で唯一、ﾜｯｸｽ一筋の専業ﾒｰｶｰ

＜拠点＞

＜関連子会社＞

注釈） ２０１５年より連結子会社と連結決算
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本社     ：東京都中央区京橋2-5-18

徳山工場   ：山口県周南市大字大島850

つくば事業所 ：茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2

ﾃｸﾉﾜｯｸｽ㈱：茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2

Nippon Seiro (Thailand) Co.,Ltd. :

No.700/15 Moo 7, Tambon Khaokhansong, Amphur

Sriracha, Chonburi, 20110 Thailand

資本金  11億2000万円

従業員数  306名（2020年末現在：連結子会社含む）

主要製品

 ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽおよびその誘導品

 ﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽおよびその誘導品

 重油

本社所在地  東京都中央区京橋2丁目5番18号

企業概要

日本精蠟株式会社とは？

社名  日本精蠟株式会社

 当社は1929年、ﾜｯｸｽ（ﾛｳ）の国産化とその製造過程で得られる重油を旧海軍燃料廠に供給するこ

とを目的に、南満州鉄道㈱の子会社、国策会社として発足しました。1945年の終戦と共に操業休止

となり、1951年、新たに日本精蠟株式会社として再興。以来、石油ﾜｯｸｽを扱う国内で唯一の専業ﾒｰ

ｶｰとして半世紀以上にわたり、日本の産業経済の成⾧と発展に寄与してきました。現在は、主に石油

を原料とするﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽおよびﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽを中心とした良質のﾜｯｸｽとC重油を製造・販売し、あ

らゆる分野の多彩な用途にお応えしています。

29,250
23,318

26,649
29,599 27,265

22,234

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

(百万円)売上高

-729

580 1,152 76

-767

-2,852

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

(百万円)経常利益



時代が求める高品質なｴｺ素材、ﾜｯｸｽをｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに提供

さまざまな分野で、身近な暮らしの中で活躍する当社のﾜｯｸｽ
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 ﾜｯｸｽには数多くの品種がありますが、当社の製品の多くは、天然ﾜｯｸｽの一種である石油由来のﾜｯｸｽ

です。主力製品のﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽとﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽは、人にも環境にも安全で無害です。古くから灯明用

のﾛｳｿｸとして使用されており、それ以外にもｺﾞﾑ老化防止材や防水・防湿性などに優れた紙加工用、

最近では低ｴﾈﾙｷﾞｰを目的とした印刷機器、食品・医薬品等幅広い分野に利用されています。

製品紹介

人にも、環境にもやさしく！

 当社は、創業以来、ﾜｯｸｽ一筋に歩んできた日本で唯一のﾜｯｸｽ専業ﾒｰｶｰです。主力製品である天然資

源から生まれたﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽは、燃やしてもﾀﾞｲｵｷｼﾝを発生せず、土中の微生物によって分解され、環

境にも人にも安心で安全・無害という、今の時代にふさわしい製品です。
 企業の社会的責任と環境保護への高い意識、実践力が問われる時代にあって、私たちは、事業の根

幹がこのような環境配慮型の製品づくりであることに誇りと自負を持ち、さらなる品質向上に挑み続

けています。
 当社は、これまで得た信頼と高い品質を最大限に活かし、日本のみならずｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境保全と社

会貢献に尽力してまいります。



1）会社の機関の基本説明
  ｲ）取締役会・経営執行会議

  ﾛ）監査役会

  ﾊ）顧問弁護士

【ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ体制 模式図】
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コーポレート･ガバナンス

 激変する経営環境と社会的要請に迅速かつ的確に対応できる意思決定、透明性の高い経営、法令並

びに企業倫理の遵守に努めて企業価値を高め、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のｽﾃｰｸﾎﾙ

ﾀﾞｰに評価され信頼を得ることをｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの基本としております。

 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および権限と責任の明確化を図るために執行

役員制度を導入し、取締役会は経営戦略・方針の決定および執行業務の監督等高度な経営判断に

専念し、経営執行会議は会社運営に関する重要な事項について、審議・決定するとともに業務執

行の全般的統制を行っています。

 監査役会は社内監査役2名、社外監査役2名で構成しており、適宜必要に応じて開催しておりま

す。各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会、経営執行会議および

重要会議への出席、重要書類の閲覧および業務執行部署への往査により、経営の透明性・客観

性・適法性を監査するとともに必要に応じて意見を述べております。

 顧問弁護士とは重要な法的課題およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽにかかわる事項について必要に応じてｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

を受ける等適法性の確保に留意しております。

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽに関する基本的考え方

会社の機関の内容および内部統制ｼｽﾃﾑの整備の状況
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 また、四半期毎に各部門のﾘｽｸ管理および法令遵守の実施状況について継続的に点検を行い、その

結果を執行役員会および取締役会に報告するとともに各部門を通じて全社員への周知徹底を図る等そ

の実践に努めております。
 さらに、監査部を中心に企業統治の根幹である内部統制ｼｽﾃﾑを十分に機能させ、監査役会、会計監

査人および顧問弁護士と連携の下、法令遵守・ﾘｽｸ管理の一層の徹底を図るための諸策の推進や内部

監査の充実に努めております。

内部通報制度

 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関する問題の早期発見、解決のための「社内通報規程」を定めており、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ経営

の強化に努めております。

情報管理に向けた取り組み

 営業上の機密情報や個人情報についての厳格な保全・管理が社会的に求められているなか、当社

は、「情報ｼｽﾃﾑ管理運営規程」を制定し、情報管理体制を構築しています。今後も事業環境の変化に

迅速かつ的確に対応するとともに情報管理の更なる徹底に努めてまいります。

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

 法令遵守の実践を経営の重要課題と位置づけ、法令遵守はもとより企業倫理に則った行動の推進を

図るために、適時実施の社員教育や安全衛生中央委員会等各種委員会でその徹底に努めております。

③ あらゆる法令やﾙｰﾙを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動に邁進し

ます。
④ 国際社会に通用する高い倫理観を備えた良き企業人としての使命感を持ち、経済・社会の発展に

貢献します。
⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には断固とした姿勢で対応し、決して妥協し

ません。

② 経営情報の公正且つ正確な開示をはじめとして広く社会とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り、社会に評価され

る透明な経営に努めます。

コンプライアンス＆リスクマネジメント

 当社は、法令遵守だけでなく、社内規則、企業倫理および社会規範の遵守に向け、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ優先

の企業風土を目指しています。

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関する基本的考え方

① 企業の社会的責任と公共的使命を常に認識し、健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの信

頼の維持向上に努めます。



環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

基本理念

1．

2．

3．

4．

5．

2021年1月4日
   執行役員 徳山工場⾧ 

環境管理責任者   片岡 憲仁
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環境保全に関する法規制、条例、協定、ならびに当社が規定する自主規制を遵守します。

事業活動を通じ、ﾗｲﾌｻｲｸﾙに亘る環境負荷低減に向けた取り組みを推進し､省資源、省ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ、廃棄物削減に努めます。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの適切な運用により、企業としての「意図した成果」を追求すると共に

継続的な改善活動を実施します。

環境保全活動への積極的な参画による地域社会との共生、ならびに環境配慮型製品の開発

に努めます。

組織で働く、又は組織のために働くすべての人に環境方針、および地球環境の大切さを周

知するとともに、この方針を公表し、社会と密接な連携を図ります。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

 当社の主力工場であります徳山工場では、環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの国際規格でありますISO14001:2004

の認証を取得しています。2016年度は、連結子会社のつくば事業所・ﾃｸﾉﾜｯｸｽ（株）の拡張認証を取

得しました。2017年度にはＩＳＯ14001：2015版に移行いたしました。

また、NIPPOＮ SEIRO (THAILAND) CO.,LTD.においても、2017年度にISO14001:2015の認証を取得

しました。
 安全と環境保全を最重要課題と位置づけ、地域社会との共生に努め、製造過程での環境負荷低減や

汚染防止に最大限の努力を払っています。

 日本精蠟株式会社徳山工場、つくば事業所およびﾃｸﾉﾜｯｸｽ株式会社は「天然素材の石油系ﾜｯｸｽ等」

を主体とした製品を供給する事業体であることを念頭におき、地球をより健全な状態で子孫に残すこ

とが私達の責務と捉え、環境保全活動の継続的な改善に努めます。

 ISO14001 環 境 方 針



 環境管理の推進

 

 内 部 監 査

 

 外 部 監 査
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日本精蝋株式会社 徳山工場

つくば事業所、ﾃｸﾉﾜｯｸｽ（株）

NIPPON SEIRO

(THAILAND) CO.,LTD.

 内部監査の結果については、環境管理統括責任者、環境管理責任者に事務局を通じて報告され、ﾏﾈ

ｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰに反映されます。

 徳山工場では、認証機関DNV

によるISO14001：2015の認証監

査が2020年8月4日～7日にかけ

て実施され、特に問題なく認証

されました。

 ＮIPPOＮ SEIRO (THAILAND)

CO.,LTD.においても認証機関

SGSによるISO14001：2015の監

査が実施され、特に問題なく認

証されました。

ISO 14001 への取組み

環 境 管 理 体 制

　

 日本精蠟ｸﾞﾙｰﾌﾟでは、資格取得した社内の内部監査員が毎年4～5月にかけて内部監査を実施してい

ます。現在、64名の内部監査員が内部監査を実施しています。

 日本精蠟ｸﾞﾙｰﾌﾟでは、「基本理念」及び「環境方針」を基に計画を立案し、環境負荷低減活動を実

施しています。
 環境管理委員会では、工場⾧を委員⾧とし、環境管理責任者、各職場の部⾧からなる環境管理推進

責任者、課⾧からなる環境管理実施責任者をﾒﾝﾊﾞｰとし、原則四半期毎に開催しています。主な活動

としては、3ヶ年計画及び年間計画の立案、内部監査の実施、環境負荷低減活動の推進等を行ってい
環境管理委員会のもとに省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進委員会を設置し、情報の共有化に努め、水平展開することで徳

山工場全体の省ｴﾈﾙｷﾞｰを目指し、活動を推進しています。

【管理体制組織図】



環境負荷の低減 

省ｴﾈ法の評価で★Sｸﾗｽ★

ｴﾈﾙｷﾞｰ原単位の削減
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    当社では、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量のさらなる低下に取組んでいます。

原料ﾀﾝｸの温度管理をTIC化し、ﾀﾝｸ内の液温を細かくｺﾝﾄﾛｰﾙできるようにしました。

ﾀﾝｸ内の温度を可能な限り下げてﾀﾝｸの放散熱量を減らし、蒸気使用量を削減しています。

電気では、更新時にLED灯を採用し、小規模ながら継続して電気使用量を削減しています。

環境配慮への取組み

地球温暖化防止への取組み

 当社はこのほど、経済産業省・資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁が実施する省ｴﾈ法

に基づいた事業者ｸﾗｽ分け評価制度において、最高評価であるＳｸﾗ

ｽ（省ｴﾈが優良な事業者）に格付けされました。事業者ｸﾗｽ分け評

価制度とは、省エネ法定期報告書の結果をもって評価されるもの

であり、当社主力工場である徳山工場の2020年度省ｴﾈ活動にて、

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ指標が目指すべき水準を達成したことによるものです。今

後も環境負荷低減に努めます。

 当社のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の約70％が、原料処理量に関係しない固定部分であります。これは、当社の主

力製品でありますﾊﾟﾗﾌｲﾝﾜｯｸｽが常温で固体のため、ﾀﾝｸ・配管等を常に加温しているためです。

 2017年度から2018年度は、生産量の増加により、原単位を下げることができました。

 2019年度は、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を 2%低減しましたが、一部の工程の稼働率低下の影響が大きく、工場

全体ではｴﾈﾙｷﾞｰ原単位は微増となりました。

 2020年度は、特にﾎﾞｲﾗｰ燃料の見直しにより、燃料原単位の削減に寄与しました。

364.2
338.6

315.4
330.0

305.4

蒸気原単位 kg/kl

34.8
32.9

31.1
32.2 31.3

電気原単位 kWh/kl

36.4
33.7

31.7
34.0

31.6

燃料原単位 L/kl



大気汚染防止

 水質汚濁防止
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COD排出量

環境に関する影響

燃油使用量

硫黄酸化物・窒素酸化物発生量 二酸化炭素発生量

 徳山工場では、工場の排水を処理した後、瀬戸内

海に排出しています。その排水はCOD等厳しい法的

規制値をｸﾘｱしています。

 当工場は周南市と環境保全協定を締結し、COD以

外にもSS、ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ、鉛等、多くの項目で規制値を

定め、毎月、測定結果を周南市に報告しています。

また、この規制値より、更に厳しい基準値を社内に

設定し、その基準値を遵守するように取り組んでお

ります。

 2016年以降はｴﾈﾙｷﾞｰ多消費製品の増加（高付加価

値化）、生産の小ﾛｯﾄ化などが影響し、燃油使用量

が増加する傾向にあります。

 これに伴い二酸化炭素排出量や窒素酸化物が増加

する傾向にあります。硫黄酸化物は、2018年度まで

は増加傾向でしたが、2019年度以降は調達原料油の

硫黄分の低下に伴い、大幅に減少しました。今後も

環境負荷低減及び地球温暖化防止に向けて一層の努

力をしてまいります。

 なお、各種の規制値、協定値をいずれもｸﾘｱして

おります。

117
135 136

100
85

128 130 132 131 126.7

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

SOx NOx単位：t

30.701 31.002 31.367 31.613
30.736

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

燃油

96.289 97.697
99.672 99.291

92.655

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

ＣＯ2

単位：千㎘

単位：千ｔ

44.5

35.6
33.4

34.9

37.9

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

ＣＯＤ単位：ｔ



 PRTR対象物質の排出

注釈)

 産業廃棄物(汚泥)の削減

〈 13 〉 NIPPON SEIRO CO.,LTD. 2021　CSR報告書

産業廃棄物(汚泥)の処分状況

0.000　　

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register ：

 化学物質排出移動届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源か

ら、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物として事業所外へ運び出されたかという

数量を集計し、公表する仕組みです。

 徳山工場では、産業廃棄物の削減に努めておりま

す。
 ﾜｯｸｽを生産するに当たっては、必ず産業廃棄物が

発生しますが、ﾘｻｲｸﾙまたは有価物として再生利用

可能となるように努力しています。
    今後は、製造工程を根本的に見直し、産業廃棄物

を発生させない手法によって排出量削減、環境にや

さしい製造生産体制を検討していきます。

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ(mg-TEQ/年) 243    0.000　　 0.000　　 0.000　　 0.000　　

19,000

ほう素及びその化合物 405    2,000 2,100 1,700 1,800 -

ﾄﾙｴﾝ 300    30,000 16,000 19,000 22,000

0.20　　

1,2,4-トリメチルベンゼン 296    － 10.0　　 18.0　　 130.0　　 10.0　　

ｽﾁﾚﾝ 240    0.30　　 0.23　　 0.30　　 0.15　　

3,900 3,060

2.2　　

BHT 207    0.0　　 0.0　　 0.0　　 0.0　　 1.9　　

ｷｼﾚﾝ 80    － 8.0　　 13.0　　 9.0　　

2－ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ 20    6,500 5,500 4,700

環境に関する影響

 徳山工場では、PRTR法に基づき、届出対象物質については毎年6月、山口県へ排出量を報告して

います。
 2013年3月に焼却炉による廃棄物処理を終了したことで、以降の対象物質は、ﾀﾞｲｵｷｼﾝを除く物質

が該当しています。

PRTR対象物質
化学物質 排出量（kg/年）

の番号 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

2227 1928 2268 2352

3319.2

654
766

1056 848

979

0
0

0 0

0

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

リサイクル ｔ 有価物 ｔ 埋立 ｔ



 ﾏﾃﾘｱﾙ収支
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ＰＲＴＲ

対象物質
2 ｔ

COD 38 ｔ

ＰＲＴＲ

対象物質
3 ｔｔ

重油 165,911 ㎘ SOｘ 85 ｔ

NOｘ 126.7

ｔﾜｯｸｽ 72,625 ｔ CO２ 92.66 ｔ 排水量 14,266,890 t 排出量 3,952

ｔ 海水 13,943,820 ｔ

【製品】 【大気】 【水域】 【産業廃棄物】

燃料 30,736 ㎘ 副資材 5,090

ﾏﾃﾘｱﾙ収支

【ｴﾈﾙｷﾞｰ】 【原材料】 【資  源】

電気 6,999,840 kWh 石油原料 277,001 ㎘ 水 419,765 ｔ
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 お客様満足度向上に向けた取り組み

 当社は、性能・品質・納期等において、お客様のﾆｰｽﾞにあった製品を提供するだけでなく、当社の

販売・開発部門が、お客様に密接にかかわりながら、お客様の課題、要望について、お客様と対話を

しながら解決していく、ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案型の販売活動に積極的に取り組み、お客様の満足度向上に努め

ています。 また、お客様に対し、毎年、顧客満足度調査を実施し、お客様の要望を的確に把握する

とともに、その結果を社内にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、更なるお客様満足度の向上に繋げております。

３．ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽを順守し、社会に信頼される企業であり続けます。

                         2021年 1月 4日 代表取締役社⾧  安藤 司

　お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

  当社は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにおいて最新の会社情報や製品情報を公開し、お客様がいつでも簡単に当社の

情報にｱｸｾｽできる仕組みを構築しています。更に、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞには、お問い合わせﾌｫｰﾑを設けており、

お客様からのお問い合わせが直接担当者へe-mailで送信され、対応できるようにｼｽﾃﾑ化しています。

日本精蠟はﾜｯｸｽのｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄとして、会社の歴史を誇りとし、基礎製品

から高機能製品を以て、幅広い分野において豊かな未来に貢献します。

１．多様化、変化するお客様のﾆｰｽﾞ、期待に応える製品を開発・提供します。

２．人・設備・製品・ｻｰﾋﾞｽの品質向上、技術力の向上に継続的に取り組み、

       Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ  企業を目指します。

ISO9001 品 質 方 針

お客様とともに

 お客様とともに

 当社は、お客様のご意見・ご要望に常に真摯に耳を傾けながら、お客様にご満足頂くため、開発設

計の段階から安全・安心で高品質な製品づくりを目指し、日夜たゆまぬ努力を続けております。

 品質保証への取り組み

 当社は、お客様に安全・安心で満足していただける製品を一貫して提供し続けるため、ISO 9001認

証に基づく品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを確立し、開発・製造・販売・技術・ｻｰﾋﾞｽが一体となった品質保証活動

を効果的に実施しています。



IR情報 IR資料
  個人投資家の皆様へ   最新IR 資料
  経営情報   財務指標

    IR資料   決算短信
  IRｲﾍﾞﾝﾄ   事業報告書
  株式情報   有価証券報告書
  電子公告   ＩＲｶﾚﾝﾀﾞｰ
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株主・投資家の皆様とのｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ

 当社は、株主・投資家の皆様をはじめ幅広いｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰに対し、適時、適切な情報開示や経営戦略

の伝達、資本市場の声のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行うために迅速、正確かつ公平な情報提供を行っています。

 主なIR活動としては、株主総会、下記に示した開示ﾙｰﾙに則した決算発表や有価証券報告書などが

あります。またﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもこれらのIR情報を積極的に提供しております。

株主・投資家の皆様とともに

株主・投資家の皆様とともに

 当社は、株主・投資家の皆様の視点に立った迅速かつ正確で透明性のある情報提供に努めておりま

す。

情報開示の取り組み

 当社は、経営方針、財務ﾃﾞｰﾀなどの企業情報を、株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速、正確か

つ公平に開示することで株主や投資家の皆様の信頼に応えるよう努めています。
 情報開示にあたっては、法定開示基準および証券取引所の定める開示規則を遵守しています。



     ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

    2020年から地元小中学生の卒業式を盛り上げるために、
地元の有志と協力し、当社のﾜｯｸｽおよび地元の資源（竹）
を活用した「ｷｬﾝﾄﾞﾙ卒業式」を実施しております。
    今後も地域性や当社の強みを活かした魅力を発信し、
企業価値を高めていきます。

ﾚｽﾎﾟﾝｼﾌﾞﾙｹｱ活動
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地域説明会の風景

 周南地区環境保全協会に加盟する企業と合同で説明会を

準備及び運営し、地元住民の方々にご理解して頂きまし

た。

地域貢献活動

ｷｬﾝﾄﾞﾙ卒業式

 地元住民の方々を対象に、毎年地元企業が開催するﾚｽﾎﾟﾝ

ｼﾌﾞﾙｹｱ活動に参加しています。この活動は私たち企業が、

環境・保安・防災に関して、どのような活動を展開してい

るか地元住民の方々に説明し意見交換をする場です。

（2020年度は書面開催）

 毎年、鼓南小学校・鼓南中学校の児童・生徒のみなさん

とともに、「3000万人瀬戸内海ｸﾘｰﾝ大作戦」に参加してお

ります。

地域社会への取組み

地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

 徳山工場では、工場周辺は勿論のこと、様々な環境活動

に積極的に参加し、地域への貢献を目指しております。

 2020年度は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大防止の観点から中止

となりましたが、例年10月には周南農林事務所が主催する

「水を守る森林づくり～まちと森と水の交流会～」に参加

し、指導林業士や県、市、森林職員の指導のもと、広葉樹

林の下草刈り、徐伐、抜き伐り、倒木・枯木の撤去などを

行い、水源の森を整備する活動に参加しております。

 徳山工場周辺では、県道の草取り及び溝掃除を定期的に

実施し、地域住民の皆様に気持ち良くご利用頂ける様、道

路の美化に努めています。

県道作業



     ⾧崎「平和の灯（ともしび）」に協賛

 当社は、⾧崎で開催される「平和の灯」に、2010年より毎年協賛しています。

 ⾧崎「平和の灯」http://nagasakipeace.jp/japanese/peace/action/events/tomoshibi.html

   「ﾊｲｺｰｻﾏｰ IN 粭島」 に参画  

   2020年夏休み、ｺﾛﾅ禍によって、各種ｲﾍﾞﾝﾄが軒並み中止となる中、
「子供たちに夏休みの思い出作りを」をﾃｰﾏにｺﾛﾅ対策を充分実施した上で、
人数を限定したｲﾍﾞﾝﾄに参画しました。
本活動は、廃校の粭島小学校で開催され、地域性を活かした取り組みとなりました。

    当社は、「ｷｬﾝﾄﾞﾙと灯籠づくり教室」を担当し、遊歩道を竹灯籠で彩りました。
参加した子供たちに夏休みの思い出づくりを提供することができました。

【遊歩道に竹灯籠】 【ｷｬﾝﾄﾞﾙ作成中】
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地域社会への取組み

 この催しは、平和祈念式典の前夜(8月8日)に、市民が手作りのｷｬﾝﾄﾞﾙに平和への願いをこめたﾒｯｾｰ

ｼﾞを書き入れて、灯をともすことで、原爆で亡くなった多くの方々を慰霊し、一人ひとりが原爆の惨

禍を決して忘れることなく、若い世代に平和の尊さを継承していくために毎年開催している市民参加

型の行事です。あわせて、平和都市⾧崎の思いを、世界に向けて広くｱﾋﾟｰﾙしています。

 当社としても、平和を願う⾧崎市民のみなさんの活動のお役に立てればとの願いから微力ながら協

力しています。

平和を願って灯されたｷｬﾝﾄﾞﾙ（「平和の灯ＨＰより）



    安全衛生中央委員会

   5S安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

注釈）５Ｓ：（整理・整頓・清掃・清潔・躾）

   総合防災訓練
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安全への取組み

安全への取組み

 毎月第二水曜日（原則）に安全衛生中央委員会を開催しています。主な活動としては、労働衛生に

関することを中心に、労働災害の撲滅、健康管理に関すること等に取り組み、安全で安心した職場作

りを目指しています。また、実際に発生した事故事例を基に、類似事故発生のﾘｽｸを検討し、ﾘｽｸが認

められる場合は防止策を話し合い、類似事故防止に努めています。

 2020年度は、徳山工場では、2月21日と11月26日の２回

実施しました。

 例年行われる総合防災訓練は、様々な職場での災害を想

定して訓練しています。

 爆発・火災・漏洩等の緊急事態を想定した社内総合防災

訓練、本部員訓練、消火隊訓練、応急隊訓練等を実施して

います。有事の際は、初期活動を早く行うことで、地域住

民の方へのご迷惑を最小限に抑えることが目的です。

    毎月、第一水曜日（原則）に５Ｓ安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施しています。

 安全の基本は整理整頓にあることから、特にその部分を中心にﾊﾟﾄﾛｰﾙしています。また、危険と思われ

る箇所、およびﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを実施しなければならない作業等もﾊﾟﾄﾛｰﾙの点検項目として、安全操業を行う

ための重要な活動と位置づけています。

    危険な箇所、作業に関しては、指摘した部分を写真に撮り、期日までに改善させ、危険の芽を早期に摘

み取り安全な職場環境作りを目指しています。

社内総合防災訓練（11月26日）

保防協 共同防災訓練（2月21日）



     その他の防災訓練
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消防団協力事業所へ認定

 2007年徳山工場は、従業員の地域消防団への積極的参加が認められて、周南市消防本部より消防

団協力事業所（ｼﾙﾊﾞｰﾏｰｸ）の認定を受けました。 また、2008年には全国で4事業所目となる消防庁

消防団協力事業所（ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｰｸ）にも認定されました。

消防庁認定 周南市消防本部認定

 従来から工場近隣で火災等の有事の際、当社の自衛消防団が応援に出た例は幾度かありましたが、

地域消防団との連携をより強化し、合同訓練は重要であると認識しています。今後も、徳山工場とし

て地域社会に積極的に貢献してまいります。

安全への取組み

NIPPON SEIRO(THAILAND) CO.,LTD.

総合防災訓練
海上隊訓練

  消火隊では、2回/年、火災現場での消火活動において、正確、且つ迅速な活動が出来るように訓練を行

い、各種機材の取り扱い等を習得させています。また、海上隊では、3回/年、ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張訓練を行い、

油等の海上流出の際の拡散防止処置や気象状況等海上異変に対する対応策等を習得させています。

その他、社宅・独身寮において避難訓練や、屋内消火栓を使用した放水訓練を実施しております。

 NIPPON SEIRO(THAILAND) CO.,LTD.においても、総合防災訓練を実施しております。



  内定者研修 新任管理者研修
  新入社員導入教育 評価者教育
  新入社員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ教育 管理者教育
  中堅社員教育

工程教育 技術教育
専門教育 業務研修
ISO内部監査員研修
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 当社は、従業員の健康維持・増進のため、全従業員を対象にした定期健康診断・35歳以上の全従業員を

対象とした生活習慣病予防検診及びﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策として講演会の開催や年1回のｽﾄﾚｽﾁｪｯｸなどの取り組みを

積極的に行い、従業員の心と体の健康管理に努めています。

    当社は、職場内のOJT教育に加え、各種の階層別研修、職務別研修を行い、自己啓発支援に努めて

います。

新入社員・中堅社員   管理者

タイ工場での研修

　　従業員の健康管理

  教育・研修制度

従業員とともに

 従業員とともに

   当社は、人材の力を発揮できるよう各種の教育・研修制度を整えているほか、従業員が働きやすい

環境を整えるための制度の充実化を図り、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの実現を目指しています。

  人事制度

 当社は、従業員の能力、成果、意欲を正しく評価することにより、昇級、昇格、異動、配置及び教

育訓練等に積極的に活用を図ることによって、従業員各自の能力及び資質と士気の向上に努め、もっ

て人事上の処遇へ適正に反映させることを目指しています。



〈対策〉
・定期的な労働者の意識調査（仕事のやりがい等に関するもの）の実施と改善策の実行
・ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制、在宅勤務、ﾃﾚﾜｰｸ等による柔軟な働き方の実現

       その能力を十分に発揮できる環境を作る
〈対策〉
・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨの考えを根付かせるために、階層ごとの問題点を抽出し適確な教育を行う
・各種社内制度をわかりやすく周知し、既存制度の適確な活用を行う

〈対策〉
・日勤者についてﾉｰ残業ﾃﾞｰの取組み等の充実を図り推進する
・ｽﾏｰﾄﾜｰｸｽﾀｲﾙの取組みを通じて、業務の効率的な遂行と定時退社の意識づけ啓発を行う
・残業が一定時間数を超える場合の本人と上司に対する通知・ﾋｱﾘﾝｸﾞ等の実施
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 目標③ 定時退社意識の向上と定着のため、ﾉｰ残業ﾃﾞｰの取組み等の充実を図り推進する

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ

　ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ

 次世代育成支援対策推進法では、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ（仕事と生活の調和）を実現する多様な働き方の整

備に取り組むことが求められており、子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援

するための雇用環境の整備や、その他の従業員も含めた多様な労働条件の整備を行うことが必要と

なっています。
 当社においても「一般事業主行動計画（2020.4.1～2025.3.31）」を策定し、従業員の仕事と子育

て両立支援について目標を掲げて、取り組んでいます。

 目標① 平均勤続勤務年数の男女差の縮小

 目標② 固定的な性別分担意識是正のため全社で意識啓蒙を行い、すべての社員が



〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5番18号（京橋創生館10階）

〔お問い合わせ先〕

日本精蠟株式会社 徳山工場 技術部 環境保安課

〒745-0803 山口県周南市大字大島850番地

TEL：0834-84-0323     FAX：0834-84-0860

日本精蠟株式会社


