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会社概要

商　号

本社事務所

本　社

設立年月日

資本金

売上高

従業員数

主要製品

クラリオン株式会社

Clarion Co.,Ltd.

〒335-8511

埼玉県戸田市上戸田５０

電話:048-443-1111

〒112-8608

東京都文京区白山5丁目35番2号

1940年12月18日

26,100百万円

連結　168,947百万円(2004年3月期)

単独　131,610百万円(2004年3月期)

連結　9,211名

単独　1,379名

カーオーディオ、カーナビゲーション、

車載PC、映像機器、バス機器、通信機器

連結製品別売上高比率(百万円)

本社事務所

本社

自動車機器の主な製品例

クラリオン「サステナビリティレポート2004」
の編集方針について

クラリオンでは、２０００年度より環境の取り組みに関する情報を「環境報告書」

やホームページを通じて開示し、その情報の充実を図っています。２００４年度は

「環境報告書」から「サステナビリティレポート」とタイトルを新たにし、クラリオン

の持続可能な社会の実現への活動を、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の観点から、

環境面にとどまらず、経済面や社会面について編集しました。本レポートによって、

ステークホルダーの皆様とより密なコミュニケーションを図り、持続可能な社会の

実現への活動と情報開示をさらに充実していきたいと考えています。

環境会計及び環境負荷データの対象範囲

●対象期間は２００３年４月１日～２００４年３月３１日です。

（一部２００４年７月までの最新情報を含んでいます）

●環境会計及び環境負荷データの対象範囲に

ついては下記の国内の４サイトです。

本社事務所（埼玉）
〒335- 8511  埼玉県戸田市上戸田50

本社（東京）
〒112- 8608  東京都文京区白山5- 35- 2

東北事業所（福島）
〒963- 0725  福島県郡山市田村町金屋字下夕川原50

ＣＭＬ（群馬）
〒370-0614  群馬県邑楽郡邑楽町赤堀1508-1

会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

編集方針と環境会計及び環境負荷

データの対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

トップメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

トップインタビュー

企業理念／サステナビリティの考え方 ・・・・・・６

企業ビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

コーポレート・ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

リスクマネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

コンプライアンス経営体制の確立・・・・・・・・・10

（経済性）
財務ハイライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

経営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

（環境保全）
環境方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

ISO14001認証取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

環境負荷と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

環境活動の目標と達成状況・・・・・・・・・・・・・１８

環境会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９　

環境マネジメントシステム

・推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

・内部環境監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

・事故・緊急事態の対応と状況

・法規制遵守状況

製品への環境配慮

・製品ライフサイクルアセスメント・・・・２２

・製品における環境負荷物質抑止の評価

・グリーン購買の推進・・・・・・・・・・・・・・・２３

・環境配慮型製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

環境保全活動

・化学物質管理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

・省エネルギー活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７　

・廃棄物削減活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

・ゼロエミッションの展開・・・・・・・・・・・・・・・２９

（社会性）
従業員とのかかわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

お客様とのかかわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

サプライヤーとのかかわり・・・・・・・・・・・・・・・・・３５

社会貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６

情報開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７

クラリオンのあゆみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８　

クラリオン「サステナビリティレポート２００４」

の作成に協力して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９

6,126
3,275

159,544   

■自動車機種

■特機

■その他

●東北事業所 
●クラリオン・エム・アンド・エル（生産） 

●本社事務所 
●クラリオンエンジニアリング 
●クラリオンシステムハウス 

●本社 
●クラリオン販売 
●クラリオン商事 

●クラリオン・エム・アンド・エル（物流） 

カーナビゲーション
カーオーディオ

AutoPC CADIAS

主要関連会社

クラリオン販売株式会社
〒112-8608 東京都文京区白山5-35-2

クラリオン商事株式会社

〒112-8608 東京都文京区白山5-35-2

クラリオン･エム･アンド･エル株式会社（ＣＭＬ）

〒963- 0725 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原50

クラリオンエンジニアリング株式会社

〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田５０

クラリオンシステムハウス株式会社

〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田５０

本社・事業所 主要関係会社 生産会社 地域拠点 

［資料］
●環境省「環境会計ガイドライン２００２年版」準拠
●環境省「環境報告書ガイドライン（２００３年度版）」参考
●ＧＲＩ：「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン２００２」参考

［次回発行予定］２００５年７月
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トップメッセージ／トップインタビュー

トップメッセージ

企業理念の「豊かな社会づくりに寄与します」に応える
社会的責任を追求

クラリオンは、企業活動の経済的な側面と社会的な側面、そして

環境の側面をバランス良く配慮した企業経営が重要と考えてい

ます。ＣＳＲを果たしつつコーポレート・ガバナンス体制を推進し、

併せてコンプライアンス経営体制も確立し、全て自主的な活動

として企業経営に取り組んでいます。お客様が製品サービスを

選択する際に、価格、品質と並ぶ要素としてＣＳＲが重要となり、

その一つに環境配慮型製品が上げられます。今後も、様々な

ステークホルダーとコミュニケーションをはかりながら、はば広い企

業経営を目指し、企業の社会的責任を追及していきます。

取締役社長　

泉　龍彦

トップインタビュー

クラリオンが目指すサステナビリティの考え方は？
クラリオンは、持続可能な社会を目指して、ＣＳＲを果たしつつ、環境保全、経済性、社会性のトリプルボト

ムラインの概念に基づく企業経営姿勢を推進していきます。具体的には、中長期の事

業計画の展開による経営基盤の確立をベースとし、環境では、環境保全活動の推進、

経済性については、新たな企業ビジョンの展開、売上拡大、戦略的投資の実施、そして

「価値ある企業」への革新をはかります。社会性については、コーポレート・ガバナンス、

リスクマネジメントシステムの構築、コンプライアンス経営、人材育成・支援活動、社会貢献

などの実施に取り組んでいます。企業経営を通じてサステナビリティの実現に努力し、

「価値ある企業」とし、さらに「社会から必要とされる企業」を目指しています。

クラリオンが目指す事業展開は？

クラリオンは、２００１年度から進めてきた「新創業２１計画」において「事業の選択と集中」を掲げ、事業

構造改革を推進し、計画を達成すると共に経営基盤を強化することができました。クラリオンは、長期経

営計画の基点となる２００５年３月期（第６５期）から５年後の２０１０年３月期に大きなエポ

ックとなる「創業７０周年」を迎えます。記念すべきこの時期を一つの目標とし、新たな

企業ビジョンを「Ｖｉｓiｏｎ-７０」と名づけ、ありたい姿に事業展開を推進していきます。取

り組みは、売上の拡大、コーポレートブランド力の強化、目に見える戦略投資を展開し、

「社会から必要とされる企業」を目指します。また、中期経営計画を、「価値ある企業」

への変革を目指し、「ＭＯＶＥ（ＭｏｒｅＶａｌｕａｂｌｅＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）２０」と名づけて展開し、

２０％の価値向上と連結売上高２，０００億円を目標としています。

コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについては
どのように考えますか？
昨今企業を取り巻く環境が変化し、企業倫理や社会的責任が強く求められるようになりました。クラリオ

ンは、２００３年７月１日にコンプライアンスに関する専門部署を設置し、さらにコンプライアンス委員会による

啓蒙、普及、実践活動を通して社内全体にコンプライアンスに関する自覚と実践を推進

しています。コンプライアンスの基本は、社会から指弾されるような行動はしないこと。個

人も組織も、その時々の流れの中で迷いを生じることがありますが、迷った時に立ち戻れ

る場をつくっておくこと。そのことが企業の社会的責任を果たす重要な要素と考え、さら

に、コーポレート・ガバナンスの基本は、事業体として継続的、効率的に利益を出していく

ことだと考えます。

コンプライアンスに留意しながらきちんと収益のあがる事業を展開していき、健全性のあ

る経営と透明性のある企業にすることだと思います。その結果、ステークホルダーへの最大利益を実現

し良きガバナンスを実践していくことが必要ではないでしょうか。

クラリオンの環境保全活動に関する取り組みは？

クラリオンは、企業理念の下に環境方針を制定し、環境保全が全世界共通の重要課題の一つであり、企

業経営の基本であることを認識し、企業活動のあらゆる面で環境の健全性に配慮し、環

境保全活動を推進しています。

また地域社会を大切にし、企業市民としての責任を全うすることを心掛け、さらにステー

クホルダーとの協調を図り、社会貢献活動も推進し、環境に関して、企業の社会的責任

を果たすように努力しています。

活動としては、欧州廃車指令（ＥＬＶ指令）やカーメーカーからの環境負荷物質の抑止要

求に対して、グリーン購買を推進し、併せて製品への鉛フリー化も進めており、環境負荷

物質の抑止と環境配慮型製品の開発、そして事業活動としては、ゼロエミッション活動の推進、省エネル

ギーの取り組み、など循環型社会づくりに取り組んでいきます。

クラリオンの環境配慮型製品の開発は？

自動車の車内に精密機器を取り付けることは、想像以上に難しいことです。車内では通常では考えられ

ない振動や温度の影響を受けます。

一般家電製品とは比べものにならない過酷な条件となり、構造上や機能的な制約を受

けますし、それに伴って価格もきびしい条件となります。このような条件下で、パソコン機

能をカーナビゲーションに組みこんだり、振動に弱いＣＤやＤＶＤをとりこんだり大変です

が、環境的には環境負荷物質の抑止管理の強化、製品の小型・軽量化、リサイクル設

計、など最終的には製品ライフアセスメントシステムの構築に向けて、設計評価ガイドライ

ンの作成から徐々に展開を推進していきます。

▲
▲

▲
▲

▲
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クラリオンの企業理念／サステナビリティの考え方

クラリオンでは、基本理念を最上位に位置付ける目的（ゴール）としています。また、当社の存在意義となる「基本理念」の実現のた

め、「手段・方法」の選択に関わる自律の規範を「１．顧客満足 ２．価値創造 ３．個人と組織 ４．環境維持 ５．社会的責任

６．存続と成長」の６項目に区分して定めています。

クラリオンのサステナビリティ
クラリオンは、持続可能な社会をめざして、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たしつつ、経済・環境・社会の３つの側面（トリプルボト

ムライン）にバランスよく配慮した企業経営をおこなっていきます。さらに、企業理念にもとづき、企業としての社会的責任を果たし

つつ、音と情報を楽しむモバイル・インフォエンタテイメント環境において、お客様にわくわくする感動と満足を提供する車載機器メ

ーカーとしての事業活動を通じてサステナビリティの実現に貢献していきたいと考えています。

クラリオンの企業理念

企業理念 （1997年10月制定）

＜基本理念＞　　　　　　　　　　　　　　　
クラリオンは、音と情報と人間のより良きつながりを追求し、価値ある商品を生みだすことにより、

豊かな社会づくりに寄与します。

●優れた製品とサービスを提供し、お客様に満足と

喜びをおくる。

●独自の発想と技術により、新たな価値を創造する。

●個々の人間性と能力を尊重し、自由闊達な風土を作る。

●人と社会と自然の調和を図り環境維持につとめる。

●地域社会の発展のために、企業市民としての責任を

全うする。

●適正な利潤の確保により、継続的な成長を果たす。

＜経営姿勢＞

＜行動指針＞

私たちは、

●常に勇気を持って自らを革新し、高い目標に“挑戦”します。

●常に新しい価値を生みだす夢と感動を“創造”します。

●常に人々の信頼に応えるために、“誠意”を尽くします。

ステーク  
ホルダー 

取
り
組
む
主
な
活
動 

経  済 

● 新たな企業ビジョン「Ｖｉｓｉｏｎ-７０」の実現  
● 新たな「価値ある企業（ＭＯＶＥ２０）」への革新  
● 売上高の拡大  
● 戦略的投資（人材・企画・開発・情報・環境・ブランド強化） 

● 環境保全活動の推進  
　 ・ 環境マネジメントシステムの継続  

　 ・ 事業活動を通じて循環型社会の実現 

● 企業倫理の確立  
　 ・ コーポレート・ガバナンス体制の確立  

　 ・ コンプライアンス経営体制の確立  

　 ・ リスクマネジメントシステムの構築  

 

● 人材育成・支援  
● 更なる品質の向上  
● 社会貢献 

環  境 

社  会 

「社会から必要と 
される企業」 

ステーク  
ホルダー 

モバイル・インフォエンタテイメントとはMobile(移動)×Information(情報)×Entertaiment(楽しさ)を掛け合わせたことば

クラリオンは、２００１年度から進めてきた「新創業２１計画」において「事業の選択と集中」を掲げて取り組んできました。

今後は、「Ｖｉｓｉｏｎ-７０」を掲げ、音と情報を楽しむモバイル・インフォエンタテイメント環境において「新たな安心」、「新たな快適」にこだわっ

た商品をつくりあげ、お客様にわくわくする感動をお届けする新たな企業ビジョンを推進します。

事業構造改革の完結を基盤に新たな企業ビジョンの策定へ

Vision-70

MOVE20

企業ビジョン 

「社会から必要 
とされる企業」 

  新たな 
「価値ある企業」 中期経営計画 

（創業70周年） 

(More Valuable Enterprise 20)
●ブランドの再構築 

●売上高の拡大 

●更なる品質の向上 

●中国戦略 

●グローバル生産体制の確立 

●売上高の拡大 ●戦略的投資 

●コーポレートブランド力の強化 

新創業21計画 

●企業倫理の確立  
    ・コーポレート・ガバナンス体制の確立  
    ・コンプライアンス経営体制の確立  
    ・リスクマネジメントシステムの構築 

●環境保全活動の推進  
    ・環境マネジメントシステムの継続  
    ・事業活動を通じて循環型社会の実現 

●社会貢献 

●技術開発力の強化  
 　・人材育成・支援 

収益体質の確立 

計画達成 

企業ビジョン
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ＭＯＶＥ２０とは、
More Valuable Enterprise２０の略であり、
２０％の価値向上と連結売上高２，０００億円を
目標としている中期経営計画



リスクマネジメント

クラリオンでは、リスクマネジメントシステムの構築を目標に掲げ、コンプライアンスや危機管理をはじめとし、
情報セキュリティ管理、環境リスク管理など積極的に取り組んでいます。企業を取り巻くリスクを全社的見地
から統制するＴＲＭ（トータル・リスク・マネジメント）の体制づくりを目指しています。

全社のリスクマネジメント（ＴＲＭ）
クラリオンでは、リスクマネジメントシステムの構築を目標に掲げ、

コンプライアンス、危機管理、情報セキュリティ管理をはじめとし、

経営リスク管理など全社的な管理体制を目指しています。

自主管理基準による環境りスク管理
大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、騒音・振動・悪

臭防止などの対応については、自主管理基準を制定し、厳しく管

理をしています。さらに、化学物質管理、廃棄物処理管理につい

ても自主管理基準を設定し、汚染を未然に防止するため当該基

準に基づいて環境リスク管理をおこなっています。

事故・法令違反・訴訟
クラリオンでは、２００３年度における事故、法令違反、訴訟は発生

していません。

危機管理体制の確立

火災、大地震、自然災害など企業を取り巻く多種多様のリスクが

顕在しており、クラリオンでは、このような不測の事態に対して、即

対応できるように、「危機管理マニュアル」を制定し、かつ組織や

グループを横断した「危機管理委員会」を設置し、危機管理体制

を確立しています。

情報セキュリティ管理の確立
情報セキュリティ管理については、情報管理部門が中心となり、

推進しています。「セキュリティマニュアル」を作成し、システム利

用者や運用者には、責任や罰則についての教育をしています。

各部門が保有する情報管理方針、運用手続き、問題発生時の

行動について教育も実施しています。セキュリティガイドでは、機

密区分を設定し、利用者区分によってセキュリティレベルを制定

し、厳しい管理をしています。

本社事務所の避難訓練

リスクマネジメントシステム 

グ
ル
ー
プ
戦
略
物
資
管
理 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

経
営
リ
ス
ク
管
理 

環
境
リ
ス
ク
管
理 

火
災
事
故
災
害
管
理 

地
震
・
自
然
災
害
管
理 

海
外
安
全
管
理 

訴
訟
リ
ス
ク 

危
機
管
理 

そ
の
他 
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コーポレート・ガバナンス

企業経営の健全性と透明性及び効率化を図るために「コーポレート・ガバナンス体制の確立」と「コンプラ
イアンス経営の確立」を推進しています。

利益の最大化につながる健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行なわれるようにコーポレート・ガバナン

ス体制を確立すべきであると考えており、今後の重要な経営課題であると認識しています。また、重要情報の開示による企業経営の透

明性を高め、コンプライアンスに関する遵守体制の確立を図り、コーポレート・ガバナンスの実行性を高めていきます。

クラリオンは監査役制度を採用しています。取締役会は当社グループ全体

の視野に立った経営の基本方針及び経営上の重要な意思決定と業務

執行を指揮監督する役割分担を担っており、健全な経営体制を確立して

います。

クラリオンは執行役員制度を導入しています。取締役会の意思決定に基

づき、執行役員が執行役員規程に従い、業務執行を行なうことにより、効

率性のある経営と取締役会の充実に極めて有効に機能をしています。

また、経営環境の変化に対する行動性を高めるため取締役及び執行役員

の任期を１年としています。さらに法令遵守に努めるため、社長を委員長と

するコンプライアンス委員会を設置しています。企業の社会的責任の展開

に対しては、２００４年７月にＣＳＲ推進室を新設し、推進しています。

コーポレート・  
ガバナンス  
体制の確立 

● コンプライアンス経営体制の確立 

● マネジメント体制の確立 

● デイスクロージャとコミュニケーション 
（ステークホルダーとの連携） 

クラリオン企業理念と企業ビジョン 
（企業の社会的責任の実践） 

株主総会 

取締役会 

社長 

副社長 

監査役室 

監査役・監査役会 

コンプライアンス委員会 

内部監査の実施 

ＣＳＲ推進室 

経営会議 

執行役員 

●コーポレート・ガバナンス経営体制
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コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施



クラリオンは、コンプライアンス経営体制の確立を推進するため

に、２００３年７月に「コンプライアンス委員会」を設置しました。

コンプライアンス委員会は四半期に１回開催しています。また、

ＣＳＲ推進室では、社長、担当役員に対して定期的に現状報告

を行ない、予防や問題解決に努めています。

コンプライアンス経営体制の確立

クラリオンは、企業が社会的責任を果たす上で、コンプライアンス経営体制の確立が重要と考え、経営要綱
に「企業理念とコンプライアンス行動指針を基盤として企業倫理の確立を図る」ことを掲げ、位置づけを明
確にしました。コンプライアンス・プログラムのグループ全体への周知、コンプライアンス経営体制の強化・社
内教育の推進により運用の定着をはかっています。

コンプライアンスの取り組み
クラリオンは、これまでは総務部門・人事部門・環境管理部門等

の各部門においてコンプライアンス活動を行なってきましたが、全

社活動として取り組むために２００３年４月に「コンプライアンス・プ

ログラム策定委員会」を発足しました。さらに、２００３年７月に「コ

ンプライアンス行動指針」を制定し、全社で活動を推進して

います。

クラリオンのコンプライアンス

＜コンプライアンス委員、リーダーの役割＞
コンプライアンスプログラムの部内展開をおこなうと共に、全社員から
のコンプライアンスに関する事項の相談・通報の１次窓口の役割を果た
し、リーダーは委員への協力をおこなう。

コンプライアンス推進体制

委 員 長：社長　　

総括委員：管理本部長（担当役員）

事 務 局：ＣＳＲ推進室

コンプライアンス委員長 

I
T
推
進
本
部 

経
営
企
画
本
部 

商
品
戦
略
本
部 

管
理
本
部 

品
質
保
証
本
部 

生
産
本
部 

O
E
M
営
業
本
部
 

市
販
営
業
本
部 

経
理
本
部 

技
術
開
発
本
部 

購
買
本
部 

CSR推進室 

１．法令の遵守
２．行動指針の遵守
３．リスクの評価

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員・リーダー 

全　社　員 

回
答 

教
育 

教
育 

回
答 

相
談 

回
答 

相
談 

相
談 

P l a n
コンプライアンス 
計画立案 

C h e c k
意識調査 

コンプライアンス監査 

A c t i o n
実行・改善 
翌期計画立案 

D o
教育、マニュアル整備 
相談通報活動 

コンプライアンスの周知・教育

コンプライアンス経営体制を全社員に浸透させるため

に、導入教育は社員で実施しました。教育の内容は、部

門教育、層別研修にて実践面の教育を主眼においてい

ます。まず、管理職教育を行ない、次に管理職教育を受

けた部課長が講師となり、社員教育を実施し、周知徹底

をしています。

●コンプライアンス行動指針内容

１．総則（社会規範の遵守）
２．社会との関係
３．顧客・取引先・競争会社との関係
４．株主・投資家との関係
５．社員との関係
６．会社・会社財産との関係
７．付則（相談・申告窓口など）

管理職コンプライアンス教育

相談・通報窓口の設置及び通報者保護
２００３年１１月に、コンプライアンス推進室（現ＣＳＲ推進室）が

担当窓口となり「相談・通報窓口」を開設しました。受付方法は、

面談、電話、郵便、電子メール（匿名でも受付）としています。

相談によってコンプライアンス違反の未然防止や通報を肯定す

ることによってコンプライアンス違反の出来ない風土づくりを図る

ためです。通報者秘密保持ルールと不利益禁止によって保護さ

れています。

国内、海外連結子会社への展開
クラリオンは、国内連結子会社及び海外連結子会社に対しても

コンプライアンス行動指針を展開しています。それぞれの会社で

は、リスク評価表を作成し、海外連結子会社に対しては、コンプラ

イアンス行動指針を英文化し、配布しています。さらに、現地語の

展開をしています。海外においては、国ごとの準拠法令に従った

対応をしています。

リスク評価表の作成
クラリオンは、法令遵守のベースとなるリスクの洗い出しをおこな

っています。各部門担当者が実際の業務に関わるリスクを洗い

出し、それをコンプライアンス委員がリスク評価表としてまとめてい

ます。これらの結果は、コンプライアンスプログラムに活用すると

共に、定期的に見直しを行なっています。

準拠法令 （○○部門固有） 

リスク評価表 

＊凡例：リスク事項：リスクを有する、または対象となる事柄 
<リスク：物事の成就、目的・目標の達成を阻害する潜在的・顕在的危険因子>

部署名 法令名 法令概要 各部門との関連概要 リスク事項 
危険度 

発生危険度 影響危険度 対応・防止策 
行動指針 
ＮＯ． 

●コンプライアンス委員会

①行動指針カード
⇒全社員に配布し、常時携帯。

②行動指針と解説書（行動指針の具体的内容の手引書）
⇒イントラネットに掲示して全社員に周知。

③行動指針の開示

⇒ホームページに掲示し、全ステークホルダーに開示。

コンプライアンス行動指針は
つづら折りのカードとし、全社員が
携帯できるようにしています。
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売上高 
営業利益 
経常利益 

当期利益 

191,855
3,332

1,013
-17,713

188,686
-2,058

-4,825
-7,762

187,954
4,335

1,290
-7,274

185,530
9,534

5,757
1,555

168,947
10,352

8,141
6,305

170,000
9,000

6,000
3,000

連結 2000年3月期 2001年3月期 2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期予測 
（単位：百万円） 

経営計画のプロセス 

現在 

2002年3月期・・ 
 ・・2004年3月期 

62期・・64期 66期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70期 当65期 

2006年3月期 2005年3月期 

７０期における“ありたい姿”を実現するための期間 

＜売上拡大+戦略的投資＞ 

ありたい姿 
（社会から必要 
とされる企業） 

「価値ある企業」への 
革新をはかる 

2007年3月期 2008年3月期・・ 
 ・・2009年3月期 

2010年3月期  

Ｖｉｓｉｏｎ-７０ 

ＭＯＶＥ２０ 

＜収益体質 
　を確立＞ 

・構造改革 
・合理化 

創業 
70周年 

新創業 
21計画 
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●連結製品別売上高推移

財務ハイライト（連結）

経済性報告

クラリオンは、2001年4月度より3ヵ年計画で進めてきた「新創業21計画」の最終年度である2004年3月期
の成果として、収益体質を確立することができました。第1に、事業構造改革を掲げ、事業の再編、生産再編、
事業所統合などを実施し、第2に、合理化を掲げ、原価低減活動、経費削減活動、売上GP改善活動を実行
し、第3に、在庫削減活動を実施し、全て計画を達成しました。さらに、中期計画として「MOVE20」を計画し、
長期計画として「新企業ビジョン Vision-70」を掲げており、「社会に必要とされる企業」を目指して企業経
営を推進しています。

●連結実績推移（５ヵ年）

200,000

150,000

100,000

50,000

0

958,555

138,258

'00.3月期 '01.3月期 '02.3月期 '03.3月期 '04.3月期 

（単位：百万円） 

その他 

特機 

音響機器 

自動車機器 

 
200,000

150,000

100,000

50,000

0

958,555

138,258

（単位：百万円） 

'00.3月期 '01.3月期 '02.3月期 '03.3月期 '04.3月期 

欧州 

アジア・豪州 

北中南米 

日本 

●連結地域別売上高推移

●連結製品別営業利益推移

8,000

10,000

6,000

4,000

2,000

－2,000

0

958,555

138,258

その他 

特機 

音響機器 

自動車機器 

（単位：百万円） 

'00.3月期 '01.3月期 '02.3月期 '03.3月期 '04.3月期 

●連結キャッシュフロー状況

10,000

15,000

5,000

－5,000

－10,000

0

958,555

138,258

営業活動CF 投資活動CF フリーCF

（単位：百万円） 

'00.3月期 '01.3月期 '02.3月期 '03.3月期 '04.3月期 

●グループ人員

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

4,000

2,000

6,000

0

15,222

14,007

10,837
9,594

9,211
958,555

138,258

'00.3月期 '01.3月期 '02.3月期 '03.3月期 '04.3月期 

 

●所有者別株主分布状況

25.2％ 

28.7％ 

4.7％ 5.0％ 

36.4％ 

個人・その他 

金融機関 

外国人 

その他国内法人 

証券会社 

クラリオンの経営計画（３ヵ年）の実績と今後の経営計画（５ヵ年）

新創業２１計画（３ヵ年）の成果（連結）
新創業２１計画の実績結果として、目標を大幅に上回る活動成果
と収益体質の確立ができました。

今後の経営計画（５ヵ年）のプロセス

■新企業ビジョン「Ｖｉｓｉｏｎ-７０」
クラリオンは、今から６年後に大きなエポックとなる「創業７０周年」を
迎えます。記念すべきこの時期を一つの目標とし、新たな企業ビジョ
ンを「Ｖｉｓｉｏｎ-７０」と名づけ「クラリオンのありたい姿」として示してい
ます。

営業利益 

3カ年目標 2001年3月期 

経常利益 

当期利益 

75億円以上 

45億円以上 

30億円以上 

▲21億円 

▲48億円 

▲78億円 

業績目標 
新創業21計画 

実　績 

実　績 

計画目標比 

104億円 

81億円 

63億円 

（+38％） 

（+81％） 

（+110％） 

222億円 

586億円 
326億円 

29社 

9,211名 

（-55％） 

（-45％） 
（-59％） 

（-34％） 

（-46％） 

210億円 （+183％） 
（16.3％） 

2004年3月期 

2004年3月期 
2001年3月期比 

棚卸資産削減 

2001年3月期 

有利子負債削減  
純有利子負債削減 

自己資本の充実 
（自己資本比率） 

グループ人員削減 

関係会社の統廃合 

497億円 

1,057億円 
797億円 

74億円 
（4.1％） 

14,007名 

54社 

業績目標 

※億円未満四捨五入表示 

● 成果（連結）



JapanChina

Malaysia

Hungary

Singapore

Taiwan
Philippines Mexico
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14 15

クラリオン環境方針

クラリオンは、１９９７年、環境保全・循環型社会の実現が全世界において重要課題の一つであり、企業経営
の基本であると考え、企業理念の中に「人と社会と自然の調和を図り、環境維持に努める」を掲げています。
環境方針は、企業グループの行動指針として「クラリオンの企業理念」やＩＳＯ１４００１の要求事項に沿って規
定しています。

クラリオン環境方針

クラリオンは、環境の保全が全世界の最重要課題の一つであり企業経営の基本である事を認

識し企業理念（経営姿勢）の「人と社会と自然の調和を図り環境維持に努める」「地域社会の

発展の為に企業市民としての責任を全うする」に則って企業活動のあらゆる面で環境の健全

性に配慮して行動する。

基本理念

当社は、カーマルチメデイア機器を主体とした設計、製造及び販売の事業活動における、製品及び

サービスによる環境影響を評価し、重要な項目に関して技術的、経済的に可能な範囲で環境目的・

目標を設定し、見直しを行い環境への負荷を継続的に改善する。

１）環境に関連する法規制や協定､等の自主設定基準を遵守する。

２）製品の設計段階より環境汚染物質や天然資源、等の省資源及びリサイクル設計を推進する。

３）製造や販売活動では、省エネ及び廃棄物の減量化とリサイクルを推進し、循環型の経済社会

を目指す。

４）事業所の排出水、事故・緊急時の油や有害物質､等の漏出による環境汚染の予防を図る。

５）また、事業所の緑化や周囲景観の向上と騒音及び振動防止に努力し、地域環境の保全に

努める。

６）全従業員に環境方針を周知し教育・訓練により環境保全に関する知識の向上と啓蒙を図る。

７）この環境方針は、社外にも公表する。

基本方針

ＩＳＯ14001認証取得

クラリオンは、２０００年４月にＩＳＯ１４００１の認証を取得し、環境マネジメントシステムを構築しました。
２００４年５月現在、国内では、４サイトで一括認証取得をしており、海外子会社では生産拠点を中心に５拠点で
認証取得を完了し、さらに３拠点で認証取得活動を展開中です。

２００３年３月に、第１回目の更新審査を受審し、認証取得しました。２００４年２

月には、４年目の定期審査を４サイトで受審し、環境マネジメントシステムが適切

に維持されていることが認められました。クラリオングループとしても、全世界で

認証取得活動を進めており、２００２年には中国の生産工場でも取得しています。

クラリオンハンガリー工場でも２００４年取得を目指して推進中です。さらに購買

先メーカーに対して、認証取得もしくは環境マネジメントシステム活動の整備を

お願いし、定期的に自主評価表を提出していただいています。

ＩＳＯ１４００１認証取得と展開

クラリオンの登録証国内認証取得状況

クラリオン（株）国内サイト 主な関係会社

海外連結子会社の認証取得状況

２０００年４月２５日全社一括認証取得

●本社事務所（埼玉）

●本社（東京）

●東北事業所（福島）

●ＣＭＬ（群馬）

●クラリオン・エム・アンド・エル（株）

●クラリオン販売（株）

●クラリオン商事（株）

●クラリオンエンジニアリング（株）

●クラリオンシステムハウス（株）

Clarion Hungary Electronics Kft.

海外連結子会社においては、生産拠点を中心にＩＳＯ１４００１の認証

取得を推進しており、認証取得した海外連結子会社を対象に環境保

全活動データをまとめ、国内連結子会社と海外連結子会社とを集計

した連結ベースの環境会計及びレポートの発行を目指しています。

今後の認証取得推進と海外連結の方向性

２００２年９～１２月認証取得済 

２００３年７月認証取得済 

２００２年２月認証取得済 

２００４年９月認証取得予定 

２００４年に認証取得計画中 

中国　３工場 

台湾 

メキシコ 

ハンガリー 

マレーシア／フィリピン 

（１９９９年２月２５日制定 ２００１年６月１日改定）
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●エネルギーの使用  
　 ■電気  
　 ■ガス      
●水の使用  
●ＯＡ紙の使用 

●原材料の購入 ●製品の輸送 

企画・設計 

●エネルギーの使用  
　 ■電気  
　 ■ガス  
　 ■灯油  
●水の使用  
●化学物質 

生産 グリーン調達 物流 

●自動車での使用 

お客様使用 廃棄・ 
リサイクル 

廃棄物処分量　　１１１トン リサイクル量　  ８９７トン 
４，５８２ 
トンＣＯ2排水量　　  ５３ 千トン ＣＯ2排出量 

ク
ラ
リ
オ
ン
の
環
境
負
荷 

16

環境負荷と課題

クラリオンは、事業活動に伴う環境負荷を考え、環境保全活動を強力に推進しています。環境負荷低減の取
り組みを原材料の調達から設計・生産と段階的に行ない、全体的な環境負荷低減活動を推進し、循環型社
会に向け、各課題に取り組んでいます。

クラリオンの事業活動における環境負荷と取り組む課題

＜インプット＞

［エネルギー］

電力 １０，２５１千ＫＷｈ

ガス ７２

ガソリン １３９

軽油　　　　 ２４

灯油 ３４６

水　　　　　 ５３千トン

紙　 １２,０８２千枚

［原材料］
電気部品 樹脂
金属部品 包装材料

●製品ライフサイクルアセスメント

●グリーン購買

●環境負荷物質抑止

●省資源設計

●製品軽量化

●リサイクル設計

●包装リサイクル化

循環型社 会の実現

●地域とのコミュニケーション

●緑化活動

●サイト周辺の清掃

●社会貢献

●地域ボランティアへの積極的参加

●広報活動

●環境マネジメントシステムの推進

●環境会計

●環境負荷物質の管理

●法規制管理

●環境教育管理

●内部環境監査管理　

●物流の管理

●地球温暖化防止

●ゼロエミッションの展開

●環境負荷物質の削減

●ＯＡ紙の使用量削減

●環境に配慮した設備投資

●物流の効率化

製品 管理活動 事業活動 社会活動＜課　題＞

＜アウトプット＞



項　目 2002年度 2003年度 

26 
 
5 

 
13 
 

△2 

6 

48

10 
 
6 

 
32 
 
6 

9 

62計 

内　容 
（百万円） 

①事業活動に投入する資源に 
　関する環境保全効果 

②事業活動より排出する環境 
　負荷及び廃棄物 

③事業活動から産出される財・ 
　サービスに関する効果 

④輸送その他に関する保全効果 

⑤有価物等の売却額 有価物等の売却額 

水光熱費・コピー・ＥＤＰ 
用紙購入費等 

一般・産業廃棄物 
処理費用等 

軽量化による効果等 

ガソリン・軽油使用料等 

（１）公害防止コスト：受水・浄化槽・排水維持管理等 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5

33 
11 
27 
2 

115 
67 
0 
0 

255

14 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
28

28 
9 
22 
2 

110 
40 
0 
0 

211

0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3

31 
9 
17 
2 
93 
47 
0 
0 

199

（２）地球環境保全コスト：冷暖房の保守点検等 
（３）資源循環コスト：一般・産業廃棄物処理・処分等 

認証取得費用・維持費用・教育費用 等 
軽量化・ＣＴＳＡシステム・鉛フリーはんだ検討等 
自然保護、緑化、美化等 

段ボールの再利用拡大等 

（１）事業エリア内コスト 

（２）上・下流コスト 
（３）管理活動コスト 
（４）研究開発コスト 
（５）社会活動 
（６）環境損傷対応ｺｽﾄ 

合計 

分　類 内　容 
2001年度 2002年度 2003年度 

投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 

特にありません 

（百万円） 
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環境保全活動の目標と達成状況

クラリオンでは、２００４年に２００６年までの中期計画を策定し、計画を達成するために全社的に環境保全活動
を推進しています。２００３年度の実績は目標を達成しており、中期目標に向けてさらなる環境保全活動に取り
組んでいます。

環境会計

クラリオンは環境活動の取り組みを「投資」、「費用」、「効果」の側面から定量的に把握し、活動の成果を適切
に評価するために２００２年度より「環境会計」を導入しております。また、ステークホルダーを含む社会全般に
対して定期的にディスクローズすることにより、継続的に環境保全活動に取り組み、さらなる実質的効果の向
上を目指して活動しております。なお、環境会計の集計にあたっては、環境省の環境会計ガイドライン２００２年
版に準拠したクラリオンの環境会計ガイドラインを作成し運用しています。

２００３年度の集計結果

経済効果
＜経済効果の算定基準＞
①確実な根拠に基づき算定される経済効果
ａ）省エネによるコスト削減等（前期比増減額）
ｂ）有価物等の売却額
ｃ）管理活動の効率化による費用削減効果
②推計に基づく経済効果　
ａ）製品の軽量化による経済効果
クラリオンでは、メカモジュールなど製品の軽量化に取組み、車両　
取り付け時の車両重量削減によるガソリン使用量の削減を効果
として算出しました。

今後の取組み

クラリオンは、海外のグループ会社を含めた連結型環境会計への体制づくりを目指し、情報収集プロセスのＩＴ化を促進し、精度の向上
をはかっていきます。また、事業所からの直接的環境負荷物質の削減だけではなく、環境配慮型製品を通じた社会貢献を推進します。

環境保全コスト

2001年を100とした場合の増減

課　題 中期計画（～2006年度） 2003年度目標 2003年度実績 評価 頁 

製
　
品 

事
業
活
動 

社
会
活
動 

管
理
活
動 

P27

P26

P36

P15

P19

　評価（達成率）は　○・・・１００％以上　　△・・・７０％以上　　×・・・７０％以下を示しています。 

環境配慮型製品 
の開発 

地球温暖化防止 
（省エネ） 

製品への鉛 
はんだ使用 
の全廃 

環境汚染物質の 
排出量の削減 

OA紙の使用量 
の削減 

環境に関する 
地域社会活動 

①ISO14001の 
　定期審査 
　の認証取得 

①環境負荷物質の採用抑制や 
　代替部品の対応 
②環境適合設計の推進 
　（軽量化、省資源化、分解性、 
　省エネルギー化、等） 

2005年12月末までに製造工程で 
使用するはんだの鉛フリー化を 
実現する。 

エネルギー使用量を2003年実績を 
基準として2007年3月までに4％ 
削減する。 

コピーとEDP用紙の使用量を 
２００７年3月までに 
11,860千枚以下とする。 

①廃棄物排出量を2003年実績を 
　基準として2007年3月までに 
　10％削減する。 
②ゼロエミッションの推進 

①緑化活動の実施 

 

②サイト周辺の清掃 

 
 
③地域住民とのコミュニケーション 

①グリーン購買の推進 
②自動車メーカー有害 
　物質への対応 
③有害物質対応 
　代替品の製品展開 
④環境設計評価ガイド 
　ラインの検討 

①はんだの鉛フリー化 
　のトライアルの実施 

（2002年度実績比） 
エネルギー使用量 
1％ 削減 

（2002年度実績比） 
廃棄物排出量 
3％ 削減 

（2002年度実績比） 
廃棄物排出量 
19.7％ 削減 

（2002年度実績比） 
コピーとEDP用紙の 
使用量　1.5％ 削減 

（2002年度実績比） 
コピーとEDP用紙の 
使用量　3.7％ 削減 

（2002年度実績比） 
エネルギー使用量 
3.7％ 削減 

①トライアル品の 
　品質評価OK

①排出量削減 
・IPA　      600　以下 
・廃油 　  1400　以下 
・はんだ　6000　以下 

①植樹の実施 

②サイト周辺の清掃 
　の実施 

②「環境報告書2003」 
　の発行 

③地域住民への協力 

①東北サイトに植樹 
　の実施 

②4サイトで周辺の清掃 
　を定期的に実施 

①4サイトで更新後の 
　第1回目の定期 
　認証取得 

②「環境報告書2003」 
　を発行した。 

①2004年4月に定期 
　認証取得をした。 

③学習活動への協力を 
　実施 

①製品に波及済 
②100％対応 
 
③製品に展開済 
 
④環境設計評価ガイド 
　ライン案の作成 

①2006年の第2回目の 

　更新審査認証取得 
 
 
②2003年7月に環境報告書の 
　開示そして毎年、環境報告書 
　のレベルアップを図る。 

①IPA、廃油、はんだの排出量 
　削減 
 
 
 
②環境汚染予防実施 

②環境会計の 
　まとめ及び環境 
　報告書の発行 

廃棄物の削減 
（リサイクル） 

②環境汚染予防活動 
　の実施 

①排出量の実績 
・IPA　　 284　以下 
・廃油　 1195　以下 
・はんだ   7944　以下 

②予防措置及び 
　パトロールの実施 

P22 
　 
P25
〜
 

P28 
　 
P29
〜
 

－ 

環境保全コストと効果 環境保全効果（物量効果）

電力使用量 （千Kwh） 10,716 10,363 10,251 112
621 679 582 98
63

5,417
63
183
895

8.30％ 

566
2
27

△37
1.9％ 

5,148
55
138
934

87.1％ 

4,582
53
111
897

89.0％ 

55 53 2
ガソリン使用量などの削減 

処分量削減削減 

電力使用量減と軽量化による削減 

（原油換算　） 
（千トン） 

（千トン） 
（トン） 
（トン） 

（トンＣＯ2） 

燃料使用量 
水使用量 
CO2排出量 
排水量 
廃棄物処分量 
リサイクル量 
リサイクル率 

項　目 
環境負荷 環境保全 

2001年度 2002年度 2003年度 効果 
コメント 

（％） 

300

200

100

0

（百万円） 

'01年度 '02年度 '03年度 

67
55

47

76 73 60

115

110
93

(35)
(48)

(62)

2 2
2

事業所エリア内 
コスト 

上下流コスト 管理活動 
コスト 

研究開発 
コスト 

効果（2001年度の効果は概算値にて表示しております） 

25

50

75

100

125

0

100 97
109 104

94
87 84 87 84

76

61

95
85

96
100 100 100 100 100 100 100

'01年度 '02年度 '03年度 

電力使用量 燃料使用量 水使用量 CO2排出量 排水量 廃棄物処分量 リサイクル量 

２００３年度の集計結果は、投資額３百万円、費用額１９９百万円、
経済効果６２百万円となりました。費用は廃棄物処理費用の削減
および管理活動の効率化等により１２百万円の削減となりました。
また、効果としては電力使用料の削減に加え、リサイクル拡大（有
価物売却）等により６２百万円となっています。

集計範囲：本社（東京）、本社事務所（埼玉）、東北事業所／
ＣＭＬ（福島）、ＣＭＬ（群馬）の４サイト

対象期間：２００１年度：２００１年４月１日から２００２年３月３１日まで
２００２年度：２００２年４月１日から２００３年３月３１日まで
２００３年度：２００３年４月１日から２００４年３月３１日まで

環境保全効果（物量効果）

※百万円未満四捨五入表示

※百万円未満四捨五入表示
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環境マネジメントシステム

クラリオンでは、環境保全活動を推進するため、社長を委員長とする「環境委員会」を組織して全社的な推進
体制で展開しています。全社的なテーマに対しては、全社機能を横断する７つの専門部会を設置し、取り組み
を実施しています。クラリオンでは、各サイトの環境マネジメントシステムが適切に実施され、維持されているかを
把握するために「内部環境監査」を年２回実施しています。監査内容については、外部審査と同様の監査内
容になるように考慮し、机上だけではなく、現場の確認も実施し、「事故・緊急事態の対応」や「法的遵守状況」
については、重点的に監査をしています。

環境マネジメントシステムの運用状況と環境パフォーマンスの実績を確認し、適

切に継続的改善が実施されているかを確認するために、年２回の定期的な「内

部環境監査」を実施しています。内部環境監査員は全社で３４名おり、内部監

査チェックリストに基づいて各サイトの活動状況を確認しています。内部環境監

査により指摘された点については是正を行ない、継続的改善を図っています。

内部環境監査実施状況

事故・緊急事態の対応と状況
事故・緊急事態の対応については、サイト別全体と各部署に

て「事故・緊急事態連絡網」を作成し、緊急対応がとれる連

絡体制を確立しています。又、著しい環境側面が特定される

部門では、手順を制定して模擬訓練を年１回以上実施し、手

順の見直しを行ない、事故・緊急事態に備えています。

クラリオンでは、２００３年度における事故・緊急事態の発生の

事例はありませんでした。

法規制の遵守状況
環境面に関連する主要な法規制等については、環境管理

部門において適宣情報を収集し、データベース化して全社で

共有化しています。法規制の遵守状況は、毎月確認し、さら

に「環境委員会」で全社レベルを評価・確認をしています。

各サイトでは、地域条例等の情報を定期的に収集し、日常の

運用にあたっては法や条例で定められた基準値よりも厳しい

「自主基準」を設け遵守しています。

推進体制

環境委員会 

環境委員長　社長 

専門部会長 事務局 
CSR推進室 
（環境管理） 

環境管理責任者　担当役員 

部門責任者 （各部門の環境推進責任者） 

内部環境監査員 
チーム 

環境リーダー （各部門の環境推進者） 

地域環境保全部会  
（地域社会との共存等、緑化活動） 

＜環境リーダーの役割＞  
　環境リーダーは、部署より１名以上選出し、自部署の環境活動を担当（任務）し、専門 部会活動 への協力 
　をします。部署長の補佐的な重要な役割をもっており、２００４年５月現在、全社で１０４名います。 

本　社 本社事務所 東北事業所／CML CML群馬 関係会社 

製品ライフサイクル対応部会  
（環境負荷物質の抑止等、製品 
  ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄの推進活動） 

鉛フリーはんだ推進部会  
（鉛はんだ使用廃止推進活動） 

環境汚染物質削減部会  
（環境負荷物質等の排出量の削減） 

廃棄物削減部会  
（廃棄物の排出量の削減活動） 

省エネルギー部会  
（電力、エネルギー等の削減活動） 

紙類削減部会  
（ＯＡ紙の使用量削減活動） 

内部環境監査

2002年 
5月 

11月 

5月 

11月 

0件 

0件 

0件 

0件 

1件 

7件 

0件 

1件 

32件 

34件 

23件 

12件 
2003年 

実施年月 重大な不適合 軽微な不適合 観察事項 

全社４サイトの内部環境監査結果

法規制等要求事項  
遵守状況評価報告  
（環境管理部門） 

法規制等遵守状況評価  
［法規制を毎月確認］  
（該当部門） 

法規制等要求事項登録 
［データベース化］  
（環境管理部門） 

環境委員会  
（評価） 

内
部
環
境
監
査
で
確
認 

法規制遵守状況評価管理体制



部品情報 

グリ－ン 
購買 

自社開発システム 

データベース 

グリーン購買ガイドライン 

材料 
デ－タ 

IMDSへの 
登録 

環境負荷 
物質のない 
製品 

化学物質管理ガイドライン 
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製品ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）の取り組み

製品への環境配慮

クラリオンは、欧州廃車指令（ＥＬＶ指令）の対応やカーメーカー及び市場の要求に対応できるように
製品への環境影響を評価し、環境に配慮された製品の開発及び提供を目指しています。

クラリオンは、製品ライフサイクル全体をとおして環境影響を評価するＬＣＡを推進することにより、環境負荷を低減した製品

の開発を目指しています。これらの活動は、「製品ライフサイクル対応部会」が中心となり、推進しています。また、有害物質抑

止については、厳しい法規制対応やカーメーカーからの要求に対応できるように開発段階から取り組みを推進しています。

「環境設計評価ガイドライン」 

製品の環境負荷物質抑止の評価 

製品のリサイクル評価 

製品の省資源化の評価 

商品企画 設計試作 評価 材
料 

生
産 

物
流 

使用 廃棄・ 

リサイクル （顧客） 

製品における環境負荷物質抑止の評価
ＩＭＤＳ（International Material Data System）とは、サプ

ライヤーが製品の構成部品・材料をインターネット上で登録する

データベースシステムです。

新製品の開発時は、「新製品開発管理システム」に従い、「環
境設計評価ガイドライン」に基づいて開発ステージ毎に環境
影響評価し、環境に配慮した製品開発を目指しています。

新製品開発管理システム
（新製品の開発ステージに於ける開発管理）

製品開発後からは、原材料の調達から製品となって顧客に提供され
るまでの段階毎に環境影響を評価し、環境に配慮できる製品づくり
を目指しています。

クラリオンは、環境負荷物質の抑止について、自社開発システ

ムによる製品毎の抑止管理をおこなっています。このシステムは、

カーメーカーから要求されているＩＭＤＳ（部品材料データ管理シ

ステム）にも対応しています。さらに製品単体毎に環境負荷物

質の環境影響について評価が出来るシステムに取り組んでいま

す。併せて、有害物質対応代替部品の製品展開を推進してい

ます。

クラリオンは、カーメーカーから要求されているＩＭＤＳへ

データの登録を実施しており、国際的な標準、法律、規則に

課せられた義務を果たすことを可能としています。

取引先企業 

購買部門 

技術・生産部門等 

登録 

グリーン購買ガイドライン 

化学物質管理ガイドライン 

部品・材料・製品 
データベース 

利用 

調査 

回答 
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グリーン購買の推進
環境負荷物質の低減には、「環境配慮型製品の開発」が重要であり、そのためには環境に配慮された部品・部材・完成品などを使用し

た、製品の開発が必要となります。クラリオンでは、「化学物質管理ガイドライン」を含む「グリーン購買ガイドライン」を作成し、

各種法規制や業界基準に適合した製品づくりを取引先企業と協力して推進しています。取引先企業には、ガイドラインに基づき、環

境管理状況と購入部品中の環境負荷物質含有の調査したデータを提出していただき、この調査データを基にデータベースを作成し,製

品開発に生かしています。

お取引先の優先選定基準とグリーン購買

お取引先の評価要素

１）Ｑ：適正な品質　　４）Ｄ：技術開発力

２）Ｃ：適正なコスト　５）Ｅ：環境にやさしい

３）Ｄ：安定供給　　　

の５項目の評価要素の総合評価により

お取引先の優先調達

グリーン購買ガイドラインの詳細ホームページ

http://www.clarion.co.jp/
グリーン購買ガイドラインＰＤＦを参照願います。

環境負荷物質抑止の製品事例

メカモジュール製品事例

クラリオンは、ＥＬＶ指令（欧州廃車指令）やカーメーカーの要

求対応により、製品に含まれる環境負荷物質の抑止管理を徹底し、

製品に対して、六価クロムフリー化やはんだの鉛フリー化等を推

進し、環境配慮型の製品開発に努力しています。

ＡＤＤＺＥＳＴブランド製品事例

ＣＤ／ＭＤセンターユニット

（ＤＭＺ４３５L P）

■鉛フリーはんだ対応

■六価クロムフリー対応
■モーター：鉛フリーはんだ対応 ■六価クロムフリー対応

■モーター：鉛フリーはんだ対応

■六価クロムフリー対応
■モーター：鉛フリーはんだ対応

GS-1 ～メカニズムシリーズ～ シングルDVDメカニズム ～HMDシリーズ～
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製品への環境配慮

クルマという限られたスペースを、いかに人間が心地よい空間に変えられるかを追求することは、自動
車メーカーのみに課せられたテーマではありません。クラリオンは、カーオーディオについてもＡＶシステ
ムの意匠・デザインの完成度を高め、インテリアの美観と機能を高めると共に、環境に配慮したカーオー
ディオづくりが重要と考え、環境配慮型製品の開発を推進しています。

「アクティブマトリクスコントロール」は人間工学に基

づくＨＭＩ（ヒューマン・マシン・インターフェイス）

を追求し、最新技術の集大成として結実させた最先端の

オペレーションシステムです。従来のボタンやノブとい

った操作系のパーツの使用を最小限まで抑え、ディスプ

レイ上で制御する斬新なコンセプトで、「画面をタッチ

する」「タッチしたままスライドする」といった指先で

感応するオペレーションシステムを採用しています。ア

クティブマトリクスコントロールを採用した製品は、安

全性と省資源化や軽量化を図った最先端の技術とデザイ

ンを駆使した製品と言えます。

アクティブマトリクスコントロールの採用による製品の環境配慮

クラリオンは、アゼストブランド製品において「ミュー

ジックキャッチャー™」機能を搭載しています。これに

よって、ＣＤを聴きながらお気に入りのナンバーを内蔵

メモリーへ手軽に録音し、再生することが可能となりま

した。従来のオートチェンジャーを付属させる必要性が

なくなり、また、ＣＤやＭＤなどの音楽媒体を無くす事

を可能としたため、省スペース、省資源化・軽量化が可

能となりました。実際に、ＣＤオートチェンジャーを搭

載した場合の重量と比較すると５０％軽量化が可能とな

ります。

「ミュージックキャッチャー™」機能による
省資源化や軽量化

クラリオンは、カーナビゲーションの製品開発においてナビゲーション機能

の枠を飛び出し、ＡＶ機能を充実させ、カーエンタテイメントの新たな領域

を広げています。操作機能においては、ＡＶ、ＮＡＶＩの操作メニューに

「ＱｕｉｃｋＯｎｅ」と指のタッチで簡単に操作できる製品開発をしています。

安全性と効率の良いナビゲーションによって走行効率化が良くなり、燃費

が削減され、ＣＯ2排出量の低減につながります。

カーナビゲーションの機能によるＣＯ2排出量の低減

ハードディスクカーナビゲーションによる省資源化

路線バス用「ネットワーキング
オートガイドシステム」の運行
効率化によるＣＯ2排出量の低減

タッチパネルディスプレイ

ツマミやノブが少ないデザイン

ＤＸＺ９４５ＭＰ

★ミュージックキャッチャー™とは、演奏中のＣＤをワン

タッチで録音＆再生可能な機能

ミュージックキャッチャー™機能搭載

ＤＸＺ８４５ＭＣ

ハードディスク内蔵のナビゲーションにおいては、ＣＤ録音機能

ミュージックキャッチャー™により本体に多くの楽曲を保存で

きるので、チェンジャー等の付属機器の必要がありません。

ＡＶ-ＮＡＶＩの機能の充実と音楽媒体や付属品などの省資源

化と軽量化をはかっています。

重量は、オートチェンジャーの付属品を搭載した場合と比較

すると、約３０％の軽量化が可能となります。

クラリオンは、様々な通信網を利用して、いつでも

どこでもバスの運行状況が手に取るように分る次世

代の路線バスシステムを開発しています。

ＧＰＳによる位置確認、運行状況管理、バスの現在

地のリアルタイム情報、利用者やバス会社に伝達す

るバスロケーションシステム、バスと管理センター

との相互通信による事故などの情報や乗客人数の把

握などが可能となります。また、タイムリーな対応

や便数の改善などによる運行の効率化が可能となり、

ＣＯ2排出量の低減化をはかることができます。

クラリオンは、業務用車載情報端末としてサン・マ

イクロシステムズ社製のオペレーション

システムを採用した「ネットワーキング

オートガイドシステム」を開発し、

サン・マイクロシステムズ社が主催する

「Java™ Technology Conference

2004」に出展発表し、好評を得ました。

ご利用者 

バス会社様 

バスの位置を把握 

車内への広告配受信 

ピンポイントニュース配受信 

走行中のバス 

通信網 

「Java™ Technology Conference 2004」での

展示発表及び説明会

ハードディスク搭載製品 ＭＡＸ９４０ＨD
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化学物質管理活動

クラリオンでは、現在発効されている欧州廃車指令（ＥＬＶ指令）やＰＲＴＲ法などの法規制を遵守し
ています。また、今後の法規制及び業界の環境保全の動きに対応するように、化学物質の削減や廃止に
関する活動を進めています。

予防活動

東北事業所では、環境汚染物質の漏洩、流出、事故等を未然に防止する目的で、定期的（１回／３ヶ月）に、東北事業所の屋外と周辺

のパトロールを実施しています。特に、漏洩、流出については、随所に土嚢、吸収材、フィルターを設置する等、環境汚染予防活動に努め

ています。

はんだの鉛フリー化の展開
自動車メーカーからの要請とＥＬＶ指令を受けて、２００２年５月より製造工程

で使用するはんだの鉛フリー化を目指し、検討しています。また、試作品で

製品の信頼性評価を確認し、合格した後に２００３年１月より一部のライン

で生産を開始し、２００５年の全廃を目指し、活動を展開しています。

ケース付で雨防止した土嚢 吸収材一式 オイルフィルターの設置

可能な範囲で、生産で使用する化学物質の排出量削減に努めています。特にＩＰＡ

（イソプロピルアルコール）および廃油については、従来、焼却処分していましたが、

２００３年８月より「リサイクル化」を実施しました。

排出量実績 

7944
4321

3471

1195
1496

1164

284
489

2306

はんだ 

廃油 

IPA

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

01年度 02年度 03年度 

無鉛はんだ実装機

（補足） はんだが増加傾向にありま
すが、これは生産数量の増加に起因す
るものであり、既にリサイクル化を実
施しています。

省エネルギー活動

全社の省エネルギー活動の推進
設備の更新時の際には省エネルギーに配慮したものを選択する

ことや日常のこまめな消灯、パソコンの省エネモード設定の徹底

など身近なところから取り組みを推進しています。

クラリオンは、省エネルギー活動として、特に電力使用量及び燃料使用量の削減を推進し、ＣＯ2の排出
量の低減を図りました。また、物流における省エネルギー活動も積極的に取り組み、地球温暖化防止に
努力しています。

物流における省エネルギー活動
製品サイズを考慮した荷姿の改善や製品の輸送の効率化を図り、

ＣＯ2排出量の低減を推進しています。

全社の主な省エネ活動 物流における主な省エネ活動

エネルギー使用量の削減

埼玉事務所のクーリングタワーを省エネタイプに
更新し、省電力化を実施しました。

本社事務所において、コンピュータのダウンサイ
ジングの推進により、大型ホストコンピュータから
小型コンピュータへの採用により、省電力化を
実現しました。

東北事業所の生産工程を量産ラインから個々の
作業台による生産方式「セル生産方式」を採用
することにより、省電力化を図りました。

本社事務所の排風機のタイマー設定の見直しを
実施し、運転の効率化を図りました。

東北事業所の倉庫の屋根にクーラーの代用とし
てスプリンクラ－を設置し、省電力化を図りま
した。

モーダルシフトの推進
トラック輸送は環境への影響が大きく、大気汚染

の問題が考えられます。遠距離輸送については、

トラック輸送から鉄道輸送に転換する等、モーダ

ルシフトを推進しています。

容積の効率化
輸送状態を考慮し、空きスペースのない輸送用

容器とし、輸送効率化を図っています。さらに、

トラックの荷台の大きさなど輸送手段の大きさを

考慮し、積載率の効率化を図っています。

物流の頻度や時間の効率化
販売数によって、物流の頻度が変動するので、

出荷・回収条件を適時変更し、輸送頻度の適正

化を図っています。そして、輸送量のピーク時間を

調整し、輸送量の平準化を推進しています。

さらに、物流センターと事業所への入出荷時間を

定時化し、トラックの待機時間を短縮しています。

エコドライブの徹底
エコドライブ（急発進、急加速等をしない）を実施

し、省燃費や排ガスの削減について指導をしてい

ます。さらに、アイドリングストップの実施及び指導

をしています。

共同輸配送の実施
各々の企業が個別に輸送すると、環境への影響

が大きくなります。そこで、クラリオンは他企業との

連携を実施し、共同配送を実施しています。そして、

返路利用による往復実車化も併せて実施してい

ます。

（千kwh） 電力使用量実績 

15,000

10,000

5,000

0

1999年度 

14,823 14,121

10,718 10,363 10,251

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 

全エネルギー　（トンCO ） 2

8,000

7,677 7,334

5,416 5,412 5,089

6,000

4,000

2,000

0

1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 
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廃棄物削減活動（リサイクル推進） ゼロエミッション活動

クラリオンは、環境保全活動の中長期計画の一つに「ゼロエミッションの推進」を設定しています。
産業廃棄物の総排出量の削減と併せて、リサイクル活動などを推進し、ゼロエミッションを目指しています。

クラリオンのゼロエミッションの定義

■具体的な改善事例
◎エアパッキンのリユース
輸送物の梱包材として、運輸会社と提携しリユースしています。
◎マテリアルリサイクル
部品トレイをリサイクルしプラスチックとして再生しています。

ゼロエミッション推進体制

クラリオンでは、廃棄物排出量の削減と併せてリサイクル活動の推進を実施し、全社ゼロエミッションを目指
して活動をすすめています。

部品などの納入荷姿を改善することで、ダンボー

ルや産業廃棄物を削減しました。

また、ダンボールは緩衝材として利用しています。

部品などの納入荷姿改善による廃棄物削減

同じ事業所内の部署間で、廃棄物の分別状況をパトロールし、廃棄物の分別の重要性や

廃棄物に関する教育を相互に行っています。このことにより、廃棄物の分別が徹底され、

リサイクル率が増加しました。

相互パトロールによる廃棄物分別徹底及びリサイクルの推進

※相互パトロールとは

部署が主体性を持ち、部署間で廃棄物分別の徹底を

パトロールし、相互に改善をする活動です
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廃棄物 リサイクル 

上記の活動や、環境教育を行った結果、廃棄物の排出量が年々減少し、

２００４年３月には２００３年３月実績基準で１９．７％削減しています。

廃棄物総排出量及びリサイクル量の実績

プラスチックリール、ボビンなどをインターロッキングブロックとしてリサイクルし、事業所内の花壇で利用しています。

リサイクル品による環境保全活動

プラスチックリール、ボビン

サイトから排出される廃棄物についての５Ｒの徹底を実施

し再資源化で目標を達成する

達成目標： サイトからの廃棄物を95％以上リサイクル

などをし、埋立をゼロにする

対象物質： クラリオンの廃棄物分類で定める４２種

類とする、但し、法規制等により単独で

は再資源化出来ないものを除く

対象範囲： 国内のISO14001認証取得の４サイト

とする

達成時期： ２００５年３月

東北事業所ゼロエミッションの達成
クラリオンは２００４年度のリサイクル率が87.5％であり、東北事業

所では２００４年１月に目標のリサイクル率95.0％を達成しました。

東北事業所を皮切りに全社展開を目指して活動を推進しています。

東北事業所 では、ゼロミッションを達成するために全部署に

対し”ゴミの分別手引書（東北事業所版）”を配布し、廃棄物分

別の必要性、企業としての役割について勉強会を実施しました。

■廃棄物削減の５つのＲと活動事例
クラリオンでは５段階の処理方法を推進し、ゼロエミッション活動を展開しています。

【プラスチックのリサイクル】

ゴミになるものを受 
入しない、買わない 

購入先に戻せる 
ものは戻す 

ゴミになるものを 
持ち込まない 

ものを捨てないで 
再使用する 

ゴミに出す前に 
もう一度資源にする 

1.Refuse 2.Return 3.Reduce 4.Reuse 5.Recycle

【エアパッキンのリユ－ス】

東北事業所　勉強会風景

【ゴミの分別手引書（東北事業所版）の一例】

環境委員会 

廃棄物削減部会 

事務局 

本　社 本社事務所 東北事務所 CML群馬 

環境リーダー 

廃棄物パトロール

花壇で利用しています。インターロッキングブロック

緩衝材
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従業員とのかかわり

クラリオンは、企業理念の中で「個々の人間性と能力を尊重し、自由闊達な風土を作る」と謳っています。こ
の企業理念に基づき、人事処遇制度や人材開発制度を運用しています。また、従業員が安心して働ける就業
環境づくりと健康管理については従業員一人ひとりに対して配慮をしています。 クラリオンは、企業理念に基づき、企業経営する上で人材が経営の原動力であり、従業員の育成が継承されていくことが重要だと考えて

います。このような考えを基に、インターネットやメール等を活用して、従業員に対して幅広い教育を推進し、企業の持続性のある経営を目

指す人材育成を行っています。

内部環境監査員研修

従業員教育／環境教育

環境教育体系

クラリオンでは、従業員一人ひとりが職務に安心して、かつ積極

的に取り込む意欲を向上させるため、２００４年から新しい人事処

遇制度に移行し、人材マネジメントを推進しています。

新しい人事処遇制度の基本方針

人　事

求められる人材マネジメント

■「自己実現」の価値観としての確立

■ 自由闊達な風土の醸成

■「自律（立）型人材」の発掘と育成

部門や個人が自律（立）的なキャリア開発を可能とする人材開発

を推進しています。

人材開発制度

■役割と貢献度に応じた処遇の実現

※自律（立）型人材とは

●広い視野で自ら知恵を絞る者

●自らの役割を自ら高められる者

●勇気と誠意を持って変革に挑戦する者

■職務遂行能力を主軸とした体系から役割と

貢献度を主軸とした体系への転換

（役割等級制度、貢献度評価）

■コーチング的マネジメントの導入

■年功的賃金体系から年俸制への転換と業績

連動型賞与の導入

■能力開発からキャリア開発支援への転換

■社内公募制度・ＦＡ制度の全面導入と社内

人材市場の創設

ＯＪＣ(On the Job Coaching)の考え方を取り入れ「コーチング」

と「カウンセリング」に行動タイプ分析をミックスした手法を用いた

マネジメントを実践。加えてマネジメントサポートとして『メンター制』

を日本で初めて導入し、新入社員の早期自律（立）化を促進。

（※メンター制とは、中堅社員が新入社員に徹底した社会人の

基本となるコンピテンシーを根付かせる為に内面の強化を

図る手法）

１．企業経営の明日を担うコア人材育成教育

２．技術力の向上・強化を目的とした技術教育

３．社会的信頼を勝ち得る為の品質・環境教育

４．業界ＮＯ．１の業務生産性を担う基本機能・職種教育

５．グループ的視野を育成する国際化教育

教育プログラム

新入社員教育

教育に関する情報について、主管部門が教育内容をデータベー

ス化し、従業員が情報共有化によって従業員や関係会社に対し、

イントラネット体系にて従業員教育を推進しています。

イントラネットによる従業員教育
従業員への環境教育としては、環境保全活動意識の高揚と環

境維持に必要な環境知識の向上を図る為に、幅広い環境教育

体系の充実を図っています。

従業員への環境教育

環境教育は、従業員を対象とする「環境一般教育」、新入社員や

部署長等への「階層別教育」、内部環境監査員を対象とする

「内部環境監査員教育」、法規制等の業務に従事する「専門教

育」の教育体系で実施しています。

１．環境一般教育
各部署が主体となって、従業員を対象に年１回以上、

教育を実施しています。

２．階層別教育
人事・総務部が主催になり、部署長から新入社員まで

の階層別に環境マネジメントシステム教育を実施して

います。

３．内部環境監査員教育
外部研修機関による内部監査員研修と社内の主任

内部監査員グループによる内部監査員研修（２回／年

対象人数３４名）を実施し、さらにフォローアップ研修

も随時実施しています。

４．指定業務従事者への専門教育
法規制上の有資格者や著しい環境側面に係わる

業務従事者を「指定業務従事者」として位置付け、

外部機関による専門教育を実施しています。

環境保全情報データベース例

従業員 
関係会社 

外部団体情報、 
インターネット情報等 社内教育情報 

従業員教育 
質問、等 

データベース化 

社内 
イントラネット 

照会 

各主管部門 

マネジメント



32 33

安全衛生・健康

心身のリフレッシュと労働意欲の向上を目

的として、連続した３日間（土日とあわせ

て連続５日間）の有給休暇を計画的に取得

できる制度。全従業員が取得するよう会社

が促進。

クラリオンは、従業員の健康増進を基本方針として疾病予防対策の考え方を治療から予防の時代へとして捉え、健康を増進し発病の

予防に重点をおいています。さらに心の健康づくりや安全意識の高揚など、心と体のバランスのとれた健康増進を推進しています。

安全衛生に関する主な推進計画

１．定期健康診断の１００％受診

２．心の健康づくり

・メンタルヘルス

３．健康教育

・生活習慣病の予防

４．地域保健活動への貢献

・献血協力

５．職場定期清掃

・５Ｓパトロール

６．安全意識の高揚

・安全週間

・労働衛生週間

・無災害活動　　　等

メンタルヘルス講演会

就業環境

従業員一人ひとりを考えた働きやすい就業環境づくりを推進

クラリオンでは、事業環境の変化が激しくなっていく中で、変化に対応できるような、従業員一人ひとりが働きやすい環境づくりに

努力しています。従業員に対しては、スーパーフレックスを含むフレックスタイム制等で、柔軟な勤務形態を提供しています。一方、

各種の休暇制度を整備し、育児、介護に対するサポートはもとより、心身のリフレッシュや家族サービス、地域に対するボランティ

ア活動を促進しています。

●3日連続有給休暇制度

各種休暇制度の内容

●メモリアル休暇制度

●フレックスタイム制度

●育児休業制度

●介護休業制度

●積立休暇制度
（ボランティア休暇制度）

本人もしくは家族の記念日となる日（年２

日）に計画的に有給休暇を取得できる制度。

全従業員が取得するよう会社が促進。

通常のフレックスタイム制度の他に、特定

の職種には、勤務時間帯を弾力的に変更で

きる制度、及びコアタイムを全廃したスー

パーフレックス制度も併せて導入。

子供が１歳になるまでの間の休業、小学校

入学前までの勤務時間短縮が認められる制

度。

要介護者１名につき３ヶ月以内の休業が認

められる制度。

未取得のまま失効する有給休暇を最大６０日

まで積みたて、本人の傷病、家族の介護及び

地域ボランティア活動に使用できる制度。

従業員一人ひとりが安心して仕事ができように、労働安全衛生

に関して基本的な目標を定め、推進しています。

労働安全衛生への取り組み

［基本的な考え方］

１．心身の健康保持増進
２．働きやすい職場環境の形成
３．労働災害の撲滅（ゼロ災害）

「メンタルヘルス講演会」の開催
近年、経済・産業構造の大きな変化に伴い、仕事や職業生活に

関する不安、悩み、ストレス等を訴える労働者が増加していま

す。心の健康に関する理解を深めるため、メンタルヘルス講演

会を開催しました。従業員への心のケアについては、マネージ

ャー層や安全衛生委員を中心に展開しています。

心の健康づくり（メンタルヘルス）

定期健康診断
疾病の予防・早期発見に重点をおき、充実した内容の検診項

目で定期健康診断を実施しています。

更に、希望により、オプション提供で従業員個人ごとに検診

項目を追加することができます。他に人間ドックの受診に対

する補助制度があります。従業員の健康管理には充分な配慮

を推進しています。

生活習慣病の予防教育の実施
「生活習慣病対策」の講演会の開催
三大疾病（ガン、心筋梗塞、脳卒中）の原因である高血圧、

糖尿病、高尿酸血症などは生活習慣に起因するところが多く、

「生活習慣病」と呼ばれています。この現代病に対して、予防

策の知識をもって健康維持につとめるように従業員への教育

を実施しました。

労働災害状況
クラリオンでは、労働災害に対しては充分配慮しており、過

去、５年間休業災害の事例はありません。
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お客様とのかかわり

クラリオンは、自動車メーカーへ直接販売するＯＥＭ製品（相手先ブランドによる生産）と一般市場で販売
する製品を供給していますが、いずれもエンドユーザーとなるお客様に満足いただける製品の提供を第１に
考え、品質に対する基本方針を定め、品質・安全性の向上とお客様の信頼性の確保に努力しています。
さらに、製品サービス性向上も推進しています。

品質に対する基本方針は、特に改正を要する事由が生じな

い限り継続して実施します。ＩＳＯ９００１／ＱＳ９０００の認証継

続活動を通して、クラリオンの品質マネジメントシステム

は、当社製品がお客様の要求を満足するように構築してい

ます。そして、常にマネジメントレビューを通じ、適切に

維持・管理をしています。

品質に対する基本方針
２００４年２月に「購買方針」の説明会を開催しました。１００社以上の出

席があり、購買方針の内容を提示し、具体的な取り組みについて説明しま

した。購買の発注などの改善についても併せて説明し、お取引先のご協力

をいただけるようにコミュニケーションを図っています。

「購買方針」の説明会開催

購買方針の説明会

年間協力取引先の表彰式

「お客様満足と信頼の確保」

サービスの向上

クラリオンは、総売上の６０％以上を占める自動車メーカー

へのＯＥＭ製品（相手先ブランドによる生産）に対して、確

かな信頼性と技術力によって連携をもっています。これまで

培ってきたＯＥＭ生産に関して独自のノウハウを保有すると

ともに、共同事業体制を充分に整えており、世界中の自動車

メ―カーと堅固なパートナーシップを築いています。そして、

自動車メーカーを通じてエンドユーザーのお客様に品質・安

全性の対応をしています。

ＯＥＭ製品への対応

Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ
お客様と企業のコミュニケーションラインの確立

クラリオンでは、技術開発や品質向上はもちろん、お客様と

のコミュニケーションラインの整備に注力し、カスタマサポ

ートの強化を図っています。国内においてデータベースを利

用したＣＴＩ（ＣｏｍｐｕｔｅｒTelephony Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）に

よるスムーズなお客様対応やニ次対応者への円滑な連携を推

進しています。

お客様の声の把握と
社内フィードバック体制の確立

クラリオンは、お客様相談室からフィードバックされたお客

様のご意見・ご要望の状況を情報連絡書としてまとめたり、

受付及び社内対応を月別でまとめたカスタマレポートを作成

しています。また、お客様情報のトピックスやノウハウを、

電子媒体により定期的に社内へフィードバックすることによ

り、社内全部署へ情報を共有化し、業務に役立ています。

クラリオンは、ＩＳＯ９００１／ＱＳ９０００シリーズも全社

規模で取得しており、製品の企画、開発、設計製造、販売、

サービス、廃棄に至る各段階で製品の安全性について確認

をしています。

製品の安全性

－製品の安全性への対応－

１．製造物責任・製品安全に関する対応

２．ＥＵの自動車電磁波障害（ＥＭＣ）に関する

安全規格「ｅマーク」の取得

３．製品への有害物質含有の抑止対応

４．欧州廃車指令（ＥＬＶ指令）への対応　など

クラリオンでは、２００３年度におけるお客様に係わる、ＰＬ法

違反、リコール、回収に関する問題の発生はありませんでした。

お客様保護及び製品安全に係わる情報

３月はアゼストブランドの

新製品の発売時期にあり、

受付が増加しています

カスタマーレポート
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● お客様の声受付件数推移 

サプライヤーとのかかわり

クラリオンが事業活動を営む上で、サプライヤーとのパートナーシップは欠かすことは出来ません。そ
こでクラリオンでは、購買方針の中で、お取引先との信頼関係を大切にし、共存共栄の関係を目指すと
掲げ、様々な取り組みを推進しています。

購買方針：高品質・価格競争力・短納期・技術開発力・

環境保護に基づく購買政策の強化

目　標　：資材購入総コストの削減

方　策　：１．グローバルな購買政策の促進

２．グリーン購買の推進

３．開発段階からの総コスト削減

４．部品品質の向上と初物管理の強化

５．アウトソースとアライアンスの促進

お取引先との購買方針をホームページで公開しています。

購買方針の公開

ホームページアドレス
http://www.clarion.co.jp/ 
「国際購買」クラリオンの購買方針

クラリオンでは、年間を通して原価低減活動、納期遵守、品質保証などの

取引にご協力をいただいたお取引先を表彰しています。２００３年度の表彰

式を２００４年２月に実施しました。２００３年度はお取引先１００社以上の中か

ら８社を対象に表彰し、やりがいのある購買活動を推進しています。

お取引先の年間表彰制度

クラリオンは、コストダウンや新技術導入についてお取引先の積極的な提

案と連携活動をお願いしています。また、グリーン購買の推進と部品中の

有害物質含有調査データの提出依頼をお願いしています。

さらに、効率的な取引業務推進のために、ＥＤＩ化などの電子取引システム

構築への協力を推進しています。

お取引先との連携活動
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社会とのかかわり（社会貢献活動）

クラリオンでは、社員の地域ボランティア活動を支援するためにボランティア休暇制度を設定するなど、
社会貢献活動を推進し、豊かな社会づくりに努力しています。

「利根川水系クリーン作戦」への参加（ＣＭＬ群馬）
群馬県内の企業として、社会貢献する活動の一

環として、群馬県内の市町村を流れる利根川水

系の清掃を行なう「利根川水系クリーン作戦」

に協力をしました。

「利根川水系クリーン作戦」の概要

［実施時期］：２００４年５月１６日（日）

［実施場所］：邑楽郡　武蔵大橋付近

［参加人数］：１，５００名

（クラリオンから１０名参加）

［ごみ収集量］ 総量　１７ｔ

献血活動への協力（本社事務所）
埼玉県赤十字血液センターより献血の協力依頼

があり、本社事務所において募集を行ない、献

血に協力しました。センターでは、埼玉県内の各

医療機関で使用する血液が不足しているとのお

話を伺いました。クラリオンでは、今後も、地域

社会への貢献の一環として献血への協力を推進

していきたいと考えています。

はんだ付けの実習風景

献血の実施
（本社事務所）

工場見学／学習活動への協力（東北事業所）
郡山市内の中学校２年生が、東北事業所の工場

見学と実習を行ないました。製造ライン、プリ

ント基板自動装着機、２００トンプレスを見学

した後、実際のはんだ付けの実習を実施しまし

た。感想としては「大変参考になりました」の

コメントがありました。将来を担う学生へ社会

体験の場を提供する工場見学や実習の受け入れ

を、今後も実施していきたいと考えています。

「利根川水系クリーン作戦」の参加協力

情報開示

「サステナビリティレポート」の発行
クラリオンにおける環境保全活動をわかりやすくご報告する

ことを目的に、２００３年度は「環境報告書２００３」を発行

しました。２００４年からは企業の社会的責任（ＣＳＲ）を考

慮し、社会性・経済性に関する記載の充実を図った「サステ

ナビリティレポート」といたしました。今後も、環境・経

済・社会のトリプルボトムラインを基盤とした活動を継続し、

情報開示を進めていく予定です。また、これらの情報は冊子

版でまとめると共に、ホームベージでも全文を掲載しており、

ダウンロードが可能になっています。

クラリオンは、事業活動にとどまらず環境保全活動や社会貢献活動などの活動に関する情報を、多様な
メディアを通じて公開し、幅広いステークホルダーと、積極的にコミュニケーションを図っています。

全世界に情報を発信する
クラリオングループのポータルサイト

クラリオンサイトは、全世界に車載機器を展開する専業メー

カーであるクラリオン（株）及びグループ各社のポータルサイ

トです。インターネットの速報性やアクセスの利便性を活用

し、お客様、株主、リクルート対象者、お取引先、など世界

に広がるすべてのステークホルダーとの円滑なコミュニケー

ションを実現しています。今後も、インターネットのメリッ

トを最大限に活かしたサイト構築を追求しています。

クラリオンでは、緑化活動として東北事業所

に定期的に「ハナミズキ」を植樹しています。

毎年きれいな花を咲かせています。

事業所内研修風景

ハナミズキの植樹風景

ホームページアドレス

http://www.clarion.co.jp/
「環境保全」を参照願います。

「会社概況２００４年版」の発行
Information on Clarionとして「会社概況２００４」を発行して

います。攻めの事業戦略と未来ビジョンをもつクラリオン

製品の紹介や、品質管理や環境保全の取り組みについて情報

発信しています。

モービル・エレクトロニクスショーでの
製品紹介

クラリオンは、２００４年６月１２，１３日に幕張メッセにて

開催されたモービル・エレクトロニクスショー（ＭＥＳ）に製品を

出展しました。２００４年の最新モデルのカーナビゲーション、

カーオーディオを展示し、好評を得ました。なお、展示には環境

配慮型の製品も含まれています。

「環境報告書２００３」

●トップページ（日／英） ●会社情報（日／英） 

●商品情報（日／英） 

●トピックス（日／英） 

緑化活動（東北事業所）
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クラリオンのあゆみ（環境保全活動／社会・経済活動）

環境保全活動のあゆみ

「クラリオンガール」の復活による経済効果

トピックス

合理化効果で過去の赤字体質から脱却、６４期（２０

０４年３月期）の純利益は過去最高に達した。２年ぶ

りの「クラリオンガール」の復活の効果があったと泉

社長は話しています。

（日本経済新聞　2004.5.19 ＜決算トーク＞より）

クラリオンと中央青山ＰｗC
サステナビリティ研究所
との編集会議と編集メンバー

社会・経済活動のあゆみ

5月 
8月 
 
 

2月 
6月 
12月 
 
 

2月 
3月 
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4月 
10月 
 
 

5月 
5月 
8月 
 
 

2月 
4月 
7月 
 

2月 
 

4月 
4月 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ISO14001認証取得準備プロジェクト発足 
環境委員会・専門部会活動キックオフ 
 
 
環境管理マニュアル（第１-１版）作成 
第一回内部環境監査実施 
第一回事前審査受審 
 
 
第二回事前審査受審 
ＩＳＯ１４００１本審査受審（５サイト） 
ＩＳＯ１４００１認証取得 
 
 
第一回拡大定期審査受審（４サイト） 
環境会計システム導入検討開始 
 
 
環境会計システム導入PJ発足 
はんだの鉛フリー化WG発足 
グリーン購買ガイドライン発行 
 
 
第一回更新審査受審（４サイト） 
３年毎の更新認証取得 
クラリオン「環境報告書２００３」初刊発行 
 
更新審査後の第一回定期審査受審 
（４サイト） 
ＩＳＯ１４００１継続認証取得 
「鉛フリーはんだ推進部会」を新設 

1月 
 

12月 
 
 

12月 
 
 

3月 
12月 
 
 

5月 
8月 
11月 
 
 

3月 
9月 
10月 
 
 

6月 
7月 
7月 
 
 

4月 
5月 
 

7月 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

米マイクロソフト社と車載用パソコン「オートＰＣ」を 
共同開発 
世界ではじめて「オートＰＣ」を、アメリカにて販売 
開始 
 
仏シトロエンに「オートＰＣ」ＯＥＭ供給開始 
 
 
クラリオン販売株式会社設立 
クラリオン、日立製作所、ザナヴィ・インフォマティ 
クスの３社で合弁会社ＨＣＸを設立 
 
東京都文京区白山に本社事務所を移転 
クラリオンスカラーシップＭＥＤＡＭＡをスタート 
東京モーターショーにオートＰＣ「ＣＡＤＩＡＳ」を出展 
 
 
北米向け衛星ラジオ受信機を発売 
埼玉県戸田市に本社事務所を移転 
国内生産・物流子会社を統合し、社名を 
クラリオン・エム・アンド・エル株式会社に変更 
 
ＨＤＤ搭載ＡＶナビゲーションシステムを発売 
「コンプライアンス行動指針」を制定 
「コンプライアンス委員会」を発足 
 
 
「危機管理委員会」を発足 
危機管理の訓練の一環として「避難訓練」を 
実施（実施場所：本社事務所、本社） 
「ＣＳＲ推進室」を新設 

クラリオンがフジテレビの「テレビ」と「インターネット」と

「リアルイベント」を融合させた一般参加型のオーデション

として実施したWeb Scholarship Clarion MEDAMA

（MEZASE DAIBA MUSIC AUDITION）においてグラ

ンプリの「Clarion Music 2004」「Clarion Girl 2004」

を決定しました。

クラリオンではドライブシーンにふさわしい楽曲や、音楽を

愛しメディアデビューを目指す女性を表彰し、それぞれの

分野で夢に向けてがんばる人を応援しています。

受賞楽曲：言葉の大切さ ２００4年度　クラリオンガール

バンド名
QP-DESIGN

葵
（あおい）

クラリオン（株）「サステナビリティレポート２００４」の作成に協力して

私たちは、クラリオン株式会社（以下、「会社」とします）の依頼により、「サステナビリティレポート2004」（以下、「本レ
ポート」とします）の作成過程において、報告書に記載が望まれる内容や、読みやすさについて、第三者の視点でアドバイ
スを行ないました。そのプロセスにおいて、私たちが感じた主なことを、以下にコメントします。

１．社会性についての取り組みと報告
ＣＳＲに社会的な関心が集まっている中、環境情報に加え、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コ
ンプライアンス、従業員・お客様・サプライヤーとのかかわり等の社会性や経済性の情報が記載された、本レポー
トを発行しました。これは、クラリオンの取り組みを環境・社会・経済のトリプルボトムラインの視点からステ
ークホルダーに情報を開示する新たな試みです。
会社は2003年度、コンプライアンス経営体制の確立を目的に「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライ
アンス行動指針」を作成しました。また2004年7月には、「CSR推進室」を新設しました。このようにCSRへの取
り組みを強化している中、本レポートを作成したことは、まさに機を得たものと言うことができ、評価できます。
今後、取り組みを更に進展させると共に、行動目標の設定や実績の把握を通して、多くのパフォーマンス情報を
開示することを期待します。

２．ステークホルダーとのコミュニケーション
本レポートは、会社のステークホルダーに対する取り組みが記載されています。
会社は2010年創業70周年を迎えますが、その時点でのありたい姿として「社会から必要とされる企業」を掲げて
います。その実現に向けては、ステークホルダーとのコミュニケーションが重要と考えられ、今後のレポートにお
いて、それが促進されるように開示内容の充実と改善を図っていくことが望まれます。

３．報告の対象範囲
本レポートの対象範囲は、日本国内の4サイトとなっており、国内グループ関係会社はほぼ対象となっています。
会社は海外連結子会社においてもISO14001の認証取得を積極的に進めており、また環境会計の範囲に含めること
も検討しています。今後のレポートにおいて、海外グループ関係会社の取り組みに関する記載を期待します。

なお、このコメントは、本報告書の記載情報の収集と報告プロセスの有効性や記載情報の信頼性について第三者としての意
見を述べるものではありません。

２００４年７月
株式会社中央青山PwCサステナビリティ研究所

（中央青山監査法人グループ）

編集後記

「環境報告書２００３」は環境が中心でしたが、

２００４年度はレベルアップを図り、社会性、経済

性を加え、さらにＣＳＲを認識したサステナビ

リティレポートとしてはば広い活動を編集しま

した。企業の社会的責任を積極的に取り組む企

業姿勢を皆様に理解していただけるように努力

しました。このレポートを通して、皆様とコミ

ュニケーションをはかれれば幸いです。
発行人　　　管理本部長

環境管理責任者　　 関　次郎
編集担当　　CSR推進室

環境管理グループ 佐藤　正


