企 業 理 念・社訓
企業理念
■ 社員の人生の充実を重んじ、希望と誇りと働き甲斐のある企業にする
■ 顧客第一主義に徹する
■ 健康と豊かな生活を創造し、社会に貢献する
■ 情報と知恵を活かし、顧客満足を創造する
■ 地球環境にやさしい企業活動を行う
■ 企業の社会的責任を果たしていく

社訓
■ ニュー･ニューフロンティア精神を持とう
■ 見るよりも見られることに徹しよう
■ 実るほど頭をたれる稲穂かな
■ 独創性を追求しよう

企業理念・社訓の浸透
鼎心（ていしん）
カナエの「理念」
（企業理念、社訓、コーポレート
メッセージ）の具体的な内容やカナエの歴史につい
てまとめたものが「鼎心」です。
理念に基づいた行動が自然とできるよう、社員全員
が「鼎心」を読みこみ、部署内で行動に落とし込む
ことで「理念」の浸透を図っています。

理念手帳『鼎心』
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カナエでは、企業の社会的責任(以下、CSR)を会社として
推進するべき重要課題として位置づけ、活動しております。
本報告書は、
カナエの環境およびCSRに関する取り組み
を皆様にご報告することを目的に発行しております。
「環境活動」
「 社会活動」
の２つを軸に、環境に配慮した企
業活動や、地域社会の貢献として森林への保全活動な
どをご紹介しております。

対

象

株式会社カナエ

社会活動

対象期間
2014年10月21日～2015年10月20日

「お客様とともに」

※一部2016年度の内容も含む。

１．
お客様満足の取り組み
（CS活動）

15

２．
品質への取り組み

16

参考にしたガイドライン
「環境省 環境報告ガイドライン2012年版」
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Top Message
「お客様に喜びと感動を感じていただける会社になる」
当社は
「総合包装企業」
として、医薬品・化粧品を主体とした包装材料の販売・包装形態の提案、受託包装・受託製造、
さら
に包装機械の販売など、独自の企業活動を展開しています。
パッケージは内容物の保護、利便性、情報提供という機能だけでなく、商品に新たな価値を加えるものへと進化しつつあり
ます。当社はお客様の
「パッケージの課題」
を解決できる
「企画提案型企業」
として、
コーポレートメッセージである
「お客様に喜
びと感動を感じていただける会社になる」
よう邁進してまいります。

６０期を振りかえって
１９５６年に創業した当社は６０期を迎えましたが、当社を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。
60期という節目を契機に、
これまでの社内業務のあり方を再検討する業務改革プロジェクトを設け、
全社横断的な業務改革に
着手しました。
その一環として実施した生産の効率化や、
全社的な経費削減活動により、
多くのムダをなくすことに成功しました。
また、当社が中心となり開発した
「新しいパッケージ」
の販売も積極的に進めました。その結果、60期は減収ながらも減益傾向
から一転、
増益とすることができました。

「新しいパッケージで市場創造型企業No．
1」
当社は2020年のビジョンとして
「新しいパッケージで市場創造型企業No.1」
を掲げています。
『お客様』
『 消費者様、使用者様』で顕在化している課題や潜在的な不都合、
『 お客様の変化』
『 世の中の変化』
を敏感に
捉え、包材・加工・機械・システム・技術のトータルサポート力で、
高付加価値の
「新しいパッケージ」
を開発し、
提供し続けることが
当社の役割だと考えています。
2015年度は、当社と株式会社メタルカラー様の共同開発品である『ＳＷコート』が新しい包装形態、技術として評価
され、
「2015 日本パッケージングコンテスト」
で
『テクニカル包装賞』
を受賞することができました。今後もこのようなパッケージ
を通じて今まで世の中になかった価値を提供し続けられるよう活動してまいります。

当社のＣＳＲとは
近年、企業は社会から
「企業の社会的責任
（以下、CSR）
」
が強く求められています。当社のＣＳＲ活動は、
「企業理念」
と
「経営
基本方針」
を実践するための重要な活動として位置づけ、
「経済的」
側面だけでなく、
「環境」
「社会」
の側面に対しても、
その責任
を果たしていくという考えのもとに推進しています。
60期は全ての従業員を対象に
「ＣＳＲ勉強会」
を開催し、
ＣＳＲの概念とステークホルダーとの関わりなど、当社の現状について
学びました。
今後も、社会から必要とされる企業であり続けるため、
ＣＳＲ活動に取り組んでまいります。
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環境保全活動について
2003年にISO14001を全社
（愛媛工場・愛媛第一工場を除く）
で認証取得し、温室効果ガスの排出量削減や廃棄物のリサ
イクル率向上、地球環境に配慮したパッケージの開発など様々な取り組みを進めてきました。2013年～2016年にかけては
「第四次環境中期計画」
として、既存の取り組みレベルを一段上げるとともに新たな活動に取り組んでいます。
2015年度は生物多様性の活動として
「カナエの森」
（本紙１０ページ）
に積極的に取り組み、関西地区の従業員の８６％が森
林保全活動に参加しました。この活動では、竹の伐採や植樹だけでなく、当社が環境保全に取り組む必要性について教育も
行っています。当社が持続可能に発展するためにも環境保全活動は重要であり、今後も活動を推進してまいります。

従業員の力をあわせて
会社を成長させていくために新しい包装技術を開発することや戦略を策定することは非常に重要な取り組みですが、
それらを実行していくのは、あくまで
“人”
です。当社が
「お客様に喜びと感動を感じていただける会社になる」
ためには、従業
員が心身ともに健全な状態で仕事を行うことが重要だと考えています。そのため、2015年10月より企業理念のトップを
「社員の人生の充実を重んじ希望と誇りと働き甲斐のある企業にする」
に変更するとともに、
2016年度は、
従業員が働きやす
い環境作りなどに取り組み、
より活気ある企業を目指してまいります。
ステークホルダーのみなさまにおかれましては、当社の取り組み及び環境・社会報告書に関しましての忌憚のないご意見、
ご助言を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役会長

岡本 邦昭

代表取締役社長

田中 勝人
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私たちについて

事 業内容

包装材料

Packaging Material
500社以上の素材メーカー
とのネットワークで、
最適な材料を提案。

包装機械

包装加工

Packaging Machinery

Contract Packaging

使う人の立場で
包装システムを提案。

多種多様な包装を、
試作から受託製造まで。

～お客様のパッケージへの
「想い」
をカタチに～
カナエは「総合包装企業」として、包装材料、包装加工、包装機械とパッケージに関する全ての分野に精通しています。
包装材料では500社以上の素材メーカーとのネットワークで最適な材料をお客様に提案し、包装加工では多種多様な包装
を試作から受託製造までできる加工技術を備えた工場を所有しています。そして、包装機械では使う立場に立った包装シス
テムのご提案を行っています。
また、カナエの付加価値として、お客様に安全・安心をご提供するべく、品質保証体制の充実を図っています。さらには、包装
技術開発研究所を設け、独自の包装技術や包装形態、蓄積された経験を活かしお客様のパッケージに関するお困りごとを解決
できる体制を整えています。
また、グループ会社には包装機械を専門に取り扱うカナエエンジニアリング（株）、トイレタリー・化粧品関係の受託包装
を主業務としている（株）カナエテクノス、食品包装を専門とする（株）カナエシーエスパックがあり、カナエグループ全体で
包装へのトータルアプローチを実現しています。

カナエグループ
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カナエエンジニアリング株式会社

株式会社カナエテクノス

株式会社カナエシーエスパック

包装材料・包装加工・包装機械の
3つのノウハウを活かした機械を
企画・設計・製作・施工しています。

ウェットティッシュ製品、ゲルシート
製品などの受託加工を業務として
います。独自の商品開発力と特殊
加工技術を保有しています。

食品・機能性食品・健康食品など
の充填・包装加工を業務としてい
ます。

私たちについて

包装材料

お客様へ、最適なパッケージをご提案。
お客様のニーズを包装材料の選定から包装形態の設計、さらには生産適正にいたるまで多角的に分析。蓄積したノウハウ
と情報を活かして最適なパッケージをご提案いたします。

包装加工

独自のノウハウと技術で商品価値を高める包装加工業務。
お客様から委託を受けて包装加工を行う
「コントラクト・パッケージング
（受託包装）
」
と、最終製品まで仕上げる
「コントラクト・
マニュファクチャリング
（受託製造）
」
。包装加工は、
カナエの各種業態許可を得た技術力、品質管理力、生産能力が最大限に活
用できる分野で、
お客様の期待に応えられる体制となっています。

包装機械

カナエだからできる最適な「ものづくり」のご提案。
材料特性を熟知したエンジニアが、
お客様の視点に立ち、課題を的確に捉えた上で、操作性、機能性などに優れた包装機械
をご提供いたします。
また、各商品の製造工程に最適な加工・包装ラインの企画・設計についてもご提案いたします。

6

特集①

包装（パッケージ）
を通じた社会貢献
服薬遵守に向けた取り組み
近年、医療機関で処方された医薬品の残薬問題が深刻化しています。日本薬剤師会によると在宅の75歳以上の高齢者
だけで残薬は年間およそ475億円分に上ると推計されています。また、適切に服薬しないことにより、症状が悪化し更に薬
が増えるなど、悪循環に陥っている場合もあるとのことです。
この問題の解決に向け、カナエはICT ※を活用した服薬管理システム「MEDLLECT（メドレクト）」の実用化を目指し、
開発に取り組んでいます。
MEDLLECTは、PTP包装シートの裏面（アルミ箔側）に導線を付した専用包装体で、そのPTP包装シートに取り付けて使
用するMEDLLECTタグがクラウド上で患者情報・服薬情報を管理するアプリケーションと連動する仕組みとなっています。

PTP包装シートの裏面に導線を付した専用包装体（左）と、そこにMEDLLECTタグを装着した様子（右）
MEDLLECTタグには、ソニー株式会社様の非接触型ICカード技術「FeliCa」のチップとアンテナが実装されています。
「FeliCa」対応のスマートフォンやICカードリーダーを装着したパソコンなどを用いてデータを読み取ることで、クラウド上
の服薬履歴管理システムにアップロードできます。服薬履歴管理システムには患者（または患者の家族）がアクセスして飲
み忘れなどを確認できますので、薬局への導入が進めば、かかりつけ薬局の薬剤師が患者の服薬状況や服薬パターンなど
を把握し、服薬指導などに役立てることも可能となります。現在、6名の患者さんにお使いいただき、実用上問題がないか
確認テストを行っています。この結果をもとに改良を進め、実用化を目指します。

MEDLLECTの概要

※ICT…Information and Communication Technology ，情報・通信に関する技術の総称です。
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特集①

環境＆コストダウンへの取り組み
（2015日本パッケージングコンテスト受賞）
2012年に厚生労働省が通知した
『医療用医薬品へのバーコード表示の実施要
項』により、
２０１５年７月からＰＴＰ包装などの調剤包装単位に新バーコード
（GS1
コード）
の表示が義務付けられました。バーコードを読み取るためには、
ＰＴＰに白ベ
お客様のコストアップになることが課題となって
タ印刷 ※1 が必要となる場合があり、

ＳＷコート

いました。カナエは、
コストアップを抑えるために株式会社メタルカラー様と共同で
「ＳＷコート」
を開発しました。
ＳＷコートは特殊OPコートを使用することで、白ベタ
印刷の工程を省略し、バーコードを読みとることができる商品です。加工工程数の
削減、
シール温度低温化による環境負荷低減を実現、
さらに、抜き刃の摩耗低減が
評価され、公益社団法人日本包装技術協会が主催する
「2015日本パッケージング
コンテスト」
で
『テクニカル包装賞』
を受賞することができました。
授賞式の様子

お客様への付加価値の高い情報提供
カナエは、
日本国内のパッケージだけではなく、
海外の新しいパッケージに関する情報や技術を収集し、
世界各国のパッケージ
を知ることで、
カナエ独自の情報提供ができると考えています。
また、包装技術開発研究所で開発しているオリジナル開発品が
海外でどのように評価されるかを確認するため、
ドイツ
（フランクフルト）
で開催されました
【ACHEMA 2015
（アヘマ2015）
】
に
出展し、
海外企業との情報交換も行っています。
内外で収集した情報・サンプルは、神戸工場の展示ルームに保管しており、
ご来場時に見学いただくことが可能です。

※1 白ベタ印刷…バーコードは、光の反射部分（白色）と吸収する部分（黒色）を検知して読み取るため、白ベタ印刷が必要となります。
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特集②

環境活動トピックス
地球温暖化防止活動について
カナエの事業活動は、電力やガスを多く使用するため、温室効果ガス排出量の削減は環境保全活動において重要な課題
の一つです。そのため、温室効果ガスの排出量を2020年までに「2010年度比オフィス部門で40％削減、工場部門で10％
削減（原単位）」を目標に掲げ、取り組みを進めてきました。その結果、2015年度の排出実績は、
「2010年度比オフィス部門
で41％削減、工場部門で8％削減（原単位）」となり、オフィス部門は5年前倒しで達成することができました。今後、工場
部門の削減を中心に活動するとともに、オフィス部門では、
「2010年度比50％削減」を新たな目標として掲げ、生産性の
向上や省エネ活動の推進してまいります。

温室効果ガスの排出削減に向けた取り組み
・工場部門

神戸工場と栃木工場に太陽光発電設備を合計５０kW分
導入しました

ボイラーなどの配管に保 温、断 熱カバーを設 置し、エネ
ルギーロスを削減しています

・オフィス部門

本社や各オフィスで昼休憩時は消灯し、富山営業所では、
冬期期間は冷蔵庫の使用を控えるなど活動に取り組んで
います。
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毎年、クールビズ、ウォームビズの活動を推進し、
省エネ活動を行っています

特集②

カナエの森
カナエは地域の自然環境の保全と社会への共生を目的に、
２０１４年３月より大阪府が企業の森づくりの支援を行う
「アドプ
トフォレスト制度」
を活用し、岸和田市とＮＰＯ法人神於山保全くらぶとカナエで協定を結び、
「フクロウの森再生プロジェクト」
として、岸和田市所有の荒廃林を多様な生物が暮らす本来の里山に復元する活動をスタートしました。
竹林の浸食により枯れていた木を蘇らせるための間伐や、
セイタカアワダチソウなどの外来種の下草処理を中心に活動を
進めています。2015年1月には伐採した竹のチップ化、3月には植林、階段＆土留めを設置することができました。
また、当初
は竹で覆われていた木もスッキリと見えるようになっています。

約200本の竹の伐採を行い、枯れ
かけていた木に日光が当たり再生
させることができました。

今後、写真の左側の伐採を進めていく計画で、活動を進め
ています。

本社と神戸工場の従業員が月に1～2回、伐採した竹を粉
砕機でチップ化したり、作業しやすいよう竹で階段作りな
ど様々な活動を行っています。

活動の最後に集合写真を撮り、昼食となります。
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環境活動

環 境 活動
１．カナエの環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）活動
資源の枯渇、地球温暖化といった環境問題は、カナエとして積極的に取り組むべき経営課題として認識し、企業理念の「地
球環境にやさしい企業活動を行う」をもとに制定した環境方針に従い、環境保全活動を推進しています。本社、東京支店、
名古屋営業所、富山営業所、神戸工場、栃木工場で ISO14001 を認証取得し、EMS※として運用しています。
※EMS…Environmental Management System

環境方針
環境理念
当社は、＜豊かな自然に恵まれた地球＞、その環
境を永遠に保っていくことが我々人類の果たすべき
使命であると自覚し、環境に配慮した製品造りを行
い、良き社会の一員として地球環境にやさしい企業
活動を行います。

ＥＭＳ推進体制
各事業所の活動を「部門長会議」にて2ヶ月毎に確認し、
全社の活動については「環境保全推進委員会」で３ヶ月毎
に確認しています。
その後、活動実績をまとめ「トップマネジメントレビュー」
にて社長に報告し、環境保全活動の方向性や重要施策の
決定などの意思決定があり、その指示に基づきＥＭＳ活動
を推進しています。

行動指針

トップマネジメントレビュー

１）総合包装企業として包装資材及び包装機械の開発
販売並びに受託包装加工を事業としている当社は、
エネルギー使用に起因する地球の温暖化、容器包装
廃棄物による地球の荒廃等の地球環境をとりまく諸

参加者：社長、環境管理責任者、ISO 事務局
内

容：環境保全活動についての方向性の審議など

問題を真摯に受け止め、当社の企業活動から生じる
こうした環境汚染の発生を予防し、環境への影響を
可能な限り減少させるための改善に努力します。
①容器包装廃棄物の削減とリサイクル化の推進
②省エネルギーの推進（CO₂排出量の削減）
③環境負荷低減製品の拡販及び開発
④環境に負荷の少ない製品の製造

環境保全推進委員会
参加者：環境管理責任者、各事業所の統括、ISO 事務局
内

容：全社の環境保全活動の確認及び見直し

⑤業務効率化等プラス側面の取組み
上記事項の改善のため環境目的及び目標を設定し、
その実現に向けた改善プログラムを策定、実施しま
す。そして定期的にその達成度を確認し、その見直し

部門長会議

を図り、これにより環境保全のため継続的改善に努
めます。
２）当社は、事業活動に伴い適用されるあらゆる環境関
連の法規制及び当社の同意した環境上のその他の
要求事項を順守します。
３）当社は、この環境方針を全社員又は当社のために働
く全ての人に周知徹底させるために教育啓発活動を
実施します。
４）当社は、一般の人からの要求に応じこの環境方針を
提供します。

11

参加者：統括、部門長、ISO 事務局
内

容：各事業所の環境保全活動の確認及び見直し

環境活動

２．第４次環境中期計画について
カナエは、企業理念の
「地球環境にやさしい企業活動を行う」
の実現を目指し、
これまで活動に取り組んでまいりました。
2013年に｢第４次環境中期計画｣を策定し、
「 生物多様性への対応」
などを新たに盛り込み、活動を進めています。また、
「温室効果ガスの排出量」
や
「廃棄物」
の削減活動は継続し、さらにレベルアップした内容で活動を展開していきます。

企業理念：地球環境にやさしい企業活動を行う
考え方

中期活動項目
企業理念

１．生物多様性への対応
２．廃棄物のマテリアルリサイクル化
３．オフィス／工場での環境負荷低減
４．環境負荷低減製品の開発と販売
５．法規制の順守
６．社員への環境教育の強化
７．外部コミュニケーションの強化

環境方針
環境中期計画
年度計画

2015年度のパフォーマンス
活動項目

目標

実績

達成可否

①マテリアル事業について調査を実施した結果、
技術的に難しく、ペンディングとした。
②本社、神戸工場の従業員延べ242名が参加。
参加率８６％

○

一段高いレベルでの目的・目標設定

①PTPマテリアル事業について調査が完了し、
事業可否検討ができている
②本社、神戸工場の全従業員が「カナエの森」
の活動に参加している

全社員の環境意識の向上

①内部監査員、部門長経験者を25%以上に
②５Ｓ勉強会の実施
③eco 検定の合格者：10 名以上
④イントラネットを使用した EMS 活動の見える化

①部門長を5名交代。経験者率25％
②2015年2月に神戸・栃木工場で勉強会を実施
③eco 検定の合格者：11名
④カナエの森などイントラネットで公開し、情報共有

○
○
○
○

外部コミュニケーションの強化

①環境・社会報告書をステークホルダーに説明する
②取引先、グループ会社を訪問し、環境保全
活動に4社以上、協力して頂く

①環境社会報告書を配布＆周知活動を実施
②委託先のＦ社、グループ会社の
カナエシーエスパック等、活動を実施

○

新規格への対応

①ISO14001 の改訂に伴う変更対応
②愛媛第一工場の ISO14001 導入準備を行う

①改訂版の変更対応に向けた準備を実施
②環境影響評価等を実施

○
○

廃棄物の削減

製造部門：リサイクル率95%以上

リサイクル率９7％で達成。

○

温室効果ガス排出量削減

オフィス：2010年度比▲39%(絶対値)
工場：2010年度比▲ 2%(原単位)※

オフィス：2010年度比▲41%(絶対値)
工場：2010年度比▲ 8%(原単位)※

○
○

環境負荷低減製品の開発

環境負荷低減製品（自社オリジナル品）の
新規採用件数５件以上

環境負荷低減製品の新規採用15件

○

環境負荷低減製品の拡販

環境負荷低減製品の新規採用件数15件以上

環境負荷低減製品の新規採用42件

○

環境に負荷の少ない製品の製造

生産ラインの稼働率の向上＆不良率の削減
神戸：Ｊ号機の資材数率 ９３％以上
神戸：Ｊ号機の性能稼働率９５％以上
神戸：Ｒ号機の性能稼働率８１％以上
栃木：Ｓ号機の設備稼働率６０％以上

神戸：Ｊ号機の資材数率
93.54％
神戸：Ｊ号機の性能稼働率 94.56％
神戸：Ｒ号機の性能稼働率 89.18％
栃木：Ｓ号機の設備稼働率 64.03％

○
×
○
○

業務効率化等プラス側面の取組み

業務効率化により温室効果ガス・廃棄物・
コストの削減になっている

13部門で16の活動を実施し、改善実施

○

法規制及び当社の同意した環境上の要求事項の順守

自社基準を順守し、運用できている

自社基準を順守し、運用実施。

○

（自社オリジナル開発製品及び共同開発製品）

×

○

※1 電力･ガスについては、それぞれ公表されている各社のCO₂排出係数(2010年度(調整後))での評価結果による目標値です。
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3．ＥＭＳ活動のトピックスについて
■環境指標一覧
CO2排出量の削減
カナエでは、電力やガスの使用により発生するＣＯ２
3,169

3,154

の排出を削減する活動を全事業所
（愛媛工場除く）
で
推進しています。2015年度は基準年となる2010年
度より約４％削減することができたものの、愛媛第一
工場が本格稼働したことにより、昨年度よりも約１％

10

11

廃棄物総量

12

13

14

リサイクル量

15

リサイクル率

94

97

量削減の活動に力を入れていきます。

リサイクル率の向上
2010年度よりリサイクル率の向上活動に取り組ん
でいます。2015年度は神戸工場、栃木工場ともに、

249 243
197

増加しています。今後は、愛媛第一工場のＣＯ２排出

分別の徹底や廃棄物処理業者の変更などを実施し、
リサイクル率を97%まで向上することができました。

185

※
を目標に活動を
2020年までに
「ゼロエミッション」

実施していきます。
※ゼロエミッションとは企業・産業で排出される廃棄物を、別
14

環境包装プロジェクト

15

の企業・産業の原料として使うなどして、
トータルで廃棄物を
ゼロにしようとする取り組みのことです。

営業部門の環境負荷低減活動支援として設置されましたのが
「環境包装プロジェクト」
です。｢お客様への環境情報(ｅ情報)
提供｣や｢環境負荷低減製品の開発推進｣等の活動を行っており、
また、環境負荷低減商品とは何かを明確にするための
「カナ
エ独自の評価基準」
の設定もしております。この評価基準に適合した商品には、
オリジナルのエコマークを付与し、営業の環
境負荷低減活動の推進に寄与しています。今後、
さらにお客様の環境保全への寄与ができるよう、
「環境包装プロジェクト」
の
役割の幅を広げていきたいと考えています。

オリジナルのエコマーク
＜毎月発行されるe情報の一例＞
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環境負荷低減製品の開発
カナエでは、包装技術開発研究所が地球環境にやさしいパッケージの開発をおこなっています。
開発品のご紹介
Ⓡ
ecobliss「エコブリス」

医薬品のカード包装や治験薬包装、
日用雑貨をはじめとして
使用される台紙ブリスター包装をコート剤で熱溶着（ヒート
シール）
するのではなく、圧力だけで接着・密封する方式
（コール
ドシール）
で製造しています。圧力で接着することで、熱溶着の
コート剤塗布に必要な溶剤と、熱エネルギーが不要となり、環境
にやさしい包装といえます。
PTPアルミ箔
（低温シールタイプ）
シール温度を現行品よりも２０℃～３０℃下げることができる
ため、6000錠～8000錠といった高速包装機でも安定した
生産が可能となります。
また、
シール温度が下がることで、包装
機の電力使用量の削減にも繋がり、環境に負荷の少ない生産
をすることが可能です。

環境会計
カナエでは、環境保全のための投資や費用を定量的に把握し、その投資効果や費用対効果を知るために、環境会計を導
入しています。
【集計結果】

単 位（千 円）
環 境 保 全 コ スト の 分 類

１）事業エリア内コスト

投資額

費

用

① 公害防止コスト

－

8,437

② 地球環境保全コスト

－

10,665

21,461

15,089

２）上・下流コスト

－

119

３）管理活動コスト

－

13,318

４）研究開発コスト

－

4,305

５）社会活動コスト

－

1,504

６）環境損傷対応コスト

－

－

21,461

53,437

③ 資源循環コスト

合

計

【主な投資の内容】
事業所
栃木工場

単 位（ 千 円 ） 【経済効果】
投資の内容

空調機器（R-22フロンガス規制対象設備）更新

【対象期間・集計範囲】
集計期間：平成26年10月21日～平成27年10月20日
集計範囲：全事業所
集計方法：環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に集計

投資額

事 業 所

21,461

神戸工場
栃木工場

経済効果の内容
太陽光発電売電収入
合

計

単 位（千 円）
経済効果額
1,039
941
1,980
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「お客様とともに」
1.お客様満足の取り組み（CS活動）
カナエでは、コーポレートメッセージである「お客様に喜びと感動を感じていただける会社になる」ことを実現する
ために「三つのCS目標」を掲げて、全社的なCS活動として展開しています。
CS活動の成果を把握し、課題を抽出・改善へと繋げていくために、以下の取り組みを行っています。

1「お待たせしない対応の実践」
お客様の「待ち時間」
「 手戻り」を削減し、お客様の業務効率化に貢献すること。

2「プロの仕事の価値提供」
包装にかかわるプロとしての価値を提供すること。

3「CSマインドの実践」CS活動の土台となるもの。
社員ひとり一人が、お客様の立場に立って考え・行動すること。

①お客様満足度調査
本年度は、2014年に実施しました「お客様満足度調査」の結果に対する課題改善に注力しました。①『お客様がどうお
使いになるか』
を意識した
「ストーリーを加えた提案」
②お客様の生産性向上に繋がる
「価格低減の提案」
③お客様をお待
たせしない「中間報告」の徹底、以上の３点を中心に改善活動を実施しました。今後も継続した活動を行い、
「お客様の満
足度」
がさらに高まるよう、取り組んでまいります。

②JOYカード
お客様からいただいた「喜びの声」を共有する取り組みと
して、
「JOYカード」
の社内投稿を8年前より実施しています。
お客様に喜ばれた行動をイントラネット、
社内報に掲載する
ことで、
成功事例の横展開とサポートした協力者のモチベー
ションアップに繋げています。
また、
2015年の投稿数は、
1,500件を超え、
量・質ともに向
上してきていると考えています。
今後も活動を継続し、
「JOY
カード」
に至る行動の向上を目指してまいります。

③今後の取り組み

＜お客様の声

改善例のご紹介とＪＯＹカード共有化（工場）＞

2017年度よりカナエでは、第７次中期計画がスタートします。2016年度に再度、
「お客様満足度調査」を実施し、活動
成果の確認をし、調査結果から課題を抽出し、改善策の立案・実施へと繋げてまいります。
15
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2.品質への取り組み
多様化する社会環境に迅速に対応しながら、お客様へ「安全・安心」な製品を提供するために、信頼性本部を設置して
品質保証に関する方針や目標を決定し、全社的な品質保証活動を推進しています。

①品質方針
１.お客様の視点で考え、当社の技術を結集してお客様の期待を超える品質をお届けする
２.お客様に提供する商品の安全・安心を保証する
３.常に商品価値向上に向けた提案を行い、お客様とともに高品質商品を創出する
４.品質・技術に裏付けられた迅速な対応によりお客様に感動を感じていただく

②品質保証体制
◆包装材料に関する品質保証体制
包装材料の販売においては、
厳格に管理された品質管理・製造管理の下で製造された安全・安心な包装材料の提供に努
めています。なお、品質異常が認められた場合は、素材メーカー様の原因報告と対策を検証、対策の実施状況の継続的な
確認や水平展開を実施する等、
お取引先様と相互に意思疎通を図って、
お客様への迅速な対応と品質向上に努めています。
◆受託生産に関する品質保証体制
包装加工においては、GMPの遵守はもとより、製造管理・品質管理を厳正に実施し、お客様に提供する製品品質を保証
するため品質保証体制やプロセスの継続的な改善と強化に日々取り組んでいます。
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「お取引先様とともに」
お取引先様とのコミュニケーション
カナエは「お取引先様との共存・共栄」を経営基本方針の1つとし、お取引先様にもご満足いただけるような関係づく
りを目指しています。2015年度は、お取引先様 満足度調査を実施し、お取引先様が日頃のカナエとのかかわり合いで
感じておられる「満足点」
「不満足点」などについてお聞きしました。実施方法としては、郵送での書面調査とお取引先
様へ訪問して直接話をお聞きするヒアリング調査を行いました。

お取引先様 満足度調査 結果
満足度が高く、強みとなっている点は「社員の対応・姿勢」
「品質保証体制」で、回答者の4割以上の方々よりご支持い
ただきました。
「社員の対応・姿勢」は、お客様満足度調査（CSアンケート）においても、毎回、強みとしてご支持いただい
ており、社員一人ひとりが、お客様の立場、お取引先様の立場に立って考え・行動するというマインドが醸成されてきた
ものと実感しております。
「品質保証体制」について、満足されている点をお聞きすると『発生した品質異常に対して、まず、カナエの判断・見解
を明確にして対応している』とのお声をいただきました。
一方、満足度が低く、弱みとなっている点は、前回（2013年度）の調査結果と同様に「情報力」であると回答者の約２割
の方々よりご指摘がありました。
ご不満な点をお聞きすると、
『世の中の流れやニーズの変化をざっくばらんに聞きたい』
『同じベクトルで仕事をするために、
情報をタイムリーにほしい』
とのお声をいただきました。
お客様のニーズ・業界の流れなどの「情報」を掴み、カナエが主体となって、お取引先様と共にその「情報」をお客様満
足へ繋げ、商事販売・共同開発へと繋げていくことが、カナエの存在価値・意義であると再認識しました。対応施策とし
ては、購買部門を中心に情報を連鎖させること、営業部門とお取引先様との接点・対話を一層増やし、商事販売に繋がる
情報交換を活発化させることと致しました。
また、カナエではお客様からいただいた喜びの声を社内投稿・共有する「JOYカード」を継続的に実施しております。
2015年度におきましても、納期対応・品質対応・技術サポート・情報提供など、あらゆる局面で、お取引先様より多大な
ご支援ご協力を賜り、
お客様から多数の
「JOYカード」
をいただくことが出来ました。
2016年度も
「JOYカード」
の投稿を
推進し、
購買部門を通じてお取引先様とも共有していき、
お取引先様からの
「JOYカード」
も精力的に集めてまいります。

2015年

お取引様 満足度調査／総合満足度
不満
2%

無回答
6%

やや不満
2%
満足 25%
普通 25%

■ 満足
■ まあ満足
まあ満足 40%

■ 普通
■ やや不満
■ 不満
■ 無回答
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社会活動

「緊急時の対応」
カナエの事業継続マネジメントシステム
（BCMS）
活動
東日本大震災から5年が経過し、震災の年の12月に制定したカナエの事業継続計画（BCP）も4年が経過しました。
これまでも本社、工場を中心に様々な初動対応訓練等を行ってきましたが、想定外を想定する訓練までにはいたって
はいませんでした。この様な状況を打破するため60期は以前より取り組み始めていた、BCMSを全社的に再加速させ
るために、下記4項目を中心に取組みました。

①「事業継続方針」の社内周知
当社BCP策定時に「事業継続方針」は既に制定されていましたが、社内への告知が充分にできていなかったため、
改めて内容の確認を行い、社内イントラに掲示し、周知を行いました。

②防災マニュアル全面見直しの実施
防災マニュアルにあった、防災組織の役割分担とメンバーを再構成し、これまで以上に緊急時に機能する組織体制
とすることができました。また、各事業所で作成している防災マニュアルについても書式を統一し、カナエとして
防災に対する考え方を一本化し、全ての事業所において初動対応を同じ内容としました。また、全ての事業所の防災
マニュアルを社内イントラに掲載し、全従業員への周知を図っています。

③災害面から見た工場内危険箇所の抽出
工場内危険箇所について、本社担当者が実際に工場に入り、特に震災発生時に危険と思われる箇所を重点項目と
し、常日頃とは違った視点からチェックを行いました。各工場はチェックによる指摘事項に沿った改善活動を行い、
事前の減災対策として活かされています。

④本社被災時の復旧手順の見直し
60期から61期にかけて、本社被災時の復旧手順の見直しを進めています。これは61期BCMS活動のメインとなる
ものです。各部門にBCMS推進の中心となる担当者を設け、
「実際に使えるBCP」をキーワードに対策を進めています。

平成27年9月関東・東北豪雨における緊急対応
平成27年9月関東・東北豪雨では、当社栃木工場がある栃木県に「大雨に関する特別警報」が発令され、当日の出勤や
工場運営に支障をきたしました。カナエでは初めて地震以外で安否確認システムを運用し、出社可否確認を行いまし
た。今回の経験は、これまで地震を中心とした取り組みを行ってきた中で、成果が出た部分もありましたが、新たな課題
が顕在化し、まさにBCMSの取り組みに終わりがないことを再認識させられた出来事でした。この経験で得た成果、課
題については、61期BCMS活動内容に取り入れており、特別警報発令時の対応については、既に検討を進めています。

18
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「従業員とともに」
1.働き方の多様性
育児・介護制度について
カナエでは育児休業の取得、
出産後の従業員の復職を推進しています。
育児休業の取得しやすい環境を整え、
多くの女性が
育児休業を取得しています。また、育児休業から復帰後は、お子様が小学校に入学するまで短時間での勤務も可能で多くの
社員が利用しています。
今後の目標としては、男性の育児休業取得を掲げております。社内報でも定期的に男性の育児休業を取り上げ、制度
の周知を行い、取得しやすい環境作りを進めています。また、次世代育成支援対策推進法に基づき、以下の行動計画を策
定しております。
①中学生以下の子供を養育している従業員について、
夏休み中の有給休暇取得の推進
②男性の育児休業取得の推進
③時間外労働の１０％削減
夏休み中の有給休暇取得については年々取得率が上がり、
期間中に半日以上の有給休暇を取得した人は、
対象者の８９％で
した。
時間外労働についても2015年は前年比で18％減と大きく削減できました。
また長時間勤務者については産業医面談を
必ず実施しております。
今後とも従業員が心身ともに健康な状態で元気に働ける職場環境づくりを推進してまいります。
また、
ワークライフバランスの視点から介護休業にも力を入れ、
制度としては法令で定められた介護休業とは別に介護のため
に休暇を取れる制度
（ストック有給休暇制度）
を制定しております。
高齢化が進み家族の介護問題が身近になってくる中、
引き
続き従業員の支援に努めてまいります。

障がい者雇用
カナエでは2013年より積極的に障がい者雇用に取り組んでいます。一時は、障がい者の実雇用率も低下していました
が、取り組みの結果、実雇用率は2013年の1.0％から、2014年は1.6％、2015年は1.8％と着実に改善しており、現時点で、
法定での障がい者雇用の不足人数は0となっています。今後も積極的に障がい者雇用に取り組んでいくとともに、障がい
を持った方々が気持ちよく安心して働ける職場づくりを推進してまいります。

コンプライアンスの強化
カナエでは、
従業員が社内の不正などを通報できる第三者窓口を設けるなど、
コンプライアンスの強化に取り組んでいます。
コンプライアンスの徹底は管理職教育から必要であると考え、2015年度は全ての管理職に対し、eラーニングの受講を
義務付けました。
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個人情報の適正な取り扱い
2016年から運用がスタートするマイナンバーについて、制度
の概要を理解してもらうために、全ての従業員を対象に説明会
を実施しました。運用にあたり｢特定個人情報等の適正な取り扱
いに関する基本方針｣を社内に通知し、従業員だけでなくお客様
も含めた特定個人情報の取り扱いについて定めた「特定個人情
報保護規程」も制定しました。今後も関係法令や規則を遵守し、
全ての従業員が特定個人情報保護の重要性を理解したうえで、
適正に取り扱うよう努めてまいります。

HS（労働安全衛生）活動
安全衛生委員会の活動計画に基づき、応急手当講習会や健
康増進啓蒙などを実施しています。
2015年は、本社で応急手当講習会を行いました。心肺停止状
態での人工呼吸と胸骨圧迫、練習用のマネキンを使用したAED
の使用方法を勉強しました。

2.社員会の活動、クラブ活動紹介
社員会イベント
カナエでは、従業員のコミュニケーションの促進として、社員
会主催で様々なレクリエーションを実施しています。
関西地区では、芝居鑑賞後、懇親会を実施し、関東地区では、
パークゴルフ後、バーベキュー等を楽しみました。

クラブ活動
カナエでは、従業員同士の信頼関係や結束力を高める目的で
クラブ活動を推奨しており、フットサル部、マラソン部、野球部、
つり部、テニス部が活動しています。
フットサル部では、
本社、
東京支店、
神戸工場、
栃木工場の4チー
ムで、
年末には毎年
「カナエカップ」
として交流戦を開催し、
熱戦を
繰り広げています。
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今後の取り組み

CSR活動の推進
カナエはこれまでも、ISO14001認証取得や、事業継続計画（BCP）、品質方針
や倫理規程等に基づく企業活動を行っており、様々な企業の社会的責任を果た
しています。2015年はこれらの活動に総合的かつ発展的に取り組むため、本格
的なCSR活動の起点と位置付け、CSR方針の策定の検討を開始しました。
その一環として、2015年はCSRの導入教育として、全従業員を対象とした
CSR勉強会を開催し、企業の社会的責任の重要性について理解浸透を図りまし
た。現在検討中のCSR方針は、既に制定されている環境方針、品質方針、事業継続
方針や倫理規程等との整合性を担保し、ISO26000に沿った内容として、2016

CSR勉強会

年中に制定する予定です。また、2017年よりスタートする新中期経営計画にも
CSR活動を反映させる予定です。
現在検討中の当社のCSRは、下記の4点を重点項目として考えています。

1. パッケージに関する消費者課題の解決
パッケージに関わる企業として、パッケージに関する消費者課題を解決することはカナエの使命でもあります。当社
の2020年のビジョンである、
「新しいパッケージで市場創造型企業No.1」とも合致しており、消費者にとってより使い
やすいパッケージの開発を進めてまいります。

２．
安全・安心のサプライチェーン体制の構築
カナエの製品は、サプライチェーンの品質力、供給能力が直接的にお客様、消費者に影響してしまいます。品質の
いい製品を安定供給するためにも、サプライチェーンの管理体制を強化してまいります。
また、カナエの工場においても安全・安心を徹底追求し、高品質な製品を提供してまいります。

３．
地球にやさしい企業経営の実践
『パッケージは最終的には「ごみ」になる。』ということを肝に銘じ、ひとや環境にやさしい製品づくりと企業活動
を実践し、社会に貢献してまいります。

４．
コンプライアンス・リスクマネジメントの徹底
「企業は人なり」を実践すべく、社会の規範となる人材育成を通じ、企業価値を高めてまいります。また、BCMSを
より深化させ、あらゆるリスクに対応できる体制づくりに取り組んでまいります。

CSR方針策定をゴールではなくスタートと捉え、CSR活動を積極的に進めていくことにより、世の中全体から必
要とされる企業への進化を図ってまいります。
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