
事業を通じたサステナビリティへの貢献

SDGs

当社グループは、「島津グループサステナビリティ憲章」のもと、サステナビリティ経営を
推進しています。
2030年の国連SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けても、事業活動を通じた貢献を
目指しています。 環境経営

私たちは、環境問題の解決を通じた事業活動と企業価値の拡大を目指し、以下の5つの方
向性で取り組みを進めています。
バリューチェーンを含めた事業活動におけるCO₂排出抑制や資源循環への取り組み、環
境・新エネルギー分野における新たなイノベーション創生に資する製品・ソリューションの
提供を行います。生物多様性保全や森づくり活動などの取り組みを図り、幅広く社会に貢
献します。

島津グループの環境経営 ５つの方向性

①気候変動対応への取り組み
太陽光発電などの再生可能エネルギーの積極的な導入や、スマートメーターを設置した
消費電力の見える化による省エネ施策を強化するとともに、サプライチェーン全体での
環境負荷低減に努めます。

カーボンニュートラルの実現を目指して
TCFD※提言に賛同し気候変動関連
情報の開示や、パリ協定の温度目
標と整合性があるCO₂排出量削減
目標（SBT）を設定しました。また、
使 用する電 力を再生可能 エネル
ギー由来100％とするRE100宣言
を行い、カーボンニュートラルの実
現に向けて取り組んでいます。
※企業などに気候変動関連の情報開示を求める国際的な枠組み

ハビタット評価認証（JHEP）を取得
ハビタット評価認証とは、
日本生態系協会が生物
多様性の保全や回復に
資する取り組みを客観的
に評価し認証するもので
す。本社三条工場の「島
津の森」は京都府で初の
最高ランク「AAA」評価
を取得しています。

本社三条工場内「島津の森」

21 22

全てに共通

事業領域

事業を通じた社会課題の解決（CSV）

人の健康

健康寿命の延伸、
適切な医療の提供 など

提供価値

産業の発展

新素材開発を支援、
地域固有の環境問題解決や

再生可能エネルギーの
開発支援 など

提供価値

安心・安全な
社会

自然環境の保全、
食の安全、

老朽インフラの診断 など

提供価値

社会の一員としての責任ある活動（CSR）

当社の事業活動を通じた取り組みとして、特に3つのSDGsのゴールへの取り組みを進めています。

臨床分野における貢献（がん、認知症、生活習慣病
など）、感染症対策における貢献、機能性食品の開
発への貢献、健康経営の推進（従業員の健康維持・
増進）、など

再生可能エネルギー普及への貢献（バイオマス発電、
太陽光発電など）、次世代電池開発への貢献、事業
所における再生可能エネルギー導入の拡大、など

新素材・新製品開発への貢献、革新的な装置・アプ
リケーションの開発、大学・研究機関・企業等との共
同研究、多様な世代への科学技術振興支援、など

②循環型社会の形成に向けた取り組み
３R（リデュース、リユース、リサイクル）を着実に推進し、国内生産拠点・研究所などにおける廃
棄物のリサイクル率99％を維持します。また、サプライヤーとの連携によるIoT技術を活用した
効率的な廃プラスチック回収や、排水などの環境監視体制を強化します。

③地球環境の保全に配慮した製品・サービスの開発・提供
環境・新エネルギー分野において、カーボンニュートラルに向けた開発課題を解決
する製品や技術を提供します。すべての製品について常に省エネや小型化などを
図り、製品ライフサイクルを通じた環境負荷の低減を推進します。

④生物多様性の保全に向けた活動
生物多様性保全のための森づくり活動や学校での環境教育授業の実施など、地域
や教育機関・団体と連携し、幅広い活動を展開します。

⑤社員ひとり一人による積極的な環境保全活動
社員全員が「環境貢献企業 島津」の一員として、さまざまな環境活動に積極的に
取り組みます。

消費電力の見える化

血管撮影システム

再生可能エネルギー使用

学校での環境教育活動「島津の森」のフタバアオイ

地域の清掃活動への参加ボランティア社員参加の森活動

排水管理廃棄物管理

電 力

43％　
容 積

66％　

設置面積

高速液体クロマトグラフ質量分析計

島津エコプロダクツPlus
当社独自の環境配慮認定製品

43％　
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科学技術、主として科学計測およびその周辺の領域におけ
る基礎的な研究において、功労者を表彰する「島津賞」や若手
研究者への「研究開発助成」など、島津科学技術振興財団はさ
まざまな支援活
動を通じて日本
における科学技
術 の 振 興に貢
献しています。

経済産業省と東京証券取引所が取り組む「健康経営
銘柄」に選定されました。また、経済産業省と日本健

康会議による「健康経営優良法人～ホワイト500～」にも
2017年より6年連続で認定されています。

週3日の「リフレッシュデー（ノー残業デー）」には、
社員の自己啓発や健康への取り組みを支援して
います。また、全社員が利用できる1時間単位の有給
休暇制度と、家族の育児・介護事由を有する社員が利用でき
る在宅勤務制度を導入して
います。さらに、フレックスタ
イム制度の適用範囲を原則
全社員に拡大し、柔軟な働
き方を推進しています。

※RPA ： Robotic Process Automationの略称で、
　ロボットによる業務自動化

ダイバーシティ・
マネジメント講習会

（2018年2月開催）

リフレッシュデーに英語で社内交流する
Shimadzu English Cafe

X線装置のパイオニアである当社が、日本初のレン
トゲン技師（現 診療放射線技師）の正式養成機関「島津

レントゲン技術講習所」を1927年に創設し、その後2007年
に京都医療科学大
学として開学。創
立以来4,000名を
超える卒業生が全
国の医療機関で活
躍しています。

科学への興味を広げる
島津ぶんせき体験スクール
小・中・高生に「理科や科学に興味を持ってもらう“きっかけ”を
提供したい」との思いから、科学スクールを開催しています。
2007年のスタート以来7,000名を超える方々に参加いた
だき、分析装置の科
学原理やしくみを体
感し、科学技術への
興味を深めてもらっ
ています。

多様な人財の活躍推進
経営基幹職がダイバーシティ推進の概要を学ぶ

「ダイバーシティ・マネジメント講習会」を開催して
います。また、イントラネットでは、ダイバーシティ推進に
関する社員意識調査の結果をはじめ、課題や取り組みを公開し

ています。外国人
採用にも積極的
に取り組んでい
ます。

社外からの評価
当社は、女性活躍を推進する企業として2017年
度から6年連続で「なでしこ銘柄」に認定されてい

ます。また、2019年には多様な人材の能力を生かし、
中長期的な企業価値向上を実現している企業として「新・ダ
イバーシティ経営企業100選」にも選定されています。

ダイバーシティ
経営

多様な働き方の推進 仕事の生産性向上
これまでの仕事のやり方を見直し、AIやIoT、RPA※

による業務の効率化や電子承認システムの導入、
ペーパーレス化などに積極的に取り組んでいます。

特にRPAについては、全社展開に向けて社内講習会を開催
し、法令調査業務や受注データ処理業務、伝票データの自動
入力業務など、定型業務の簡素化に加えて業務品質の向上
につなげています。さらに、社員のパソコン相談窓口業務に、
AIを活用したデジタルアシスタントを活用してます。

働き方改革

CSR

組織形態 監査役会設置会社

コーポレートガバナンスの強化
当社は島津グループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナ
ンス・コードを具体的に実践していくため「コーポレー
トガバナンス・ポリシー」を2015年12月に制定しました。
具体的な取り組みの一例として、毎年1回、取締役会の実行性評価
を実施しており、体制や運営が有効に機能するよう継続的な改善
を図っています。なお、当該実効性評価の概要は、「コーポレート
ガバナンス報告書」にて開示しています。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を
2018年に新たに設置しました。
当委員会では、役員候補者の指名・選任や取締役等の報酬の決定
にあたって取締役会決議に先立ち審議・答申を行っており、役員の
報酬・指名に関する客観性・透明性を高めることでコーポレート
ガバナンスの強化を図っています。

ガバナンス改革

取締役の人数
（社外取締役）

8名 ※女性2名含む　
（4名 ※うち独立役員は4名)

監査役の人数
（社外監査役）

4名　
（2名 ※うち独立役員は2名)

人数6名（社外取締役4名）
※議長は社外取締役が担当

会長（社内取締役）

1年

コーポレートガバナンス体制

取締役会の議長

取締役の任期

有　※取締役会で選任 

有限責任監査法人トーマツ

執行役員制度の採用

会計監査人

テニスを通じた社会貢献活動
当社では、テニスを通じた社会貢献活動に力を入れています。
日本テニス協会主催の3大トーナメントのひとつ「島津全日
本室内テニス選手権大会」への特別協賛やジュニアテニス教
室の開催など、日
本のテニス界の発
展、地域の振興を
サポートしていま
す。

日本の優れた研究者への
島津賞・研究開発助成
島津科学技術振興財団

23 24

社員一人ひとりが心身ともに
健康であるために

健康経営銘柄に選定

当社では、専任の保健師とカウンセラーによる面談や
メンタル面のフォローを通じて社員の健康管理をサポートし
ています。技術や製品を社員に還元する取り組みとして、乳房
専用PET装置による乳がん検診の受診費用を補助しています。
また、禁煙タイムを随時拡大するほか、社員が主体的に健康
的な習慣を身に付けるために、健康情報やお薬履歴の閲覧
などが可能な健康ウェブサービス「KenCoM」も導入して
います。

健康経営

事 業 を 通じ た サ ステ ナビリティへ の 貢 献

医療従事者の育成
学校法人島津学園 京都医療科学大学

指名・報酬委員会
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2007年のスタート以来7,000名を超える方々に参加いた
だき、分析装置の科
学原理やしくみを体
感し、科学技術への
興味を深めてもらっ
ています。

多様な人財の活躍推進
経営基幹職がダイバーシティ推進の概要を学ぶ

「ダイバーシティ・マネジメント講習会」を開催して
います。また、イントラネットでは、ダイバーシティ推進に
関する社員意識調査の結果をはじめ、課題や取り組みを公開し

ています。外国人
採用にも積極的
に取り組んでい
ます。

社外からの評価
当社は、女性活躍を推進する企業として2017年
度から6年連続で「なでしこ銘柄」に認定されてい

ます。また、2019年には多様な人材の能力を生かし、
中長期的な企業価値向上を実現している企業として「新・ダ
イバーシティ経営企業100選」にも選定されています。

ダイバーシティ
経営

多様な働き方の推進 仕事の生産性向上
これまでの仕事のやり方を見直し、AIやIoT、RPA※

による業務の効率化や電子承認システムの導入、
ペーパーレス化などに積極的に取り組んでいます。

特にRPAについては、全社展開に向けて社内講習会を開催
し、法令調査業務や受注データ処理業務、伝票データの自動
入力業務など、定型業務の簡素化に加えて業務品質の向上
につなげています。さらに、社員のパソコン相談窓口業務に、
AIを活用したデジタルアシスタントを活用してます。

働き方改革

CSR

組織形態 監査役会設置会社

コーポレートガバナンスの強化
当社は島津グループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナ
ンス・コードを具体的に実践していくため「コーポレー
トガバナンス・ポリシー」を2015年12月に制定しました。
具体的な取り組みの一例として、毎年1回、取締役会の実行性評価
を実施しており、体制や運営が有効に機能するよう継続的な改善
を図っています。なお、当該実効性評価の概要は、「コーポレート
ガバナンス報告書」にて開示しています。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を
2018年に新たに設置しました。
当委員会では、役員候補者の指名・選任や取締役等の報酬の決定
にあたって取締役会決議に先立ち審議・答申を行っており、役員の
報酬・指名に関する客観性・透明性を高めることでコーポレート
ガバナンスの強化を図っています。

ガバナンス改革

取締役の人数
（社外取締役）

8名 ※女性2名含む　
（4名 ※うち独立役員は4名)

監査役の人数
（社外監査役）

4名　
（2名 ※うち独立役員は2名)

人数6名（社外取締役4名）
※議長は社外取締役が担当

会長（社内取締役）

1年

コーポレートガバナンス体制

取締役会の議長

取締役の任期

有　※取締役会で選任 

有限責任監査法人トーマツ

執行役員制度の採用

会計監査人

テニスを通じた社会貢献活動
当社では、テニスを通じた社会貢献活動に力を入れています。
日本テニス協会主催の3大トーナメントのひとつ「島津全日
本室内テニス選手権大会」への特別協賛やジュニアテニス教
室の開催など、日
本のテニス界の発
展、地域の振興を
サポートしていま
す。

日本の優れた研究者への
島津賞・研究開発助成
島津科学技術振興財団

23 24

社員一人ひとりが心身ともに
健康であるために

健康経営銘柄に選定

当社では、専任の保健師とカウンセラーによる面談や
メンタル面のフォローを通じて社員の健康管理をサポートし
ています。技術や製品を社員に還元する取り組みとして、乳房
専用PET装置による乳がん検診の受診費用を補助しています。
また、禁煙タイムを随時拡大するほか、社員が主体的に健康
的な習慣を身に付けるために、健康情報やお薬履歴の閲覧
などが可能な健康ウェブサービス「KenCoM」も導入して
います。

健康経営

事 業 を 通じ た サ ステ ナビリティへ の 貢 献

医療従事者の育成
学校法人島津学園 京都医療科学大学

指名・報酬委員会




