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トップコミットメント

経済のグローバル化、情報通信システムの発展、人々の価値観の多様化など、私たちを取り巻く環境は目まぐるしく
変化し続けるとともに、世界人口の増加や都市への集中、エネルギー需要の増大や地球温暖化の進展、世界各地で発
生する自然災害、高齢化社会の進展にともなう医療制度の改善など、さまざまな社会課題に直面しています。この大
きな転換点を迎える中でこのたび社長に就任し、「CSR経営推進」をすべての基盤に、多様な人財の積極的な育成・
活用を原動力とし、経営のスピードを高め、イノベーションを加速して、新たな価値の創造や新規市場の開拓を通じ
た「創造的成長」の実現をめざしながら、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

当社が「創造的成長」を実現するためには、性別や国籍の違いなどを意識することなく、多様な人財が自由な発想で
議論を深め、闊達に行動できる企業風土を根付かせたいと考えています。一人ひとりの社員が、総合的な「人間力」
を高めてこそ、今まで以上に豊かな価値を創造することができると確信しています。

東芝グループは、お客様、株主、調達取引先、地域社会などさまざまなステークホルダーの皆様の期待に応え、グ
ローバル・スタンダードに則したCSR経営を積極的に推進しています。2004年に人権、労働、環境、腐敗防止の基
本原則を定める「国連グローバル・コンパクト（GC）」に署名し、さらに2010年に発行した国際的な社会的責任のガ
イドラインISO26000も参照して推進しています。

温暖化をはじめとした地球環境問題については、2015年までにエコ・リーディングカンパニーとしての地位を確立
することをめざして、2011年度に環境グランドデザインをつくり、4つの戦略を体系化、2012年度には具体的な実
行計画である第5次環境アクションプランを策定し取り組みを進めています。

「ECP※1拡大戦略」では、開発するすべての製品で環境性能No.1を追求し、ライフサイクルを通した環境負荷低減
に取り組む「Green	of	Product」と低炭素エネルギーを供給する技術を通した電力の安定供給と地球温暖化防止に
グローバルで貢献する「Green	by	Technology」の2つを進めます。「高効率モノづくり戦略」では、国内外の生
産工程において、材料やエネルギーなどの投入資源量を削減し、廃棄物や化学物資の排出を抑え、生産量が増えても
環境負荷の増大を最小限に抑制する「Green	of	Process」を推進します。これに加えて、「コンプライアンス／マ
ネジメント戦略」と「レピュテーション戦略」の4つの戦略でグローバルトップの環境優良企業をめざします。

地球と社会の未来を考え、CSRを基盤とした経営に取り組みます

ステークホルダーの皆様とともに、新たな社会課題に取り組んでいきます

社員一人ひとりの力を結集し、
持続可能な社会の発展に貢献していきます
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東芝グループは2011年3月11日の震災発生以来、総力を挙げて復旧・復興支援に取り組んできました。	2012年度
には「東芝	東北	ASHITAプラン」として、漁業の復興支援をはじめ被災地における雇用の創出や地域の自立支援な
ど、5億円規模の義援を行いました。
福島第一原子力発電所の安全確保と廃炉に向けて、政府や東京電力（株）と協力し、さまざまな活動に全力で取り組
んでいます。震災後稼動させた汚染水処理システム「SARRY™」の安定運転に取り組むとともに、約60種類の放射
性核種を除去する多核種除去装置「MRRS™」の試運転を行っています。また、原子炉建屋内の、人による作業が困
難な場所での点検・調査を実施するための「4足歩行ロボット」を開発し、現場で活動しています。さらに、福島地
域の除染活動では、目に見えない放射線を可視化するガンマカメラや、汚染された水、土壌、焼却灰の処理技術を開
発・実用化し、地域での活用を提案しています。
2013年度も、被災地の復興状況を考慮しながら義援活動を継続するとともに、事業を通じた支援活動に注力し、環
境に配慮した安全な街づくりなどの提案・実行で復興に貢献していきます。

東芝グループは、社会的課題の解決に事業を通じて取り組むとともに、世界の各地域で教育や文化・芸術の支援な
ど、社会貢献活動を積極的に行っています。	次世代育成のための教育を重要なテーマとしてとらえ、さまざまな支
援を継続して行っています。北米では子どもたちを対象にした科学技術コンテストを1992年から21年間実施してい
ます。中国では地方での小学校の建設を2002年から支援し、国内においては体験型科学教育支援をNPOと協働で
行っています。
また、世界各地の文化・芸術を大切にするために、2011年からフランス・ルーヴル美術館のLED照明の改修工事の
支援、2012年には世界遺産である岩手県の中尊寺金色堂の魅力を最大限に引き出すLED照明と太陽光発電システム
を寄贈するなど、グローバルで活動を行っています。
今後も、新たな価値をお客様に提供し、社会に貢献し続ける企業であるために、全世界の東芝グループ社員20万人
一人ひとりが輝き、躍動する東芝グループになるよう、先頭に立ってその力を結集します。
皆様方の変わらぬご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

東日本大震災からの復興支援に継続して取り組みます

グローバルで社会貢献活動に取り組んでいます

※1 Environmentally Conscious Products：環境調和型製品
※2 Electronic Industry Citizenship Coalition：電子業界の CSR 推進団体

一方、事業のグローバル化にともない、サプライチェーンを構成する調達取引先にも、人権、労働、安全衛生、環
境、倫理面などのCSRの推進を要請することがグローバル企業としての責務と考え取り組んでいます。コンゴ民主共
和国とその周辺国をめぐる紛争鉱物問題に関しては、重大な人権問題と認識しその解決に貢献するため東芝グループ
の方針を定め、調達取引先の皆様に対して情報提供と協力を要請しています。また、2011年6月に電子業界のCSR推
進団体であるEICC※2に加盟し、EICCの行動規範の趣旨に沿って、サプライチェーンも含めたCSR推進に取り組んで
います。

また、経営の効率性、透明性を向上させ、ステークホルダーの皆様の立場に立って企業価値を最大化するため、
2003年から委員会設置会社に移行するなどコーポレートガバナンスの強化に努めるとともに、「東芝グループ行動
基準」をベースに、法令、社会規範、社内規定などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動
を推進しています。
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経営理念体系

東芝グループは、人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、
世界の人々の生活・文化に貢献する企業集団をめざします。

1．人を大切にします。
東芝グループは、健全な事業活動をつうじて、
顧客、株主、従業員をはじめ、すべての人々を大切にします。

2．豊かな価値を創造します。
東芝グループは、エレクトロニクスとエネルギーの分野を中心に
技術革新をすすめ、豊かな価値を創造します。

3．社会に貢献します。
東芝グループは、より良い地球環境の実現につとめ、
良き企業市民として、社会の発展に貢献します。

東芝グループ経営理念

東芝グループスローガン

東芝グループは、経営理念として「人間尊重」「豊かな価値の創造」「世界の人々の生活・文化への貢献」を掲げ
ています。また、経営理念を集約したものとして「人と、地球の、明日のために。」をグループのスローガンとし
ています。

私たちは、こうした理念、スローガンを事業活動のなかで実現するよう努めることが私たちのCSR（企業の社会的
責任）であると考えています。その実践にあたっては、「生命・安全、コンプライアンス」を最優先しています。

東芝グループ経営理念

東芝グループCSRレポート2013
5



注 1）国連グローバル・コンパクト：1999 年に国連のコフィー・アナン事務総長によって世界経済フォーラムで
提唱された、人権、労働、環境、腐敗防止に関する自主行動原則。東芝は 2004 年に参加

注） インテグリティ（Integrity）とは「1（堅固な）正直さ、誠実：高潔、清廉；［…としての］（芸術的・職業的）規準，
規範　2 完全，無償；無欠の状態（completeness）；統合」を意味する英語です（ジーニアス英和大辞典より）

東芝グループは“インテグリティ”というキーワードに2つの意味を込め、多様なステークホルダーで構成する社
会に対して積極的に責任を果たします。

東芝グループが考える「インテグリティ」

東芝グループ経営理念体系

東芝グループが考える“インテグリティ”

東芝グループは、揺るぎない“インテグリティ”を追求し、
世界中で信頼される「地球内企業」をめざします

社会に対して誠実に向き合い、
積極的に責任を果たす

地球温暖化など社会的な課題に対して、
真摯に向き合い、事業を通じて貢献していく

経営や財務の健全性を追求する
経営の健全性については、

生命・安全、コンプライアンスを徹底し、
社会から信頼される企業をめざす
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家電やデジタル製品から電子デバイス、社会インフラまで幅広い商品群を抱えている東芝グループのお客様は、個
人、法人のお客様、官公庁など多岐にわたります。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		製品の安定供給
■		安全・安心で価値ある製品・サービスの提供
■		環境調和型製品・サービスの提供
■		ユニバーサルデザインの推進
■		製品情報の適切な提供
■		お客様への適切な対応・サポート
■		お客様情報の適切な管理

■		日常の営業活動
■		コールセンター（電話・e-mailなど）
■		モニター制度
■		「CS（お客様満足度）調査」

お客様

株主総数は約44万6,000人。発行済株式総数約42.4億株の所有者別持株比率は、金融機関が37.3%、個人・その他
が32.4%、外国法人などは24.7%となっています（2013年3月末）。	

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		適時・適切な情報の開示
■		利益の適正な還元
■		企業価値の維持・増大
■		社会的責任投資（SRI）への対応

■		株主総会
■		投資家向け説明会
■		アンケート
■		投資家向けホームページ

株主・投資家

継続的に取引している調達取引先は、国内外約6,000社です（2013年3月末）。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		調達取引先の公平な選定と取引
■		サプライチェーンにおける人権への配慮
■		サプライチェーンにおける環境への配慮

■		日常の調達活動
■		調達方針説明会
■		CSR調査

調達取引先

東芝グループの事業活動は、多様なステークホルダーの皆様（利害関係を有する方々）とのかかわりのなかで進めら
れています。私たちが経営理念を実践しCSRを果たしていくために、それぞれのステークホルダーの方々への責任を
明らかにするとともに、さまざまな仕組みで皆様のご意見やご要望を日常的におうかがいし、経営目標に反映してい
ます。

ステークホルダーとのかかわり

主なステークホルダーと東芝グループの責任

東芝グループCSRレポート2013
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■		公正な評価・処遇　■		人権・多様性の尊重
■		人財の活用と育成　■		多様な働き方の支援
■		就業能力の維持・向上
■		労働安全衛生と健康への配慮

■		従業員意識調査（TEAMサーベイ）
■		対話会、情報交換会

東芝グループの従業員は、591社、約21万人。従業員数は国内約11万3千人、海外約9万3千人です（2013年3月末）。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会

従業員

東芝グループは、世界30ヵ国以上に主要な事業場を置いています。それぞれの地域の文化や歴史、慣習を尊重しな
がら活動を行っています。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		地域の文化や慣習の尊重
■		地域社会への貢献活動
■		事業場での事故・災害防止
■		周辺地域での災害時支援

■		対話会、情報交換会
■		工場見学
■		従業員の地域活動への参加

地域社会

東芝グループは世界各国で事業を展開。各国の政府・自治体は、製品を納入するお客様でもあります。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		法令の遵守、税金の納付
■		社会的問題の改善・解決のための政策への協力

■		経済団体、業界団体を通じての対話

政府・自治体

環境・人権・社会貢献など幅広い分野のNPO・NGOと積極的に対話し、相互の得意分野を活かしたパートナーシッ
プを築いています。

東芝グループの主な責任 日常的な対話の主な方法・機会
■		世界的諸問題の解決に向けた協働・支援
■		地域の社会的問題の解決に向けた協働・支援
■		社会貢献活動の重点分野における協働

■		協働を通じた対話
■		ステークホルダー・ダイアログなどでの意見交換

NPO・NGO

エコ・リーディングカンパニーとして、地球環境と調和した企業活動を推進しています。

東芝グループの主な責任
■		地球温暖化の防止　■		廃棄物発生の抑制　■		化学物質の排出抑制　■		生物多様性の保全

地球環境

東芝グループCSRレポート2013
18



社名　　 株式会社 東芝
（TOSHIBA CORPORATION）

本社所在地　　 東京都港区芝浦1-1-1

創業 1875年（明治8年）7月

資本金 4,399億円

連結売上高 5兆8,003億円

連結従業員数 206,087人
支持をしている主なCSR関連の
国際的憲章・ガイドライン 
・国連グローバル・コンパクト
・GRI（Global Reporting Initiative）
　サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン
・EICC行動規範

株主数 446,000人

発行済株式総数 42億3,760万株
グループ
連結子会社数 

590社
（国内183社、海外407社）

持分法
適用会社数 200社

上場証券取引所 東京、大阪、名古屋、ロンドン
主なCSR関連の会員団体　
BSR（Business for Social Responsibility）
CBCC（公益社団法人企業市民協議会）
EICC（Electronic Industry Citizenship Coalition）
WBCSD（持続可能な発展のための世界経済人会議）
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事業概要

会社概要（2013年 3月 31日現在）

ステークホルダー 2012年度分配額（億円） 
2011年度分配額
（億円） 金額の算出方法

取引先 56,060 58,936 売上原価（人件費を除く）、販売費・一般管理費（人件費を除く）

従業員 2,866 2,933 有価証券報告書記載の（株）東芝従業員数に平均給与を乗じたもの
株主 425 370 キャッシュ・フロー計算書の配当金の支払

債権者 327 318 営業外費用のうちの支払利子

政府・行政 598 642 法人税など

社会 29 30 社会貢献に関する支出を独自に集計※

環境 431 547 環境に関する支出を独自に集計※

企業内部 436 405 当期純利益から配当金支払い分を除いたもの

業績（連結）

売上高の推移

営業利益／当期純損益の推移

ステークホルダーへの経済的価値分配

2012年度の連結業績は、前年度に比べて売上高、営業利益が減少しましたが、株主への分配が増加しました。

※社会、環境への分配額は、取引先、従業員への分配のなかにも含まれています

2015年9月に公表した過年度決算修正の内容は反映されておりません
ので、ご利用にあたってはその点十分ご留意ください。修正後の決算情
報につきましては、東芝　投資家情報ホームページをご参照ください。



社72
中国

欧州※2

アジア※1・
オセアニアアフリカ

中南米

日本
社74

社27社100

社129

社5

社183
北米

日本
113,486
（55.1％）

中国
22,889
（11.1％）

アジア※1
オセアニア
28,257
（13.7％）

合計 206,087（単位：人）

中南米
6,711

（3.3％）

欧州※2
11,562
（5.6％）

アフリカ
835

（0.4％）

北米
22,347
（10.8％）

日本
26,272
（45％）

北米
10,578
（18％）

合計 58,003（単位：億円）

アジア
オセアニア
10,684
（18％）

その他
3,205
（6％）

欧州
7,264
（13％）

東芝グループは、1875年に創業し、2013年3月末現在では東芝および国内外の連結子会社（590社、約21万人）に
より構成されています。「社会インフラ」「デジタルプロダクツ」「電子デバイス」「家庭電器」の4つの分野でグローバル
な事業活動を行っています。

東芝グループの事業分野

事業体制（地図中の社数は海外連結子会社数）

※ 1 日本、中国除く
※ 2 ロシア含む

※ 1 日本、中国除く
※ 2 ロシア含む

注）セグメント間の内部売上高消去 4,341 億円含む

地域別従業員数の内訳（2013年 3月末）

事業別売上高および構成比（2012年度）
主な製品・サービス

地域別売上高および構成比（2012年度）

社会インフラ
25,642
（41％）

デジタル
プロダクツ
14,327
（23％）

電子デバイス
13,353
（21％）

合計 58,003（単位：億円）

その他
3,107
（5％）

家庭電器
5,915
（10％）

社会インフラ
火力・原子力・水力・太陽光発電システム、電力流通システム、
産業システム、交通システム、社会システム、上下水道・環境シ
ステム、放送・伝送ネットワークシステム、電波システム、ITソ
リューション、画像診断システム、医療ITシステム

デジタルプロダクツ
液晶テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、ノートPC、
サーバー

電子デバイス
NAND型フラッシュメモリ、CMOSイメージセンサ、ストレー
ジプロダクツ（HDD,SSD）

家庭電器
冷凍冷蔵庫、洗濯乾燥機、調理器具、空調機器、LED照明

2015年9月に公表した過年度決算修正の内容は反映されておりません
ので、ご利用にあたってはその点十分ご留意ください。修正後の決算情
報につきましては、東芝　投資家情報ホームページをご参照ください。







火力・原子力発電や水力などの基盤電源から、太陽光、地熱、風力な
どの再生可能エネルギーまで、高効率かつ安全性・信頼性の高い発電
ソリューションを提供し、世界で拡大する電力需要と地球温暖化防止
に対応しています。また、安全で便利なエレベーターなどを提供する
ほか、最先端の医療画像診断装置でヘルスケアに貢献しています。

東京スカイツリーⓇ
向けエレベーター
©TOKYO-SKYTREE

高速・高精細
CTスキャナ

社会インフラシステム事業

NAND 型フラッシュメモリや CMOS イメージセンサなどの半導体
と、SSD・HDDなどのストレージ製品を提供しています。

電子デバイス事業

１台で多様な使い方ができるウルトラブック、低消費電力の
液晶テレビなど、環境性能の高い製品を提供しています。

デジタルプロダクツ事業

冷蔵庫や洗濯乾燥機をはじめとする家電製品、LED 照明、業
務用空調機器などを、環境性能を高めながら、地域特性に応
じて開発・提供しています。

家庭電器事業

NAND型
フラッシュメモリ

ショットキバリアダイオード FlashAir SD カード

Ultrabook™（ウルトラブック）

冷凍冷蔵庫 LED照明

空冷ヒートポンプ式熱源機

洗濯乾燥機 家庭用蓄電池

ブルーレイディスクレコーダー

ストレージプロダクツ
（HDD、SSD）

CMOS
イメージセンサ

火力発電用タービン

太陽光発電システム 電気機関車

液晶テレビ

レグザタブレット

従業員数構成比 売上高構成比

従業員数構成比 売上高構成比

従業員数構成比 売上高構成比

従業員数構成比 売上高構成比

東芝グループは、社会インフラシステム、電子デバイス、デジタルプロダクツ、家庭電器という4つの分野で、さま
ざまな製品・サービスをグローバルに提供しています。
事業活動にあたって、ステークホルダーの関心事を把握し、社会的な課題の解決に向けて責任を果たしていきます。

事業と重点テーマ

注）円グラフは事業別の連結売上高構成比と従業員数構成比（2012年度）
     （従業員数構成比 : 全社共通およびその他 8%、売上高構成比 : その他 5%）

2015年9月に公表した過年度決算修正の内容は反映されておりません
ので、ご利用にあたってはその点十分ご留意ください。修正後の決算情
報につきましては、東芝　投資家情報ホームページをご参照ください。



ISO26000 で見る

社会的課題で見る

社会的課題

エネルギーの確保

地球温暖化防止

水不足への対策

• 新興国向けの発電設備供給
• 事業継続計画 (BCP) の
確立と強化

• 製品使用時の省エネ強化 • 製品使用時の省エネ強化 • 製品使用時の省エネ強化

• スマートコミュニティの実現
• 発電設備の高効率化 • クリーンルームでの省エネ

• 製造設備の水使用量削減 • 製造設備の水使用量削減

• 製品の資源有効活用
• 使用済み製品のリサイクル

• 製品の資源有効活用
• 使用済み製品のリサイクル

• 大規模災害を想定した
事業継続計画 (BCP)

• 大規模災害を想定した
事業継続計画 (BCP)

• 多様な働き方を支援
• ユニバーサルデザインの
推進

• 多様な働き方を支援
• ユニバーサルデザインの
推進

• 製品の資源有効活用

• 災害に強い街づくり
  (スマートコミュニティ)
• 大規模災害を想定した
事業継続計画 (BCP)
• 原子力発電所の安全性確保

• 大規模災害を想定した
事業継続計画 (BCP)

• 多様な働き方を支援 • 多様な働き方を支援

• サプライチェーンでの
人権配慮

• 予防医療のための医療
機器提供

• スマートコミュニティの
実現
• セキュリティ、
サイバーテロ対策

• サプライチェーンでの
人権配慮
• 紛争鉱物の不使用

• 大容量データ蓄積需要に対応

• サプライチェーンでの
人権配慮
• 紛争鉱物の不使用

• サプライチェーンでの
人権配慮

• 教育支援のための機器提供 • 教育支援のための機器提供

• 高機能かつ使いやすい
デジタルプロダクツの開発

• 高機能なデジタル家電の
開発

• 製造設備の水使用量削減 • 製造設備の水使用量削減

• 製品使用時の省エネ強化 • 製品使用時の省エネ強化

社会インフラシステム事業 電子デバイス事業 デジタルプロダクツ事業 家庭電器事業

ICTの高度利用

医療・教育の充実

資源の有効活用

自然災害への対策

少子高齢化対応

人権配慮

中核主題

人権

労働慣行

環境

• サプライ チェーンでの
  人権配慮

• サプライ チェーンでの
  人権配慮
• 紛争鉱物の不使用

• サプライ チェーンでの
  人権配慮
• 紛争鉱物の不使用

• サプライ チェーンでの
  人権配慮

• 安全な職場環境づくり
• 良好な労使関係や人財育成・
訓練

• 安全な職場環境づくり
• 良好な労使関係や人財育成・
訓練

• 発電設備の高効率化 • クリーンルームでの
省エネルギー

• 製品の品質・安全性確保
• アフターサービスのCS向上
• ユニバーサルデザインの推進

• 製品の品質・安全性確保
• アフターサービスのCS向上
• ユニバーサルデザインの推進

• 地域のニーズに適した製品
開発
• 雇用の創出

• 地域のニーズに適した製品
開発
• 雇用の創出

• 世界各国の法令遵守の徹底

• 製品の品質・安全性確保

• 海外現地社会との共存共栄
• 雇用の創出
• 地域医療に貢献

• 雇用の創出

• 使用済製品リサイクル
• 製品使用時の省エネ強化

• 使用済製品リサイクル
• 製品使用時の省エネ強化

• 世界各国の法令遵守の徹底 • 世界各国の法令遵守の徹底 • 世界各国の法令遵守の徹底

• 安全な職場環境づくり
• 良好な労使関係や人財育成・
訓練

• 安全な職場環境づくり
• 良好な労使関係や人財育成・
訓練

社会インフラシステム事業 電子デバイス事業 デジタルプロダクツ事業 家庭電器事業

公正な事業慣行

お客様への対応
 (消費者課題 )

コミュニティ参画・
コミュニティの発展

東芝グループCSRレポート2013
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世界人口の増加や都市集中化によるエネルギー
需要の増大、ＩＣＴやネットワーク化による情報
爆発の問題が深刻化しており、エネルギーとス
トレージの分野でのイノベーションが喫緊の課
題。また、街に生活する人々は、快適、便利、安
心・安全な環境整備を求めており、ライフサポー
トソリューションの提供を切望しています。それ
らの解決策の一つとして期待されているのが
 「スマートコミュニティ」です。東芝グループは、
スマートコミュニティ事業を世界で展開し、豊か
な未来の街づくりに貢献していきます。

東芝グループCSRレポート2013
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プロジェクトの現況

初の大規模実証実験が
進んでいます
横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）では､横浜市と企業
33社による15プロジェクトが連携しています｡

目標
●創エネ､畜エネ､省エネによる省エネ率20%
●デマンドレスポンス（DR）※1によるピークカット効果20％
●CO２排出削減25％
※1 デマンドレスポンス（DemandResponse/需要家が需要量を変動させて
　   電力の需給バランスを一致させること）

東芝グループCSRレポート2013
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東芝グループがこれまでに培ってきた電力系統の監視制御技術をベースとした､広域エネルギーマネジメントシステ
ムをご提供します｡

東芝グループのソリューション

2013年1月に６つのビルで､冬季のデマンドレスポンス実証実験を実施し､その結果､平均17％のピークカットを実現
しました｡
横浜スマートシティプロジェクトで実証が完了した機能や技術については､横浜市内の他地域､横浜以外の各地に展開
されることになります｡
東芝もまたこの実証実験で得た多くのデータと知見を今後のプロジェクトに活かしていきたいと考えます｡

デマンドレスポンス実験の内容

冬季のピークカット量の最大化を
目的に成果をあげました

※2　地域エネルギーマネジメントシステム（Community Energy Management System）
※3　マンションエネルギーマネジメントシステム（Mansion Energy Management System）
※4　ホームエネルギーマネジメントシステム（Home Energy Management System）
※5　ビルエネルギーマネジメントシステム（Building Energy Management System）

東芝グループCSRレポート2013
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デマンドレスポンス実験結果（数値データ）※6

今後の展開

東北へ、海外へと成果を
つなげます
当社はこの｢横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）｣実証試験
をベースに､まず今後の国内スマートコミュニティ事業立ち上げ
に更に貢献していきます｡その後は海外のプロジェクトへも成果
を活用していきます｡

｢横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）｣の取り組みでは､東芝のビル管理システムを活用し､最高気温が8度以下
と予報された場合､電力需要のピーク時にデマンドレスポンスを発動して使用電力を最大限抑制するものでした｡
実施期間は1月8日から2月22日｡最大20%のピーク電力削減を目指しました｡この成果を次につなげていきます｡

創エネ、省エネ、畜エネによるデマンドサイドのマネジメントを活用

社 外 関 係 者 か ら

横浜市にとって欠かせないパートナーとして期待しています

横浜市は､民間企業との協働によりYSCPを推進し､エネルギーを安定供給できる快
適で低炭素な都市の実現を目指しています｡
東芝様には､YSCPのキープレーヤーとして日々ご尽力いただいており､横浜市に
とって欠かせないパートナーです｡
約370万人がくらすこの横浜で､次代のスマートライフを提案し､その成果を国内外
へ展開していただくとともに､世界に誇れる”くらしやすいまち横浜”を実現する
ことを期待します｡

横浜市
温暖化対策統括本部長
浜野四郎 様

※6 DR発行前日から直近30日間の平日かつDR非発行日で同一時間帯の使用電力量ピークの平均値

東芝グループCSRレポート2013
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ニューメキシコ州

日米が協力して
実証実験を進めています
アメリカのニューメキシコ州では､NEDO※1とニューメキシコ州政府
が共同で､日米スマートグリット実証プロジェクトを進めています｡
同州政府が州内５ヵ所で行う実証プロジェクトのうち、NEDOは２ヵ所
で連携､東芝グループもこれに参画しています｡
※1 NEDO（New Energy and Industrial Technology Development 
      Organization/独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構）

東芝グループCSRレポート2013
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2012年度､米国ではＮＥＤＯ委託事業として２つのサイト（5月に商業地域マイクログリッド実証サイト､9月にス
マートグリッド実証サイト）がそれぞれ運転を開始しました｡
このうちスマートグリッド実証は出力が不安定な再生可能エネルギーが大量に配電系統に入った場合の課題解決を目
的にして､地域へのエネルギーの安定供給に対応するものです｡
実証サイトでは､天候によって出力が変化するＰＶ（太陽光発電）※2を大量に配電線に連系し､電力系統用大型蓄電池
制御とデマンドレスポンス（DR）※3によって配電線の電気の流れを制御して電気の品質を確保するシステムを構築・
実証します｡
東芝はこのスマートグリッド実証リーダーとしてこのプロジェクトに参加しています｡
※2 PV（Photovoltaics/ 太陽光発電）
※3 デマンドレスポンス（Demand Response/需要家が需要量を変動させて電力の需給バランスを一致させること）

地域住民へのエネルギー安定供給ニーズに対応

社 外 関 係 者 か ら

東芝には技術面のリーダーシップをさらに発揮してもらいたい

この地域は現在､電力供給のおよそ半分を石炭に依存していることから再生可能エ
ネルギーに高い関心があります｡
このプロジェクトは地域に再生可能エネルギーを提供し､スマートグリッド技術や
各種アプリケーションを実証する場として注目を集めています｡NEDOと国立研究
所の研究者は､実証から得られたデータが､世界における再生可能エネルギーの展開
につながると期待を寄せています｡ John E Arrowsmith　

Utility Manager
Department of Public 
Utilities　
County of Los Alamos

東芝グループCSRレポート2013
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東芝は今回のプロジェクトにおいて､最新の蓄電池技術と最適化制御技術を
適用した蓄電システムを製品として開発しました｡
今後インディアナ州では公用車がEV（電気自動車）※4に切り替わっていきま
す。今回開発したシステムは､その展開を後押しするだけではなく､CO２削
減に貢献するとともに､電力系統への負担を軽減させて､よりエコな社会を
実現していくための切り札になるものと考えます｡
今後は､今回開発した蓄電池システムとμEMS※5の性能を評価する実証実
験に､パートナー企業と連携して取り組んでいきます｡今後EVが普及してい
くにために必要なのは充電スタンドの普及ですが｢自然にやさしい充電スタ
ンド｣にしていくことを目指しています｡
また今回の実績についての広報活動を積極的に展開して､この成果を全米に
展開していきます｡
※4 EV（Electric Vehicle/ 電気自動車）
※5 μEMS（スマートグリッド監視制御システムを指すMicro Energy Management System）

最新の蓄電池技術と最適化制御技術を適用した
蓄電池システムを北米向けに開発

インディアナ州

ＥＶの本格普及へと
つなげる成果をめざします
一方インディアナ州では､モータリゼーションの発達した地域に
おけるEV（電気自動車）普及のありようを示唆するプロジェク
ト（Plug-In Ecosystem）も進めています。
これは常時､自然エネルギーを蓄電池に畜電しておき､EVに充電
する際には電力系統に影響を与えずその蓄電池から充電できるい
わばエコ充電を実現するものです｡

東芝グループCSRレポート2013
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東芝グループは､被災地および被災された
皆様の1日も早い復旧･復興を願って､義援
活動を実施してきました。また､福島第一原
子力発電所の安定化維持と廃炉の推進に向
けた協力支援を続けています｡

2012年4月に､被災地域における自立支
援などを目的とした復興支援プラン
｢東芝 東北 ASHITAプラン｣を発表。
2012年度は､2011年度から継続して
行っている奨学金の支給を含め､5億円規
模の復興支援活動を行いました｡

東芝グループCSRレポート2013
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地域の基盤産業の復興や雇用創造

域外交流や被災地域への人の誘引支援

未来を担う人財の育成支援

従業員による支援

被災した沿岸部の漁業の復興に役立てていただくた
め、2011年度から宮城県漁業協同組合（JFみやぎ）
に漁船の購入資金や事務所内設備を寄贈しています。
2012年度は、流出した支所の事務所の再建などに役立
てていただくために１億円を提供しました。

福島復興ソーラー株式会社が福島県の復興のために行う南相馬ソーラー・アグリパー
ク事業に賛同し、1億円の出資を行いました。また、岩手県への観光集客力の拡大に
貢献するため、世界文化遺産に登録されている岩手県平泉の中心的構成資産である中
尊寺に、LED照明設備と太陽光発電システムを寄贈しました。
さらに、2012年に開催されたルーヴル美術館による東北３都市巡回展への協賛をは
じめ、さまざまなイベントに積極的にかかわっています。

震災による経済的な理由で就学が困難な岩手・宮城・福島県内の大学の学生230人
に、2011年10月から学業終了まで毎月10万円を支給しています。2012年3月には
50人が無事卒業し、2012年度は180人に支給を継続しています。

従業員による募金や、労働組合を中心とした被災地ボランティアの派遣を継続してい
ます。また、被災地の特産品を東芝の本社・工場の売店で販売したり、食堂で各県の
食材を使ったメニューを提供しています。
また、2012年度から、東芝およびグループ会社の新入社員が、研修の一環として被
災地でのワカメの出荷作業をお手伝いしています。

JFみやぎに寄贈した燃料タンク 荷裁き所

南相馬ソーラー・アグリパーク

奨学金支給対象学生の交流会

ワカメの出荷作業を行う新入社員

東芝グループCSRレポート2013
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プロジェクトの現況

太陽光エネルギーで
植物工場を稼働させます
南相馬ソーラー･アグリパークは、太陽光発電所、植物工場、体験
学習の組み合わせによる地域循環のモデルで、2013年の3月に完
成しました。一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会
は、南相馬ソーラー・アグリパーク内の太陽光発電と植物工場を活
用した体験学習プログラム「グリーンアカデミー」を開始しました。
東芝は、この事業に賛同し出資するとともに太陽光発電所の建設
に協力しました。

東芝グループCSRレポート2013
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「グリーンアカデミー」※には南相馬の市立小学校を中心とした生徒が参加し、自然エ
ネルギーによる発電の仕組みや電気自動車への蓄電などを学ぶほか、自然エネル
ギーを活用した植物工場で最先端の農業にふれ、農業の未来を考えるきっかけと
してもらいます。
※「グリーンアカデミー」の制作・運営は社会体験施設「キッザニア」を運営する KCJ GROUP
株式会社が支援しています。

太陽光発電所は、福島復興ソーラー（株）が自己資金と農林水産省の補助金（小水力等
農村地域資源利活用緊急促進事業）で建設しています。植物工場へ地産地消の電気を
送り、余剰分は固定買取制度として売電しています。

再生可能エネルギーの先駆け

異業種が協力して進める復興支援プロジェクト。
子どもたちの教育にも貢献

太陽光発電所の巡視点検を体験する子どもたち レタスの出荷

電気自動車

野菜工場

太陽電池の実験装置

東芝グループCSRレポート2013
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東芝は、東日本大震災発生直後から、物資や製品の提供という形で支援してきました。そし
て震災発生後半年ほど経ち、中・長期的な支援を考えたとき、子どもの教育と再生可能エネ
ルギーを結びつけたこのプロジェクトをご提案いただき、賛同し1億円の出資を決めました。
太陽光発電を身近に感じることのできるこのプロジェクトは、東芝が支援するのにピッタリ
のプロジェクトであり、青少年に科学の目を開いてもらうという点においても、素晴らしい
ものだと思います。
今後、東芝らしさを活かして何ができるか考えたとき、次世代の教育のために東芝の技術で
貢献できるのではないかと考えています。特に今回の「グリーンアカデミー」のコンセプト
は小学生への教育から大学生の研究までを対象とした素晴らしいものであり、東芝の技術や
ノウハウをプロジェクトに対して継続的に提供し、支援していきたいと考えています。

社 外 関 係 者 か ら

東芝に、ぜひ技術の力を活かした支援をお願いしたい

太陽光発電の体験を通して福島や日本の子どもたちの交流の場を、というプロジェ
クトに、非常に早い段階で東芝さんから企業の社会貢献としての出資という形でご
協力を決定していただき、援助とともに信頼をいただいたと思っています。今日、
地元の子どもたちを招いての体験学習が始まりました。東芝からの援助が、すべて
の始まりだったと思っています。
当施設は、現在は小学生が太陽光発電を体験学習する場となっていますが、休日に
はその他の人向けのスクーリングを開いたり、太陽光以外の自然エネルギーについ
ても体験できるようにすることを計画中です。その際、東芝には技術力もあり経験
豊かなエンジニアが数多くいると思いますので、ぜひとも講師として、またプログ
ラム制作のアイデアなどで協力していただきたい。そうしたことがきっかけとなっ
てエンジニアをめざす子どもが出てくれば、東芝にとっても日本にとっても大きな
財産になるはずです。今回のプロジェクトを決して一過性のものとして終わらせる
ことなく、継続するプロジェクトとして続けていきたいと思います。

福島復興ソーラー
株式会社
代表取締役 半谷栄寿

株式会社東芝 
執行役常務 横田 岳志

今後の展開

被災地域の復興を
継続的に支援していきます
東芝は2012年4月に被災地域における自立支援などを目的とした
復興支援プラン｢東芝 東北 ASHITAプラン｣を策定し､｢未来を担
う人財の育成支援｣を柱の一つに掲げています｡今後も､被災地の
状況に合わせながら､東北の復興に向けて支援を行っていきます｡

持続可能なプロジェクトとしての支援をめざします

東芝グループCSRレポート2013
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2011年4月、政府と東京電力（株）から、事故の収束に向けた3つのステップからなる当面の道筋が示されました。
その第一段階、放射線量を着実に減少傾向とする「ステップ1」において、東芝グループは、放射性物質を含んだ汚
染水の海への流出を防ぐため、サイト内の汚染水処理を担当。高い放射線と停電という厳しい作業環境下で、汚染
水を浄化して原子炉炉心の冷却へ再利用する「循環冷却システム」を2ヵ月という短期間で完成させ、稼働させまし
た。その結果、汚染水量の増加を抑制でき、発電所の敷地外への汚染水の流出を防ぐことができました。

汚染水処理装置について、当初は海外メーカーのシステムが緊急導入されました。そのシステムを運用するなかで、
東芝は大量の汚染水を処理するためにさらなる処理能力の向上と安定稼働が必要と判断。東京電力（株）に提案して
新たなシステムの開発を米国や日本のパートナー企業と協力して、5月に開始し、8月から稼働させました。
「SARRY™※1」（サリー）と名づけた新システムは、その安定的な運転実績と高い除染性能が評価され、10月から
は除染作業の主力装置として稼働。「SARRY™」の安定的な稼働によって、「循環冷却システム」による確実な原子
炉の冷却にも貢献し、12月の福島第一原子力発電所1号機から3号機の冷温停止に貢献しました。 

※ 1 SARRY™：Simplifi ed Active Water Retrieve and Recovery System

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故発生直後から、東芝グループは政府および東京電力（株）の要請を受け
て事故収束と安全確保に向けた支援活動に全力を挙げて従事してきました。
今回の事故については、原子力事業に携わる企業として重く受け止め、グループの総力を挙げて対応を続けています。

福島第一原子力発電所の安全確保に向けた協力支援

放射性物質の放出・流出を防ぐ
「ステップ１」への取り組み（地震発生～ 2011 年 7 月）

安定した冷温停止状態を実現する
「ステップ 2」の達成に向けて（2011 年 8 月～ 12 月）

発電所の安定化維持と廃炉の推進に向けた
協力支援を続けています

東芝グループCSRレポート2013
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人による作業が困難な場所での調査・復旧作業を実施する4足歩行ロボットを開発、実際の発電所内の現場に投入し
ました。
また、現在稼動中の汚染水処理装置「SARRY™」に加え、新たに、処理水中のセシウム以外の放射性核種についても環境に
影響のない濃度以下に低減する「多核種除去設備（MRRS※2 ™）」を開発し、設置しています。原子力発電所の外では、引き
続き放射線量を可視化するガンマカメラ「Gammasight™」を活用し、地域の除染活動に貢献しています。

※ 2 Multiple Radio-nuclides Removal System 

廃炉に向けた取り組み（2012 年度）

４足歩行ロボット

Gammasight™

MRRS™ （多核種除去設備）「吸着塔」　
（東芝京浜事業所内）

MRRS™ （多核種除去設備）全景
（東京電力（株）ホームページより）

発電所で使用されたガンマカメラを小型化・高性能化した「ポータブルガンマカメラ」
は、通常の線量率測定器だけでは把握が難しい放射線による影響の分布を、色の違
いで可視化することで、効果的かつ効率的な除染作業を実現し、住民の安全・安心に
貢献します。

放射線による影響を可視化する高性能・小型のガンマカメラ「Gammasight TM」

東芝グループCSRレポート2013
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お客様に安心して製品をお使いいただく
ために､また､調達取引先も含めて人権･
労働･環境面などのCSRを果たしていく
ために､東芝グループでは調達取引先に
おける従業員の労働環境適正化や環境
負荷低減など､サプライチェーンを通じ
たCSRの取り組みを推進しています｡

東芝グループCSRレポート2013
39



東芝グループでは､調達方針やCSRにかかわる要請事項をまとめた
｢東芝グループの調達方針｣｢調達取引先様へのお願い｣を作成し､国内外
の取引先へ配布して周知を図っています｡
また調達取引先を対象に､人権･安全､環境にかかわる説明会や､調達方針
に関する状況調査（自己点検含む）を実施しています｡2012年度は､のべ
約850社の調達取引先を訪問し､人権･安全､環境に関する実地調査を実
施しました｡問題がある場合には､指導･支援を行い､場合によっては取引
停止などの厳しい対応を行っています｡

説明会参加と調査実施調達取引先数（東芝グループ）
 内容 説明会参加 調査実施 実地調査
 人権・安全 11,032社 6,928社 1,339社
 環境 22,190社 23,309社 5,080社

（2007-2012年度､東芝グループ累計）6年間の累計

HDD（ハードディスクドライブ）の製造拠点である｢東芝情報機器フィリピン社｣（TIP）は、
2002年にアジアの企業で初めてSA8000※1の認証を取得。従業員の声を客観的に聞いて労
働環境の改善につなげていくだけでなく､その取り組みをサプライヤーにも広げています。

サプライヤーへのCSRマネジメントを強化するため､毎月1社（年間12社）の調達取
引先監査を継続しています｡2005年に開始して以来､現在までに125回の監査を実施
しています｡調達取引先に対しては､東芝グループ行動基準､東芝グループ調達方針、
SA8000､OHSAS18001※2､EICC行動規範※3などの基準にもとづき､CSRに関する取り
組み状況の確認を実施しています｡基準を満たさない調達取引先に対しては､是正を要請
するとともに改善に向けた指導､サポートを行っています｡
監査での主な改善指摘事項は､労働時間､休日･休暇などの労働条件や職場の安全･衛生の
管理などで､今後も監査や指導を通じて長期的なパートナーシップを築くべく調達取引先
のCSR活動の推進を支援していきます｡

※ 1 SA8000:Social Accountability International による就労環境評価の国際規格
※ 2 OHSAS18001:Occupational Health and Safety Assessment Series/ 労働安全衛生 

に対するリスクと対策の一覧化および責任所在の明確化等を目的とする規格
※ 3 EICC 行動規範 :Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct（電子         

業界 CSR アライアンス行動規範）

東芝情報機器フィリピン社での取り組み

調達取引先の監査
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東芝グループの紛争鉱物問題対応

東芝グループは人道的な観点から､コンゴ民主共和国およびその近隣周
辺地域で産出された､非人道的行為にかかわる紛争鉱物の金､タンタル､
タングステン､すずを原材料として使用しない方針を掲げています｡

2011年10月に紛争鉱物に関する社内体制を整備し､｢東芝グループ紛
争鉱物対応方針｣を定めてホームページに公開しました｡また業界団体
との連携､NGOとの対話などを通じて､本問題の解決に向けてグルー
プをあげて対応しています｡

2012年度はのべ10,000社の調達取引先に対して､紛争鉱物問題の理
解度および取り組み状況について､調査を実施しました｡

※東芝グループ調達取引先に
   紛争鉱物問題の理解度及び取組み状況について､調査を実施｡

2012年度　10,000社
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｢東芝グループ紛争鉱物対応方針｣（2011年10月）

東芝グループは人道的な観点から、コンゴ民主共和国
およびその近隣周辺地域で産出された、非人道的行為
にかかわる紛争鉱物の金、タンタル、タングステン、す
ずを原材料として使用しない方針を掲げています。

｢サプライチェーンへの徹底｣

サプライチェーンにわたって人権への配慮を徹底す
るため、調達取引先への要請事項として、｢東芝グ
ループ調達方針｣に人権への配慮と紛争鉱物不使用
の項目を追加し、2012年5月に改訂。サプライヤー
約10,000社に対して、徹底を行いました。

｢業界団体との連携｣

サプライチェーンのCSR推進を目的とするCSR団体
である、EICCへの加盟（2011年6月）やJEITA｢
責任ある鉱物調達検討会｣への参加（2011年11
月）、など業界団体との連携を図り、紛争鉱物問題
に取り組んでいます。

｢NGOなどとのコミュニケーション｣

紛争鉱物問題に取り組むNGO	Enough	Projectや
A	SEED	JAPANが開催するラウンドテーブルへの
参加や、米国政府が提唱する官民連携プロジェクト
PPA※への参加（2011年11月）を通じて、コンゴ
民主共和国およびその周辺国における武装集団への
資金源を断ち、経済的支援を行うことで、人権問題
解決を支援する活動をサポートしています。

｢紛争鉱物使用状況調査｣

2011年度:
半導体部門などの調達取引先約300社に対して、紛
争鉱物の使用状況や製錬所のパイロット調査を実施
しました。
2012年度:
東芝グループ調達取引先のべ約10,000社に対し
て、紛争鉱物問題の理解度及び取組み状況につい
て、調査を実施しました。
2013年度:
｢紛争鉱物報告テンプレート（EICC/GeSI様式）｣を
使用し、紛争鉱物の使用状況や製錬所調査を開始。
5月には、調達取引先を対象とした｢紛争鉱物調査説
明会｣を開催しました。

※ PPA:Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade
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環境基本方針

東芝グループ環境基本方針

東芝グループは、「"かけがえのない地球環境"を、健全な状態で次世代に引き継いでいくことは、現存する人間の基本
的責務」との認識に立って、東芝グループ環境ビジョンのもと、豊かな価値の創造と地球との共生を図ります。低炭素
社会、循環型社会、自然共生社会を目指した環境活動により、持続可能な社会の実現に貢献します。

環境経営の推進
環境への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置付け、経済と調和させた環境活動を推進します。
事業活動、製品・サービスに関わる環境側面について、生物多様性を含む環境への影響を評価し、環境負荷の低減、汚
染の防止などに関する環境目的および目標を設定して、環境活動を推進します。
監査の実施や活動のレビューにより環境経営の継続的な改善を図ります。
環境に関する法令、当社が同意した業界などの指針および自主基準などを遵守します。
従業員の環境意識をより高め、全員で取り組みます。
グローバル企業として、東芝グループ一体となった環境活動を推進します。

環境調和型製品・サービスの提供と事業活動での環境負荷低減
地球資源の有限性を認識し、製品、事業プロセスの両面から有効な利用、活用を促進する、積極的な環境施策を展開
します。
ライフサイクルを通して環境負荷の低減に寄与する環境調和型製品・サービスを提供します。
地球温暖化の防止、資源の有効活用、化学物質の管理など、設計、製造、流通、販売、廃棄などすべての事業プロセス
で環境負荷低減に取り組みます。

地球内企業として
優れた環境技術や製品の開発と提供、および地域・社会との協調連帯により、環境活動を通じて社会に貢献します。
相互理解の促進のために、積極的な情報開示とコミュニケーションを行います。

2010年6月1日 改定

「環境活動」については、「東芝 環境活動」ホームページでご紹介しています。
「環境レポート2013」は2013年9月発行予定です。

パフォーマンス報告
環境
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東芝グループの経営に対する社外取締役の意見

社外取締役からの意見

社 外 取 締 役 に お 聞 き し ま す

東芝は、委員会設置会社として、日本企業としてはユニークなガバナンス体制を取っ
ています。私は、現在、指名委員会の委員長と監査委員会の委員を務めております
が、いずれの委員会においても、また取締役会においても、平等で自由な発言の機会
と、互いの意見の尊重という民主的な会議のルールが、しっかりと守られていること
を実感します。
さて、佐々木則夫社長が同行された安倍総理大臣のロシア、中東歴訪を引くまでもな
く、日本全体が、大きな岐路に立っています。事業のグローバル展開が、東芝の生き
残りのために不可避であることも、ようやく、社内に切実感をもって認識されるように
なっています。その実現には、社内組織の改編、新しい技術分野への投資と開発、思い
切った人事など、大きな変革が必要です。それが社員のモラルを低下なしに行われな
ければなりません。そして、そのような変革が、株主を初めとする多くのステークホル
ダーの納得する形で進められなければならない、ということがポイントです。
ガバナンスの観点からは、そのような改革の過程でシステムに緩みや綻びが生じない
よう、十分な注意が必要です。CSRについても、社会貢献をしているという自己満足
ではなく、社会的なリスクを軽減するものとして株主からのプラスの評価に繋がって
いるか、という視点を忘れてはいけないと思います。

社外取締役
小杉 丈夫

東芝の社外取締役になって、ほぼ一年が経過しようとしている。世界に広がる、事
業的にもきわめて多岐にわたる大企業の本社中枢でのマネジメントがいかに大変か、
社外役員ではあるが、実感している。そして、これだけ複雑な大企業のトップ層での
経営の基本的ポイントは、「大きな方向性を決めること」、決めた後は「いかに任せる
か」、この二点であることもあらためて感じている。それを東芝のマネジメント陣が行
われるのを、いかに社外役員としてお助けするか、それがわれわれの役割であろう。
東芝の現在の大きな課題が、成長の加速とグローバル展開の深化であることは、経営
陣も感じておられるし、私もそうだと思う。東芝のポテンシャルの大きさをもってす
れば、十分に達成可能な課題である。ポテンシャルの大きさとは、技術蓄積の深さで
あるし、人材の豊さである。それを生かして、大きな戦略の舵を切る時期の取締役会
の責任は重い。その責任を私なりに果たしていきたい。

社外取締役
伊丹 敬之

CSRへの取り組みを含む東芝グループの経営について社外取締役の意見を掲載しています（東芝グループアニュアル
レポート2013）。
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昨年6月に社外取締役に就任して以来、東芝の企業活動と社員の仕事ぶりを間近で見
てきました。私の印象を一言でいえば、東芝は日本的な「強さ」、そして「良さ」を備
えた会社です。世界に冠たる技術力を持ち、これを支えるトップクラスの人材を擁し
ています。オール東芝として持てる力を発揮すれば、将来的にも世界をリードするこ
とができるでしょう。もう一つの特徴は、良い意味での生真面目さです。このこと
は、コーポレートガバナンスの面で如実に現れています。いち早く委員会設置会社に
移行するなど、体制整備に努めるのみならず、社外取締役が所期の役割を果たすため
の工夫など実施面でも積極的な取り組みがなされています。
現在、内外情勢が大きく動いており、東芝を取り巻く環境も目まぐるしく変化してい
ます。こうした中で、東芝の技術力やノウハウに対するニーズが国内、海外双方で増
大しており、新たなチャンスが次々と生まれています。日本を代表する企業である東
芝が飛躍することは、我が国の長期的繁栄を確保する上でも大きな意義を持っている
ことは言うまでもありません。
引き続き以上のような問題意識をもって意見を述べさせて頂きます。

社外取締役
島内 憲

この一年、取締役会や監査委員会などの重要な会議にあたってはかならず事前の説明
や情報提供を受け、質疑の時間を十分に与えられた。加えて、監査委員会委員とし
て、直接各事業のトップから現状や問題点を伺う機会を得た。これは新米取締役に
とってたいへんありがたいことだった。展示会やセミナー、事業所の視察などを通じ
て東芝のさまざまな事業に触れ、従業員と懇談をすることも多かった。東芝のスポー
ツチームの応援も含めてこの一年間　に東芝に関与した日数を拾ってみた。なんと
100日を超えている！タテマエにとどまらない情報提供の場をこれだけふんだんに社
外役員に設けてくれる企業は少ないのではないか。体裁だけ整え、社外役員は取締役
会に出席してくれればそれでよし、とする企業も多いなか、東芝のコーポレート・ガ
バナンスに対する本気度と社外役員への期待度を実感した一年であった。
東芝の第一印象は「まじめ」。展示会などで接する若い社員の仕事に対する取り組み
姿勢はまじめそのもの。じつにすがすがしい。だが逆にそれが仇となってスピード感
が損なわれているように感じられた。思い立ったら考える前に行動してしまう中小企
業経営者の悲しい性（さが）かもしれないが。
東芝のスポーツチームが戦う試合にお招きいただき応援している間に、熱烈な東芝
ファンになってしまった。しかし、それはそれ。経営に関しては、あくまで「社外」
の目を保つよう努力して、会社に貢献していきたい。

社外取締役
斎藤 聖美

社 外 取 締 役 に お 聞 き し ま す
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CSR 報告の方針

2013 年
東芝グループの重要課題と、社会的要請の高い項目について誠実に報告するよう努めて
います

東芝グループは「CSRレポート」の発行にあたって、「ステークホ
ルダーの皆様と東芝グループの双方が重要と考える事項」という観
点で毎年、報告内容を吟味・検討し、その結果を東芝独自の重要性
判定指標で検証しています。本レポート（2013年版）ではさらに
下記2点の特徴を持たせて編集しました。

事業とCSR重点テーマを
　「社会的課題別」「ISO26000中核主題別」に整理して報告

CSRへの取り組みを含む東芝グループの経営について
社外取締役の意見を掲載

2013年度から、CSR報告の主要メディアをホームページとし、関連する情報のリンクや活動ハイライトを動画で提
供するなど、わかりやすくタイムリーな情報更新に努めています。
CSRレポート2013は、ホームページのみの開示となりますが、参照したいページを選んでダウンロードが可能な
PDFファイルを用意しました。

原則として東芝グループ（（株）東芝および国内・海外グループ会社（連結子会社590社））を対象としています。
東芝グループを対象としていない報告は、個々に対象範囲を記載しています。

注） 本レポート中の「東芝」は（株）東芝を意味しています

報告対象組織

2012年度（2012年4月1日から2013年3月31日まで）の活動を中心に、一部それ以前からの取り組みや、直近の活
動報告も含んでいます。
PDF形式の年次報告版「CSRレポート2013」の記載内容は2013年6月末時点のものです。2013年7月以降にCSR
ホームページ上で追加・更新などした項目については、当該の項目にその旨を記しています。

報告対象期間

2012年8月に、東芝テック（株）による米国IBM社からの事業譲受にともない、持株会社である東芝グローバルコ
マースソリューション・ホールディングス（株）を設立するとともに、米国に事業法人である東芝グローバルコマー
スソリューション社を設立し事業を開始しました。

報告期間内に発生した重大な変更

2013年6月（次回	：	2014年6月予定　前回	：	2012年6月）

発行時期

ステークホルダーの皆様が
重要と考えていること

重要度「高」

重要度「高」

年次の進捗度

東
芝
グ
ル
ー
プ
が

重
要
と
考
え
て
い
る
こ
と

重点的に報告

ホームページで報告

東芝グループCSRレポート2013
156



■		GRI	（Global	Reporting	Initiative）
	 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」（2013年5月公表後、参照）
	 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1版（G3）」
■		国連グローバル・コンパクト「COP（Communication	on	Progress）Advanced	level」
■		環境省「環境報告ガイドライン2012年版」
■		環境省「環境会計ガイドライン2005年版」
■		「ISO26000」

参考にしたガイドラインなど

東芝グループはステークホルダーの皆様に対して、「CSRレポート」で非財務情報を、「アニュアルレポート」で財務情
報を報告しています。また、非財務情	報のうち環境情報については、特に詳細な情報を提供する責任があると考え、
「CSRレポート」とは別に「環境レポート」を発行しています。
これらそれぞれの情報について、ホームページでは常に最新の情報をタイムリーに提供するよう努めています。

報告メディアについて

アニュアルレポート／投資家情報ホームページ

アニュアルレポートは、事業年度終了後の東芝
グループの事業報告と、3年間の中期経営計画
を中心に報告しています。
投資家情報ホームページは、東芝の会社情報を
タイムリーに提供することをめざしています。ま
た、携帯電話向けサイトも公開しています。

主な掲載項目（投資家情報ホームページ）
IRニュース	/	経営方針	/	財務・業績	/	
IR資料室	/	株式・債券情報	/	
個人投資家の皆様へ

環境レポート／環境活動ホームページ

環境レポートは、東芝グループ全体のグローバ
ルな環境経営について、詳細に報告していま
す。環境活動ホームページは、東芝グループに
かかわる環境情報をタイムリーに提供していま
す。また、東芝グループ会社や事業場のサイト
ごとの環境情報も公開しています。さらに「eco
スタイルサイト」も公開しています。

主な掲載項目（環境活動ホームページ）
お知らせ情報	/	Green	Management	/
Green	of	Process	/	Green	of	Product	/
Green	by	Technology

アニュアルレポート
（2013年6月発行）

環境レポート（PDFファイル）
（2013年7月末発行予定）

投資家情報ホームページ
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/

環境活動ホームページ
（2013年8月リニューアル予定）
http://www.toshiba.co.jp/env/jp/

ecoスタイルホームページ
http://www.toshiba.co.jp/ecostyle/jp/
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