
寄付活動

社員教育

ダイバーシティ勉強会

業務監査
の結果

ダイバーシティとは、さまざまな違いを尊重し「違い」を積極的に活かすこ
とで、変化しつづけるビジネス環境や多様化する顧客ニーズに効果的に
対応させることです。勉強会は、社員が固有な能力を発揮し可能性を信
じることで、「幸せを感じ、より長く、安心して、働きがいのある職場を
実現する」との主旨で実施され、本社・栃木事業所・関西事業所から合
計75名が9回に分けて参加しました。育児をする女性が仕事をし、仕
事をする男性が育児する中で、役職についている女性や、若い社員の
数年先のビジョンなど、ワーク・ライフ・バランスの大切さを学びました。

千住金属工業の教育基本方針は、全従業員が絶えず新しい知識の向上に努め、広い視野に立って合理的な判断ができる人を養成することを目指し
ております。2015年度は、e-Learning・集合研修を合わせて、1,003名の受講者が、延12,890時間受講しました。e-Learningの受講者数は新規
講座開設により昨年より約5倍に増えました。製造に携わる社員は、現場での改善研修を受講し、研修で学んだことの報告会も開催しました。

2015年は、CSRと安全保障輸出に関する前年度の改善状況を再度監査することに注力し、全営業拠点を含む国内の全部署と
国内子会社を再度監査し、77回の監査を実施しました。EICC の行動規範は、「労働」「倫理」「安全衛生」「環境保全」「管理の
仕組み」の5項目から成り立つ構造であり、労働安全衛生などがきちんと守られた上で、企業のマネジメントシステムとして継続
して運営されているかが問われる仕組みで、高度なビジネス倫理を維持することが求められます。GRI G4でも要求されている
項目（労働慣行への苦情、環境法規制の違反、差別・人権への苦情、児童労働・強制労働、贈収賄・腐敗防止・独占的慣行、顧客
プライバシー・データ紛失、製品・サービスの法律違反など）の事例や件数を監査し、問題がなかったことを確認しています。

取 締 役 会
取締役9名と監査役２名（内、１名は社外監査役）で構成され、関係法令及び定款の定めると
ころに従い、千住金属工業経営管理の最高最終の意思決定機関として、法定事項を審議する
とともに、会社業務執行上の重要な事項を決定若しくは承認します。

経 営 会 議
取締役、監査役、理事・副理事及び参事により構成し、取締役会の審議決定事項以外の業務執
行に関する審議決定を行います。なお、取締役会が審議決定事項すべき業務執行に関する
事項については、必要に応じ事前に経営会議にて検討し、取締役会に上程します。

監 査 役
２名（内、１名は社外監査役）の監査役が選任されています。取締役の職務の執行を含む日常の
経営活動の監査を行っています。監査役は、取締役会と経営会議に出席し、違法または著しく
不当な決議がなされることを防止する責務を果たすと共に法令に準拠した活動を行っています。

不 正 防 止
従業員就業規則にてコンプライアンスの重要性を明文化し、従業員はこれらの諸規則を誠実
に守り、会社の秩序保持に努めています。又、千住金属工業の事業活動方針《公正取引・倫理》
及びＣＳＲ実践目標の《倫理》においても、腐敗を防止するために贈収賄の行為を禁じています。
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地域貢献、芸術振興、次世代育成を目的に、千住金属工業グループでは
国内外のそれぞれの拠点において、さまざまな活動に寄付などの経済的
支援を57団体へ行っています。例えば、国境なき医師団などの医療福祉
団体や、台湾支店では学校や子供達を支援する基金への寄付活動、震災時
の義捐金寄付などを継続的に行っています。また、中国でも、天津を始め
複数拠点で活動を継続しております。今後もこのような寄付活動を通じて、
各地域の経済的発展だけではなく、次世代を担う若者の文化的教育や
創造豊かな社会活動に貢献したいと考えています。

最良の人材を育成するプログラムとして、「実力・誠実・闘魂」を身につけた人材育成を目指します

参考：社会に対する責任

http://www.senju-m.co.jp/csr/society/

【会社概要】
千住金属工業株式会社（SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.）
DUNS# 690663091　

本社所在地　
〒120-8555　東京都足立区千住橋戸町23 番地

経営状態

【事業展開している国と拠点】

国内主要納入先：500 社　　海外主要納入先：1,500 社

【事業規模（グループ連結）】
売 上 高  ： 75,896百万円（2014年4月1日～ 2015年3月31日）     資 本 金  ：  400百万円（2014年4月1日～ 2015年3月31日）

               67,317百万円（2015年4月1日～ 2016年3月31日）                     400百万円（2015年4月1日～ 2016年3月31日）

【事業内容】
① 金属の溶解、合金、鋳造、展伸、加工品の製造・販売　
② 金属の粉末及び軸受の製造・販売
③ はんだ付用溶剤並びに接着剤の製造・販売
④ はんだ付け装置の製造・販売
⑤ 消火装置部品の製造・販売
⑥ 前記に関連する機械設備の製造・販売

千住金属工業は、法令にもとづく株主総会・取締役会に加え、社外監査役を含めた監査役や税務監査の配置とCSR委員会・経営会議・
戦略会議の整備などにより、ガバナンスの強化に努めています。

千住金属工業は、安心で安全な製品の開発と製造を行っております。また、製品情報の正確で迅速な提供を目的に、営業担当部門・
サービス担当部門によるお客様対応の他にも展示会・イベントを通じての最新情報の発信を心掛け、Webサイトにお客様相談窓口を
開設しています。

ガバナンスと経営状態 お客様と従業員との関わり

 IRCAの認定員に合格 
2015年7月にEICC公認の「Labor & Ethics Auditorコース（5日間）」
を受講し、合格しました。また、2016年1月に論文審査後、IRCAの
認定証を受領することができました。

コースはすべて英語で行われ、事前
学習、毎日のテストや宿題があり、
想像以上にハードでした。ほとん
どがグループディスカッションとロー
ルプレイ形式 で即戦力につなが
るもので、実際に監査する上で
は非常に役に立つものでした。6ヵ
月間に渡る努力の結果、何とか認
定を受けることができましたの
で、今後社内で有効活用していき
たいです。

品質監査室　室長 東美帆子

http://www.irca.org/ja/IRCA/contact/

IRCA：
International 
Register of 
Certificated 
Auditors

総時間 総時間

総人数 総人数

10,020時間 2,870 時間

884人 119人
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真岡市の夏の恒例行事「もおか木綿踊り」の祭りに協賛しました。（2014年 栃木事業所）

経済 社会

第2回 CSR 全体会議を2015年10月
8日に開催し、お客様である日産自動車 
株式会社 ダイバーシティ・ディベロップ
メント・オフィスの小林千恵室長から

「ダイバーシティは競争力の源泉」と
題した基調講演を開催しました。

◀小林千恵室長

英国に本部を置く国際審査員登録機構として、
世界最初にして最大のマネジメントシステム
審査員の国際登録機関。

アジア 7 ヶ国 マレーシア・タイ・フィリピン・韓国・中国・香港・台湾 地域別拠点数 日本 アジア ヨーロッパ 米州

ヨーロッパ ４ヶ国 イギリス・ドイツ・イタリア・チェコ 製造拠点 8 11 1 2

米州 ３ヶ国 アメリカ・メキシコ・ブラジル 営業拠点 14 14 5 6
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