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■ 財務状況 ： ＨＰへリンク

■ 国内、海外拠点 ： ＨＰへリンク
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１．会社方針とマネジメント

① コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの基本方針

コーポレートガバナンス体制図　(2017年7月1日現在)

内部監査部門として業務監査部を設置しており、監査等委員会および監査法人と連携し関係会社を
含めた業務の監査を行っています。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告書に係る内部統制
の整備、運用を行っています。

監査等委員会は４名の監査等委員で構成されており、うち３名は社外監査等委員となっています。社
外監査等委員は法律、税務、企業経営に関する豊富な知識、経験を有しており、当社の事業に精通
した社内の常勤監査等委員と実効性の高い監査を実施しています。また、取締役会の場では適法性、
妥当性の観点から専門性を活かした意見表明を行うよう努めています。

内部監査部門

北陸電気工業グループは、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつと認識し、健
全で信頼される経営に取組んでいます。

取締役会

監査等委員会

当社は、「北陸電気工業グループ行動憲章」を次の通り定めています。この定めを実現するため、「コーポ

レート･ガバナンスの基本方針」に沿って、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経営体制を

構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていきます。

取締役会は、監査等委員を除く取締役６名および監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）
で構成されており、ステークホルダーの視点を重視した経営の基本的な意思決定と業務執行の監督を
行っています。また、重要な業務執行について迅速な意思決定を図るため、業務執行取締役および執
行役員を中心に構成される経営戦略会議を設置しています。

　(1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。

　(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。

　(3) 適切な情報開示と透明性確保に努めます。

　(4) 取締役会等は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を

　　  行い、その役割・責務を適切に果たすよう努めます。

　(5) 株主との建設的な対話に努めます。

連携 指名、指示、監査

株 主 総 会

独
立
監
査
人

監
査
法
人

（監査・監督）

監 査 等 委 員 会

取締役 ４名（うち社外取締役３名）

代表取締役社長
経営戦略会議

取締役

執行役員

ＣＳＲ委員会

各事業本部、子会社

（内部監査）

業務監査部

ガバナンス室

（意思決定・監督） 取 締 役 会

（業務執行・内部統制）

監査等委員を除く

取締役 ６名

北陸電気工業グループ行動憲章

北陸電気工業グループは、良き企業市民としての社会的責任を自覚し、誠
実かつ倫理的な事業活動を推進します｡また、グローバル企業として国際
ルール及び各国の法令を遵守し、お客様､株主･投資家様、取引先、地域
社会、従業員をはじめとした関係者に配慮した経営に取り組み、安定的な
成長を通じて企業価値の向上とともに社会の発展に尽くします｡

１． 公正な事業活動
　　 私たちは、関係する法令等を遵守し、健全な商習慣･社会通念に基づい
　　 た公平･透明･自由な事業活動を行います｡

２． お客様の満足の向上
　　 私たちは、お客様のニーズと要望に応えるため、蓄積された高度な技術
　　 を用いて品質･安全性･信頼性の高い製品・サービスを提供します｡

３． 適正な財務報告
　　 私たちは、会計･税務に関する法令･規則に従い、適正な財務報告を行
　　 います｡

４． 人権の尊重
　　 私たちは、企業活動のあらゆる面でいかなる差別も行わず、一人ひとり
　　 の人権を尊重します。

５． 社員の尊重
　　 私たちは、安全で働きやすい職場環境の維持・向上に努め、多様な人
　　 材が活躍できる職場作りに取り組みます｡

６． 情報の開示
　　 私たちは、経営の透明性の向上に努め、企業情報の適時・適切な開示
　　 を行います｡

７． 情報の管理
　　 私たちは、情報セキュリティーの確保に努め、知的財産や情報の適切な
　　 管理を行います｡

８． 環境との調和
　　 私たちは、持続可能な社会の構築に向けて、企業活動のあらゆる面で
　　 環境の保全に配慮して行動します｡

９． 社会貢献活動
　　 私たちは、地域社会との協調に努め、社会貢献活動に取り組みます｡
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３．環境とのかかわり

⑧ 北陸電気工業グループ環境方針

⑨ 環境マネジメント

私たちは、持続可能な社会の構築に向けて、企業活動のあらゆる面で環境の保全に配慮して行動すること
を北陸電気工業グループ行動憲章として宣言しています。

環境理念
地球環境の保全が人類共通の重要課題の一つであることを認識し、持続可能な社会の構築に向けて、企業活動の
あらゆる面で環境の保全に配慮して行動する。

環境方針
電子部品メーカーとしてその生産に伴う事業活動及び製品、サービスが環境に与える影響を的確に捉え、環境マ
ネジメントシステム（ＥＭＳ）に基づき環境保全活動を推進する。

「環境」に関する問題を、企業活動の重要課題の一つとしてとらえ、環境経営の実践に努めています。そのための手
法として、製品の製造から販売にわたる事業活動を管理する、「環境マネジメントシステム」を構築し、運用していま
す。このシステムでは、全体および事業所・部門別のＰＤＣＡサイクルを回し、継続的な改善を図っています。

登録組織名称 北陸電気工業株式会社 

本社 

本社部門 

　 コンポーネント事業本部 皮膜工場 

　 コンポーネント事業本部機構部品工場 

　 高周波部品事業本部高周波部品工場 

所在地 富山県富山市下大久保3158番地

登録範囲 電子部品の製造及び販売 

富山事業所/HDKマイクロデバイス（株） 楡原事業所 コンポーネント事業本部 PRC工場 コンポーネント事業本部 朝日電子（株） 

　　北陸アイシー（株） 　　コンポーネント事業本部 楡原工場 − − 

　　コンポーネント事業本部 PRC工場 　　高周波部品事業本部 圧電工場 − − 

所在地 富山県富山市下冨居2-12-5 富山県富山市楡原上島3175 富山県中新川郡立山町利田297-1 富山県下新川郡朝日町大家庄358-1 

登録範囲 電子部品の製造 電子部品の製造 電子部品の製造 電子部品の製造 

付属書記載事項

事業所 

事業所 

環境マネジメントシステム適用範囲

環境マネジメント体制図

本社事業所

富山事業所

楡原事業所

ＰＲＣ事業所

朝日事業所

ＨＤＫマイクロデバイス(株)富山事業所

本社部門

コンポーネント事業本部 機構部品工場

コンポーネント事業本部 皮膜工場

高周波部品事業本部 高周波部品工場

コンポーネント事業本部 ＰＲＣ工場

コンポーネント事業本部 楡原工場

高周波部品事業本部 圧電工場

コンポーネント事業本部 ＰＲＣ工場

コンポーネント事業本部 朝日電子(株)

北陸アイシー(株)

環
境
管
理
責
任
者
（
環
境
推
進
室
長
）

環
境
品
質
保
証
管
掌
取
締
役

環
境
委
員
会

（

委
員
長
・
社
長

）

内
部
監
査
チ
ー
ム

E
M
S
事
務
局

社

長

■ 環境方針 ： ＨＰへリンク

■ 環境保全活動 ： ＨＰへリンク
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■ ＲｏＨＳ指令対応 ： ＨＰへリンク

■ グリーン調達の取り組み ： ＨＰへリンク
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北陸電気工業株式会社　環境管理物質一覧表（含有禁止物質） 2017. 6.20

北陸電気工業株式会社
含有禁止物質 環境推進室

（化学物質の含有を原則として禁止する）

NO. 物質群 規制内容

意図的添加禁止かつ20ｐｐｍ未満

意図的添加禁止かつ20ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ1000ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ1000ppm未満

意図的添加禁止かつ100ppm未満

意図的添加禁止かつ1000ppm未満

5 トリブチルスズ＝オキシド（TBTO) 意図的添加禁止かつ1000ppm未満

6

三置換有機スズ化合物

（ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ（TBT)化合物、ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ（TPT)化合物を

含む）

意図的添加禁止かつ1000ppm未満（スズ元素の濃
度）

7 ポリ臭化ビフェニル類（PBB類） 意図的添加禁止かつ1000ppm未満

8 ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類） 意図的添加禁止かつ1000ppm未満

9 ポリ塩化ビフェニル類（PCB類） 意図的添加禁止かつ50ppm未満

10 ポリ塩化ナフタレン（塩素原子数が１以上） 意図的添加禁止

11 ポリ塩化ターフェニル類（PCT類) 意図的添加禁止かつ50ppm未満

12 短鎖型塩化パラフィン類（炭素鎖長10-13） 意図的添加禁止

13 アスベスト類 意図的添加禁止

14 特定アミンを形成するアゾﾞ染料・顔料
意図的添加禁止かつ特定アミンとして30mg/kg
（30ppm）未満

15
オゾン層破壊物質
（CFCｓ、HCFCｓ、HBFCｓ、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロ

エタン、臭化メチル、ブロモクロロメタン、ハロン）

意図的添加禁止

気中濃度0.1ppm未満

気中濃度0.15mg/m
3
未満

織物製品の75ppm未満

17

フッ素系温室効果ガス
（ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボ

ン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)）

意図的添加禁止

18
特定ベンゾトリアゾール
（2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-

ブチルフェノール(UV-320)が対象）

意図的添加禁止

19 酸化ベリリウム 意図的添加禁止

20 ポリ塩化ビニル（PVC）及びその混合物 意図的添加禁止

21 パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びその塩

意図的添加禁止かつ

・半製品、成形品、部品は1000ppm未満

・表面処理は 1 μg/m
2
 未満

22 塩化コバルト 意図的添加禁止

23 フマル酸ジメチル（DMF) 意図的添加禁止かつ0.1ppm未満

24 ヘキサクロロベンゼン 意図的添加禁止

25 アルドリン 意図的添加禁止

26 ディルドリン 意図的添加禁止

27 エンドリン 意図的添加禁止

28 DDT 意図的添加禁止

29 クロルデン類 意図的添加禁止

30

N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'-キ

シリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N'-ジキシリル-パ
ラ-フェニレンジアミン

意図的添加禁止

31 2,4,6-トリ-ターシャリーブチルフェノール 意図的添加禁止

32 トキサフェン 意図的添加禁止

33 マイレックス 意図的添加禁止

34 ケルセン 意図的添加禁止

35 ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン 意図的添加禁止

36 ペンタクロロベンゼン 意図的添加禁止

37 α-ヘキサクロロシクロヘキサン 意図的添加禁止

38 β-ヘキサクロロシクロヘキサン 意図的添加禁止

39 γ-ヘキサクロロシクロヘキサン 意図的添加禁止

40 クロルデコン 意図的添加禁止

41 ジブチルスズ（DBT）化合物 スズ元素として材料中に1000ppm未満

42 ジオクチルスズ（DOT)化合物 スズ元素として材料中に1000ppm未満

43

フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）

フタル酸ジブチル（DBP）

フタル酸ブチルベンジル（BBP）
フタル酸ジイソブチル（DIBP）

1000 ppm未満

44 ニッケル/ニッケル化合物 意図的添加禁止

45
リン酸トリス（2-クロロエチル）（TCEP）
リン酸トリス（1-メチル-2-クロロエチル）（TCPP）

リン酸トリス（1,3-ジクロロ-2-プロピル）（TDCPP）

成形品中1000ppm未満

46 ヘキサブロモシクロドデカン（HBCDD） 意図的添加禁止かつ100ppm未満

47 エンドスルファン 意図的添加禁止

48 三酸化二ヒ素、五酸化ニヒ素 意図的添加禁止かつ成形品中1000ppm未満

材料中1μg/m
2
 未満

部品の材料中1000 ppm未満

50 多環芳香族炭化水素（PAH） 1ppm（0.0001wt%）未満

51
N-フェニルベンゼンアミンとスチレンおよび2,4,4-トリメチ
ルペンテンの反応生成物（BNST）

意図的添加禁止

52 リン酸トリス(2,3- ジブロモプロピル)(TRIS) 意図的添加禁止

53 トリ(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド(TEPA) 意図的添加禁止

54 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 意図的添加禁止

55 赤リン 意図的添加禁止かつ1000ppm未満

意図的添加禁止

1000ppm未満

57 4-ニトロジフェニル及びその塩 意図的添加禁止

58 ビス（クロロメチル）エーテル 意図的添加禁止

（規制内容の閾値は、特に記載のない場合は均質材料に対しての許容数値）

全ての用途 安衛法

56 ベンゼン
玩具製品

REACH規則
上記以外の全ての用途

全ての用途 安衛法

人体の皮膚に直接、接触する可能性がある繊維製品および
その部品に使用される場合のみに適用

REACH規則

全ての用途 化審法

全ての用途
（ウェーハのドーパントとして使用されるものを除く）

皮膚または口腔内に直接、長時間または、短期間で繰り返

し接触するゴムまたはプラスチック部品
REACH規則

全ての用途
（タイヤ以外のゴムへの添加剤は除く）

カナダ 特定有害物質禁止規則

人体の皮膚に直接、接触する可能性がある繊維製品および

その部品に使用される場合のみに適用
REACH規則

全ての用途 化審法

液晶パネルのガラス REACH規則

49
パーフルオロオクタン酸（PFOA）、その塩及びそのエス

テル

織物、フィルム、紙、印刷用原版用の写真コーティング及び
その他のコートされた消費者製品用の部品・材料 ノルウェー Product Regulations

上記以外の全ての用途

長時間皮膚に接触するもの REACH規則

全ての用途 REACH規則、米国バーモント州 Act85

全ての用途 REACH規則、化審法

全ての用途 REACH規則

・皮膚に触れる織物、皮革製品用の部品・材料

・2液性室温硬化ﾓｰﾙﾄﾞｷｯﾄ（RTV-2 ｼｰﾗﾝﾄﾓｰﾙﾄﾞｷｯﾄ）
REACH規則

全ての用途 REACH規則、RoHS指令

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 REACH規則

全ての用途 化審法

全ての用途 化審法

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ、絶縁板、化粧板、ﾗﾍﾞﾙ、ｼｰﾄ、ﾗﾐﾈｰ

ﾄ、包装部品・材料（ﾄﾚｲ、ﾏｶﾞｼﾞﾝｽﾃｨｯｸ、ｽﾄｯﾊﾟ、ﾘｰﾙ、ｴﾝﾎﾞ
ｽ、ｷｬﾘｱﾃｰﾌﾟなどを除く）、結束ﾊﾞﾝﾄﾞ、熱収縮ﾁｭｰﾌﾞが対象

JS709

全ての用途

（フィルム、紙、プリント版に塗布される写真コーティング、
フォトリソグラフィー工程のためのフォトレジストまたは反射

防止膜は除く）

REACH規則、化審法、ストックホルム(POPs)条約

乾燥剤（シリカゲル等）の湿度指示薬、湿度インジケーター REACH規則

全ての用途
EU規制(EC)№842/2006、デンマーク 指令No.552、スイス 化学品リ

スク軽減政令

全ての用途 化審法

全ての用途 WEEE指令、EU指令（1999/45/EC）

織物、皮革製品の部品・材料 REACH規則

全ての用途 オゾン層保護法、モントリオール議定書

16 ホルムアルデヒド
繊維板（ファイバーボード）、パーティクルボード、木工製品

ドイツ 化学品禁止規則

デンマーク ホルムアルデヒド規制

織物製品

全ての用途 REACH規則

全ての用途
REACH規則、EU・POPs規則、ノルウェー 特定有害化学物質の使

用等に関する規制

全ての用途 REACH規則、ドイツ 化学品禁止規則、安衛法

オーストリア ホルムアルデヒド規制

全ての用途 RoHS指令、REACH規則、化審法

全ての用途 REACH規則、化審法

全ての用途 化審法

全ての用途 REACH規則、化審法

全ての用途 REACH規則、化審法

全ての用途 RoHS指令、REACH規則、化審法

上記以外

4 水銀/水銀化合物
包装材Cd,Pb,Hg,Cr（六価）の総合計

REACH規則、RoHS指令、EU 包装材指令、資源有効利用促進法
上記以外

2 六価クロム化合物
包装材Cd,Pb,Hg,Cr（六価）の総合計

RoHS指令、EU 包装材指令、資源有効利用促進法
上記以外

3 鉛/鉛化合物

樹脂（ｺﾞﾑ、ﾌｨﾙﾑ含む）、塗料、ｲﾝｷ、顔料、染料、接着剤（揮
発性成分がない状態） REACH規則、RoHS指令、デンマーク 指令No.1199、EU 包装材指

令、ドイツ 化学品禁止規則、資源有効利用促進法包装材Cd,Pb,Hg,Cr（六価）の総合計

対象用途･部材 主な参照法令

1 カドミウム/カドミウム化合物

樹脂（ｺﾞﾑ、ﾌｨﾙﾑ含む）、塗料、ｲﾝｷ、顔料、染料、接着剤（揮
発性成分がない状態）

REACH規則、RoHS指令、デンマーク 指令No.1199、EU 包装材指

令、資源有効利用促進法
はんだ

包装材Cd,Pb,Hg,Cr（六価）の総合計

上記以外
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北陸電気工業株式会社　環境管理物質一覧表（含有管理物質、含有報告物質） 2017. 6.20

北陸電気工業株式会社
含有管理物質 環境推進室

（化学物質が含有している場合、規制内容に該当するかどうかを把握し、該当する場合は対象物質の質量、使用用途、含有部位等を記録管理する）

NO. 物質群 規制内容

59 ハロゲン物質（Bｒ、Cl)
Br, Cl：それぞれ900ｐｐｍ未満

Br+Cl：1500ppｍ未満

60ppm未満

700ppm未満

（規制内容の閾値は均質材料に対しての許容数値）

61

フタル酸ジイソノニル(DINP)

フタル酸ジイソデシル(DIDP)

フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)

フタル酸ジヘキシル(DNHP)

炭素数7 を主成分とする炭素数6～8 の分岐アルキルを
有するフタル酸ジアルキル(DIHP)

炭素数7～11 の分岐および直鎖アルキルを有するフタ

ル酸ジアルキル(DHNUP)

フタル酸ビス（2-メトキシエチル）(DMEP)

フタル酸ジイソペンチル(DIPP)

分岐および直鎖のフタル酸ジペンチル

フタル酸-n-ペンチル-イソペンチル

フタル酸ジペンチル(DPP)

1000ppm未満

62
砒素/砒素化合物

（三酸化二ヒ素、五酸化ニヒ素以外）
1000ppm未満

63 ビスマス/ビスマス化合物 1000ppm未満

900ppm未満

1000ppm未満

65 セレン/セレン化合物 1000ppm未満 EU 玩具安全指令

66
ベリリウム/ベリリウム化合物

（酸化ベリリウム以外）
意図的添加または使用禁止

67 放射性物質 意図的添加禁止

68

ホウ酸

特定ホウ酸ナトリウム

（四ホウ酸二ナトリウム無水和物、四ホウ酸二ナトリウム

水和物）

1000ppm未満

69 N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC) 1000ppm未満

900ppm未満

1000ppm未満

71 過塩素酸塩 6 ppb（0.006 ppm）未満

72
4-（1,1,3,3-テトラメチルブチル）フェノール

別名4-tert-オクチルフェノール
1000ppm未満

73 ビス（2-メトキシエチル）エーテル 1000ppm未満

74 4,4'-プロパン-2,2-ジイルジフェノール（ビスフェノールA） 1000ppm未満

（規制内容の閾値は個々の製品に対しての許容数値）

含有報告物質
（化学物質が含有している場合、規制内容に該当するかどうかを把握し、対象物質の質量、使用用途、含有部位等を報告する）

NO. 物質群 規制内容

75 REACH規則　SVHC ･納入品の総重量における含有率が1000ppmを越える

全ての用途 REACH規則

対象用途･部材 主な参照法令

全ての用途 REACH規則

全ての用途 米国カリフォルニア州 過塩素酸塩汚染防止法2003

全ての用途 REACH規則

全ての用途 REACH規則

全ての用途 REACH規則

70 塩素系難燃剤
積層プリント配線基板

IPC-4101およびIEC61249-2-21、JS709
上記以外のプラスチック材料

全ての用途

全ての用途 安衛法

全ての用途
核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律、放射
線障害防止法

全ての用途 REACH規則

全ての用途

（半導体デバイス等を製造する為のドーパントは除く）
REACH規則、EU 玩具安全指令、安衛法

全ての用途

64
臭素系難燃剤

（PBB、PBDE、HBCCD除く）

積層プリント配線基板
IPC-4101およびIEC61249-2-21、JS709

上記以外のプラスチック材料

60 アンチモン/アンチモン化合物
皮膚接触用途

EU 玩具安全指令
上記以外

全ての用途 REACH規則

対象用途･部材 主な参照法令

全ての用途
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■ ＩＲ情報 ： ＨＰへリンク
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https://www.hdk.co.jp/japanese/financ_j/fnc000_j.htm
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