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環境省「環境報告ガイドライン

（2012年版）」GRI「サステナビリ

ティ・リポーティング・ガイドライン第

3.1（G3.1）」

マナック株式会社を対象としています。

なお、マナックグループの概要、財務ハ

イライトはマナックグループ連結の数値

です。

“生命の源”と言われる海水の資源か

ら生まれたマナックにとって、地球環境

を守ることは使命のひとつです。ステー

クホルダーはもちろん、地域社会の人々

に信頼される企業を目指し、責任ある企

業活動を行っています。

本報告書では、「マネジメント」、

「環境への取組み」、「安全衛生への取

組み」、「社会との関わり」の4部構成

で、持続可能な社会の実現に貢献するた

めの様々な取組みをご紹介します。

今後とも、CSR活動に取組むととも

に、皆さまとのコミュニケーションを図

り、よりわかりやすい編集を目指してい

きます。
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ごあいさつ

代表取締役社長

村田 耕也

競争力のある優れた製品・ソリューションを

提供し、世界市場でマナックの存在感強化を

目指します。
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マナックのルーツは、江戸時代から瀬戸内の海で行われていた製塩業にさか

のぼります。1948年（昭和23年）の設立以来、地元の美しい海から生まれ

た技術を進化させ、医療分野やＩＴ分野をはじめとする先端技術産業からの

「高度なニーズ・潜在的なニーズ」にお応えすべく製品開発を進めています。

そしていま、マナックは「社会的存在価値のある製品を提供し続ける」とい

う信念のもと、グローバル・マーケットを目指して、臭素化・ヨウ素化のコア

テクノロジーをもってさらなる技術革新に挑み、高機能製品・高付加価値製品

の提案を通じてスペシャリティーケミカルの可能性を追求してまいります。

創業の地 松永湾の塩田風景



 

会社概要 ２０１8年３月３１日

事業所

子会社 関連会社

マナックグループの概要

商号 マナック株式会社

設立 1948年（昭和23年）５月

従業員数 190名（グループ従業員数313名）

資本金 １７億5,750万円

証券コード ４３６４

本社

大阪営業所

福山工場・研究所

郷分事業所

マナック（上海）貿易有限公司（中国・上海市）

八幸通商株式会社

南京八幸薬業科技有限公司

ヨード・ファインケム株式会社

東京都中央区日本橋3丁目8番4号

大阪市中央区北浜3丁目5番22号

広島県福山市箕沖町92番地

広島県福山市郷分町950番地の1

連結決算ハイライト
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南京八幸薬業科技有限公司

エムシーサービス株式会社



 

事業活動

経営理念

企業理念

マネジメント

『スペシャリティーケミカルをベースに社会の進化・発展に貢献する』

～進化する技術、そして進化する人間をめざして

１ 「地球環境・人間社会に信頼と安全・安心・感動を発信する会社」をめざす

２ 英知と勇気をもって能力を最高に発揮し、企業価値の最大化をめざす

３ 明日の未来社会からも注目される会社をめざし、常に『革新』

グローバル・マナック
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当期における世界経済は、米国では企業業況が堅調であり、雇用情勢も良好で景気は拡

大基調が続きました。欧州も好調な外需を背景に堅調な景気拡大が続き、中国では投資が

やや持ち直すなど総じて安定的に推移いたしました。

日本経済につきましては輸出が緩やかに回復し、雇用・所得情勢が堅調に推移する中で、

個人消費も改善が進むなど、景気は緩やかな回復が続きました。

このような経営環境のもとで、当社グループは高付加価値製品の開発、国内外における

新規市場の開拓、既存市場・既存製品の深耕に積極的に取組んだものの、市場環境が影響

しファインケミカル事業が伸び悩み、当期は減収減益となりました。

・「先を見据える」

・ 売上高から「利益を積上げる」へ

・ 国内市場+海外から「国際市場」へ

・ モノづくりから「売れモノづくり」へ



 

マネジメント

株主の皆様並びに社会に対する責任を自覚し、経営資源の最適活用を図り、長期的、継続的

な株主価値の最大化を実現するとともに、社会規範に沿った事業活動を行い、コーポレート・

ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題のひとつと位置付けています。

コーポレート・ガバナンス

基本方針

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針について考え方を定めております。

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

http://www.manac-inc.co.jp/manac/pdf/governance.pdf 

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社
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３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

ガバナンス体制については、当社の企業規模や事業内容を総合的に判断して、監査等委員会

設置会社形態が最適であると判断しており、監査等委員である取締役３名（うち独立役員とし

て指定する者が２名）で構成される監査等委員３名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を

図るとともに、取締役の業務執行及び企業活動の適法性、妥当性について監査しております。

また、当社の属する化学業界や事業内容全般についての知識・経験のある社外取締役１名を、

監査等委員である取締役以外の取締役に選任し、監督機能の実効性向上を図っております。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、監査等委員会設置会社

制度が創設されたことを踏まえ、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び社外取締役

の経営参画による透明性・効率性の向上を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設

置会社に移行し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、現状の体

制を選択しております。

コーポレート・ガバナンス体制図



 

コンプライアンス

リスク管理

マネジメント

常にさまざまなリスクをあらかじめ念頭において事業活動を行っています。それらのリスク

に対応するために、事前の備えと事後の措置として、各種規程を定め、リスクを最小限のもの

にするために必要な社内体制を確立しています。また、大規模地震を想定した事業継続計画

（ＢＣＰ） に加え、インフルエンザなどパンデミックへの対応も行っています。

「企業行動憲章」に基づいた企業活動を通じて、公正で透明性のある企業を目指すとともに、

内部通報制度

私たちは、スペシャリティーケミカルをベースに社会の進化・発展に貢献するためにこの企

業行動憲章を定めます。私たちは、あらゆるステークホルダーとコミュニケーションを図り、

社会的存在価値のある製品を提供し続けたいと考えています。

より使いやすく、信頼性もより確保される仕組み

を目指して、内部通報制度を運用しています。

2006年7月制定

2013年4月改訂
企業行動憲章
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１． 私たちは、各国・地域の法令を遵守するとともに、高い倫理観をもってグローバルな事業活動を展開します。

２． 私たちは、良き企業市民として、公の秩序に従い、信義誠実な行動を行うと共に社会貢献に努めます。

３． 私たちは、会社情報を適正に管理し、適時、適切に情報開示し、公正で透明な経営を行います。

４． 私たちは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

５． 私たちは、人間の人権と人格の尊重はもとより、各国・地域の文化や慣習に配慮し、社会の発展に貢献します。

６． 私たちは、株式公開企業として、地域社会、取引先、株主、投資家、従業員との信頼と関係を大切に考えます。

７． 私たちは、環境と安全に十分配慮します。

８． 私たちは、お客様に満足して頂くため、化学技術を通じて社会に新たな価値を提供します。

「企業行動憲章」に基づいた企業活動を通じて、公正で透明性のある企業を目指すとともに、

当社のステークホルダーをはじめ一般社会からの確固たる信頼を確保し、企業の社会的責任を

果していきたいと考えています。



 

マテリアルフロー

環境への取組み

事業活動に伴い投入する資源やエネルギー、排出物質を定量的に把握し、環境負荷の低減や
地球温暖化防止対策に役立てています。今後とも省資源、省エネルギー対策とともに、廃棄物
の削減、再資源化を推進していきます。

環境マネジメントシステム

INPUT OUTPUT

エネルギー
(原油換算)

4,260kl

用 水

原材料 16,600 t

118,000 m
3

大 気 10,300 t

排出量 140 t

廃棄物

排出水

化学物質
PRTR 移動量 340 t

CO2

2,700 t

3
62,000 m

製 品 15,600t

工場

製品

環境マネジメントシステム

１．地球温暖化や環境汚染の防止を念頭においた事業活動に

努めます。

２．活動の各段階において、大気への排出の抑制、廃棄物の

削減、省エネルギーに取り組みます。

３．全従業員に対して積極的な教育･訓練を実施し、環境に

対する意識と知識の向上を図り、汚染の予防に努めます。

４．環境保全に関する各種法令・協定等を理解し、順守します。

５．環境マネジメントシステムを効果的に運用し、定期的に

レビューを実施すると共に、継続的改善を図ります。

当社は温暖な気候に恵まれた瀬戸内の地に創業し、今日まで企業活動を展開してきまし

た。この恵まれた環境を守ることも企業の使命の１つであると認識しています。

当社の事業は、常に化学物質と向き合っています。

化学物質は、その取扱いを一歩誤ると、危険で有害なものであり、地球温暖化や環境汚

染のもととして危惧されています。

しかし適切な管理下に取り扱えばその用途は格段に広がります。

当社は、化学物質の有益性を生かしうるために、様々な場面において、環境への影響や、

その対策を考えて行動し、社会の進化･発展に貢献するとともに、「地球環境・人間社会に

信頼と安全･安心･感動を発信する会社」を目指します。

■環境基本理念

新規格（2015年版）への移行審査を受審して認証を受け、新規格(2015年版）に基づき、

活動に取り組んでいます。
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■環境方針



 

省エネルギー

環境への取組み

・配管、トラップ、保温材などの自主保全活動

■継続中の取組み

・省エネ型冷凍機、エアコン、高効率変圧器への更新

・LED電灯の導入（生産施設を含む）

・屋根の遮熱、緑のカーテン、窓の遮光等により

・クール・ビズ、ウォーム・ビズ並びに、こまめな消灯や空調停止などの節電活動

・工程の時間調整によりピーク電力をシフト

・設定圧力（空気圧、蒸気圧）の低下による負荷低減

・冷凍機系等の定期整備更新（熱交換部、冷却塔など）

当社はエネルギー管理「特定事業者」であり、生産のほとんどを受け持つ「福山工場」

（「第１種指定工場」）を最重点に、全社において省エネルギーを推進しています。

福山工場の熱源であるボイラーは、ガス専焼の小型高性能機を台数制御運転しています。一

方、電力削減は、工場の原動機を中心としながら事務／生活系での一般電力も含めた省エネに

継続して取組んでいます。

また2011年以降は毎年、最大需用電力（デマンド）のピークカットを重点課題とする『節

電の夏』に注力しております。2017年夏季は前年デマンド内で維持しました。
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・配管、トラップ、保温材などの自主保全活動

（洩れ、熱ロス防止）

■エネルギー使用量の推移

高機能製品（小ロット・長工程型）の需要が維持される一方、エネルギー低消費型製品が

減退したことから、エネルギー使用量は横ばいながら、単位生産量あたりの使用量がやや増

加となりました。

原油換算(kl) 総生産量（t）

0

5000

10000

15000

20000

3000

3500

4000

4500

5000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

エネルギー使用量(原油換算値)

エネルギー使用量 総生産量原油換算

総生産量（t）



 

地球温暖化防止

環境への取組み

地球温暖化防止

当社の排出する温暖化ガスのほとんどはエネルギー起因CO2です。従って、省エネ活動がそ

のまま地球温暖化の防止活動となります。ボイラーの燃料転換・効率化並びに電力低減に注力

する（前頁に記述）とともに、廃棄物発生の抑制（委託先での温暖化ガスの減少に寄与）等に

も取組んでいます。

■二酸化炭素（CO2）排出量の推移

エネルギー使用量に連動し、CO2排出量もわずかながら増加しました。

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

(t‐CO2)
エネルギー使用に伴うＣＯ2 排出量

廃棄物削減
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当社では、廃棄物の分別回収、溶媒のリサイクル等、廃棄物の適正な処理と再資源化に努め

ています。また、廃棄物の処理に関しては優良認定処理業者を選択し、３Rの推進を実施して、

燃料やセメント原料への転化を行い、循環型社会の構築に貢献しています。

■廃棄物排出量の推移

3Rとは

Reduce （リデュース： 発生抑制）

Reuse（リユース ： 再使用）

Recycle（リサイクル： 再資源化）

の頭文字をとったものです。

201７年度は製品構成の変化により総生産量増に対して、廃棄物排出量も微増となりました。

引き続き工程等の見直しや社内での３Ｒを推進し、廃棄物の発生抑制に取組んでいます。

0
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15000

20000

0
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1500

2000

2500

3000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

総生産量(t)排出量(t)
廃棄物排出量
廃棄物排出量 総生産量



 

環境への配慮

化学物質の排出管理

環境への取組み

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR

法）に基づき、その対象事業所となる福山工場においては、化学物質の環境への排出量・移動

量を把握しています。対象物質の取扱量が増加傾向にあることから、 ISO14001システムと

も連動し、環境目標活動として継続的に取組んでいます。

0
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

生産量PRTR

ＰＲＴＲ対象物質排出量・移動量 (t)

大気への排出量

事業所外への移動量

福山工場の生産量

■環境目標活動

・ 設備 ： 密閉化の推進

冷却能力の向上

・ 工程 ： 作業方法の改善

除害装置の適正使用
・ 取扱者： 適切な取扱方法の教育

※PRTRとは
「Pollutant Release and Transfer Register」

人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質
について、事業所からの環境（大気、水、土壌）へ
の排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動
量を、事業者が自ら把握し国に対して届け出るとと
もに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移
動量を集計し、公表する制度です。

MANAC Incorporated CSR Report  2018 10

■環境配慮型製品「AdBlue（アドブルー）」高品位尿素水溶液設備

■ヨウ素の有効利用とリサイクルの推進

■電動フォークリフトの採用

排ガス対策として電動フォークリフトを採用し、

2017年度は１8台が稼働しています。

（電動フォークリフト）

ガソリン車に比べて燃費がよく、省エネルギーやCO2

削減の観点から再びディーゼルエンジンが注目され、現

在、需要は順調に拡大しています。

当社も需要の拡大に対応すべく、2015年8月に高品位

尿素水溶液設備を強化、新設しています。設備は、以前

よりも釜容量が大きく、作業スペースも広く設計されて

いますので、作業性や、生産効率が向上すると期待され

ています。これからもディーゼルエンジンに対する環境

規制は、高度な処理技術が要求される為、厳しい品質規

格に適合するように、ライセンスを取得しており、環境

配慮型製品として提供しています。 （高品位尿素水溶液新設備）

限りある天然資源であるヨウ素のリサイクルを推進して

います。ヨウ素化合物の効率的な生産体制のみならず、ヨ

ウ素化合物からのヨウ素回収リサイクルシステムを構築

し、リサイクルの推進に取組んでいます。



 

安全衛生への取組み

福山工場の安全衛生方針は、”一人一人の考動とみんなの協働により、「事故・災害ゼロ」

の信頼される工場となる“を掲げています。安全、安心の社会的な要請が高まる中で、従業員

一人ひとりが安全意識を優先した安全に取組んでいます。基本的なルール、決めたこと、決め

られたことは守り、その必要性（なぜ）を考え行動する。各人の自主安全考動と安全衛生グ

ループによる自主安全衛生活動、そして工場全体、みんなの協働による、先取りの安全衛生活

動により、事故・災害ゼロを目指し、安全第一の文化を醸成しています。

※ 「考 動」とは、各自がよく考え、行動に移す事を言います。

安全衛生管理体制の確立

■安全衛生活動

労働災害ゼロ、職業性疾病ゼロを目指し、従業員が安全で安心して働くことができる快適

な職場環境を整備し、安全衛生の水準向上に努めています。

安全衛生の重点施策として5項目とし、また安全衛生委員会と委員会内に設けたワーキング

グループにより、テーマ毎に検討を行い、自主的な活動を展開しています。

■重点施策

１．化学物質による健康障害の防止
・作業管理、作業環境管理の見直し等の継続的な取組

２．こころとからだの健康管理
・目配り、気配り、声かけ 朝礼、始業、終業時のミーティング等により実施

・smile（スマイル）運動「明るい笑顔のあいさつ」からを展開

・健診事後の積極的対応への促進による定期健康診断有所見率の改善の取組

3．自主安全衛生の取組み
・安全衛生グループ毎の推進と職場の活性化及び感受性の向上

・ヒヤリ・ハット運動の推進

・危険予知活動
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１．ワーキンググループによるテーマ別活動
・安全教育の企画（危険物の安全な取扱い、静電気の防災、等）

及び安全の日（毎月１日）の行事の推進

・ヒヤリ・ハット活動の推進及び結果報告

・5Ｓにより保管管理の充実

・指差考動の推進により、誤操作の低減

２．安全衛生パトロール

（役員、産業医、安全管理者、衛生管理者）

３．全国安全週間、全国労働衛生週間の行事企画推進

４．外部関連団体との連携安全管理体制の確立 （安全衛生パトロール）

■その他の安全衛生活動

・ヒヤリ・ハット運動の推進

・危険予知活動

現場ＫＹＫ（危険予知考動）

指差し呼称の発展的な動作前確認の指差考動（状況認識；認知・判断・操作）の実践

状況理解（認知）行為選択（判断）や行為実行（操作）⇒ 「状況認識」

・自部署パトロール 年間計画により実施

・定例・安全衛生職場会議 毎月1回以上、安全衛生グループ単位で実施

4．５Ｓ活動定着 見える化の取組み
・エブリデイ１０ミニッツ清掃による5S意識の定着

各自で毎日10分間清掃の実施、習慣化

・５ Ｓパトロールリスク発見の為の職場巡視

安全当番による5Ｓパトロールの実施

５．リスクアセスメントの推進
・新規設備の導入時、設備変更時に安全点検をリスクアセスメントの手法により実施

危険性、有害性を排除して安全、衛生を確保



 

心の健康づくり

健康の保持増進

安全衛生への取組み

産業医による健康管理、衛生の指導

産業医による心と身体の健康相談（毎月）

検診機関 保健師による日常の生活改善指導、健康への支援

衛生講習会「睡眠Ⅱ」開催

季節要因による流行疾患の情報（毎月）

産業医職場巡視による衛生面、健康面の指導（毎月）

メンタルヘルス対策として、全従業員を対象とした「心の健康診断」講習会を実施し、心と

身体の健康管理に取組んでいます。

■心の健康づくり計画

従業員とその家族の幸福な生活のために、また事業場の

生産性及び活気のある職場づくりのために重要な課題であ

り、メンタルヘルス不調への対応だけでなく職場のコミュ

ニケーションの活性化などを含めて広い意味での心の健康

づくりを推進しています。

平成27年12月の労働安全衛生法改正により ストレス

当社では、従業員一人ひとりが健康に過ごせるよう、年2回の定期健康診断を行い、検診の

結果、再検査が必要な場合や、所見がある場合には、産業医による個別のフォローを実施する

など、生活習慣病などの予防に努めています。その他、広島県の健康関連事業と連携し取組ん

でいます。
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（メンタルヘルス講習会）

従業員を対象として、外部講師の臨床心理士によるメンタ

ルヘルスの講習会を開催しました。

演題は「お互いほめあってみんなウキウキ」と題して行わ

れました。

内容は、「いい雰囲気の職場づくりは、肯定的なコミュ二

ケーションの増加により組織力の充実に繋げる」という事で、

ロールプレイで「相手をほめる」「ほめられる」の演習を交

えながら行われました。

多様な場面で実践しスキルアップすることで、職場内の

チームワークが今以上になり、仕事が楽しくなるようにと締

めくくられました。

■心と身体の健康づくり、明るい職場環境の推進

■メンタルヘルス講習会

社外専門家のケアによる、家族を含めた心の健康診断相談の窓口を設置しています。

づくりを推進しています。

心の健康づくり体制図

当社では、平成22年に心の健康診断の実施を開始し、

平成24年度から心の健康づくり計画により運用しています。

平成27年12月の労働安全衛生法改正により、ストレス

チェック制度が創設されました。

ストレスチェックの目的

・一次予防。（従業員のメンタルヘルス不調の未然防止）

・自分自身のストレスへの気づきを促す。

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる。

・メンタルヘルス不調への対応し予防する。



 

保安・防災

安全衛生への取組み

工場では、危険物施設や薬品保管施設などでの事故発生（火災･爆発、漏洩）を想定した対

応訓練を繰り返し行い、防災に関する継続的なレベルアップに努めています。また、自然災害

（地震、津波）への対応と緊急用資材・備蓄品等も定期的に確認し、BCPの一環としておりま

す。

【 近年の防災訓練実施状況（福山工場）】

観点

設備破損・薬液，ガス漏洩

設備破損によるガス漏洩

地震～集合～点呼～安全確認

2017年 6月

11月

3月

事故想定年月

2014年 9月

11月

薬液配管破損・漏洩

異常反応によるガス発生

2015年 ６月

11月

薬液貯蔵タンク破損・漏洩

高圧ガス接続部破損・ガス漏洩

2013年 6月

11月

3月

設備破損・薬液，ガス漏洩

薬液配管破損・ガス漏洩

（同上）指揮・連絡訓練

2016年 5月

11月

ガス接続部破損・ガス漏洩

（同上）指揮・連絡訓練

化学物質安全・物流安全

MANAC Incorporated CSR Report  2018 13

便利で快適な私たちの生活は、さまざまな化学物質に支えられていますが、これらの化学物

質は多くの法令などにより規制されています。改正された法令には随時対応し、安全な取扱い

を心掛けるとともに、SDS、ラベル、イエローカード等により、お客様や物流関係の方にも情

報を提供しています。

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）に
基づいて、化学品の危険有害性を一定の基準に従って分類し、
絵表示などを用いて分かりやすく表示したラベルへの対応を進
めています。

■GHS対応

万が一の輸送中の事故に備え、物流安全指針に沿って、運転
手や消防・警察などの関係者が取るべき処置を記載した緊急連
絡カード「イエローカード」を作成し、輸送中の注意喚起を促
しています。

■イエローカード

■SDS（安全データシート）による情報提供

化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有
害性等に関する情報を記載した文書SDS（安全データシート）
をお客様に提供するとともに、社内の担当者にも通知し、取扱
い時の注意喚起を促しています。

GHS、JIS等の最新版へ移行しました。



 

地域活動

社会との関わり

企業展示

当社では、地域社会の一員として、よりよい社会をつくるための取組みとして、様々な地域

活動へ積極的に参加しています。

清掃活動地域活動への協賛

会社紹介

福山ばら祭り、芦田川花火大会、福山マ

ラソンなど歴史ある大会のほか、新設の

鞆の浦トライアスロンにも協賛し、積極

的に地域の活性化に取組んでいます

従業員による事業所周辺の美化活動を

継続して行っており、除草作業も定期的

に行っています。これからも活動を通じ

て地域の環境美化活動に努めます

市内の商業複合施設 ＲｉＭふくやま内、

福山市ものづくりギャラリーにて、市を

代表する先端のものづくり産業の紹介

コーナーに出展し、地域の皆様に当社を

さらに知って頂けるよう努めています。

近隣の学校からの依頼を受け、学生に

対して、会社紹介や仕事内容の説明を

行っています。これらを通して社会で働

くことや企業に対する理解を深めていた

だく機会を提供しています。
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箕沖団地協議会ボウリング大会消防競技大会

的に地域の活性化に取組んでいます。 て地域の環境美化活動に努めます。

第4９回福山地区消防競技大会が201

７年10月に開催されました。地域にお

ける消防活動の充実に寄与することを目

的として、消火器危険物施設の部に出場

し、優勝等の成績をおさめました。

箕沖団地協議会内で働く従業員の相互

交流と健康づくりを目指してボウリング

大会に参加しました。団地内の様々な企

業の方との親睦を深めることができまし

た。
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