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2018年3月期決算の総括
　
　当期における世界経済は、地政学的リスクの高まりや各国の
政治・政策動向など依然として不確実性がみられますが、米国
の好調な企業マインドや雇用の改善、欧州の底堅い個人消費な
どに加え、中国をはじめアジア新興国の各種政策効果により景
気の持ち直しが継続しました。わが国経済は、世界景気や雇用
所得環境の改善を受け、景気は緩やかに回復しました。
　当社グループの当連結会計年度における売上高は4,019億
77百万円（前期比21.7％増）となりましたが、営業利益は原材料
価格高騰や販売費及び一般管理費が増加したことにより358億
２百万円（前期比1.4％増）となりました。経常利益は、為替差損が
減少したものの、アジアでの持分法投資利益が減少したことや、
貸倒引当金を計上したことなどにより、332億41百万円（前期比
16.9％減）となりました。また日本においては、退職給付制度改定
益及び土地の減損損失を計上しました。さらに、アフリカにおいて
早期割増退職金を計上したことなどにより、親会社株主に帰属す
る当期純利益は177億１百万円（前期比26.8％減）となりました。

塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした
製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支えます
　
　塗料は、私たちの暮らしのなかで様々なものに塗られ、保護、
美観、特別な機能の付与といった役割を果たしています。
　塗料は、素材を腐食から護り、永く維持させるために使用され
たり、美しい色やデザインで製品自体の価値を高めたりするこ
とに寄与しています。加えて、特別な機能を付与することで、

便利さを生み出す、生活空間を快適にする、安心や安全を創り
出す、また楽しさや癒しを生みだすといった役割も果たしてい
ます。
　当社グループは、これまで、この塗料を中心に事業活動を
行ってきており、その積み重ねとして、多くの有益かつ高度な技
術や知見を有しております。また、それらを活用して、塗料及び
関連サービスがもたらす効果を創出する人財もおり、その育成
と活用にも努めております。
　これらを事業活動に活用し、その効果を最大化することは、
我々の使命である人と社会の発展を支えることに大きく寄与す
るものと考えております。
　そしてこの度、これを実現するため当社グループは、国内外
全ての社員が共有し、社会の皆様に宣言する新たな企業理念を
策定いたしました。
　塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした製品・サー
ビスを通じて、人と社会の発展を支えることを私たちの使命目
的と定め、関西ペイントグループ一丸となった私たちの行動を
通じて、使命目的を果たしていきます。

変化に対応し、社会からの信頼確立を目指します
　
　我々を取り巻く社会環境は、大変動の時代に直面しています。
同時に、当社グループの事業環境もグローバル化が加速しており、
地域展開はもちろん事業領域の拡大、多様化が進んでおります。
　そして今、これら変化を好機ととらえ、スピーディーかつ柔軟
に対応していくことが、企業グループとしての持続的発展につ
ながり、ひいては人と社会の発展に寄与するものと考えており

ます。同時に、安全に操業し続けることは我々の普遍的な責務で
あり、それを果たすことで、お客様をはじめとする社会からの信
頼を得ることができると考えています。
　これらの実現のため、適切なガバナンスを実践するとともに、
中長期的な展望を見据え、当社グループの事業競争力を高める
ための持続的なビジネスイノベーションに取り組んでまいります。
　当社グループは、グローバルかつあらゆる塗料分野で事業展
開をしており、多様なビジネスモデルを有しています。変化への
対応にあたり、これらの財産をグループ全体で共有し、活用して
いくことが最善と考えています。そのためには、お互いを理解し
合い、相手の立場、個性、文化などを理解し、敬意を払うことを
大切にし、相手の良いことを素直に認め、それを謙虚に学び、不足
することは補い合うという企業風土の醸成に努めてまいります。
　この企業風土の醸成を通じ、お客さま、取引先、地域社会、
株主など、当社グループを取り巻く全てのステークホルダーと
より強固な信頼関係を築き、社会からの信頼を高め、持続可能
な事業活動を行ってまいります。

　また、当社は本年5月に創立100周年を迎えました。
　これまで支えていただいた多くの皆様へ「感謝」するととも
に、未来へ貢献し続ける「決意」を表するものとして、本書をご高
覧いただき、関西ペイントグループのＣＳＲ活動についてご理解
をいただければ幸甚です。

CONTENTS

編集方針
1997年から当社の環境への取り組みや社会との関わりを報告し、今年で22年目となり
ます。2016年発行の報告書から、タイトルを「ＣＳＲ報告書」に改めました。
ステークホルダーの皆様に、当社のＣＳＲ（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ：企業の
社会的責任）活動について、よりご理解いただくためのコミュニケーションツールとして
本報告書を発行しています。
内容については、環境省発行「環境報告ガイドライン（2012）」を参考にし、分かりやすさ、
読みやすさを心がけて作成いたしました。

対象範囲
関西ペイント及び主要な国内関係会社《関西ペイント販売（株）、（株）カンペハピオ、日本
化工塗料（株）、宇都宮化工（株）、三好化成工業（株）、久保孝ペイント（株）、（株）カンペ赤
穂、関西ペイントマリン（株）》の取り組みです。なお、当社事業所内の関係会社の環境パ
フォーマンス集計結果等は関西ペイント各事業所の集計結果に含まれます。

報告期間
2017年4月1日～2018年3月31日のデータを記載

次回発行時期
2019年６月（日本語）予定　2019年8月（英語）予定 （Corporate Reportとして）

2018年6月　代表取締役社長 CEO

T O P  M E S S A G E

　社是第一項の「会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給

することによって社会に貢献する。」でも述べているとおり、①環境に配

慮し安全に操業するとともに、品質の安定した製品やサービスをお客

様に供給し続けること、②私たちの作るものを通して「生活を豊かで快

適にまもること」、「心を豊かに彩ること」を社会の皆様に提供し続ける

こと、が私たちのＣＳＲの基本です。

　私たちグループ内はもちろんのこと、私たちを取り巻く皆様と

「和」、「尊重」、「協調」を図りながら、ＣＳＲの基本を元に、人や社会の発

展を支え続けられるよう、企業活動を進めてまいります。

関西ペイントの「CSRの考え方」
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　当社は、1918年の創業以来、各種塗料の分野において、
日本の塗料メーカーでは最も先進的なメーカーとして成長
し、今日では世界の代表的な塗料メーカーの地位を確立す
るに至っています。
　当社グループ製品群は、「保護」、「美観」、「特別な機能の付
与」、「環境への対応」という塗料の重要な役割を果たすこと
によって、幅広い分野において高い評価と信頼を得ていま
す。また、当社独自の先進的な研究開発力をコアに、生産・
物流・販売活動をグローバルに展開することにより、世界中
のお客様に比類のない顧客サービスを提供しています。

名 称 関西ペイント株式会社（英文名 KANSAI PAINT CO., LTD.）

本 社 所 在 地 〒541-8523 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

創 立 1918年（大正7年）5月17日

資 本 金 25,658百万円

従 業 員 数 15,731人（連結）　

主 な 事 業 内 容

各種塗料の製造、販売
塗料関連機器装置類の設計、製造、販売
塗装工事の監理
配色設計

ホ ー ム ペ ー ジ www.kansai.co.jp

主な事業所
本 店 兵庫県尼崎市神崎町33番1号

本 社 事 務 所 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

事 業 所 尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京、北九州

開発センター 平塚

 KNK COATINGS CO.,LTD.

子会社
持分法関連会社

関西塗料（中国）投資有限公司
関西塗料貿易（上海）有限公司

台湾関西塗料
股份有限公司

 KANSAI PLASCON AFRICA LTD.

KANSAI PAINT EUROPE LTD.

KANSAI PAINT(SINGAPORE)PTE.LTD.

KANSAI PAINT PHILIPPINES, INC.

PT KANSAI PAINT INDONESIA
PT KANSAI PRAKARSA COATINGS

広州関西塗料有限公司
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES UK, LLP

KANSAI PAINT MIDDLE EAST FZCO

KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S. KANSAI PAINT(AMERICA), INC.

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES CANADA, LP

中遠関西塗料化工（天津）有限公司
湖南湘江関西塗料有限公司

重慶関西塗料有限公司
重慶阿麗斯科関西塗料有限公司

関西塗料（瀋陽）有限公司

天津永富関西塗料化工有限公司

KANSAI-ALPHANAM PAINT CO.,LTD.
KANSAI RESIN（THAILAND）CO., LTD.

THAI KANSAI PAINT CO., LTD.

PPG ALESCO AUTOMOTIVE FINISHES 
MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.
DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V. 

KNP JAPAN PVT.LTD.

KANSAI PAINT RUS LLC.

ASTRA INDUSTRIES LTD.

SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD.
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD.

KANSAI PLC SDN. BHD.

肇慶関西聖聯粉末塗料科技有限公司

中遠関西塗料化工（上海）有限公司/中遠関西塗料（上海）有限公司

蘇州関西塗料有限公司

 KNK COATINGS CO.,LTD.

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES U.S., LLC

KANSAI PAINTS LANKA PVT.LTD.

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.

KANSAI PAINT MYANMAR CO.,LTD.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN. BHD.

POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
U.S. PAINT CORPORATION

KANSAI HELIOS COATINGS GmbH

関西塗料（瀋陽）有限公司/天津永富関西塗料化工
有限公司/広州関西塗料有限公司/蘇州関西塗料
有限公司/重慶関西塗料有限公司/重慶阿麗斯科
関西塗料有限公司/湖南湘江関西塗料有限公司/中
遠関西塗料化工（天津）有限公司/中遠関西塗料化
工（上海）有限公司/中遠関西塗料（上海）有限公司/
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司/関西塗料（中国）
投資有限公司/関西塗料貿易（上海）有限公司/肇慶
関西聖聯粉末塗料科技有限公司
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.
KNP JAPAN PVT.LTD.
KANSAI PAINTS LANKA PVT.LTD.
KANSAI PAINT MYANMAR CO.,LTD.
THAI KANSAI PAINT CO., LTD.
KANSAI RESIN(THAILAND) CO., LTD.
SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD. 
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD.
SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN. BHD.
KANSAI PLC SDN.BHD.
KANSAI-ALPHANAM PAINT CO.,LTD.
KANSAI PAINT(SINGAPORE)PTE.LTD.

【 中　 国 】 

【 イ ン ド 】
【 ネ パ ー ル 】 
【 スリランカ】
【 ミャン マー】
【 タ イ 】

【 マレーシア】

【 ベ ト ナ ム 】
【シンガポール】

台湾関西塗料股份有限公司
KANSAI PAINT PHILIPPINES, INC.
PT KANSAI PAINT INDONESIA
PT KANSAI PRAKARSA COATINGS
KNK COATINGS CO., LTD.
KANSAI PAINT MIDDLE EAST FZCO
KANSAI PAINT EUROPE LTD. 
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES UK, LLP
KANSAI HELIOS COATINGS GmbH
KANSAI PAINT RUS LLC.
KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
KANSAI PAINT(AMERICA), INC.
U.S. PAINT CORPORATION
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES U.S., LLC
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES CANADA, LP
PPG ALESCO AUTOMOTIVE FINISHES 
MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.
DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V. 
KANSAI PLASCON AFRICA LTD. 
ASTRA INDUSTRIES LTD. 

【 台　 湾 】
【 フィリピ ン】
【インドネシア】 

【 韓　 国 】
【アラブ首長国連邦】 
【 イ ギ リ ス 】

【オーストリア】
【 ロ シ ア 】
【 ト ル コ 】

【 米　 国 】

【 カ ナ ダ 】
【 メ キ シ コ 】

【 南 アフリカ】 
【ジンバ ブエ】

会社概要
沿　革 海外関係会社・合弁会社

グローバルネットワーク
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事業内容
従業員数（連結）
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■ 自動車  ■ 工業  ■ 建築  ■ 船舶鉄構  ■ その他  　 経常利益      EBITDA

経常利益（億円）売上高（億円）
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※EBITDAは、税金等調整前純利益から加減算し算出

EBITDA

工業塗料分野 建築塗料分野 船舶・鉄構塗料分野
自動車用塗料は、新車用と損傷部の補修用がありま
す。この分野では、環境対応への関心の高まりから水
性化の志向が強まっており、こうした動向を先取りし
て研究開発を重ね、ニーズに対応した各種製品を提
供しています。

産業機械・農機具・家電製品・飲料缶・カラー鋼板・
建築用資材など、工業製品に使用される塗料を提供
しています。要求される塗膜の性能、塗装方法や塗装
条件が異なることから、非常に多種多様な塗料の
供給及びサービスの提供を行っています。

住宅、商業ビル、公共施設等、全ての建物を対象とす
る新築用塗料及び塗替用塗料があります。建築物の
劣化を防ぎ美観を創る、優れた建築用機能性塗料を
提供しています。

船舶、海上コンテナ、海洋構造物、橋梁及びプラン
ト向けなどを対象とする、船舶用塗料と鉄構用塗料
があります。厳しい自然環境から各種被塗物を護
り、美観を長く保持する塗料を提供しています。

自動車塗料分野

34% 6%27% 26%

分野別主たる事業内容及び連結売上高比率



アレス
ダイナミックフィラー

健康・安全・快適な生活空間の
実現にむけて

雨天時や高湿度環境でも塗装できる塗料「アレスダイナミックシリーズ」

　一般的に「外壁塗装に雨は大敵」といわれます。雨のな
かで塗装すると、塗膜の形成が不十分となり、ひび割れや
剥がれが生じる可能性が高くなり、塗料の機能が十分に
発揮されません。
　そのため年間降雨日数126日（全国平均）の日本におい
ては、雨天による塗装工期の延長が大きな課題でした。
　アレスダイナミックシリーズは、付着力をより強くさせる
専用強化剤と組み合わせて、作業場を適切に養生すること
で、これまで難しいとされてきた湿潤面・高湿度環境での
塗装作業を可能にしました。これにより、従来は塗装を回避
するような天候であっても塗装作業ができるようになり、
工期の遅延を大幅に減らせるようになりました。

塗装作業員は、雨天時には外装工事ができないため、
休業せざるを得ませんでした。天候に左右されない安
定した労働環境や収入を確保できるため、なり手不足
の解消や人材確保の面でも効果があります。

雨天時、高湿度環境でも塗装できる塗料
（建物外壁の改修塗装用上塗・下塗）

塗装作業中の工事用足場・ネットは、洗濯物が干しに
くい、室内が暗くなる、周辺住民への気遣いが生じる
等のストレスが生じます。予定どおりに工期が進むた
め、施工中の工事ストレスが長引きません。

　雨天時は雨対策（下記写真）を行えば塗装が可能です。
また、朝方まで雨が降っていた、高圧洗浄後すぐに塗装し
たい等の状況においても塗装が可能です。

　アレスダイナミックシリーズは、従来
タブーとされていた湿潤面への塗装
に着目し、雨天時の塗装を可能にする
ことで、これまで天候に左右され、作
業ができなかった時間を有効に活用で
きるようになりました。今後も、これま
での塗料の常識や塗料の域を超えた
魅力ある製品の提供を目指します。

　高湿な環境での施工を可能にした事が評価され、アレスダイナ
ミックシリーズの「アレスダイナミックTOP」「アレスダイナミック
フィラー」は、一般社団法人日本能率協会が主催する「優れた建築
を生みだすことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製
品」に与えられる「みらいのたね賞」を受賞しました。

主材+強化剤主材のみ

JIS 基準値 0.7N/m㎡ JIS 基準値 0.7N/m㎡

乾燥面 乾燥面

湿潤面

2.2N/m㎡1.31N/m㎡

1.8N/m㎡

（JIS A 6909 基準値 0.7N/m㎡）JIS温冷繰り返し10回試験後アレスダイナミックTOP 付着試験業界初！ こんな場面で使えます

製品使用時の様子

「みらいのたね賞」受賞

アレス
ダイナミックTOP

　最も画期的なのは、湿潤面でも、強化剤を使用することで塗
装できるということです。降雨明けの湿潤面対策として、現場
では強化剤を一定量保管しています。
　また、乾燥面においても、強化剤を使用すると密着やツヤが
向上し、アレスダイナミックシリーズの高機能性や使いやすさ
を実感しています。

こんな効果も

製品の特長

吸い込みが少ないため、
上塗の仕上がりがより一層良くなります。 

ＪＩＳ規格品のため官公庁物件にも対応します。
（アレスダイナミックフィラーにて取得）

天候不良による工期の遅延を大幅に減少します。 　 

安心の水性塗料です。 　 　 　 　 

作業性・乾燥性に優れます。 　 　 　 

付着性の高い下塗材です。

1

2

3

4

5

6

1
特 集

主材のみ 主材+強化剤

朝方まで降雨があり、
始業時点で雨があがっている。

始業時点で夜露・朝露が壁面に
付着している。

雨は降っているが、雨養生などを
用いるため塗装面は濡れない。

高圧洗浄後、すぐに塗装する。

晴天で乾燥した状態。

下地との付着力が要求される。

低温時の乾燥。

× ○

× ○

× ○

× ○

◎ ◎

○ ◎

× ○

開発者の声

汎用塗料本部 建設第2技術部 課長 東 徹也

ツボイ塗工
代表 坪井 邦夫 様

VOICE

塗装作業員の人材確保の可能性 施工中の工事ストレスが長引かない

雨天時の養生の様子
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錆面でも高い防食性を発揮！

　橋梁やタンク、プラント等、生活のインフラを支える鋼構造
物の多くは、錆を防ぐ重防食塗装が施工されています。これ
ら構造物の塗替作業時に、「素地調整」といわれる、劣化塗膜
や錆を除去し塗装に適した素地を作る工程を行います。
　簡素な素地調整で錆が残った状態の上に塗装すると、一
般的には塗膜の耐用年数は短くなります。一方、十分な耐久
性や防食性を発揮させるために、しっかりとした素地調整を
行うと、多量の産業廃棄物を発生させてしまいます。
　新世代高性能下塗「ルビゴール」は、簡素な素地調整によ
る錆面上でも高い防食性を発揮するため、耐久性・防食性の
追求と産業廃棄物削減の両立が図れます。
　また重防食塗料は屋外に塗装することが多く、「水性」塗
料の「ルビゴール」はVOC削減に大きく貢献します。

「錆面に塗装できる」防食性が高い下塗。

環境に配慮した水性塗料。

鉛・クロムフリー、特化則対応。

幅広い旧塗膜適性、幅広く組める塗装仕様。

1

2

3

4

産業廃棄物量

錆面でも高い防食性を発揮するため、
素地調整の簡素化が可能。
そのため素地調整に伴って排出する
産業廃棄物量が大幅に削減。

ルビゴールの特長

ルビゴールの効果

「錆面に塗装できる」ワケ

新世代高性能下塗

超微粒浸透性防錆成分 溶出不動態皮膜形成型防錆顔料
超高分子エポキシ樹脂

硬化剤 腐食促進成分

VOICE

　防食塗装において、素地調整軽減
は最大の課題でした。素地調整費用を
大幅に削減できる「ルビゴール」は、工
事全体のコストを抑えることができ
るハイパフォーマンスな塗料です。
　「エスコ」ブランドを引継ぎ、次の
100年を担う新たな製品として展開し
ていきます。

関西ペイント販売（株）防食塗料販売本部 鯉谷 孝裕

　「ルビゴール」は従来品とは異な
るアプローチをしたことで、簡素化し
た素地調整面においても高い防食性
を発揮できる塗料です。
　水性塗料での設計であり、高い防食
性だけでなく、環境にやさしいハイパ
フォーマンスな塗料として上市するこ
とができました。

開発者の声

塗料事業部 技術開発第3部 太田 伶美

塗装直後の状態 塗装後の状態

鋼 板

錆 層

錆との戦い最終章

Rubigo
ラテン語で「錆」 Goal＋

・特殊防錆顔料が腐食電流を抑制することで腐食の進行を抑制
・高いバリア能が腐食因子の侵入を抑制

35

30

25

20

15

10

5

0
従来 ルビゴール

錆面でも
塗装可能！ 

産業廃棄物量
(kg/m2)

VOC発生量

大気汚染につながるＶＯＣの発生量を
約80％削減。

300

250

200

150

100

50

0
従来 ルビゴール

VOC発生量
(g/m2)

2
特 集

素地調整用費用

素地調整を軽減しても高い防食性を
示すため、素地調整用費用が削減。

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
従来 ルビゴール

コスト
(円/m2)

※素地調整費用は産業廃棄物処理費用を含めた
費用で試算
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関西ペイントグループ
企業理念策定への取り組み　

次の100年にむけて、グループの一体感を高める新たな一歩へ
グローバル化が急速に進む近年、当社グループの中長期重点施策である「グループ経営基盤の強化」が
より重要となってきています。
グローバルでの事業成功と社会への貢献をグループ一丸となって推進させるため、100周年を機に、
国内外のグループ全体で共有できる新しい企業理念を策定しました。

関西ペイントには「社是」がありますが、抽象的かつ散文的で、海外の社員に理解され難いと言われていました。
そこで、「社是」の思いをベースに、具体的で共感性の高い表現にリファインする、というコンセプトで進めました。
さらに次の100年へと続く当社グループの礎とすべく新たなエッセンスも加えました。

はじめに
石野  「今回の『企業理念』策定においては、メンバーのみなさん
に大変な尽力をいただきました。企業理念は、今後100年続く関
西ペイントグループのさらなる成功を実現するため、全社員の意
識・行動のベクトルを合わせ、組織力を向上させるために、非常に
重要なものです」
企業理念策定の難しさについて
伊藤  「難しかったのは、シンプル
な表現にすること。しかし意図した
ニュアンスを正しく伝えなければ
ならないので、言葉を探すのに大
変苦労しました」
北原  「英文の企業理念の作成に
大変苦労しました。単に英訳するのでは、込めた思いがほとんど通
じませんでした。インドの関係会社、KNPLの元社員のシュリカント
さんと協業して、言葉に迫力を持たせつつ海外の方に伝わる表現
を模索しました」

西原  「プレッシャーを感じました
が、1年間の活動を通して、会社の
現状や方向性をより具体的に知る
ことができたのは、いい経験だった
と思います」

新しい企業理念に使われている言葉のなかで皆さんにとって思い
入れの強かった言葉は？

橋村  「私は、『誠実』です。安全第一
と品質確保について誠実に活動しな
ければならないと思っています。その
ためこの言葉に思い入れがあります」
伊藤  「私は、『革新』という言葉です。
ありふれた言葉ではありますが、次の

100年にむけて未来を切り拓くという思いをこの言葉に込めました」
福田  「私は、『革新』の項目のなか
にある、物事の『本質』を見抜き…と
いう文言です。安易に慣習に流れる
のではなく、時には考え、本質を見極
めようとする姿勢が大切だと思うか
らです」
西原  「私は、『尊重』です。海外とのやりとりで日々感じることは、
相手を尊重しないとビジネスは成立しないということです。その

ため、異なる文化や習慣の違いを
埋めるものは、やはり相手へのリス
ペクト（尊重）だと思っています」
北原  「私も、『尊重』です。この言
葉には、創業以来続く関西ペイント
のDNAが感じられるからです」

石野  「これからの社会は変化の
スピードが早く、グローバルに多様
化し、考える領域は多岐にわたるこ
とから、当事者意識を持ち、主体的
かつ迅速に行動することがより重
要です。それを表す『企業家精神』と

いう言葉に思い入れがあります」
これからの関西ペイントが目指す姿
石野  「社員一人一人が自主性を持って仕事に取り組むことで、会社
の成長はもちろんですが、社会への貢献、個人の達成感や自己実現
といった歓びを得られる環境が、これからの当社の目指す姿です。
この企業理念を礎にしながら、世界各地に広がる事業と、多様化

する製品へのニーズ、そして大きく変わる人々の生活スタイルを
しっかりと見据えながら、オーナーシップをもって、誠実に、未来へ
大きく羽ばたく新たなステージをつくっていきたいと思います」

国内外の数多くのメンバーが力を合わせることで、次の100年への決意と思いが込められた、
関西ペイントグループの新たな企業理念が完成しました。次ページで紹介いたします。

企業理念の策定に関わったメンバー５人と石野社長に
策定の難しさや新しい企業理念に対する思いを語ってもらいました。｠

新しい企業理念の構築
企業理念（邦文、英文）の策定

・「社是」の分析
・関西ペイント役員インタビュー
・国内外グループ会社、
 関西ペイント社員の意見収集

企業理念策定ミニプロジェクト発足
（各職掌から1名ずつ選出。経営企画室が事務局）

2016年10月

石野社長

企業理念策定プロジェクト

With Kansai Paint embarking upon accelerated expansion plans across the globe, a need was felt to bind the KPJ and 
group companies through a common Mission and Core Values in order to bring about cohesiveness, developing trust 
and creating effective relationships. 
My vision is to help in making Kansai Group the most admired organization and a truly great place to work!  We have 
a committed and talented workforce globally, superior technology, and world class products that are more cutting edge 
and innovative than any other brand.  So let us all, as Kansai Group family members, join together and paint a brighter 
future for the planet by touching and inspiring people’s lives every day. Our time has come, and nothing can stop us.

SRIKANT DIKHALE

海外からのメッセージ

座談会ミニプロ
メンバー

基礎研究所　伊藤 大作

生産技術センター　橋村 昌尚

コーポレート事業本部　西原 宏俊 経営企画室　北原 有紗

人事企画室　福田 貴宏

3
特 集
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私たちは、塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした
製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支えます。

使命目的
MISSION STATEMENT

価値観
CORE VALUES

私たちは、社会からの信頼を重んじ、誠実
に行動します。お客様をはじめとするあら
ゆる関係者と強固な信頼関係を築き、社会
の中で必要とされる存在であり続けます。

私たちは、お客様の満足を徹底的に追求
します。常にお客様の立場で物事を想像
し、より良い製品・サービスを提供します。

私たちは、自らの意思決定と行動に責任
を持ちます。適切かつ効率的な方法で最
善を尽くし、全てのステークホルダーに対
しての役割を全うします。

私たちは、多様な文化・個性を尊重し、世界
中のあらゆる地域社会との共生を目指しま
す。社員一人一人が謙虚に学び合い、充実
した生活と自己実現が果たせる場を醸成す
ることで、強いチームワークを発揮します。

私たちは、会社の永続的成功を実現する
ため、長期的な視野を持ち、主体的に考え
ます。そして全てのステークホルダーに持
続的な価値を提供することで、人と社会に
有益な存在であり続けます。

私たちは、英知を結集し、新たな価値の創
造に挑戦します。物事の本質を見抜き、あ
らゆる可能性を追求することで、未来を切
り拓き、時代を牽引します。

誠実 INTEGRITY 顧客志向 CUSTOMER FOCUS 責任感 ACCOUNTABILITY

尊重 RESPECT 企業家精神 ENTREPRENEURIAL MINDSET 革新 INNOVATION

行動規範
BEHAVIORAL DRIVERS

・安全第一と品質確保に努めます
・法令、規程を遵守します
・約束を守ります

・お客様の要望を理解します
・お客様にとってより良い提案をします
・心のこもったサービスを提供します

・自身の言動に責任を持ちます
・事実を真摯に受け止めます
・あきらめずにやり通します

・異なる文化を理解します
・相手の立場になって考えます
・互いに励み、助け合います

・長期的かつ全体的な視野で
 物事を捉えます
・競争優位性を持つ施策を描きます
・何事にも当事者意識を持ち、
 主体的かつ迅速に行動します

・既成概念にとらわれず、
 新しい事に挑戦します
・原理原則を考え、物事の本質を究めます
・世の中にとって新しい価値を探求します

誠実 INTEGRITY 顧客志向 CUSTOMER FOCUS 責任感 ACCOUNTABILITY

尊重 RESPECT 企業家精神 ENTREPRENEURIAL MINDSET 革新 INNOVATION

関西ペイントグループ企業理念（2018年5月17日制定）

当社のコーポレートガバナンス

これまでの当社のコーポレートガバナンス強化の取り組み

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方

1. 会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。
2. 英知を育て、技術の革新をはかり、つねに経営の前進につとめる。
3. 和と協調につとめ、総力を結集する。

社　是
（制定:1967年1月）

　当社グループは、塗料事業で培った技術と人財を最大限
に活かした製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支え
ることを企業理念における使命目的としています。当社グ
ループのコアビジネスである塗料事業を通じて、顧客の満足
を得ることが当社グループの存立基盤であり、その実現に
よって「利益」がもたらされることによる企業価値の向上が、
株主をはじめとする取引先、従業員、地域社会等、当社グルー
プのステークホルダーに貢献しうるものと考えています。

コーポレートガバナンスは、企業価値の向上を継続的に

実現するために、重要な経営課題と位置づけており、企業
活動の基軸として定めた「利益と公正」を当社グループの役
員及び全従業員に浸透・実行させるため、諸施策を講じて
充実を図っています。

コーポレートガバナンス・コード全原則に対する当社の考
え方・取り組みについては、以下をご参照ください。

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」
https://www.kansai.co.jp/finance/index.html

2011年
執行役員制度　導入

定款を変更し取締役の員数を20名から11名に

2013年 社外取締役　１名選任

2015年

社外取締役　2名選任

持株会を用いた業績連動報酬制度開始

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」
を策定

2016年
評価委員会を開催、取締役会の実効性評価と取締役及び執行
役員の業績評価を実施

2017年

指名委員会を開催、同年の株主総会に上程する取締役候補者に
つき審議

定款変更を実施し取締役の任期を2年から１年に短縮

従前の制度に代わり業績連動型株式報酬制度（信託型）の導入

2018年 100周年を機に新たな企業理念を策定

　当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資
するため、また株主・従業員・顧客・取引先・地域社会をは
じめとする様々なステークホルダーとの共存・共栄のために、
各種法令、上場規則の改正及び社会・経済環境の変化へも
適応しつつ、引き続きコーポレートガバナンスの強化を図っ
てまいります。

関西ペイントの「社是」は、創業以来受け継がれてきた関西ペイントの精神的背景であり、「関西ペイントグループ企業理念」の
基盤になります。

以上、企業理念の実現が私たち一人一人の役割であることを認識して行動します。

理念・方針評　価

実行・運用 体　制

理念・方針評　価

実行・運用 体　制

※コーポレートガバナンス・コード：上場企業が守るべき企業統治の行動規範

以下のコーポレートガバナンス体制で経営の透明性と健全性を確保しています。

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選定・監督
監査

会計監査

連携 内部監査

監 査 役 会

会計監査人 審査室
執行役員

各部門、関係会社

危機管理委員会

情報管理委員会

代表取締役社長CEO

取 締 役 会

経営会議

経営監理委員会

株 主 総 会

社内取締役 社外取締役

社内
監査役

社外
監査役

コンプライアンス推進委員会

（2018年6月現在）
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　当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監
督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明
確化するとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応
する体制としています。そのうち、取締役を兼任していない
ものの内訳は、管理職掌から２名、営業職掌から７名、技術
職掌から4名、生産職掌から１名の合計14名となっており、
全員男性です。

②業績連動報酬制度
　2017年６月の定時株主総会にて、業績目標の達成度等
に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制
度の導入を承認いただきました。いわゆる信託型と呼ば
れる株式報酬制度ですが、その詳細は2017年５月12日
公表の「当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
の導入について」（https://www.kansai.co.jp/finance/
index.html)をご参照ください。

《ご参考》「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」抜粋

②取締役の一覧

取締役会

①取締役会の概要
　2017年度末時点の株主総会後の取締役会の体制は、社
内取締役８名、社外取締役２名で構成されています。社内
取締役のうち１名は外国人（当社インド関係会社社長）です。

社外取締役２名の内訳は元会社経営者の男性１名、弁護士
の女性１名であり、2名とも東京証券取引所が定める独立
役員として届け出ています。

属性 地位 氏名 担当及び重要な兼職

社内 代表取締役社長 CEO 石野 博

社内
代表取締役
専務執行役員 COO

毛利 訓士
営業管掌 兼 塗料事業部長 兼 汎用塗料本部長
関西ペイント販売株式会社 代表取締役社長

社内 取締役 常務執行役員 田中 優
生産管掌 
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. 取締役

社内 取締役 常務執行役員 神門 孝司 技術企画、調達管掌

社内 取締役 常務執行役員 古川 秀範
技術、品質・環境管掌 兼 塗料事業部 副事業部長
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. 取締役

社内 取締役 常務執行役員 妹尾 潤
コーポレート事業本部長 
KANSAI HELIOS COATINGS GMBH 取締役

社内 取締役 常務執行役員 浅妻 慎司 管理、経営企画、人事企画管掌 兼 管理本部長

社内 取締役
ハリシュチャンドラ･
メグラージ･バルーカ

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. 取締役社長

社外・独立 社外取締役 中原 茂明 指名委員会委員長　　評価委員会委員長

社外・独立 社外取締役 宮崎 陽子 弁護士

監査役会

①監査役会の概要
　2017年度末時点の監査役会の体制は、常勤社内監査役
２名、社外監査役２名で構成されています。社外監査役２
名の内訳は弁護士の男性１名、公認会計士の男性１名であ
り、２名とも東京証券取引所が定める独立役員として届け
出ています。なお、常勤社内監査役のうち１名は当社財務
経理部門で長年の経験があり、また、社外監査役のうち１
名は公認会計士の資格を有し、両名とも財務及び会計に関
する知見を有しています。 （注）2017年６月29日開催の第153回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役

       中井洋恵氏は任期満了により、退任いたしました。

属性 地位 氏名 担当及び重要な兼職

社内 常勤監査役 青柳 彰

社内 常勤監査役 林 宏和

社外・独立 社外監査役 今村 峰夫 弁護士

社外・独立 社外監査役 東 誠一郎
公認会計士
新日鐵住金株式会社 社外監査役
芦屋大学 客員教授

②監査役の一覧

属性 地位 氏名 出席率

社内 代表取締役社長 石野 博 18回中18回（100％）

社内 代表取締役 常務執行役員 毛利 訓士 18回中18回（100％）

社内 取締役 常務執行役員 田中 優 18回中18回（100％）

社内 取締役 常務執行役員 神門 孝司 18回中18回（100％）

社内 取締役 常務執行役員 古川 秀範 18回中18回（100％）

社内 取締役 常務執行役員 妹尾 潤 18回中18回（100％）

社内 取締役 常務執行役員 浅妻 慎司 18回中18回（100％）

社内 取締役 ハリシュチャンドラ･
メグラージﾞ･バルーカ 14回中14回（100％）

社外・独立 社外取締役 中原 茂明 18回中18回（100％）

社外・独立 社外取締役 宮崎 陽子 18回中18回（100％）

社内 常勤監査役 青柳 彰 取締役会：18回中18回（100％）　監査役会：13回中13回（100％）

社内 常勤監査役 林 宏和 取締役会：18回中18回（100％）　監査役会：13回中13回（100％）

社外・独立 社外監査役 今村 峰夫 取締役会：18回中18回（100％）　監査役会：13回中13回（100％）

社外・独立 社外監査役 東 誠一郎 　　　　　取締役会：14回中13回（92％）　　監査役会：10回中9回（90％）

取締役会・監査役会の開催状況及び出席率（2017年度）

執行役員制度 役員報酬制度

①取締役及び監査役の報酬等の総額（2017年度）
区分 支給人員（名） 報酬等の総額（百万円）

取締役（うち社外取締役） １０（２） 420（22）

監査役（うち社外監査役） ５（３） 86（21）

合計（うち社外役員） １５（５） 507（43）

職掌 地位 氏名

管理
上席執行役員 吉田 一博、森本 隆司

執行役員 長谷部 秀士

営業
上席執行役員 中野 佳成、寺岡 直人、中村 美博

執行役員 赤木 雄、加藤 克彦、寺本 秀行、岡 浩司

技術

常務執行役員 原川 浩美

上席執行役員 中尾 泰志、村松 利光

執行役員 田桐 澤根

生産
上席執行役員 山内 明彦

執行役員 松野 吉純

※なお、取引先については連結売上高の２％以下、寄付先・多額の財産を得ているものは
1000万円またはその者の売上高の２％以下の者は軽微とみなし、対象外としています。

　当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基
準を定めており、以下の条件に合致するものは、独立性を有
さないと判断しています。
・当社及び当社の子会社の取締役（当社及び当社の子会社  

の社外取締役を除く。）、業務執行取締役、監査役（当社及
び当社の子会社の社外監査役を除く。）、執行役、会計参
与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行う
べき社員を含む。）、支配人その他の使用人である者（過去
そうであった者含む。）

・当社の取引先、寄付先関係者（過去そうであった者含む。）
・その他役員報酬以外の金銭その他多額の財産を当社から

得ている者（過去３年間にそうであったもの含む。）
・上記に掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等以内の

親族及び配偶者

独立・社外2名

社内8名

女性1名

男性9名

外国人1名

日本人9名

取締役会における
社内/社外取締役の比率

取締役会における
男女比率

取締役会における
日本人/外国人の比率

理念・方針評　価

実行・運用 体　制

（2018年4月1日現在）

（2018年4月1日現在）

（2018年4月1日現在）
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コンプライアンス 危機管理：2017年度の取り組み

　 当社グループの事業活動の適法性を維持し、効率的な運
営を図るため、事業活動を行うにあたって必要な情報を適
正に処理・収集し、その結果について法令などに基づいて
正しく記録し、保管しています。
　また、事業活動の透明性を高めるため、社会通念上、企
業秘密と認められるものを除き、法令などで定める事項、
企業経営に関する重要な情報、事業活動に関わる社会に
とって有益な情報を正確かつタイムリーに開示するよう努め
ています。

情報管理の方針

　2018年4月に施行されるフェアディスクロージャー・ルー
ルに備え、関係部門で内容を周知いたしました。開示に関
わる諸制度の変更にも適宜対応してまいります。

情報管理：2017年度の取り組み

　昨年に引き続き、添付ファイルやURLへの誘導によってウ
イルス感染等の危険があり得る多数の怪メールへの注意喚
起や、海外渡航時の注意喚起を社内にむけて行いました。
　その他災害時に、役職員及びその家族の安否を確認する
システムの導入を決定しました。
　

　今後も、国内外を問わず、危機の事前察知と情報精査は
もちろん、状況に応じた対応を心がけ、引き続きBCP体制
をより強固なものとし、安定した事業運営を通じて、お客
様と社会よりさらなる信頼をいただけるよう努めてまいり
ます。

危機管理体制

任意の諮問委員会

　当社では、任意の諮問委員会として、コーポレートガバナ
ンスの強化を目的とし、以下の２つの諮問委員会を設け、活
動を行っています。

①評価委員会
　代表取締役２名、社外取締役２名及び社外監査役２名（委
員長：社外取締役）で構成しています。同委員会は、以下2
つの評価に社外役員の視点を入れることで、透明性、公正
性の確保を図っています。

ａ．取締役会の実効性の評価
　取締役会出席メンバーである取締役及び監査役に対し、
取締役会の運営についてアンケートを実施し、その結果に
ついて評価を行いました。また、社外役員の目線から、今
後改善すべき点として挙げられた事項については、引き続き
改善を図り、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

ｂ．取締役及び執行役員の前年度の業績評価
　取締役及び執行役員の前年度の業績評価及び役員報酬
を審議いたしました。今後とも業績向上及び株主の中長期
的な利害の共有のための役員報酬制度を進めてまいり
ます。

②指名委員会
　社外取締役２名と社外監査役２名（委員長：社外取締役）
で構成しています。同委員会は、取締役候補者の指名に社
外役員の視点を入れることで、透明性、公正性の確保を図っ
ています。代表取締役から提出された取締役候補者につい
て審議し、全員一致の同意を得ましたので、取締役会におい
て、2018年６月の株主総会に取締役選任議案として上程す
ることを決定いたしました。

当社では、法令等の遵守はもとより、企業としての社会的責任を果たすため、「利益と公正」を企業活動の
基軸とする行動指針を明確に打ち出しています。また、各場面に応じた教育を継続して実施しています。
コンプライアンス違反に対しては、相談窓口を設置し、正確な情報収集と開示により、適正に対処しています。

企業倫理規程
当社グループの役職員が社会規範、
道徳に適った行動をとり、公正な形で
企業利益を追求することを目的とし
た社内規程です。

企業行動規範
当社グループの役職員が法令・社会
規範を遵守するうえでの心構えを定
めたものです。

企業行動基準
当社グループの役職員がインサイダー
取引、独占禁止法、各種ハラスメント、
公正な商取引等、個別の事項に対して
行動すべき基準を定めたものです。

コンプライアンス方針

コンプライアンスを確保するための取り組み

当社が定める規範・ルール

当社では内部通報用窓口（ホットライン）を設けており、従業員
から通常の組織を経由せず、通報内容が直接コンプライアンス
推進委員会に伝わる体制を設けています。
また、当社ホットラインの運営状況については、監査役が適宜
確認しており、経営陣から独立して運営されています。情報提供
者の秘匿と不利益取扱いの禁止を明文化しています。

①内部通報制度

当社では、新入社員教育及び新管理職研修において、コンプラ
イアンス一般についての教育を継続して実施するとともに、営
業部門や海外赴任予定者向けに、競争法や汚職防止などに的を
絞った研修も行っています。また、特にインサイダー取引につき
ましては、年４回社内のイントラネットで注意喚起及び周知徹底
を図っています。
2017年度は、前項の企業倫理ポケットブックを用いて、法令や
社会規範の遵守、腐敗防止やハラスメント防止を目的とした勉
強会を全部門で実施しました。

③コンプライアンス教育の実施

当社は、全従業員に『企業倫理ポケットブック』を配布するととも
に、継続的にコンプライアンス教育を実施し、従業員の意識の
向上に努めています。

②ポケットブックの配布

危機管理委員会

危機管理基本マニュアル
有事の際に迅速・的確に対応しダメージを最小限に抑えるための基本的な考え方
を定めたマニュアルです。

危機対応マニュアル
起こりうる可能性の高い危機に対し、個別の対応方法を定めたものです。

経営に重大な影響を及ぼす危機への対応や予防の徹底を図るため、また、危機管理
に対する意識の向上を図り、危機発生時の適正行動等への教育・啓蒙を充実させる
ための常設の委員会です。

危機管理規程
当社グループまたは役職員に対して生じるリスクに平時から備えると同時に、有事
の際には迅速・的確に対応しダメージを最小限に抑えるための基本規程です。

理念・方針評　価

実行・運用 体　制



19 20

環 境 側 面 へ の 取り組 み C S R 報告書 2018

環境保全方針

　当社では、製品や原材料を使用するお客様や従業員の安
全・健康の確保、製品による環境負荷の低減のため、化学
物質の危険・有害性を考慮し、製品への使用を禁止する使
用禁止物質、新規設計への使用や用途を制限する使用制限
物質などを定めています。
　原料メーカーから提出されるSDSや原料見本説明書の情
報から、これらの禁止物質・制限物質が製品に配合される

原材料に含有されていないかを原料登録及び製品配合作成
の前に確認し、安全・健康の確保ができない状況や環境負
荷が懸念される場合は製品に使用しないようにしています。
　また、新規の原材料を取扱う際や既存の原材料の取扱い
方が変更される際には、労働安全衛生法で要求されるリス
クアセスメントを技術担当者、生産担当者が実施し、より
安全に取扱えるよう使用環境に応じた工夫を行っています。

　上記の基本方針を基に、製品の環境負荷低減、製品安全
の確保、お客様への情報提供、従業員の安全・健康の確保、
事業活動における環境負荷の低減などの活動に関わる目
標・計画の策定、進捗の管理を、製品環境安全委員会、市
場環境安全委員会、環境安全衛生委員会の三委員会で行っ
ています。

　各委員会の活動目標・計画の承認、活動の進捗確認、計
画の見直しを、三委員会の上位組織であるRC委員会、RC
トップ診断で行っています。

これらの委員会活動を通じ、アレスエコプランはじめ、
レスポンシブル・ケア活動を推進しています。

　製品を使用されるお客様や原料となる化学物質を使用す
る従業員の安全・健康の確保、また、製品の使用や企業
の事業活動により発生する環境負荷の低減などを考慮し、

関西ペイントでは、「地球環境問題に関する会社方針」を定
め、これをレスポンシブル・ケア活動の基軸としています。

基本方針

1. 人間・環境への影響を配慮した製品を提供する。
2. 人間・環境への影響を予測した事前対策をとる。
3. 環境・安全・健康に対する認識を高め社会に貢献する。
4. 環境・安全・健康に関する情報を開示・提供する。

アレスエコプラン 2018 及び 2017 年度計画の進捗状況
や国内外の環境規制の動向を RC 委員会の長である社長を
はじめ経営トップ層に各委員会から報告し、より効果的かつ
効率的な活動となるようこれからの取り組みについて議論し
ました。

アレスエコプラン 2018 の目標を達成させること、RC 活
動を含めた事業活動がタイムリーに対応できるように環境規
制の情報入手を強化すること、安全・衛生の意識を高めて災
害を防止すること、継続的に実施可能で効率的な安全対策を
実施すること、などの指示が経営トップ層からありました。
　これらの指示を基に、RC 活動を充実させてまいります。

化学物質管理
レスポンシブル・ケア（RC）組織体制

環境に関する会社方針 レスポンシブル・ケア（RC）トップ診断

製品設計における化学物質管理

● 本社地区

● 開発センター

● 尼崎事業所

● 小野事業所

● 名古屋事業所

● 平塚事業所

● 鹿沼事業所

● 東京事業所

● 関係会社

部門別実施事項の主なものは次のとおりです。

ＲＣトップ診断
社長・管掌取締役・監査役

ＲＣ（レスポンシブル・ケア）委員会
委員長：社長

事務局
品質・環境本部

健康・衛生分科会

中央環境安全衛生診断チーム

全社安全環境推進チーム

中央省エネ環境対策チーム

海外・関係会社環境安全推進チーム

環境安全衛生委員会
委員長：生産担当執行役員

市場環境安全委員会
委員長：営業担当執行役員

製品環境安全委員会
委員長：技術担当執行役員

環境管理活動
（ISO14001活動等）

1.安全衛生・公害防止活動
2.ＰＬ活動
3.「環境・安全・健康」を考慮した品質保証活動
4.関連規程類の整備

5.SDSの整備（原材料、製品）
6.CSR報告書の発行
7.危機管理体制及び危機対応マニュアルの整備
8.グリーン調達の推進

全社共通

見直し

Act

実施・運用

Do

アレスエコプラン

Plan

計画

チェック
Check

全
社
品
質
・
環
境
推
進
委
員
会

1.省エネルギー対策
2.製造時の環境負荷の低減
3.廃棄物の低減

生産部門

1.環境負荷低減製品・システム（VOC削減、有害物排除など）の開発
2.省エネルギー、省工程製品・塗装システムの開発
3.環境負荷低減につながる生産技術の開発

技術部門

1.環境負荷低減製品の普及
2.物流業者・顧客への製品安全情報の提供
3.GHSに基づく製品安全情報のラベル表示・ＳＤＳ対応

販売・物流部門

原料探索 原料登録

可

はい

はい

はい はい

はい

否

いいえ

製品設計

原材料情報の入手
・SDS
・原料見本
  説明書 等

製
品
配
合

新
規
原
材
料

使用禁止物質
含有？

再検討

危
険・有
害
性
原
材
料

使
用
制
限
原
材
料

一般
原
材
料

使用制限原材料？

既
登
録
原
材
料

原材料登録
可否審査

製品使用
可否審査

いいえ

いいえ いいえ

危険・有害性物質
使用制限物質
含有？
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目標項目 2017年度目標 2017年度実績 活動評価 最終年度(2018年度)目標

製
品
環
境
安
全

製品からの
有害性物質の削減

① 販売した製品中の鉛（Pb）量※1） 2003年度比99%減 2003年度比99.5%減 目標を達成 全廃

② 販売した製品中の六価クロム（Cr VI）量※2） 2003年度比77%減 2003年度比84%減 目標を達成 2003年度比78%減

③ 販売した製品※3）中のT・X・EB ※4）量 2015年度実績を維持 2015年度実績の4.0%増 目標を未達成 2015年度実績を維持

環
境
安
全
衛
生

環境保全活動

① ISO 14001活動 継続して実施 継続して維持 目標を達成 継続して実施

② 環境会計の作成 継続して発行 継続して発行 目標を達成 継続して発行

③ 環境汚染の予防

1）環境測定値 基準値以内 基準値以内 目標を達成 基準値以内

2）保安防災（火災、流出等の発生） 0件 0件 目標を達成 0件

安全・衛生の確保

① 労働災害発生件数 1日以上の休業災害　0件 2件 目標を未達成 1日以上の休業災害　0件

② 海外関係会社の安全確保
海外関係会社の安全診断と同時に、
現地社員に安全教育を実施

・日本国内における海外研修生の安全教育を実施
　（アセアン12名、台湾2名、中国1名など）　
・インドネシアと中国の合弁会社にて安全教育を実施

目標を達成
海外関係会社の安全診断と同時に、
現地社員に安全教育を実施

操業時の
環境負荷の低減

① エネルギー消費量（原単位） 2015年度比　2.0%減 7.6％削減 目標を達成 2015年度比　3.0%減

② CO2排出量（総量：焼却炉含む） 1990年度比　36%減 34.4％削減 目標を未達成 1990年度比　38%減

③ 廃棄物の発生量（原単位） 2015年度比　2.0％減 7.4％削減 目標を達成 2015年度比　3.0％減 

④ 廃棄物の再資源化率 99％以上維持 通期（平均）　100％　 目標を達成 99％以上維持

市
場
環
境
安
全

市場環境安全活動

① 国内外環境関連規制法に対する
法令遵守実行

・国内各種環境関連規制に対する遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する市場展開に応じた

遵守体制の検討･構築

・労働安全衛生法及びその特化則等
関連政省令改正への対応

各項目とも継続して実施

・国内各種環境関連規制に対する遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する

市場展開に応じた遵守体制の検討･構築

② 環境対応システムの充実 必要となるシステムの構築 ラベル・SDSに関するシステム改訂 必要となるシステムの構築

③ PL苦情の発生 PL法に関連する苦情０件を目指す
関西ペイント、関西ペイント販売、関西ペイントマリン、
カンペハピオとも0件

PL法に関連する苦情０件を目指す

環境情報の公開

① 「CSR報告書」の発行

継続して発行する

「CSR報告書2017」（和文）　6月発行

予定どおり情報公開 継続して発行する

② 「Corporate Report」の発行 「Corporate Report」（英文）　8月発行

アレスエコプラン2018

※ 1）鉛（Pb）量：鉛元素量
※ 2）六価クロム（Cr VI）量：六価クロム元素量

※ 3）製品：販売したシンナーを含む
※ 4）T･X･EB：それぞれトルエン・キシレン・エチルベンゼンの略称
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分　類 経済効果
（単位:百万円）

費用削減

事業所の省エネルギーによる経済効果 84.5

上下水費用の削減による経済効果 6.7

廃棄物処理費用の削減による経済効果 4.1

合　計 95.3

注）環境保全対策に伴う経済効果=前年度経費−当期経費
環境保全対策に伴う経済効果は、2016年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う経済効果（費用節減）=

2016年度費用×（2017年度生産量/2016年度生産量）−2017年度費用

● 環境管理・運用のための設備投資を進めました。
● 2016年度に引き続き、省エネタイプ設備への更新を継続しました。
● 環境対応技術・製品開発のための設備投資を進めました。

分　類
2017年度

主な取り組み内容
投資額 費用額 合　計

事業エリア内
コスト

公害防止コスト 87 178 265 ● 公害（大気、水質、土壌、騒音、悪臭等）防止に必要な投資及び経費

地球環境保全コスト 97 211 308 ● 省エネルギー、地球温暖化防止等に必要な投資及び経費

資源循環コスト 0 329 329 ● 廃棄物削減、再資源化等に必要な投資及び経費

管理活動コスト 70 32 102
● 環境マネジメントシステムの整備、運用
● 環境情報の開示（CSR報告書発行）
● 環境負荷の抑制に対する取り組みのためのコスト

研究開発コスト 27 978 1,005 ● 環境保全に資する製品等の研究開発コスト
● 製造、物流、販売段階等における環境負荷抑制のための研究開発コスト

社会活動コスト 48 101 149 ● 事業所を除く緑化、美化、景観保持等の環境対策コスト

環境損傷コスト 0 0 0 ● 事業活動が環境に与える損傷に対応して生じたコスト
● 自然修復のためのコスト等

合　計 329 1,829 2,158 （単位：百万円）

研究開発コスト内訳:（開発センターにおける研究費総額）×（研究員比率）×（環境関連研究テーマ比率）

環境活動のための設備投資額と費用

　2017年度の環境保全コストは、設備投資額3億29百万円、費用18億29百万円で、合計21億58百万円でした。

環境会計

2017年度の環境会計集計方法
● 環境省「ガイドライン」を参考
● 環境保全活動の投資、費用（減価償却費も含む）及び効果を集計
● 効果は、事業活動における環境保全効果（物量単位）と環境保全対策に伴う

経済効果（貨幣単位）を集計

● リスク回避等の仮定に基づく、いわゆる“みなし効果”は含めない
● 集計範囲：尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京の各事業所及び開発センター
● 対象期間：2017年4月1日〜 2018年3月31日

分　類 削減量

事業活動に投入する
資源の保全効果

エネルギー使用量（GJ）
CO2排出量（t-CO2）

49,130
2,191

水使用量（千m3） -34.9

事業活動により排出する
環境負荷及び廃棄物に
関する保全効果

大気汚染物質 SOx（t）
NOx（t）
ばい塵（t）

水質汚濁物質 COD（t）

-1.198
0.38
0.03
-0.29

廃棄物 発生量（t）
　　　 外部委託処理量（t）

343 
68.9

環境保全対策に伴う環境保全効果は、2016年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う環境保全効果=
2016年度環境負荷量×（2017年度生産量/2016年度生産量）−2017年度環境負荷量

エネルギー投入量 事業活動で使用したエネルギー量

水資源投入量 事業活動で使用した水の量

廃棄物発生量 事業活動により発生した廃棄物の量（廃水を除く）

廃棄物等の排出量 事業活動により発生した廃棄物等の外部中間処理及び外部最終処分した量

CO2 排出量 事業活動により排出するCO2 の量

SOx 排出量 事業活動により排出するSOxの量

NOx 排出量 事業活動により排出するNOxの量

化学物質排出量 事業活動により大気へ排出する化管法PRTR 届出対象物質の量

廃水処理量 事業活動により排出する水の量（廃水処理した量＋焼却処理した量）

COD排出量 排水処理した量に排水中のCOD濃度を乗じて求めた量

燃料 トラック輸送により使用する軽油

輸送時のCO2 排出量 トラック輸送による燃料使用量から求めた量（計算値）

マテリアルバランス

研究開発・生産

物　流

使用（顧客）

原材料購入

エネルギー投入量

水資源投入量

燃　料

上　水 0.8×105ｍ3

地 下 水 3.6×105ｍ3

工業用水 2×105ｍ3

水総使用量 6.5×105ｍ3

LPG 1.7×102ｋＬ

灯　油 0.7×103ｋＬ

電　力 5×107ｋWｈ

都市ガス 6.3×106ｍ3

Ａ 重 油 5.7×102ｋＬ

生産量 2016年度比 2.9％増

輸送時のＣＯ2 排出量 7,165ｔ-ＣＯ2

廃棄物（容器等）

ＣＯ2 排出量 35,600ｔ-ＣＯ2
ＮＯｘ排出量 2.8t

ＳＯｘ排出量 3.2ｔ

ＣＯＤ排出量 1.3ｔ

廃棄物発生量 20,000t

廃水処理量 11,600t

廃棄物等の排出量 147ｔ

化学物質排出量 92ｔ

回収・リサイクル

　2017年度の生産量は2016年度比2.9％増加しましたが、
コージェネレーションが順調に稼動していることもあり、エ
ネルギー使用量は技術部門も含めると、2016年度との単
純比較で3.4％減少しました。（26,522ＧＪ減少。）また、生
産部門のエネルギー原単位も2016年度と比べて1.2％削減
され効率的な生産を維持しています。
　今後ともISO14001マネジメントシステムにて事業所毎に
目標を定め、削減に取り組んでいきます｡

　2017年度は前年度と単純に比較すると、経済効果が
48百万円増加しました。前年度の事業活動量を考慮し
て調整比較すると、経済効果は95百万円となります。そ
の内訳はエネルギー約 85百万円、水使用量約７百万円、
廃棄物処理約4百万円で、主に省エネルギーが寄与して
います。
　今後も省エネルギー、節水、廃棄物抑制活動を継続し
ます。

マテリアルバランス 2017年度の活動結果

環境保全効果（削減量） 環境保全に伴う経済効果

トピックス
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　当社は資源やエネルギーを消費して製品を生産し社会に
提供しています。限りある化石燃料を消費して地球温暖化
の原因とされている二酸化炭素を排出していることになり
ます。したがって、メーカーである私たちが果たすべき役割

は、生産段階でのエネルギー消費(二酸化炭素排出量)の抑
制であるとの考えに基づき､ 設備更新時に省エネ対策を進
めています。

　当社は、1999年度に 「全社廃棄物削減チーム」を発足し、
循環型社会形成のために廃棄物の3R、すなわち廃棄物の
発生を削減（Reduce）、発生した廃棄物の再利用(Reuse)、
再資源化(Recycle)を推進し、生産活動を通じて発生する
廃棄物のゼロエミッションの達成を目指してきました。 
　この結果、生産部門における再資源化率は、2017年度
も100％となりました。今後もゼロエミッションを継続して
いきます。
　2017年度の廃棄物発生量は、2016年度と比べ0.5％増
加しましたが、アレスエコプラン2018で廃棄物削減活動
の指標とする廃棄物発生量（原単位）では、2016年から2.2

ポイント下回る2015年度比7.4％の削減となり、削減活動
は計画どおりに進んでいます。

地球温暖化防止

　当社はISO14001に基づき、各事業所の地域性を考慮
して適用される法令や条例の基準よりも厳しい自主基準
で運用しています。さらに、ボイラーの燃料を重油から都
市ガスに転換し、排ガスのクリーン化を推進してきました。
2017年度も法令・条例(規制値)・自治体等との協定値を
超えた事業所はありませんでした。
　NOx排出量は減少した状態を維持していますが、一方、
SOxの排出量が増加しています。
　その理由は、一部の事業所で使用しているＡ重油に含ま
れる硫黄成分(基準値以内)の影響によるものです。
　今後も大気汚染物質を削減する取り組みを継続していき
ます。

大気汚染防止

■ SOx（硫黄酸化物）
重油、灯油等の燃料や硫黄を含む廃棄物を燃焼した場合に発生します。 
二酸化硫黄と少量の三酸化硫黄からなり SOx と表記されます。

■ NOx（窒素酸化物）
ボイラー、焼却炉、トラック等の排ガスに含まれます。
一酸化窒素、二酸化窒素等からなり NOx と表記されます。

■ばい塵
すすや燃えかすの固体粒子状物質で、大気汚染防止法で燃料その他、
物の燃焼または熱源として電気の使用に伴い発生するものと定義されています。

水使用量の推移

2013 2014

(103m3) (L/kg)

(年度)2015 2016 2017

上水道水 地下水 工業用水 水使用量（原単位）

0

200

400

600

800

0

1

2
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4

105

284

265
2.90 3.05
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　2017年度も冷却水の効率的使用、水道管漏水対策等の
節水対策を進めることにより、水資源削減に努めました。

水資源削減・水質汚濁防止

COD排出量の推移
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廃棄物削減

当社では、年間で再資源化率99％以上になっている状態のとき、
ゼロエミッションを達成したとします。

再資源化率  = × 100
再利用 + 売却 + 外部再資源化

廃棄物発生量

廃棄物ゼロエミッションの定義

廃棄物発生量の推移（生産部門）
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廃棄物発生量に対する再資源化と廃棄物量の内訳

売却
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最終埋立処分

外部中間処理

再利用

0%

0%

62.7%20.4%

16.9%

廃棄物発生量
17,500トン

  2017年度の生産量は2016年度比で2.9％増加したこと
もあり､生産部門の二酸化炭素排出量も1.6％増加しました。
　一方、原単位では118kg-ＣＯ２/tになり、2016年度比で
0.8％削減されました。

　2017度の水使用量は、2016年度比14.7％増となり、
また原単位としても11.6％増加しました。
　今後、設備の洗浄方法を工夫するなど節水に取り組み、
効率的使用に努めてまいります。

　生産部門のエネルギー使用量は2016年度比で1.6％増
加しましたが、原単位では2016年度比で1.2％削減されま
した。これは各事業所で節電に取り組み、より効率的な生
産方法を実践してきた成果です。
　今後も更なる省エネルギー活動に努めてまいります。 

　水質汚濁物質排出量の指標であるCOD排出量は、2016
年度に比べて33.7％増加しました。
　これは生産量増加に伴い水の使用量も増加したためです。
　今後は水の使用量を意識すると共に廃水処理場が適正に
稼動するよう管理を強化し、水質汚濁防止に取り組みます。

SOx・NOx・ばい塵排出量の推移
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二酸化炭素排出量削減

節水の取り組み（生産事業所） 水質汚濁防止への取り組み（生産事業所）

省エネルギーの推進

大気汚染防止への取り組み（生産事業所）

廃棄物削減への取り組み
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PRTR把握対象物質のマテリアルバランス

大気排出量 185t

63,314t2017 年度 PRTR 把握対象物質取扱量合計

合成樹脂・塗料生産

消費量

587t
563t

移動量
リサイクル量

24t廃棄物量62,541t

（0.89％）

（0.29％）

（0.93％）

（98.78％）
（0.04％）

PRTR対象物質  排出・移動
　当社では、化学物質管理促進法で届出対象と定められた
物質（政令指定物質）と（一社）日本化学工業協会（日化協)
が自主的に管理（把握）対象とした物質（日化協対象物質）
について、排出量、移動量の集計に努めています。
　２０１７年度は政令指定物質４６２物質のうち、６２物質が届
出の対象となりました。
　政令指定物質及び日化協対象物質のうち、排出量の多い
１０物質は昨年度と同じ物質で、これらの合計で当社からの
大気排出量の９４％を占めています。

関西ペイントの対象品目

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 1075 8550
298 トリレンジイソシアネート 0 3.7
300 トルエン 31570 45310
302 ナフタレン 14.7 1604
305 鉛化合物（鉛(Pb)に換算） 0 35
306 二アクリル酸ヘキサメチレン 0.1 2.2
309 ニッケル化合物 （ニッケル（Ni）に換算） 0 17
320 ノニルフェノール 0 28
321 バナジウム化合物（バナジウム(V)に換算） 0.3 759
329 ポリカーバメート 0.1 64
349 フェノール 1 66
354 フタル酸ジ-n-ブチル 0 120.4
355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）　 0 78
391 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 1.8 66.1
392 n-ヘキサン 19.3 23.5
401 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物　 0 7.5
407 ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル　 0 17.8
411 ホルムアルデヒド 99.2 100.1
413 無水フタル酸 0 170
414 無水マレイン酸 0 1
415 メタクリル酸 0 6
416 メタクリル酸2-エチルヘキシル 0 8
417 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル 0 11.3
418 メタクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル 0 6.8
419 メタクリル酸n-ブチル 0 15.4
420 メタクリル酸メチル 0 94
438 メチルナフタレン 1.2 55.5
447 メチレンビス（4,1-シクロヘキシレン）=ジイソシアネート 0 0.3
448 メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート 0 70.5
455 モルホリン 8.7 33
460 りん酸トリトリル 0 8.9

政令No PRTR対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）

2 アクリルアミド 0 1.1
3 アクリル酸エチル 0 12
4 アクリル酸及びその水溶性塩 0 10.8
6 アクリル酸２-ヒドロキシエチル 0 25.6
7 アクリル酸ノルマル-ブチル 0 33.4
8 アクリル酸メチル 0 3.1
9 アクリロニトリル 0 3.2

16 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル 0 10.5
30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0 62
31 アンチモン及びその化合物 （アンチモン（Sb）に換算） 0 31
34 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0 46
37 4,4'-イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） 0 275
51 ２-エチルヘキサン酸 0 2.2
53 エチルベンゼン 26080 76520
67 2,3-エポキシ-1-プロパノール 0.4 0
71 塩化第二鉄 0 0
80 キシレン 29290 84670
83 クメン 322 1482
86 クレゾール 0.5 59
87 クロム及び三価クロム化合物 （クロム（Cr）に換算） 0 74
88 六価クロム化合物 （クロム（Cr）に換算） 0 113

132 コバルト及びその化合物（コバルト（Co）に換算） 0 3.9
239 有機スズ化合物 （スズ（Sn）に換算） 0.5 1750
240 スチレン 0 15.2
243 ダイオキシン類（単位：mg-TEQ/年） 0.011931 0
256 デカン酸 0 32
259 テトラエチルチウラムジスルフィド 0.1 150
270 テレフタル酸 0 1.9
277 トリエチルアミン 168.6 569.4
278 トリエチレンテトラミン 0 15
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 3420 29280

政令No PRTR対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）

国への届出対象物質を除く（日化協対象排出量の多い10物質）

自主管理対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）
酢酸ブチル 29330 44230

ブチルアルコール 18280 62680

メチルブチルケトン 15050 40500

酢酸エチル 10500 12650

プロピルアルコール 5310 11910

自主管理対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）
メチルアルコール 4930 7760

メチルエチルケトン 3920 8620

アセトン 1742 5664

シクロヘキサン 1350 1282

エチレングリコールモノブチルエーテル〔ブチルセロソルブ〕 1213 35850

大気排出量の算出方法：（一社）日本塗料工業会PRTRマニュアル（2001年5月発行）製造工程からの排出量算出方法に準拠

販売した製品中の鉛（2003年度を100とした時の相対量）

販売した製品中のＴ・Ｘ・EB（2015年度を100とした時の相対量）

販売した製品中の六価クロム（2003年度を100とした時の相対量）

　鉛化合物を計画的に削減しており、その進捗状況を「販
売した塗料中の鉛量」で評価しています。
　2017年度もこれまで同様に、鉛含有顔料を使用した製品
の廃止や他顔料への代替を行い、塗料中の鉛を削減してい
ます。2017年度は2003年度比99.5％減まで削減し、削
減目標を達成しました。
　当社も、（一社）日本塗料工業会が宣言した「2018年度ま
でに鉛含有塗料の廃絶」に合わせ、鉛化合物の削減を推し
進めていきます。

　六価クロム化合物を計画的に削減しており、その進捗状
況を「販売した塗料中の六価クロム量」で評価しています。
　2017年度は、防錆顔料の廃止や代替を主に進め、2003
年度比84％減の結果となり、削減目標を達成しました。
　六価クロム含有の防錆顔料は長期耐久性を要する用途
に主に用いられていますが、代替製品の開発と展開を進め、
削減していきます。

販売した製品中の鉛量の推移
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アレスエコプラン2018では、「販売した塗料及びシンナー
中のトルエン、キシレン、エチルベンゼン(T・X・EB)の量」
の目標を2015年度実績の維持といたしました。
　2017年度も溶剤系塗料から水性塗料への移行やT・X・
EBからより有害性の低い他溶剤への代替を進めてまいりま
したが、T・X・EB 含有塗料及びシンナーの需要が増加した
ため、2015年度実績を４％上回る結果となりました。　　
　これからもT・X・EBの代替製品の開発や販売促進を行い、
T・X・EB量を増やさない努力をしてまいります。　

販売した塗料及びシンナー（製品）中のT・X・EB量の推移
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有害性物質削減実績

PRTR対象物質及び自主管理物質の排出量・移動量一覧（全事業所）

有害性物質削減実績
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　各事業所は、事業所規程で定められた設備の定期点検、
日常点検や各部門での危険予知訓練（KYT）等の実施により、
不安全箇所や不安全行動を発見、改善することで、緊急事
態による環境汚染の予防に努めています。
　また、環境汚染の防止、低減を図るために、緊急事態へ
の対応や通報等が確実に実施できるように、各事業所で緊
急事態の発生を想定した訓練を定期的に行っています。
　複数箇所での同時火災発生への対応訓練、津波を想定し
た高所への避難訓練、倉庫におけるガス系消火設備の使用
を想定した訓練など、様々な状況に対応できるように訓練
を毎年見直しています。

　2017年度は休業災害が2件発生し、不休災害も2016年
度に比べ増加しました。安全の基本に戻り、改めて一人一人
の安全意識や危険への感受性を向上させて、災害防止に努
めます。

緊急事態への対応

労働・安全・衛生

緊急事態発生時の通報ルート例

通報 指示

通報 指示

通報 指示

事務グループ長
通報 連携

● 消防署（流出・火災）
● 保健所（毒劇物流出）
● 警察署（流出・火災）
● 市環境部（流出・火災）
● 県環境部（流出・火災）

● 近隣会社 ● 付近住民

環境管理責任者
通報

通報

発生部門部課長

安全環境グループ長

事 業 所 長

　小野事業所では４年前より小野市消防本部との合同訓練
を実施しています。
　はしご車による建屋4階からの救出活動や屋上への放水
による消火活動等、万一に備えた訓練を毎年実施しています。
　今年度の防災訓練では小野市消防本部に加え、小野事業
所と同じ工業団地内の企業にもはじめて参加いただき複数
の消火活動を実践することができました。
　これからも、積極的に地域と連携して防災活動に取り組
んでいきます。

関係会社での中央安全衛生診断

尼崎事業所での危険体験教室

労働災害 件数の推移
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　「小さなヒヤリも、危険のサイン、今すぐ改善ゼロ災職場」
をスローガンに、2017年度の中央環境安全衛生診断を、
関西ペイント7事業所、1センター、13関係会社の21拠点で、
9月、10月に実施しました。中央環境安全管理者を長として、
中央衛生管理者、総括班、専門班(機械・電気・環境等）か
らなる10名の診断チームで、「静電気対策の推進状況」、「災
害報告事例の周知並びに再発防止対策の水平展開方法」、

「流出防止対策」、「適正な保護具の選定並びに着用状況」、
「３現ＫＹＴ及び３Ｈ作業対策」、「保安防災対策と訓練」、「構
内協力会社との情報共有」を重点的に診断しました。
　製造業他社の災害が続いている現状を反映し、保安防災
と静電気対策は特に厳しく診断を行いました。また、各事
業所内の安全管理については、事業所内で働く協力会社へ
の指導や協力要請も含めて、一人一人が責任を持って日々の
安全管理を行うよう指導しています。

　当社の事故災害を撲滅させる安全活動の一環として、1
月から2月にかけて安全衛生講演会を本社とその他8カ所
で開催しました。講師の日比野大輔先生（労務管理事務所
フォージョウハーフ）に、「職場のみんなでつくる健康と安全」
というテーマで約１時間半をかけて講演していただきまし
た。本社部門、生産部門、技術部門、営業部門、関係会社
を含め、総勢2094名が聴講しました。
  過去の災害報道を労働安全衛生法等の法令に照らし合わ
せ、職場の誰にでも安全配慮義務が生じることを学び、安全
はみんなで作り上げることを改めて認識できました。

※100万延労働時間あたりの労働災害による死亡・休業者数 ※1000延労働時間あたりの労働損失日数

小野事業所における公設消防本部との合同防災訓練の取り組み

労働安全衛生活動

小野事業所での合同防災訓練

中央環境安全衛生診断 安全衛生講演会の開催

　2011年1月から開講した「危険体験教室」は、過去の災害
を模擬的に体験することで、作業標準・安全対策・危険予
知の重要性を学習し、災害の再発防止につなげるものです。
2017年度は新入社員や海外研修生（アセアン12名、台湾2
名、中国1名）などに対して実施しました。

危険体験教室

①安全総点検
毎年7月第一稼動日に、一斉に設備を停止して点検する

安全総点検をグループ全体で行っています。
②ＫＹＴゼロ災活動

各事業所では、非定常作業を含めた危険予知訓練、ゼロ
災発表会による情報の横展開などを行い、安全作業の徹底
を心掛けています。
③化学物質リスクアセスメント

2016年6月に化学物質のリスクアセスメントが義務化さ
れました。当社では、化学物質を取扱う部門でリスクを評
価し、その結果を各地区安全衛生委員会で承認する方法で
リスクアセスメントを実施しています。

その他労働安全衛生活動

　海外関係会社の生産工場は、中国・台湾・アセアン・インド・
パキスタン・トルコなど多数の国に進出し、更なる進出が見
込まれます。これらの海外生産工場では、当社の現地駐在
員が、安全・生産の工場管理または、サポートをしています。

海外関係会社の安全への取り組み

　海外関係会社の事故災害防止を目的として、計画的に安
全診断を毎年実施しています。2017年度はインドネシアと
中国の関係会社にて、安全指導、及び安全診断を行いまし
た。今後も海外合弁会社にて継続的に実施していきます。

海外関係会社での安全教育と安全診断を実施

インドネシアでの安全診断

※KYT : Kiken Yochi Training　危険予知訓練
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　人の成長にとって最も大切な「意欲」の向上を目的とした人材育成プランを充実させています。

人材育成の考え方と仕組み

体系的に整備された研修制度

　人材育成プランの柱として「自己啓発援助」「長期人材
育成プラン」「職務拡充」「組織風土の変革」「研修制度」の 
5つのテーマを設定しています。

　研修制度は右図のようにOJTを中心として、これを補完
する各種の研修を目的とレベルに応じて体系化し、各社員
の専門能力の向上と職業人としての総合能力の養成を目指
しています。

当社の人事制度
1.個人と組織の活性化
2.自律と自立（2つの「じりつ」）の基本理念に基づき、
  「公正な処遇」、 「経営参画意識の向上」の実現・維持を目指しています。

社員の処遇

※OJT : On the Job Trainingの略。日常業務につきながら行う教育訓練

幹部管理者研修
中間管理者研修
監督者研修
中堅社員研修
新人社員研修  （教育実習）

社
外
セ
ミ
ナ
ー

職
業
訓
練

共
通
研
修

（
Q
C
安
全
等
）

（
教
育
の
基
本
）

選
抜
型
研
修

国
際
化
研
修

職
能
別
研
修

O
J
T

● 次のメンタルヘルスケアを実施しました。

● 新任管理者、管理者を対象としたメンタルヘルス研修では、
メンタルヘルス対応における安全配慮義務と管理者の役
割確認や職場での対応において注意すべき点を事例を通
じて理解するとともにメンバー支援に役立つコミュニケー
ション手法や転機を乗り越える方法を紹介しました。

● ストレスチェックの義務化に伴い、各地区において産業医
を実施者としてストレスチェックテストを実施し、高スト
レス者に対して産業医面談やEAPによるカウンセリング
等のフォローを実施しています。

● 従業員のメンタルヘルスケアや生活習慣病への理解を深
めるため、各地区において定期的に研修会を実施してい
ます。また定期健康診断後の有所見者フォロー制度を実
施し、社員の健康維持・増進に努めています。

　当社グループの健康管理に取り組む専門組織として「環
境安全衛生委員会」のなかに「健康・衛生分科会」を設けて
活動を進めています。2017年度も「心の健康づくり計画」

に基づきEAP（Employee Assistance Program：従業
員支援プログラム）サービスを活用し、メンタルヘルス
ケアの向上に努めました。

対　象

新入社員

新任管理者

新規海外赴任者

管理者

内　容

セルフケア

ラインケア・セルフケア

セルフケア

ラインケア・ハラスメント

健康管理

　当社グループは、企業は社会と人間の幸せのために存在
するという理念のもとに、人種・国籍・年齢・性・宗教・門
地・身体上のハンディキャップ等を理由として嫌がらせや差
別を受けることのない、健全な職場環境の維持に努めてい
ます。そのために、さまざまな研修を通じて、社員の人権
への意識の向上に取り組んでいます。 
　12月の人権週間には、｢人権標語｣ を社内募集しており、
2017年は1000件以上の応募がありました。

　仕事と生活の調和を実現することの大切さを認識してお
り、年次有給休暇をはじめ特別有給休暇、積立有給休暇（介
護、ボランティア、疾病）、リフレッシュ休暇の各制度を設け
ています。
　年次有給休暇の取得方法については、従来からの1日単
位、半日単位での取得に加え、2017年度からは1時間単位
での取得（年間合計5日間相当まで）を可能とすることで有
給休暇の取得しやすい環境の実現を図っています。  
　また、育児にたずさわる社員のための制度として、育児休
業制度の他、子女の小学校卒業までの短時間勤務制度な
ど、仕事と子育ての両立支援を進めています。

人材の育成と研修制度

国際化研修

メンタルヘルスケア及び定期健康診断後のフォロー

人権問題への取り組み

　文化や伝統、生活習慣の異なる同世代の若者が交流する
ことで視野を広げ、海外との文化や価値観の違いに興味・
関心を持つことでこれを尊重し、柔軟に対応できる社員の
育成を目的としています。  

海外グループ会社へのトレーニー派遣制度 
　2017年より若い従業員を対象に、海外現地法人へ派遣
する制度を開始しました。 
　海外で生活し現地従業員のなかに入り業務を体験するこ
とにより、多様性への理解力、対応力の向上及び異文化環
境における遂行力、コミュニケーション力の強化を図るの
が目的です。初年度派遣先はインド、南アフリカの2ヶ国で
すが、今後は対象先を広げ、中国、ヨーロッパにも派遣予
定です。

海外グループ会社からの研修生受入制度
インド、マレーシア、タイ、中国、台湾、南アフリカなど、

海外現地法人から数多くの研修生が関西ペイントを訪れ
ます。研修生は来日前に日本語をおおむね習得のうえ、
短期〜1年間の研修期間に日本企業の生産方式、技術、企
業文化等を学び、今後、現地法人の体制づくりを果たすべく
研鑽に励んでいます。

★色はいろいろ　虹の色　みんな持ってる　マイカラー
★見かたを変えればあなたが変わる

あなたが変わればまわりも変わる
★お互いを尊び認め合う世界、築きあげよう「ダイバーシティ」
★声かけよう　「誰か」ではなく　「自分から」
★思うだけでは、変わらない　言葉に出して行動しよう

人権標語 優秀作

　2017年11月に関西ペイント本社で女性フォーラムを実施
しました。女性活躍推進活動として2016年度に平塚・開発
センターで3回のフォーラムを行った後、続いて実施しました。

フォーラムでは座談会形式でグループディスカッションを
行いました。各グループ共に活発な意見交換が行われ、今
の評価制度や男性社員の意識への不安感や、在宅勤務制度
等の柔軟な働き方やキャリアアッププランへの期待感があ
ることがわかりました。
　今後も男女それぞれの意見を聞く場を持ちながら意識の
ギャップを認識し、みんなが働きやすい環境の整備や制度
の構築を進めていきます。

女性活躍推進活動 仕事と生活の調和を実現するための環境整備

　障がいのある社員が、その能力と適性に応じて強みを活
かし、自信と誇りを持って活躍できるような労働環境を整備
するとともに、雇用機会の拡大に努めています。  
　2017年度障がい者雇用率は2.03％となり、法定雇用率
2.0％を上回りました。今後も積極的な雇用拡大に向けた
努力を続けていきます。

障がい者雇用

各国からの研修生

　今回、３度目の育児休業制度を利用させていただきました。
休業中は時間と気持ちにゆとりを持って、子供の日々の成長を実感しな
がら過ごせました。育児休業は長期にわたるため不安もありましたが、仕
事に復帰する際にスムーズに育児と両立させるための準備期間としてと
らえました。現在は短時間勤務制度を利用しながら勤務しています。
　安心して育児と仕事の両立ができるのも、これらの制度のおかげだと
感謝しています。

鹿沼事業所　高松 晴美

育児休業
取得者 の声

V O I C E

育児休業
取得者 の声

V O I C E

女性フォーラムの様子
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消費者保護の方針

　当社グループは、消費者に対する製品の安全性を確保するために、新製品の市場展開や新
規原材料の使用にあたっては、安全確認に関する社内規程に基づき審査を行い、安全な製
品をお客様に提供しています。「より安全な製品」を提供することで、同時に我々塗料製造者
の労働環境改善にもつなげます。

品質保証の方針
社是（13頁を参照）が全社の品質方針です。当社の基本理念は、社是第1項「会社の信用を
重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。」であり、全員が利
益と公正を基本として、顧客及び社会に対して貢献することです。

消費者保護

品質保証

　グリーン調達とは、容器・包装、部品・原材料などの資材
分野で環境に配慮された資材を選択・調達することをいい
ます。当社グループでは、「資源を保護し、環境を守り、豊か

な社会を建設・持続させる」という考えのもと、資材調達に
おいて厳しい管理体制を敷いています。

　グリーン購入とは、品質や価格だけでなく、環境負荷の少
ない製品等を優先的に選んで購入することをいい、２００１年
４月施行のグリーン購入法に基づき実施しています。

　当社グループでは、事務用品等を対象に「エコマーク」製
品やグリーン購入法適合物品の購入を促進しています。

適正な下請取引
　当社では、下請代金支払遅延等防止法の趣旨に則り、適
正な下請取引を引き続き推進してまいります。毎年役職員
は、公正取引委員会及び中小企業庁主催のセミナーに積極

的に参加しています。今後とも役職員の下請取引に対する
意識を引き続き維持・向上するよう努めてまいります。

　当社は、使用する原材料について、全社規程により使用
区分を明確にし、具体的内容を環境管理物質一覧表等で取
引先等へ公開し、環境負荷の少ない原材料の入手に努めて
います。

使 用 禁 止 原 材 料 使用禁止物質を規定量以上含有し、理由を問わ
ず使用を禁止する原材料。

使 用 制 限 原 材 料 使用制限物質を規定量以上含有し、削減や用途
の限定などを行う原材料。

危険・有害性原材料 危険・有害性物質を規定量以上含有し、一般原
材料より厳しい管理を行っている原材料。

一 般 原 材 料 通常の管理で使用できる原材料。

グリーン調達・サプライチェーンマネジメント

グリーン購入

調達方針

1. リーガルマインドに則り公正・公平なお取引をお
約束します。

2. 国内外を問わず、広くお取引の門戸を開きます。

3. グリーン調達の精神から環境管理体制を整備
したお取引先を優先します。 

4.お取引先と対等で公平な協力関係を築き、 
パートナーシップの継続向上に努めます。

　有害物質管理の徹底を原材料メーカーに要請し、顧客の要求に応えています。

取引業者のグリーン度調査

原材料管理

　一定量以上の購入実績がある原材料メーカーを対象に、ISO14001認証取得状況の確
認を通じて、グリーン度を継続把握しています。

　ELV、RoHS対応等が必要な国々への輸出の際、自動車・家電メーカー等からは、塗料
中の有害物質不使用証明等の提出が要求されます。特定用途に使われる原材料について
は、当社より原材料メーカーに有害物質の管理徹底を申し入れ、必要に応じ対象物質の不
使用証明や不含有エビデンス等を入手しています。

　環境に重大な影響を及ぼす可能性がある業務を、運送業者、廃棄物処理業者等に委託
する場合は、作業手順や要望事項を伝達し、事故・作業ミスの発生を減らし、環境保全へ
の協力を要請しています。

環境保全について

品質マネジメントシステムの継続的改善

顧 客

要求
事項

顧 客

満 足製 品
Do

資源の運用管理
製品実現

Check
測定・分析・評価

Act
見直し・改善

Plan
企画・構想・計画

　安全な製品も、使用方法を間違えれば事故等につながり
ます。
　SDS（安全データシート）、製品カタログ、技術資料、容器
ラベルなどに製品の危険有害性や取扱い上の注意事項など
の情報を記載し提供しています。当社は関連法令、JIS規
格及び業界団体である（一社）日本塗料工業会発行のガイド

ブックに準拠してSDSやラベルを作成しています。
　関連法令、JIS規格、ガイドラインの改正に即応し記載内
容を改訂することはもちろんのこと、安全にご使用いただく
ために必要な情報を適宜追記し、使用者の方々に提供して
まいります。

安全情報の提供

品質保証活動

品質保証マネジメント体制

グリーン調達

サプライチェーンマネジメント

使用原材料の区分

環境面での対応

法令遵守上の対応

　全社的な品質保証は、主に「全社品質・環境推進委員会」
（4回/年）、また各事業所ごとに「ＱＡ委員会」（1回/月）を
開催して、その活動を推進しています。
　また生産拠点である各事業所は、社是に基づいて事業所
品質方針を設定し、ISO9001に沿った品質保証活動を実
施しています。
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コミュニケーション

　2017年11月26日 関西ペイント販売㈱がパートナーシッ
プ契約を締結しているJ2サッカーリーグ加盟のFC町田ゼ
ルビアと共同で「関西ペイント ちびっ子フットサル大会」を
開催しました（ゼルビアフットサルパーク）。
　大会は小学生1・２年生が５チーム２ブロックに分かれて
の総当たり戦で真剣かつ元気なプレー続出で大盛況でした。
保護者の方向けには漆喰塗料「アレスシックイ®」の機能体
験会を行い、こちらも大変ご高評をいただきました。

お客様との関わり

　2017年8月22日 東京タワー、全日本タワー協議会にご
協力をいただき、「東京タワー外階段のぼりチャレンジ」を開
催しました。東京タワーには創業以来当社の塗料が採用さ
れており、参加者の方にはイベント開始前に開催した塗料講
座で、東京タワーの歴史と塗料と塗装が果たす役割につい
て学んでいただきました。
　その後、東京タワーのマスコット“ノッポン”を先頭に、
ご家族単位で登上。猛暑のなかそれぞれのペースで展望台
を目指し僅か40分ほどで全員無事到着。ゴールで待機し
ていた“しっくい丸®”や“ノッポン”の出迎えを受け、記念撮
影を行いました。参加者の方からは「とても楽しかった」「ま
た開催してほしい」「写真を送ってほしい」などのお声をいた
だき、塗料と関西ペイントを身近に感じていただく良い機
会となりました。

東京タワー外階段を上がる様子

イベント開催の告知チラシ

イベント開始前に、参加者の方には塗
料講座を受講していただきました

ゴールした記念に東京タワー特設ポス
トに自分宛のハガキを投函

絶好のお天気のなか行われた開会式

真剣にプレーするちびっ子たち

保護者向け漆喰塗料の消臭効果体験

夏休み親子イベント「東京タワー外階段のぼりにチャレンジしよう！」を開催 国内外の展示会へ出展

快適生活提案塗料 「アレスダイナミックTOP」「アレスダイナミックフィラー」が「みらいのたね賞」を受賞

関西ペイント  ちびっ子フットサル大会を開催

　関西ペイントグループは塗料を通じて快適生活を実現す
るための各種ご提案を行っていますが、一人でも多くの方と
コミュニケーションを図り、塗料や塗装に関する知識を深め
ていただくため、各地で精力的に展示会やイベントに出展
参加しています。
　来場者にとって塗料に詳しい係員から直接説明を受ける
ことができ、“臭いが消える”、“熱さを感じない”、“肌触りが違
う”などネット情報では得られない、五感に直接訴える展示
に驚き、理解を深める機会となっています。それまで知らな
かった塗料の活用法や製品を知っていただくことで後日さ
らに詳しい商談に発展することも少なくありません。

こうした一連の取り組みは関西ペイントグループのイメー
ジやブランド力向上にも寄与しています。

専用缶のデザインも選考理由の一つとなった

　関西ペイントが2016年に発売を開始した「アレスダイナ
ミック」シリーズの２製品が、一般社団法人日本能率協会が
主催する「みらいのたね賞」を受賞しました。
　従来雨天時には塗装工事の順延をしなければなりません
でしたが、本製品の登場により、高湿の環境下での塗装工
事を可能にし、塗装作業員に安定した労働環境を確保する
という工程短縮の面と、人材確保にも貢献しうる製品である
ことが評価され11月17日に東京ビッグサイトで開催された

「Japan Home & Building Show」の会期中に授賞式と
受賞製品の展示が行われ、多くの方にアピールすることが
できました。

11月 SAME展（沖縄）

3月 Pipeline Coatings 2017（ウィーン）

11月 国際医療機器展(MEDICA/ドイツ)

6月 オートサービスショー2017(東京ビッグサイト) 8月 JAPAN HOMECENTER DIY SHOW (幕張メッセ) 2018年3月 次世代火力発電EXPO（東京ビッグサイト）

11月17日に東京ビッグサイトで開催された授賞式 受賞した賞状

「みらいのたね賞」は、建築系頭脳集団「一般社団法人 HEAD研究会」
が2011年から毎年行ってきた「HEAD ベストセレクション賞」を継承
するものです。
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社会貢献活動

編 集 後 記

全 事 業 所 生産事業所 + 尼崎事業所 + 東京事業所 +
開発センターの全部門

生 産 事 業 所 小野、名古屋、平塚、鹿沼事業所

生 産 部 門 上記 4 生産事業所の生産部門

技術・開発部門 開発センター、東京事業所、北九州事業所・尼崎・
名古屋・鹿沼の技術部門

本 社 本社

「CSR報告書2018」を最後までご覧いただき、ありが
とうございました。
持続可能な社会の発展に貢献するための関西ペイント
のさまざまな取り組みを掲載いたしました。別添の
アンケート用紙をご利用いただき、ご意見、ご感想を
いただければ幸いに存じます。いただいた皆様のご意
見・ご感想は、今後の取り組み内容、情報開示の充実
に活かしていきたいと考えております。
なお、グラフや表などに生産事業所、生産部門、技術・
開発部門などと記載している内訳は右記のとおりです。

編集担当
品質・環境本部第２部
松田 貴子

ザンビアにおける感染症対策塗料普及事業がJICA民間技術普及促進事業として採択 漆喰塗料と越前和紙のコラボレーション

大阪府との連携で「塗装フェスタ」を実施

　当社が提案したザンビア共和国における感染症対策塗
料（防蚊塗料、抗ウイルス塗料）の普及促進事業が、独立行
政法人国際協力機構（JICA）の進める「開発途上国の社会・
経済開発のための民間技術普及促進事業」として採択され、
2017年4月から2019年３月までの２年間、現地関係会社
のKansai Plascon Zambia社が中心となって普及推進活
動を行っています。
　ザンビアでは年間で約600万人がマラリアに感染し、
3000人以上が命を落としています（2014年）。特に５歳未
満の幼児、妊婦へ甚大な被害を及ぼすなど、深刻な社会問
題となっていますが、ザンビアを含む南部アフリカ各国に
工場をもつ関西ペイントグループでは、こうした問題をま
さに自身の事として捉えており、環境改善に当社が提案する

「命をつなぐ塗料（防蚊塗料、抗ウイルス塗料など）」が寄与

できるのではないかという思いから、こういった事業を積
極的に推進し、地域に暮らす人々が安全に暮らし、豊かな生
活が営めるよう、国際協力を行っています。

コレラ感染拡大防止のための当社製品の寄付 開発センター 近隣の小中学校の廊下を塗装

7月29日
大野小学校は６年生が参加

寄付パネルの贈呈時の様子
左からJICAザンビア事務所 花井所長
ザンビア保健省 Chilufya大臣
関西ペイント社長室 阿部副室長
在ザンビア日本国大使館 側嶋大使

　2017年10月、ザンビア共和国の保健省が首都ルサカ
でのコレラ流行を宣言。同国において当社は前述のプロジェ
クトを展開中でしたが、一刻も早い事態収束を願い、コレ
ラをはじめ、マラリアや各種の感染症抑制や予防への効果
が期待される抗ウイルス塗料（日本製品名：アレスシックイ®）
を塗布した布製パーテーションスクリーンを同国保健省に
寄付し、感謝の意向が示されました。

　地域社会への貢献として2009年頃から毎年、開発セン
ター（神奈川県平塚市）の近隣にある大野小学校、神明中学
校の「夏休みの奉仕作業」に協力しています。今年は廊下壁
の塗装を行いました。当社からは塗料の提供のほか、OB
を含めた技術指導員5名が参加しました。午前中にPTA
の方々が養生を済ませ、午後からは子供たちが酷暑のなか、
汗だくになりながらも楽しくハケとローラーで塗装しました。
塗装作業終了後、明るくきれいになった廊下を満足そうに眺
めている姿が印象的でした。

寄付されたパーテーションはKanyama 
Hospital内コレラセンターに設置

8月5日
神明中学校は1〜3年生の有志が参加

2017年9月
フィールドサーベイプロジェクト開始にあたり現地記者発表で説明を行う社長
室 阿部副室長（中央）

特にマラリア被害の大きい３地区で大規模なフィールドサーベイを実施中
（左）ザンビアの一般家屋に防蚊塗料「Anti-Mosquito」を塗装して効果を観測
（右）サーベイ実施地区のひとつSlavongaの遠景

2017年10月
11月からのフィールドサーベイ実
施にあたり約50名の現地ペイン
ター観測者向けの研修を実施

　美濃和紙、土佐和紙と並んで日本三大和紙の一つに数え
られる越前和紙ですが、生活環境の洋式化が進むにつれ需
要が伸び悩み、販売促進のための打開策を必要としていま
した。そこで産地の福井県内の企業グループは当社の柔軟
な素材にコーティングできる漆喰塗料「アレスシックイ モン
ティアート®」に着目し、伝統素材である漆喰と和紙のコラ
ボレーションによる製品開発の働きかけがありました。そ
こで当社及び関西ペイント販売㈱がこれに応え、新たな製
品開発を行うため協業することになり、この取り組みが福
井県の「平成29年度産学官金連携技術革新推進事業補助
金」対象事業に採択されました。当社は塗料面からのアド
バイスを行い、和紙の装飾性に漆喰の機能性を加えた機能
性和紙で新たな需要を生み出し、日本の伝統製品の魅力の
PRと地域産業の振興に貢献したいと考えています。

2017年9月4日　福井県庁で行われた記者会見での関係者集合写真
左から福井県産業労働部 渡辺課長、ふくいオープンイノベーション推進機構 
強力（ごうりき）ディレクター、㈲小畑製紙所 小畑社長、関西ペイント㈱上席執行
役員 中野佳成、清水紙工㈱ 清水社長、和プラス㈱ 市橋社長

　4月25日に経済活性化や地域ニーズ反映を目的とした民
間企業との連携による取り組みを推進する大阪府公民戦略
連携デスクと共に「塗装フェスタ」と銘打って、府の施設であ
る「OSAKAしごとフィールド」内のセミナールームの塗装イ
ベントを実施しました。本イベントは年齢や性別、障がい
の有無に関わらず、全ての求職者に対応し、就職活動に関
する情報提供や個別支援を行う同施設のリニューアルオー
プンの一環として行われ、塗料の提供及びKP女子ペイント
チーム※による参加者への塗装指導のもと、みんなで塗装
作業を行い、親しみやすく明るい空間に生まれ変わりました。

2017年4月25日
「塗装フェスタ」の様子
17名の参加者と関西ペイントの
スタッフが入り混じって塗装を行
いました。「求職者の明るい未来
を発見する（DISCOVERY）」とい
うコンセプトのもと、内装専用
塗料「PXI's（ピクシィズ）」を用い、
ツートンカラーの明るい壁に仕上
げました。

※KP女子ペイントチーム
社内の女性たちが集まって発足したＤＩＹペイントサークル。
インテリア×ペイントの楽しさを広めるための活動を行っています。 Before After

本誌の随所に登場しているキャラクターは、関西ペイントのマスコット・キャラクター“しっくい丸®”と
そのお友達のアレス犬“調介”です。
もともとは関西ペイントの漆喰塗料「アレスシックイ®」の素晴らしさを広めるために生まれた妖精ですが、
いまや塗料全般の素晴らしさを伝える使命を担い、関西ペイントの顔として活躍しています。
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本　　社／〒541-8523  大阪市中央区今橋２丁目6番14号
　　　　　TEL. 06-6203-5531　　FAX. 06-6203-5018
東　　京／〒144-0045  東京都大田区南六郷3丁目12番1号
　　　　　TEL. 03-3732-8111　　FAX. 03-3735-0544

【お問合せ先】
品質・環境本部／〒254-8562  神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号
　　　　　TEL. 0463-27-1214　　FAX. 0463-27-1209

インターネット・ホームページ／

印刷インキには、環境対応型の植物油インキを使用しています。
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