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編集目的 The edit purpose                  -2- 

この CSR 報告書は、当社の環境・品質活動 及び 社会的取り組みについて、お客様やお取引先様にご

報告するとともに、今後の取り組みの向上に向けて、皆様とのコミュニケーションを深めていくことを

目的としています。 

本報告書の内容につきましては、環境負荷の指標を中心に、社会貢献活動や品質活動について、正確で

透明性のある情報を開示すること、私たちが果たすべき役割を認識し、経営の方向性と具体的に実行し

ていることを基本にまとめました。 

掲載内容の詳細につきましては、担当部署までお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。 

対象期間 

2018 年 4 月～2019 年 3 月 

    ただし、外部審査､法令､重要事項は､対象期間以降のものも含まれます。 

対象範囲 

株式会社フカサワ本社、 

宇都宮･東京･両毛･水戸･下館･土浦･郡山･那須･伊勢崎･成田･鶴ヶ島支店の 12 か所 

     

発行時期 

発行日：2019 年 9 月 1 日（次回発行：2020 年 9 月予定） 

参考にしたガイドライン 

環境省「環境報告ガイドライン（2012 年度版）」 

ISO26000（ 社会的責任に関する手引） 

お問い合わせ先 

株式会社フカサワ 品質保証部 

TEL: 028-651-0005 ・ FAX: 028-651-0010 

http://www.fk-net.co.jp 

      

※2019 年 7 月 伊勢崎支店移転 

 （群馬県伊勢崎市境伊与久 1961） 

http://www.fk-net.co.jp/
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１．トップコミットメント Top Commitment          -4- 

 

お客様のｲﾝｽﾄｱｼｪｱを上げるとともに, 

ﾌｧｰｽﾄｺｰﾙｶﾝﾊﾟﾆｰになる。 

ｺﾝｾﾌﾟﾄは「工場まるごと」ﾌｶｻﾜへ。 

 私が社長に就任し、新たな一歩を踏み出した昨年は、社長として初めての仕事も多くございましたが、一つ

ひとつを全力で取り組んでまいりました。 

 就任 2 年目に当たる 2018 年度の経営計画では、ビジネスモデルに掲げた「購買代理業＝お客様の利益のため

に購買サービスを提供する」・「地域ドミナント＝営業圏におけるシェアの拡大」の実現に向け「人材育成」、

「製品価格改定への対応」、「生産性改革」を経営戦略の柱と位置づけ、着実に進めてまいりました。 

 今後も継続して「人材育成」に重点的に投資し、中長期的な競争の優位性を保ちたいと考えております。 

 その為に、支店長のクラスには「新しい事業サービス」の創出・挑戦を通して会社の成長発展を考え、問題

が起る前に対処・実行できるマネジメント力を、副支店長のクラスには「次期リーダーに期待されるコミュ

ニケーションとスピード」を身に着け、部下支援にフォーカスできるマネジメント力教育を計画しています。 

 また、外勤及び内勤営業の各担当には、仕事を通して自己の能力と人間性を向上させ、急ぎ自律型人材への

転換を図ります。全ての階層・全ての社員が、自らの役割責任を果たすだけでなく、自ら学び、会社や仕組

みを良くするために何が出来るかを考えて、行動できる組織を作ります。 

 それに加えて、私が最も大事にしたいことは『お客様』と日々接している“最前線の社員の声”をしっかり

聞くことであります。その声に寄り添って、事業と社員の成長に貢献できる人事・組織づくりこそが使命で

あると考えています。 

 次年度におきましても、これまで培ってきた「購買代理業としての調達力・信用力」を強みに、経営計画の

実現に向け一致団結して最高益の更新に挑戦し、永続的な成長発展を通じて当社を支えてくださる全ての関

係者の皆様のご期待に応えるため全力を尽くしてまいります。 

 

 社 是 

人間力を練磨し､価値の創造に努め､お客様の繁栄に奉仕して社会に貢献し､業界効率№1 を 

目指し、全社員が幸福となる。 

経営理念 共栄の商道 

 我社の「自利」は、すべての得意先 仕入先 そして我々が生活し 働いている地域社会に 

対して貢献するという「利他」により活かされています。 

 1．私たちはマーケットアウトを基本に購買代理業を推進し､利便性の提供をして､お客様の 

繁栄に奉仕する 

 2．私たちは仕入購入量の促進をたえず図り仕入先にメリットをさしあげる 

 3．私たちは最適なパッケージングの提案により資源の有効活用を推進し､環境配慮型企業と 

なる 

 4．私たちは社員一人一人の尊厳と価値観を認め 誇りとやりがいをもって働ける仕組みとする 

  

代表取締役社長 深澤友志 



2．会社概要 corporate profile                -5- 

●商   号 ： 株式会社フカサワ 

●設立年月日 ： 1972 年 10 月 21 日 

●本社所在地 ： 栃木県宇都宮市元今泉 4 丁目 6 番地 9 号 

●資 本 金 ： 3 億 2 千万円 

●代表取締役社長： 深澤友志 

●社 員 数 ： 単体 113 名（2019 年 4 月 1 日現在） 

●役 員 紹 介 ： 代表取締役会長 深澤雄一 

         代表取締役社長 深澤友志 

         常 務 取 締 役 伊藤英伸 

         取締役営業本部長 秋山榮作 

         取締役営業副本部長 黒田義明 

         取締役管理本部長 大桶俊一郎 

         常 勤 監 査 役 永井一廣 

●ISO14001 認証取得： 2001 年 7 月 11 日 

●ISO9001 認証取得： 2008 年 7 月 11 日 

●グループ会社 ： 日栄産業株式会社 

●本社全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3．事業活動分野・実績 business field・Results             -6- 
●フカサワは、業務用マーケットに限定した事業領域で、包装資材、工業資材、包装機器、物流機器を主力商品群

として購買代理業を実践する商社です。 

●『お客様の繁栄に奉仕して社会に貢献し（抜粋）』を社是に、マーケットアウト思考から購買代理業の実践にて、

お客様感動、お客様満足そして、お客様信頼を得られる企業として活動を展開しています。 

●設立以来 40 有余年にわたり、経営環境の変化に合わせた全天候型に徹し、毎年僅かずつでも成長させていく年

輪経営を旨として歩んできました。 

●その事業は、①包装資材 ②化成品 ③工業資材 ④作業用品 ⑤産業機器の５分野を中心に構成された商品の提案

及び販売を行い、約 2,500 社のお客様と約 600 社の仕入先様を有し、高い満足度を得ています。 

●フカサワは、今後もお客様にとって、より利便性の高い企業への仕組みづくりをするために、受注型、外商型の

販売形態の強みを生かし、常に商品分野の拡充を図りつつ、今一層の発展を目指してまいります。 

 

 

包装資材
60％

従来からの主力であった包装用テープや汎用ポリエチレン製品に加えて、
現在は軟包材部の機能強化が進み、食品包装用フィルム等の新規販売が
増加し、着実に成果を上げている分野です。

作業安全
事務用品

12％

この分野は、とても幅広い商品群があり、工場や事務所で生産・販売に
関わる用度品として欠かせない商品になっています。
使用目的によって、商品仕様が変わるため生産・業務管理などに対して
有効な商品を提案し成果を上げている分野です。

産業機器
設備
10％

永年にわたり、梱包機、結束機などの梱包機械、フィルム包装機及び
コンベヤ、パレット、コンテナ等物流機器を主力に販売をしてきました。
それに加えて現在は、「機械器具設置工事業」の許可を取得し、工事を
伴う物件の契約に力を注いでいます。

化成品
10％

従来から緩衝材として、発泡体や成形品を販売してきましたが、
加工機械の導入により、大型輸送ＢＯＸや軽量パレット及び
パーティションなど新しい分野に成果を上げています。

工業資材
8％

お客様の製品に対する理解が重要な分野で、営業スキルが試される
製品が多くあります。電気、自動車、住宅業界で使用量の多い絶縁
テープ、マスキングテープや両面テープ、接着剤などは、提案商品
として力を入れている分野です。
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グラフ-1  売上高推移  

 
 

●中長期ビジョン／ビジネスモデル 

(1) 購買代理業 

フカサワは､お客様の購買代理は､お客様に製品やサービス

を『販売する』ではなく､お客様のために『購買代行する』

という立場をとり､取引関係を安定させお客様の利益のた

めに購買サービスを提供します。 

お客様の製品選択のお手伝いをし､高品質の商品をお客様

が望む価格で提供することにより､お客様にメリットを差

し上げます。 

今後、お客様である製造工場に購買代行できる製品やサー

ビスの幅を広げて､インストアシェアを上げるとともに､フ

ァーストコールカンパニーを実現します。 

 

(2) 地域ドミナント 

フカサワは､宇都宮から半径 100Km を絶対営業圏とし､

お客様に密着し､競合より一歩先をいく営業力で競合の

侵入を防ぎます。 

今後､直接営業の比率を増やし､お客様との密着度を上

げてまいります。 

また､クラスアップ･新規活動により絶対営業圏の市場

占有率を上げて、圧倒的№1 を目指します。 
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4．マネジメントと CSR management                -8- 

 当社は、経営戦略と CSR を一体的に捉え、社長以下、経営層こそが〝あるべき姿〟を社内外に発信、共有して

取り組むことに注力し、経営理念の実現を目指しています。 

 今後も、社会、時代のニーズを捉え、新たな製品・サービスの創出につなげていけるよう、利害関係者の皆様と

の対話を重視し、さらなる CSR 強化に取り組んでまいります。 

 

 

  

4.1
中期経営計画

・
経営会議

●取締役会の下部に、担当取締役を責任者とする「中期経営計画会議」「経営会議」を設置し、
　各拠点の責任者､本社営業・管理本部で構成し、営業・管理本部がその運営を主導しています。
●「中期経営計画会議」は、半期毎に2回開催し、1回目の “活動の振返り” では活動の進捗
　状況を評価するとともに、実績や成果を踏まえて課題の抽出､及び､当社を取り巻く環境の変化
　など俯瞰し、年度毎に取り組むべき優先テーマを決定します。
●2回目の “次期計画骨子､及び､具体的施策の立案” では、主管部門の要請も加味して個々の
　社員に目標を数字でコミットさせ、次年度の活動テーマ（継続推進/新規）を設定し､具合的な
　施策の活動計画を立案します。
●定例の「経営会議」は、毎月１回開催し、目標を達成するための活動の進捗状況・施策の効果を
　確認します。
　トップマネジメント､及び､営業本部は各拠点から上がってくる数字を読み解き、各拠点長が
　リーダーシップを発揮できるよう支援し、到達するためにできる限りを行います。

4.2
マネジメント

レビュー

●トップマネジメントは、マネジメントレビューを年２回実施することを経営計画書に規定し、
　環境・品質管理責任者主導により、内部監査委員長､環境・品質会議のメンバーが出席して
　行います。
●マネジメントレビューでは、インプットに必要な要求事項を基に情報を収集し､目標の達成､
　パフォーマンスの向上､順守義務の充足､お客様からのフィードバック､内部監査･外部審査の
　結果など管理責任者より報告され､トップマネジメントは収集した情報の分析結果に基づいて
　評価しています。
●トップマネジメントは、評価の結果により次期の収益目標を勘案して､次期に実現すべき
　顧客満足の状態､その実現に必要な経営施策／指示事項を決定し､その内容を『マネジメント
　レビューからのアウトプット』として明らかにしています。
●トップマネジメントは､この判断と処置を次期の年度品質方針及び重点施策に反映して、
　明確にします。
　このマネジメントレビューは､当社が事業を行う上で製品・サービス及び組織活動の品質を
　担保する重要な戦略の一つとして、EQマネジメントサイクルno中核に位置づけています。

4.3
環境・品質

●中期経営計画会議の開催月を除く毎月1回開催し､環境においては、当社本来の事業活動から
　乖離しないよう日常業務・活動の隅々にまで、環境マネジメントシステムの意識を浸透させ
　“環境に配慮した製品のご提案” ･ “環境保全活動”を推進しています。
●品質においては、お客様満足を追求した活動目標と成果指標を設定し、実施状況・実績を
「環境･品質会議」･「内部監査」で監視･測定･分析･評価して効果的な運用に努めています。
●特に､この会議ではクレーム情報を共有し “本当に防げないものだったのか、どうすれば
　防げたのか、どうすれば再発しないのか” を全員で考え､共有し､対応者のフォローに努めて
　います。
　お客様が自らあげない声を、さりげなく聴き出して改善し､情報提供できる営業活動に
　繋げるとともに､不都合な情報こそ速やかに明らかにできる組織づくりを目指しています。



5．環境・品質への取り組み                    -9- 

●環境・品質方針 Plan 

環境・品質方針 

株式会社フカサワは包装資材・物流機器などの総合商社として、あらゆる分野の市場及びお客様に 

製品とサービスの提供していることを踏まえて、 “共栄の商道” を経営理念に掲げ、全社員が 

共有価値観のもとで企業体質の健全化を図ります。 

1．これを実現するために､次の事項を重点項目として、環境目的・目標並びに品質目標を設定し､ 

マネジメントレビューをはじめとする PDCA サイクルを活用した運用を行います。 

（1）環境配慮型商品の企画及び販売 

（2）事業活動にともなうエネルギー使用量の低減 

（3）迅速な情報提供及び的確な商品提案による顧客満足度の向上 

2．環境に関連する適応可能な法令及び当社が同意したその他の要求事項に対して順守するとともに、 

事業活動の継続的改善により汚染の予防に努めます。 

3．要求事項への適合及びﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを定期レビューし､その適切性の維持･改善を行います。 

4．要求事項及び環境・品質目標を全社員 及び 当社のために働くすべての人に周知徹底を図るとともに

社外からの求めに応じ公開します。 

●推進組織 

 

●利害関係者との関わり 

当社は、梱包包装資材・物流機器・作業安全用品・工業資材

等々提供していただいているお取引先、協力会社様に支えられ

ながら企業活動を行っています。 

また、当社理念である「共栄の商道」を実現するため、日々、

利害関係者の皆様とコミュニケーションをとり、長期的な信頼

関係を構築し、互いに自己の力をより一層発揮して共に成長す

ることを目指しています。 

引き続き、社会の信用を得ながら、戦略的な事業展開と効率的

な経営を行い、価値を提供し続けることができる企業を目指し、

利害関係者の皆様との関りを大切にしてまいります。 
 

 

 



5.1 環境マネジメントシステム／環境活動 performance         -10- 

5.1.1 環境配慮型企業への取り組み 
 環境面では、2001 年に環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 を取得して以降、グリーン調達ガイド

ラインを基本として、方針の中核である環配慮型商品の企画・販売を積極的に行うとともに、業務効率化による

省エネルギー化、廃棄物の削減、営業・配送・サービス活動における CO2 排出量の削減を推進しています。 

5.1.2 事業による環境負荷低減／地球温暖化防止活動 
 当社は､これまで実施してきた、環境配慮商品の販売、空調温度の管理と設備の効率化、LED への切り替え、ハ

イブリット車の導入、エコドライブの励行、資源のリサイクルなど、様々な取り組みを継続しています。 

 特に営業車の燃料から排出される CO2 排出量（全体の 90％）を削減するため、ハイブリット車や CO2 排出量

の少ない車種への切り替えを行いました。 

 また、環境マネジメントシステム（ISO14001）に基づき、各部門が自主的に活動内容を考え、目標を立てて活

動しています。商社ということで、活動の影響力は小さいかもしれませんが、積み重ねることにより環境維持に

貢献できることと確信しています。 

 下記のとおり活動の内容・実績をご報告いたします。 

●CO2 排出量の削減 
 当社の CO2排出量の割合は、自動車用の燃料が 86％、電力によるものが 12％と、この二つで 100％近くを占め

ています。 

 2018 年度、当社の CO2 排出量は 736t 、2017 年度の排出量 705t に比べ 31t 増加しました。これは、電気事

業者別 CO2 排出係数の上昇によるものであり、原単位では 50 減少しています。 

 2019 年度においても、管理項目として削減活動を継続してまいります。 

グラフ-2  CO2 排出量 

 
  



●電力使用量の削減                           -11- 
 2018 年度、当社の電力使用量は 175 千 kwh、2017 年度の使用量に比べ横ばい状況で維持しています。支店の

移転及び人員増がありましたが、省エネ機器の導入等で原単位では大きく削減することができました。 

グラフ-3 電力使用量維持活動推移 

 

●廃棄物排出量の削減 

 当社は、一般廃棄物、産業廃棄物、リサイクルなどの総排出量を監視・測定し、リサイクルの向上を推進して、

地球環境保全に努めています。 

 2018 年度の排出量は 2,475kg、2017 年度に比べ 116kg を微増しましたが、これは事業部門の移転、事業活動

の拡大に伴うものであり、原単位においては、0.9kg 削減されています。 

 2019 年度におきましても、全体で排出される総量を把握しつつ、原単位目標を採用して、廃棄物排出量の削減

に努めてまいります。 

グラフ-4 廃棄物排出量の推移 

 
  



●リサイクル率の向上                             -12- 

 2018 年度､紙類を中心としたリサイクル量は 10,082ｋg、2017 年度に比べ 522kg ほど減少しましたが、リサイ

クル率も全社平均 80.3％で減少しました。書類等の電子化により紙の使用が減り、支店の移転や事業拡大によ

り総排出量が増加したためです。 

グラフ-5 リサイクル量の推移 

 

5.1.3 製品・サービス提供による環境負荷低減／環境配慮型商品の販売 
 ISO14001 を認証取得して以降、継続して事業目標に掲げ、新商品発掘や売上比率の向上を念頭に置いた活動を

実施しており、近年では当社の販売品目の中でも重要な部分を占め、実績値として着実に売上を伸ばしています。 

グラフ-6 環境配慮型商品販売額の推移 

 

5.1.4 フカサワが提供する商品の化学物質管理 
 主な環境関連法規の改正動向を把握しながら、化学物質調査の速やかな対応を目指し、取引先様にご協力いただ

きながら、コミュニケーションの深耕と回答率の向上に努めています。 

グラフ-7 調査依頼件数の推移 

 



5.2 品質マネジメントシステム／品質活動 performance        -13- 

5.2.1 品質向上の取り組み 
●当社は、2008 年に品質マネジメントシステムの国際規格 ISO9001 を取得して以降、あらゆる発想と、行動の原

点をお客様に置き、お客様の成功に貢献して共に成長することを目指しています。 

●品質管理責任者として、当社の信用力・調達力・ドミナント戦略の強みを最大限に活かし、お客様のニーズ及び

期待の変化をタイムリーに捉え、積極的な提案営業活動を支援しています。 

●また、製品・サービスの機能を規格に適合させることに止めず、お客様との接点に関わる「全ての業務の品質」

を向上させ、お客様の期待値を超える価値の創造・提供に努めています。 

●次年度におきましても、社員の様々な個性や考え方など多様性を尊重して成長を支援しつつ、新規事業創出によ

る販売機会の拡大に取り組んでまいります。 

 事業継続計画の面では、原材料・資材調達、市場競争、自然災害、外部の影響等さまざまなリスクに対する措置

のレビュー・更新をきっかけに、社内の状況を改めて調査し、問題点や課題を抽出して企業力の向上に努めてま

いります。 

5.2.2 お客様の信頼と期待に応える取り組み 

●お客様の声をお聞きする／お客様満足度調査 

 当社は「社内プロジェクト」として、2008 年より「お客様満足度調査」実施しており、その調査結果を経営ト

ップから社員一人ひとりまで共有し、PDCA を確実に回すことで、製品・サービス提供の「質」の向上に注力し

ています。 

全ての社員が「満足度調査」に真剣に向き合い、お客様がどのようなニーズを持ち、何に不満を感じ、何に満

足されているか正確に把握し、適切に分析・解釈して改善の徹底に努めています。 

 2018 年度は、新規のお客様にもご協力をお願いして調査を実施しました。お客様のニーズ・期待の評価結果は

83.7％に止まりましたが、貴重なご意見を数多く頂戴いたしました。 

 次年度におきましては、お客様のニーズの変容を一早く捉えて、多様な声をくみ取り、効果的にプロセス全体に

反映できる仕組みを強化したいと考えております。 

2018 

実施要領 

■調査対象・・368 社 
■調査期間・・10/22～12/7 
■調査方法・・支店長・営業担当の訪問による回答依頼・郵送回収 
■回収件数・・330 社（回収率 90％） 

グラフ-8 お客様満足度の推移  

 

●お客様の声をお聞きする／ホームページ 
 当社は、ホームページ上でも、各種お問合せをはじめ、苦情を含むご意見・ご要望をお伺いし、対応及び改善に

努めています。  

83.8%
85.0%

82.0%

86.1%
87.6%

89.4%

83.6% 83.7%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

調査項目･ﾃﾞｻﾞｲﾝは3年ｽﾊﾟﾝでレビュー



●クレーム低減活動                              -14- 
 当社は、事業目標の一つに「クレーム低減」を掲げ、対策書を必要とするクレームの発生時から対応の各段階の

情報を共有し、再発・流出防止に努めています。 

 ①製品・サービス提供の質の向上の重要性 

 ・クレーム情報は、環境・品質会議の中でその情報を共有し「なぜ､クレームを発生するに至ったのか」「なぜ、

そのクレーム発生に気付かなかったのか」発生・流出原因の追究・特定、再発防止策の策定・実施・有効性を

管理しています。 

 ・品質管理責任者（営業本部）は、必要に応じて購買先様の品質保証体制、個々の納入品、並びにその製造工程

の状態を確認し、購買先様と共に〝お客様満足〟という共通目的に向け、再発・流出防止に取り組んでいます。 

 ②クレーム対応の組織化・低減活動への展開 

 ・クレームを肌で感じ、最善の対応を身に付けることを目的に、実際に検出したクレーム事例をベースに『事例

集』を更新し〝教育資料〟〝知識伝承〟に活用しています。 

 ・次年度におきましては、関係者との細やかなコミュニケーションと誠実な対応を通じて、より深い信頼関係を

築いてまいります。 

  特に、製造に関わる変更管理では多面的な視点で捉え、変化点の洗い出し・変更に伴うリスク予測と対応策・

予測外の問題に直面した場合の手順を明確にしてリスク管理の強化に取り組みます。 

グラフ-9 クレーム発生の推移 

 
 

●いいね！活動 
 当社は、事業目標の一つとして外勤営業を中心に、お客様の問題・課題を解決し、お客様の成功に貢献する提案

営業に積極的に取り組み、受注・成約に繋げた案件「導入事例」を、また、内勤営業を中心に、業務の標準化・

コスト削減を目的に「改善提案活動」を推進し、この二つを「いいね！活動」と呼称しています。 

 ①提案営業の推進 

 ・導入事例は〝お客様のニーズ・期待の変化を把握して ご提案する営業〟から〝問題を探し出し、お客様にア

プローチする〟スタンスに変えて推進しています。  

  導入・成約に向けては、営業プロセスを整備し、商談に専念できる環境づくりに努めています。また、導入に

至るまでの取り組み、キッカケや経緯、導入後の効果等は組織全体で共有し、他拠点への展開に努めています。 

 ②業務及びコスト改善提案活動の推進 

 ・改善提案は、これまでの業務の実態に目を向け 「慣習の積み重ねによる弊害」や「非効率なルール」をなく

し、生産性の倍増に取り組んでいます。 

 ・改善提案は、内容の着眼点や独創性・効果の大きさや他店への波及効果を評価して、半期毎に表彰者を決定し、

社員の意識向上に繋げています。 

 ・次年度におきましては、外勤営業を対象とした 商談や提案などの営業力教育やマーケティング知識を、ダイ

レクトに営業活動・成果に反映させ、内勤営業を対象とした 改善力教育を、実務・基幹システム改善に反映

させ、改善を止めない「いいね！活動」を推進してまいります。 
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5.3 お取引先様と共に With suppliers                -15- 

5.3.1 経営計画発表会 

       
 経営計画発表会は、毎年４月初めに金融機関の方々をお招きして、宇都宮市内のホテルにおいて開催しています。 

 当日は、全員に「経営計画書」が配られ、社長より自社の現状と目指すべき姿・目標とする成果が具体的に示さ

れます。計画書には、達成のためにこれからすべきことについての記述が埋まっていますので、経営層をはじめ

社員一人ひとりが自分の役割を認識して、これから 1 年の決意を新たにしています。 

 当発表会では、他部門の目標や、取り組み・成功事例を聞くことで「自己を成長させ」、他部門の貢献度の高低

を知ることで「感謝」する機会を得る場でもあり、年間行事の中で最も重要な位置づけの一つとなっています。 

 また、各部門発表の後は、優秀社員、いいね！活動-改善提案、永年勤続等の表彰式を行い、後半は懇親会を設

けて交流を深めています。 

       

       

5.3.2 産業とくらしのグランドフェア 2019 

 当社は、毎年 7 月に開催される､ユアサ商事様･やまずみ会主催の〝ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｱ〟に継続参加しています。 

 今年度は「SDGs」で示された「17 の目標と 169 のターゲット」を大きなビジネスチャンスと捉え、幅広い提案

活動と事業展開を通じて、持続可能な社会の実現を目指すことをテーマとして 7/5(金)～7/6(土)の二日間、幕

張メッセで開催されました。 

 人口減少・高齢化に対応した自動走行車・協働ロボット開発、クリーンで持続可能で効率的なエネルギー供給な

ど、私たちの生活にも変化が現れてきている今、目指すべき社会像やその実現に向けた講演会等も行われました。 

当展示会で得られた社会の大きな変化、それに伴うニーズや価値観の変容を今後の営業活動に活かすともに、

お取引先様との関係性のさらなる向上に努めてまいります。 

   

  



5.3.3 購買業務                           -16- 

 当社は、国内及び海外の多くの取引先様から様々な製品（資材）を調達しており、長期的かつ発展的な取引を基

本に、お取引先のご理解・ご協力によるパートナーシップﾟ体制を構築し、購買、調達の両業務を迅速かつ正確

に行われるよう管理しています。 

●法令・社会規範の順守 
 購買業務に際し、法令･社会規範を順守し、企業倫理に基づいた調達を実践しています。 

●調達先の選定 
 調達先の選定にあたりましては、品質、価格、技術、納期などの能力・基準に加え、継続的な改善に取り組む経

営姿勢・体制、及び、環境問題など社会的責任に対する取り組みを総合的に勘案して、取引の開始・継続を決定

しています。 

●パートナーシップの強化 
 長期的なビジョンの中で、相互成長を図ることができる取引関係の確立を目指し、その基礎となる相互の信頼関

係を向上させるため、双方向かつ密接なコミュニケーションの促進を図っています。 

 

6．株主様とともに Shareholder 
 当社は、株主の皆様の利益を維持・拡大することを重要な経営課題と位置づけ、業績の向上と財務体質の強化に

努め、安定配当を維持しながら当期利益額の状況に応じて、配当額の向上に努めています。 

 

7．社員と共に With Staff 
 当社は “社員一人一人の尊厳と価値観を認め、誇りとやりがいを持って働ける仕組みとする” を理念に掲げ、

全ての社員が常に向上意識を持って成長し、会社の発展拡大に貢献できることをテーマに、社員が健康で、やり

がいを持って働ける環境づくりを推進しています。 

 2018 年 9 月の下館支店の移転に続き、2019 年 7 月、伊勢崎支店を移転いたしました。今後も作業環境の格差

を改善し、社員が個々の力を存分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。 

●フカサワフォーラム 

        

 毎年 10 月、親睦を深めるため全員参加型のレクリエーション「フカサワフォーラム」開催し、半期表彰と優良

事例発表等を行い、食事会を通して交流を深めています。 

 2018年は、テレビでおなじみのタレントによる〝ものまねショー〟を楽しみ、抱腹絶倒の一日を過ごしました。 

   

  



●社員旅行                                  -17- 
 社員同士の親睦を深め、上司とのコミュニケーションを図る一環として“社員旅行”を創業以来継続して計画・

実施しています。管理本部と各部門から選ばれた幹事が中心となり、社内アンケートを参考に、旅行の目的・行

き先・日程等計画を立案します。沖縄や九州、北海道などの国内旅行や、数日かけての海外旅行などを 2～3 年

に一度、催行しています。 

●健康診断 
 社員が心身ともに健康で、熱意と情熱を持って、イキイキと働ける状態を目指し、全社を挙げて健康増進・QOL 

(Quality of Life) の向上に取り組んでいます。 

 毎年 1 回、健康診断・人間ドック・乳がん検診を支援しており、保健指導による『健康診断判定結果』の数値

改善に努めています。 

●スポーツ活動の推進 
 社員同士のコミュニケーションの向上、健康増進としてスポーツ活動を支援しています。 

 ・「芝刈会」は、毎年、お盆休み前の〝最も暑い時期〟と、仕事納めの翌日〝最も寒い時期〟に究極のゴルフコ

ンペを開催しています。この会は、創業者である深澤俊雄名誉会長が設立し、芝刈会と命名されました。 

現在は社員総勢 30 数名で活動し、親睦を深めています。 

 

 ・「フカサワ ランニング同好会」は、現在 10 数名で構成され、運動不足の解消と健康増進に加え、楽しんで競

技を継続することを目標に活動しています。 

  会員自身が設定した走行距離の完走と、自己ベスト更新を目指し、日々トレーニングを重ね、栃木県内のマラ

ソン・駅伝大会に参加しています。 

 ・「フカサワ ソフトボールチーム」は、宇都宮支店が主導し、両毛・下館・那須・本社ほか支店の精鋭達とス

ポーツ女子を集めたチームで、昨年は、宇都宮市平出工業団地の〝親善ソフトボール大会〟に優勝するなど、

強豪チームとして知られています。 

 

  



●仕事と育児の両立への支援                           -18- 

 人口が減少し 右肩上がりの成長が望みにくい中、継続的成長を維持していくため、社員の仕事と育児の両立を

支援し、介護など制約のある社員が安心して、なおかつ、能力が十分発揮できるよう、必要に応じて就業規則を

改定し、社員の多様な働き方を支援したいと考えています。 

●社員満足度の把握 

 当社は、支店を三つのブロックに分け、ブロックを統括する部長を配置し、営業支援及び社員のあらゆる相談に

応じています。また、半期単位で実施する人事考課の「評価面談」では、しっかり対話することを重視し、社員

の意見や考え、改善の提案や将来の希望を聞く絶好の機会と捉えており、上司と部下のモチベーションをアップ

に努めています。 

●人権の尊重／セクシャルハラスメント、パワーハラスメント相談窓口設置と対応 

 個人の人格と尊厳を不当に侵害するだけでなく、社員の勤務条件や勤務環境に影響を及ぼす重大なセクシャルハ

ラスメント、パワーハラスメントの相談窓口を設置し、防止意識の啓発に取り組んでいます。 

●高齢者雇用の促進 

 高齢者雇用安定法の改正に伴い、定年退職する社員に対する就業機会の提供と、蓄積したスキル・ノウハウの有

効活用を目的とした「シニア社員の再雇用制度」に取り組み、これまでの実績や定年後に担うべき役割責任に応

じて、適切な処遇で雇用継続を行っています。 

●フカサワ OB 会 

 2007 年 4 月､当社を退職・退任した者の有志をもって構成する〝OB 会〟を発足させ、会員相互の親睦を図ると

ともに、当社との連携を深め、共に発展に寄与することを目的に活動しており、常に当社を応援する強力なサポ

ーターとして団結しています。 

 

8．人材育成 Person goods 
 当社は、外部研修機関（外部講師）と連携し、支店長を対象とした「フカサワ経営塾」及び、副支店長クラスを

対象とした「フカサワ経営塾 Jr」 並びに、外勤営業職・内勤営業職の 4 階層に分けた教育プログラムを策定し、

継続実施しています。 

     
 

9．内部統制 Internal control 

9.1 内部監査室 
 代表取締役の直轄の組織として内部監査室を設け、他の業務執行から分離・独立して内部監査を実施しており、

特に、各支店の「経理業務」を中心に行っています。 

 監査の内容は、日々の業務（「現金の出納管理」、「預金管理」、「帳簿や伝票などの管理」）、及び、月次の業務（請

求・支払業務（掛金処理）、月の売上・利益を表す月次決算書）、並びに、年次の決算業務の手順の整備・運用状

況をチェックし､その結果を代表取締役に報告しています。 

  



9.2 内部環境・品質監査（組織全体の好機に）            -19- 

 当社は、外部審査と互いに補完し合う関係にある内部監査の重要性を認識し、監査機能の強化と経営への一層の

貢献を目指し、年 1 回、定期的に実施しています。 

 この内部監査では、外部審査 及び これまでの内部監査結果を考慮して年度の監査目的を決定しています。 

 実施については、EQMS による価値向上の視点にウェイトを置き、運用効果（有効性：目標の達成度･実施状況･

貢献度）を評価し、課題を抽出して仕組みの改善に役立てています。 

 2019 年度は､6・7 月の内部監査委員会において、実施の概要･重点項目の理解、監査技術の向上と評価基準との

平仄を意識した演習を行った上で、8/8・8/21・8/28・9/4 の 4 日を要して全部門の監査を完了させました。 

 次年度におきましては、監査員の基礎力をさらに高め、組織面では監査員を拡充して監査体制の強化を図りつつ、

次々発生する大小さまざまな問題が起る前に警鐘を鳴らし、改善を促す予防的監査に取り組むとともに、各部門

の自発的改善を支援してまいります。 

    

9.3 外部審査機関の受査（環境：第 5 回 更新審査、品質：第 3-2 回 維持審査） 

 当社は 環境 ISO14001 は 2001 年より、品質 ISO9001 においては 2008 年より外部機関による認証審査を受け

ています。2019 年度は、5/9（鶴ヶ島支店）・5/10（東京支店）・5/15（伊勢崎支店）・5/16（経営層･トップ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､管理責任者、本社営業本部・営業支援部、管理本部、品質保証部、内部監査）の 4 日間行われました。 

 審査の結果は〝優良事項-4件、改善の種 要検討事項-1件〟是正事項はなく、EQ統合システム 及び 内部監査、

MR を含む運用は要求事項に適合し、登録の承認を得ております。 

    

 

10 社会貢献活動 Community service 

10.1 地域貢献 
 私たちは、自らが地域社会の一員であることを認識し、地域社会との連携を図りつつ貢献し、地域社会のニーズ

に対応したいと考えています。本社においては､マロニエ公園まわりを、支店においては社屋・倉庫まわり（敷

地境界）及び､社屋前の道路清掃を行っています。 

10.2 エコキャップ推進活動・使用済切手の収集ボランティア 

当社は、2012 年 4 月より継続して PET ボトルキャップを回収し、

世界の子供たちにワクチンを寄付する支援活動と、地域の福祉や

施設建設等に活用される、使用済み切手収集ボランティアを推進

しており、本社近隣の小・中学校や社会福祉協議会への寄付を行

っています。   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
この度は『株式会社フカサワ CSR 報告書』を最後までご覧いただき、 
まことにありがとうございました。 
本報告書では、当社の環境・品質管理活動と、社会的な取り組みの 
一端をご覧いただきました。 
ご愛顧いただいております皆様に、当社の活動をご理解いただければ 
幸いでございます。 


