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会社名

所在地

従業員数

おおとり株式会社

事業内容

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-8-4

認2名(2018年1月1日現在おおとりグループ連結)

グループ企業

圖本無線電機株式会社

OHTORI HONG KONG UMITED

OHTORI ELECTROMCS (SNG) PTE.,LTD

上海奥拓利電子有限公司

OHTORI(THAILAND) CO., LTD

奥拓利電子諮詢G栗訓)有限公司

OHTORIELECTROMCS V正TNAM COMPANY.,LIM汀ED

台湾奥拓利股枌有限公司

LCD、半導体、機構部品などを含む電子部品、それらのユニット製品の販売等

会社概要



トップステイトメント

弊社グループは2011年にグローバル・コンパクトに参加しました。

グローノ勺レ・コンパクトおよびその10原則を支持し、企業活動を進めてまいります。

本年度の活動としては、

日本国内全社員対象で、SDGSに関する理解を深めるための研修を行いました。一旦研修を中止しておりまし

たが、再開し、SDGSの社内浸透に努めており、今後も継続します。

ボランティア活動についても、より多くの社員が参加できるように、働きかけを行ってまいりました結果、実績とし

て地域貢献活動が活発化しました。

現状としては全社員のν3程度の社員に対してのSDGS1こついての研修が終了し、来年度前半には全社員ヘの

社員の理解を深め、より具体的な、活動を目指してまいります。

当然、企業倫理行動規範の社内浸透や、国連グローバルコンパクトの10原則のより深く理解して、様々な目標

に寄与して行けるように継続的に努力してまいります。

氏名

役職
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岡本弘

代表取締役社長
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新入社員及ひ入社1年未満の士貝に対して。UNGC及ひ
CSRに対する研修の実施と全社員対象のSDGSについての
研修を実施(来年度全部署での研修完了予定)
エコキャップ運動
ペットボトルのキャップを全社において集める運動を行っ

た。G良速区役所ヘ寄贈しポリオワクチンを贈る)

本年度の活動目標・内容

育児休業及び育児短時間勤務規程に従い、対象者に
対して規程通りに実行

ダイバーシティ、障がい者雇用、定年退職者再雇用の
推進

おおとりグループ人権分野に関する活動報告

使用済み切手寄贈運動

大阪、東京、名古屋それぞれの本部ごとに、「あゆみ
の箱」による募金活動を行い、各施設、団体等ヘ寄付
を実施。

全社員ヘ直接説明会を実施計画し
ていたが諸事情により、中断した

日本赤十字社寄付

3万個超のキャップを寄賠(ワクチン
約38人分超X前年比弱冠減少)

結果・評価

出産・育児休暇 7名
育児時短勤務 4名

地域活動ヘの積極参加

女性管理職 1名再雇用実績7名
外国籍社員雇用 4名(日本国内)
障がい者雇用 8名在籍

仙台営業所 50g(約500枚)シティ
OL-AID似寄贈
(h廿PSゾ/city,1iviれ且JP/SP/olaid/)
本社 4Kg(約40000キ幻日本生命様
に寄贈(別途資料添付)

△
SDGSに関する研修を再開し、継続するとともに、
UNGC,CSRの浸透に努める

来年度の活動目標・内容

◎

生野特別支援学校(大阪)、東京育
成園(東京)、晴光会(名古屋)
合計 173,400円

継続し、貢献する

◎

岡本無線¥30,000
おおとり¥10ρ00
・岡本興産¥5,000
合計 45,000円

今後も申請者に不利益にならないように、規程に
従って確実に実行していく

継続し、積極的に推進する

献血活動、夜間防パトロール、地域
クリーンアップ活動ヘの参加
日本楕連合地域一体型合同防災訓
練ヘの参加等

◎ 継続し、積極的に推進する

◎ 例年通り継続する

◎ 例年通り継続する

◎
継続するとともに、地域に密着した参加活動を広げ
ていく。仕也域イベントなどへの協力)

△
◎



コンプライアンス研修の実施
研修で労働,環境問題を取り上げた内容を含む教育を実施

本年度の活動目標・内容

ダイバーシティ、障がい者雇用、定年退職者再雇用の
推進

ES向上の一環として各部署でのりクリエーションの実施
・一泊スポーツイベント(大阪営業所、名古屋営業所)
・その他社員対象イベント多数

サンクスカード推進により、モチベーションをアップさせ、働
き甲斐のある労働環境を目指す

おおとりグループ労働基準分野に関する活動報告

各国の労働法に従い、違法性のない職場環境を提供

本年度は新入土貝に対してはCSR
の基礎、全社員対象のSDGSに関す
る内容についての研修を実施(来期
も継続)

結果・評価

女性管理職 1名再雇用実績7名
外国籍社員雇用 4名(日本国内)
障がい者雇用 8名在籍

自由参加の中、たくさんの社員が各
イベントに参加し、コミュニケーション
が図れた

全社総枚数 2,12林文(前年又比マイ
ナス)モチベーション向上につながっ
ている

◎

最新の労働法に基づく活動

各部署ヘの訪問等に取り、直接コミュニケーションを
図りながら、引き続き社員教育を徹底する

来年度の活動目標・内容

継続し、積極的に推進する

◎
社員にとって、働き甲斐のある企業をめざし、引き続
きES向上を目指す

△ 継続し、積極的に推進する

◎
各国の労働法改定等あれぱ、就業規則や、各規程
を見直し、違法性のない職場環境を保っていく

△
◎



IS014000の取り組みの中、以下削減を全社で目指した

本年度の活動目標'内容

・ガソリン使用削減(エコドライブ運転の推進、エコカー導
入等)

・コピー枚数削減(図面・プレゼン資料のデータ化、両面・
裏紙印刷の強化)

・電気使用量削減(LED照明、クールビス・ウオームビスに
よる空調省エネ運転、省エネ機器ヘ入替え

おおとりグループ環境分野に関する活動報告

エコキャッ運動により、コミとして処分されるとキャッ 400

個でC02力稔,150g排出されるが、りサイクル処理すること
でC02排出削減に貢献
(糸勺3万個超のキャップを本社総務部で回収)

エコカー導入(年
16/13台)、公共
交通機関利用等

全社販売促進及
び社内配布資料
増による

空調の入替(本
社、北大阪ビル、
大阪SC)

結果・評価

継続し貢献していく

単位
2016年
2017年
前年比

単位
2016年
2017年
前年比

単位
2016年
2017年
前年比

◎

X

来年度の活動目標・内容

◎

旦

123,072

115β16
、94%!

枚
3,351,100 ^

2,315,000

69%

KW

1,257,321

1,309,1401

104%

本年度は、事業活動強化により増加傾向ではある
が、燃費基準達成車ヘ入替(2017年実績13台)を
行っい、来年度は、公共交通機関利用及び計画的な
営業活動を推進しエコドライブ運転等の低減活動強
前年度より、印刷機の出力制限を全社ヘ導入、保管
資料の電子化した。来年度はそれらに加え、提供資
半斗・図面等の電子化、裏紙再利用・両面印刷の活動
強化する。

引き続き、クールビス・ウオームビスによる空調省工
ネ運転などの推進継続し、来年度は上記に加え省工
ネチェックシートによる低減活動の監視強化をする。

前年3,6万個回収であったが、キャッ
プ自体を削減することができた

◎



本年度の活動目標・内容

コンプライアンス研修で贈収賄等含む内容の研修を実施す
るとともに、当社企業倫理行動規範における腐敗防止の徹
底を周知させナニ。

おおとりグループ腐敗防止分野に関する活動報告

当社社外HPヘ掲載する

UNGCのWebサイト上での公開などを紹介し、COPの内容を伝えることと、UNGCについての認識を高めていただくようにする

ステークホルダ{に対して、このコミュニケーション・オン・プログレスの報告内容の公開方法

結果・評価

企業倫理行動規範の各部署での読
み合わせ等を、義務付け実施させ、
理解度も上がった(継続取組)

来年度の活動目標・内容

◎
各部署ヘの訪問等により、直接コミュニケーションを
図りながら、引き続き社員教育を徹底する



2016年11月21日大阪マラソン地域清掃

域献活(本杜)

2017年1~12月、地域防犯活動延ベ5回

2017年計11回日本橋まちづくり
キャンペーンパレード
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人権活等協力
こ存知

て弓か?

爪'ラニノヲイアに
ご協力ださい

あ石たの"使用済a,切手"が役に立ちぎ弓!

C 日本生命ku」な人を111う"り」L・t,はγ、近くて,

,/ーノノ賓箪羽期

染助5れ庭便用識引切手は、ポランティアの方々によつ、
分顯・堅理され、切手収染家竹眼扱菜者のご協力て換金されぎ弓0

こ5して痢られ謄金が、雨アジアのしい人々の自立支擢や
現地ゴロヨエクト活助に役立てられ蔀弓0

非、あなだの便用済み切手をご供ください。

1=1 11 111鳳

1ぎ 風宇散畠て

児西1人が3力月
学ぶだ防に信

」 11岐 単

0仞手は、どルな福知のEのてE結柵て弓0
0枚散は惣える脳嚢13あつ琶セル。
0切手の周05三リ~10三リを磯して、

台紐ごと仞D取コてくだ捻い0
.、1

,.4

0シャコヨニー1υは1972年に段立された民間の海外
協力団体て、バンクラテ三ノユ、ネパー1υ、インドの
3力国て、く子どもたちの支や自然災害の起こ0
也弓い地域ての地域防災支援活等を実施して
むつ孝弓。

0日本国内ては、不用品をりサイク1υして海外協力に
投立てる活"ユテプイ生活"を行っておつ蒜弓。

ネバー1υの活内容【大地囲支活】

2015年4月25日にネパー1υて

M7.8の大地が完生しぎしだ。

シャコヨニー1υは、安愈して住民
がえるコΞユニライユベースの

宮竹、被災者の不安を風り除く
メン91υケアフロクラ0Φ実範

芯ピの餌支活を行って
い^0

使用済引物手

6.2K目
【4,000円相当)

.冷



はじめに

おおとり株式会社と岡本無線電機株式会社およぴ閥連会社は、「法令の遵守」と「社会倫理の尊重」の姿勢を役員およぴ社員(準社員と派込社員を
含む)の一人ひとりが身にっけ、社会に広く受け入れられる「企業倫理」を築いて笑践することが、必要不可欠であると考えます0

この基本姿勢を「企樂倫理の基本理念」とし、この理念に基づき、「ニンプライアンス音山を設けました。

さらに、おおとり株式会社と岡本無線電機株式会社および閥連会社の金ての役員および社員(準社員と派遣社員を含む)を対象として、「企業倫理行
動規範」を以下に制定Wたしました。また「企業倫理行動規艶」を周知徹底するために、各部襲長を「ニンプライアンス'リーダー」とし、全社を
あげて「教育・啓発」、「相談・連絡」等を一貫して推進していきます。

お胎とり齢グルプの企業倫理行動規範について

この「企業倫理行動規痴」で明示されていることに反した行為、またはその疑いがあると思われる情報等に接した時は、部署長に相談し、速やかに

郷決を目指します。それでも納得のいかない場合や、部署長に相談することが難しい場合には、江ンプライアンス部の「粗談窓口」に直接相談する

ことができます。この「相談窓口」を経由して適正な目的で情報提供した社員は、一切不利益な取り扱いを受けることはありませ。

おおとり株式会社

岡本無線電機株式会社



経営方針

企業倫理行動規範

行動指卦

商行為を通じて社会公共の福祉に貢献する

堅実経営を基本に一歩一歩前進し健全な発展を期す

誠実・努力・明朗以って信用の蓄毅を計る

*我々は、

*我々は、

ホ我々は、

個性を尊重し、チームワークの強みを活かし、明るく、活き活きした企業風土作りを目指します。

若さと謄熱と夢を持って、豊かな生活を目指し、働きがいある会社にします。

積極的に何事にも興味を持ち、専門知識を深め、感性を高めます。

社会との関係

1.人権の尊重

私たちは、人種、民族差別、障害者差別、性差別など、人椛を理由とする差別やプライバシーの侵害を行いません。

2.環境の尊靈

私たちは、当社の環境方針に則り、地球環境・自然条境に十分配慮した企業を目指します。

8.公平性の尊重

私たちは、特定の政党、宗教、思想、およびそれらの団体に偏った企業活動は行いません。

4、反社会的勢力との関係断絶

私たちは、市民社会や経済活動に脅威および障害となる反社会的な活動や勢力との関係は、一切持ちません。

1
 
2
 
3



5.福祉活動ヘの取り組み

私たちは、福祉活動にも積極的に取り組み社会貢献に努めます。

法令・規制の遵守

6.法令遵守

私たちは、関連する国内夕{、の法令.規興上及び業界の規制・要求等を遵守し、社会規範及び企業倫理に基づき適正な事業活
動に努めます。

フ,適正な会計処理

私たちは、関係法令や社内規程・基難類に従って適正な会計処理を行い、有効に内部牽制が働く社内システムの描築を行い
ます。

取引先との関係

8.公正で誠実な企業活動

私たちは、常に企業活動を公正に保ち、また誠実な姿勢で取引先と対応し、取引先から高恥信頼を得られるよう、業務を遂
行します。

9,信頼に忘える滴社機能

私たちは、ユーザーニーズに感える品質を実現する為、当社の品質方針に則って、取引先から信頼され、価値を認めていた

だける商社機能の構築を目指します。

10'贈答、接待、献金の制限

私たちは、法令,倫理道徳一般の商慣習に照らし、儀礼を越える範偲の贈答・接待・献金を「しない」「受けない」「求めな

い」こととします。



情報管理
11. 情報管理の徹底

私たちは、自社,顧客.第三者からの情郭、および個人に関する情毅を適切に管理,保襲することを徹底します0
凱ンピューター・ネットワーク上の脅威に対する防御

私たちは、コンビューター.ネットワーク上の脅成に対して防衛策を需じて、自社及び他社に被香を与えないよう管理を行
います。

12.

社員との関係

健全で安全な職場環境の提供13.

私たちは、労働関係法を遵守し、社員ヘ健全で安全な職場環境を提供し維持します。
14.セクシャルハラスメントのない職場環境

問題が発生した時は早急に対応し、私たちは、能全な職場環境を笑現するためにセクシャルハラスメントを容認しません。
再発防止1て努めます。

附則

行動規範の適用絶囲

この行動規範は、おおとり株式会社と岡本無線電機株式会社および関連会社のすべての仕員、準社員'派遣社員に適吊する
ものとします。

「相談窓口」の設置につψて

私たちは、社内の捌ンプライアンス違反を発見した場合は、「相談窓口」等を利用して組織の自浄に努めます0


