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連結財務ハイライト
■ 売上高

（百万円）

■ 営業利益

（百万円）

2,167

25,404
23,653 23,430 24,260

■ 経常利益

（百万円）

2,387

2,216

1,892
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1,085
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■ 親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
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2016

2017

■ 総資産 / 純資産

2018
（百万円）

2015

1,079

1,066

■ 総資産 ■ 純資産
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63,990 65,212 63,463 63,132
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2017

2018
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■ セグメント別売上高

40%
1,246

2016

18%
14%

輸送用機器関連事業

10 , 116百万円

不動産賃貸事業

7 , 050百万円

ホテル・スポーツ・レジャー事業

4 , 512百万円

物販事業・その他

3 , 725百万円
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社会に貢献する
昭和飛行機グループの事業
昭和の森ゴルフコース

フォレスト・
イン昭和館

ゴルフ場

昭和の森テニスセンター

モリパーク
アウトドアヴィレッジ
昭島工場

ハーレーダビッ
ドソン昭和の森
モリタウン
ホテル S&S モリタウン

輸送用機器関連事業
● タンクローリー、バルク車等の特装車
● 非接触型給電システム
● 航空機機体部品、シェルター等のアルミ構造物、
カート・ギャレー等の航空機機装品
● アルミ、アラミッド、紙等のハニカムコア及び
そのサンドイッチ製品

不動産賃貸事業
● 商業施設、事務所用ビル、物流施設、その他施設の賃
貸及び管理

ホテル・スポーツ・レジャー事業
● ホテル及びゴルフ場その他スポーツ・レジャー施設
の運営

物販事業
● サウナ、暖炉、薪ストーブ、福祉機器の販売及び施工
● 大型自動二輪車及びパーツ、アクセサリーの販売

その他
● 野菜事業、保険代理店、福祉介護事業、コンサルティ
ング業務、派遣業ほか
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CSR理念

トップメッセージ

環境にやさしいものづくりと
サービスの提供を通じて社会
に貢献する
代表取締役社長

田沼 千明

昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園にて

当社は、1937年6月に航空機の製造を目的に現在の東京都昭島市に設立されました。
この80有余年に亘る営みは、株主、取引先、地域社会、従業員をはじめとした皆さまの絶大なる
ご支援の賜物と深く感謝いたしております。
2 017年に定めた『昭和飛行機グループ2 0 2 5ビジョン』では製造、不動産、サービス事業の
３分野が一体となって成長することを目指しています。いずれの事業においてもその根幹は
「環境にやさしいものづくりとサービスの提供を通じて社会に貢献する企業」即ちC SR経営に
あります。
昭和飛行機グループはこの理念のもと、90周年、そしてその先の100周年に向けて歩み続けて
参ります。
2019年11月

昭和飛行機グループ企業理念
存在意義
我社は、蓄積された技術と保有する土地を活用して、豊かな社会・生活文化の創造に貢献します。

経営姿勢
我社は、絶えず変化する“社会やお客さま” のニーズに対応して、環境にやさしい製品・サービスを提供
します。

行動規範
⃝我々は、絶えず自己を磨き、能力を最大限に高めます。
⃝我々は、当事者意識と責任感を持って行動します。
⃝我々は、常に改革意識を持って行動します。
⃝我々は、チームワークを大切にします。
⃝我々は、ルールを守って行動します。
⃝我々は、プロフェッショナルとしての責任を持って行動します。
⃝我々は、変化に対応して柔軟かつスピーディーに行動します。
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CSR理念

CSR経営の全体像
昭和飛行機グループは、｢企業理念｣ のもと「経営ビジョン」を描き、その実現に向けた「経営計画」を策定し、経営課題に取
り組んでいます。
「企業理念」、
「経営ビジョン」、
「経営計画」は「CSR理念」を体現するものであり、グループ全体でCSR経営を推進してまい
ります。

昭和飛行機グループの C S R 経営
企業理念
経営ビジョン

昭和飛行機グループ2025ビジョン

製造・不動産・サービスの３分野で社会に役立つ価値を創造し、持続的成長を実現する
製 造 事 業

●マーケティング力とエンジニアリング力で顧客ニーズに応える企業ブランドの確立

不動産事業

●昭和の森のクオリティ・ブランド価値の提供
●世の中のニーズ・変化にレスポンスする事業展開

サービス事業

●顧客満足度の高い高品質なブランド価値の提供
●人々のライフスタイルを豊かにする事業展開

経営計画
製造事業

不動産事業

製造事業

製品ラインアップ拡充と販路開拓で売
上を増大させ、生産体制と技術力の強
化により利益率を向上

不動産事業

新規不動産開発による収益拡大と将
来の収益基盤の整備

サービス事業

サービス事業

「昭和の森」
のブランド力向上とお客さ
まのニーズに合致した事業展開による
業容拡大

昭和飛行機グループCSR

環境にやさしいものづくりとサービスの提供を通じて社会へ貢献する企業
ステークホルダーとの関わり

お客さま

従業員

お客さま

お客さまのニーズにお応えする、安全で環境にやさしい製品・サー
ビスの提供に努めてまいります。

地域社会

昭和の森の自然を活かし、持続可能性のあるまちづくりを通じて地
域社会の発展に貢献してまいります。

取引先

調達方針を明確に示し、お取引先さまとの相互理解を深め、共通の
評価基準により双方のレベルアップを図ってまいります。

地域社会

適時的確な情報開示とI R活動を通じて、株主・投資家のみなさまと

株主・投資家 コミュニケーションを深めてまいります。
株主・
投資家

取引先

従業員

昭和飛行機グループ人財理念のもと、能力開発プログラムを実施し、
社員の成長を実現してまいります。
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マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、お客さま、地域社会、取引先、株主・投資家、従業員など様々なステークホルダーの期待に応えるべく、経営の効率
性、透明性を確保しコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制
昭和飛行機グループは、
「経営基盤の強化」がステークホルダーの皆さまに対する最も重要な責任と考えます。コーポレー
ト・ガバナンス体制の強化はその基本と考え、下図に示すコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

コーポレート・ガバナンス体制図
株主総会
選任・解任

選任・解任

業務
監査

選任・解任 監督
代表取締役社長
CSR推進委員会

経営戦略会議

全社リスク管理委員会

監査

経営会議

コンプライアンス委員会

監査役会
監査役3名
（うち社外2名）
監査部

会計
監査

（連携）

業績会議

（執行機能）

情報システム推進委員会
社内各部門・子会社
グループ従業員

報告

会計監査人

（意見）

顧問弁護士

取締役会
取締役10名（うち社外2名）

選任・解任

報告

内部相談窓口
（常勤監査役 他）
監査
（ヘルプライン）

取締役・監査役候補者選定の方針と手続
経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名は、適材適所の観点から人格、識見、能力、業績等を総合的に検討のうえ取締
役会において決議しています。
経営陣幹部がその機能を十分に発揮していないと認められた場合は、取締役会にて解任を決議いたします。
取締役・監査役候補の指名については社外取締役・社外監査役も出席する取締役会において十分な審議のうえ決定しています。

取締役会の実効性評価
当社は毎年取締役会の実効性評価を行っています。
2 0 1 8年度の取締役会の実効性は、取締役及び監査役全員を対象に実施したアンケートを分析・評価し、取締役会で確認し
ています。今後も改善を進め、取締役会の機能の向上に取り組んでまいります。
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マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス
リスク管理／コンプライアンス
リスク管理
経営活動全般に亘るリスクの低減とトラブル発生の未然防止、不必要な損失を回避することを目的として「全社リスク管理
委員会」を設置しています。本委員会ではグループ全体のリスク管理体制の構築、啓蒙、推進を行っています。
個別事業に対するリスクへの対応は、全社リスク管理委員会の下位に「事業部等リスク管理委員会」を設置し、それぞれの
事業部門等で想定されるリスクの回避・低減等に努めています。

コンプライアンス
コンプライアンス統括推進者を取締役から選任し、その責任のもとグループ全体のコンプライアンス体制を構築しています。
コンプライアンス委員会では情報交換や周知を図り、コンプライアンス推進に努めています。
また、各部門にコンプライアンス推進者、コンプライアンス担当者を置き、部署毎の日常業務におけるコンプライアンスを
推進しています。

管理者コンプライアンス教育の実施
「昭和飛行機グループ各種法令に基づく主な罰則一覧」を作成しております。本内容は毎年更新し、管理者は、自部門の関連
法規の遵守に努めています。
さらに、管理者にはコンプライアンスに関する知識習得のため、関連書籍の配布とWe bによるコンプライアンス確認テス
トを実施しています。

内部相談窓口制度
昭和飛行機グループは、違法行為等の早期発見及び是正並びにコンプライアンス経営の強化のため、内部相談窓口
を設置しています。
内部相談窓口制度は相談者のプライバシー保護が保証されており、監査役と内部監査部門長が相談にあたってい
ます。

情報セキュリティ
昭和飛行機グループは「情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティガイドライン」を制定し情報セキュリティの強
化に取り組んでいます。また、情報システム推進委員会を設置し、情報セキュリティ関連事項を継続的に管理・推進しています。
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昭和飛行機グループのCSR

お客さまのために

製造事業部門

「ものづくり」顧客満足を目指して
製造事業は、お客さまのニーズにお応えし、安全で環境にやさしい製品を社会に提供
しています。

品質管理
製品の安全性に重要な品質は、ISO9001・JIS Q 9100の認定及びお客さまが指定する基準や認定等の取得により確保さ
れており、常にその維持・改善に努めています。

航空宇宙機器事業
航空宇宙機器事業は、ハニカム素材の製造とその応用製品を製
造しています。航空宇宙分野の素材や部品サプライヤーとして、
国内はもとより世界各国のお客さまに、高品質の製品をご提供し
ております。
写真の航空貨物用コンテナは、医薬品や生鮮品等の温度管理を
必要とするデリケートな商品を定温輸送するためのコンテナです。
真空断熱材を用いた壁面により温度維持性能が高く、蓄熱剤の使
用により従来のコンテナより経済的にも優れています。

定温輸送用コンテナ

陸上輸送機器事業
陸上輸送機器事業は、物流を担う特殊車両製造と防
衛装備品システムを構成するシェルターや防衛車輛の
艤装をおこなっています。これらの製品に対して長年
にわたり培った技術を活かし、製品の研究開発から設
計、製造、メンテナンス・サポートと一貫した体制でお
客さまのご要望にお応えしています。
写真のバルクセミトレーラーは、清涼飲料メーカー
等にグラニュー糖を大量運搬する車両です。物流業界
の人手不足解消の一翼を担う製品です。

22㎥

グラニュー糖バルクセミトレーラー
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きょうたい

はやぶさ２の筐体パネルに採用されたアルミハニカムパネル
人工衛星やロケット用途のハニカムパネルの製造も
当社の得意な分野です。

筐体用パネルとは、人工衛星の電子機器等を収納す
るボディーを構成するパネルで、強度と軽量化が必要

これまで、宇宙ステーション補給機「こうのとり」や

です。アルミハニカムパネルは、容積の9 7％が空間の

日本版GPSの準天頂衛星「みちびき」等、多くの人工衛

アルミハニカムコアの上下をアルミ板で挟んだ超軽量

星筐体用パネルに採用されております。

高剛性のパネルです。

2 0 1 0年に小惑星イトカワのサンプルを採取し地球

当社は、ハニカム関連製品で50年の製造実績を有し、

に帰還した小惑星探査機「はやぶさ」、2 0 1 9年に小惑

品質と技術は、お客さまから高い信頼を得ております。

星リュウグウへの２回の着陸を成功させた「はやぶさ

これからも宇宙開発の進歩とともに、お客さまのニー

２」の筐体にも当社のアルミハニカムパネルが採用さ

ズにお応えしてまいります。

れています。

「はやぶさ2」の小惑星リュウグウ タッチダウンイメージ図

ⓒ池下章裕

CO₂排出量低減に貢献する製品開発
当社は、地球温暖化防止（CO₂排出量低減）に貢献する
電気モーターによるパワーアシスト機器の開発に取り組
んでいます。
今般、重量物搬送における電動化をサポートするパ

電動アシストキャリアカー LUXST

ワーアシストキャリアカー『LUXST（ラクスト）
』を商品
化し販売を開始いたしました。
本品は『楽・簡・安（らく・かん・あん）
』をコンセプト
とし、
「モノを運ぶ」多くの場面で新たな提案を致します。

登坂の様子
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昭和飛行機グループのCSR

お客さまのために

不動産賃貸事業

駅前立地と自然を活かした事業展開
不動産賃貸事業は、地域の方々が集う駅前立地の利便性を追求し、昭和の森の豊かな
自然を活かした事業展開をしています。

賃貸施設の品質維持

大規模防災訓練の開催

当社賃貸施設の維持保全を計画的に進めます。設備更新

当社物件においては、消防計画に基づいた防災組織の設

にあたっては、法令への適合はもちろんのこと近隣施設と

置、防災訓練等を実施しています。大型ショッピングセン

の調和や入居者さまの環境に配慮、利便性の高い最新の設

ター『モリタウン』では、従業員の消防訓練のほかにも、近

備導入、バリアフリー化等を積極的に実施して参ります。

隣賃貸ビルテナント・地域住民も参加する消防訓練を実施
し、昭島駅北口全体の消防・防火対策に取り組んでいます。
また、当社物件の昭島昭和第1ビル北館は、防火・防災の安
全性の維持向上の積極的な取組みが評価され、優良防火対
象物に認定されています。

昭島駅前 事務所用ビル

優良防火対象物表彰状

『モリタウン本館専門店街』リニューアルオープン
開業3 5周年を迎えるショッピングセンター『モリタウン』の本
館専門店街の改修工事を2 0 1 8年より実施し、第1期分が2 0 1 8
年9月、第2期分が2019年6月完了しました。施設環境・店舗構
成を大幅に見直し、出店者さまの満足度の向上を図ると共に地域
のお客さまの日常生活を豊かに、
「快適」
「安心」
「魅力」を感じて
いただける施設になりました。

モリタウン本館南側エントランス
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昭和飛行機グループのCSR

お客さまのために

ホテル・スポーツ・レジャー事業

豊かな自然にとけあった都市型リゾートの追求
ホテル・スポーツレジャー事業は、昭和の森の広い空と豊かな緑のなか、最上のおもて
なしを提供するホテルやスポーツニーズにお応えするテニス、ゴルフ、クライミング、
フィットネス等の事業を展開しています。

食の安全への取組み

防火・防災対策

グループ会社のアーバンリゾーツ昭和の森㈱が運営する

『フォレスト・イン 昭和館』では火災や震災に備えた、法

『フォレスト・イン 昭和館』では、お客さまに安心してご利用

定の総合訓練を実施しており、東京消防庁より優良防火対

いただける施設を目指し、調理・サービス部門を中心に食品

象物並びに表示基準適合の認定を受けております。また、

衛生委員会を毎月開催しております。また、定期的に第三者

防火・防災への取組みとして、地域の自衛消防訓練審査会

機関による食品検査、衛生指導及び講習会を実施し、従業員

への参加や各施設にAEDを設置、救命技能認定者の充実を

の食品衛生管理に対する教育を行っております。宴会厨房に

行っています。

おいては、東京都自主管理認証制度の認証を受けております。

キッズ・ベビーへの安全配慮、利便性向上
『フォレスト・イン 昭和館』では、小さなお子さま向けの
ベビー用インテリアを導入し、利便性向上を図っています。
「ベビーのお泊りデビュープラン」の販売もはじめました。
ブライダルサロンでは、育児用品を常備、披露宴会場に
は希望に応じてキッズス
ペースを設置するなど、お客
さまが安心して利用できる
環境整備を進めています。

「ウェルカムベビーのお宿」
「ウェルカムベビーの結婚式場」認定証

フォレスト・イン 昭和館

『フォレスト・イン 昭和館』大浴場リニューアル
『フォレスト・イン 昭和館』の大浴場＆サウナをバリアフリー化い
たしました。大浴場はご宿泊のお客さまのみならず日帰りでもご利
用いただけますが、足腰に不安があるお客さまも安心してご利用い
ただけるよう、大浴場に向かう段差を解消すると共に、浴室内には手
すりを増設いたしました。また今回のリニューアルでは、ご宿泊のお
客さまが客室フロアからパブリックスペースを経由せず大浴場フロ
アまで往来できるような利便性向上を図りました。
リニューアル後の大浴場

CSR REPORT 2019
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お客さまのために

物販事業

顧客満足度の高い高品位な商品を提供
アメリカンテイストを感じるハーレーダビッドソンの大型二輪車やヨーロッパ伝統の
サウナ・暖炉・薪ストーブ、ユニバーサルデザインの介護浴槽等お客さま満足度の高い
高品位な商品を提供しています。

大型二輪車販売部門

物販事業部門

グループ会社のハーレー

グループ会社の㈱メトスでは、

ダビッドソン昭和の森㈱は、

「『人』の『心』と『体』をあたためる」

大型二輪車の販売・サービス

をコンセプトとして皆さまに心の

を通じて社会貢献を図って

癒しの機会を提供いたします。

参ります。

暖炉・薪ストーブ事業
暖炉・薪ストーブは、炎で癒しを
作り、間伐材を活用した薪は、森林

福生警察署

自動車防犯パレード

ハーレーダビッドソン昭和の森㈱では、警視庁福
生警察署及び福生警察署管内古物商防犯協会主催の
パレードに毎年参加しております。この活動は「全国

を荒廃から守ります。全国各地で開
催する、薪ストーブイベントでは、
森林を大切にする活動を推進してお
ります。

地域安全運動」として地域住民の防犯意識向上のた
めに行われているものです。
白バイを先頭に、当店のお客さまで結成されたハー
レーチームと地域団体のクラシックカーチームで地
域内を交通安全パレードします。

サウナ・温浴事業
フィンランドで2 000年前に発祥したサウナは、健康づ
くりと共にコミュニケーションの場として認知されていま
す。現代の日本社会にお
いてもサウナをはじめと
する温浴施設は、健康増
進とコミュニケーション
づくりの役割を担ってい
ます。

納入施設

スパ ラクーア様

介護事業
介護事業では、自立されている方から車椅子、ストレッ
チャー利用の方までをカバーできるユニバーサルデザイ
ンの入浴装置
を提供してい
ま す。人 に 優
しい入浴環境
を提案いたし
ます。

個粋コンチェルト
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お客さまのために

その他事業

地域の皆さまに貢献するサービスの提供
待機児童解消や老健施設の充実は社会的な課題です。当社は、保育や介護等地域に
密着したサービスを提供し、働きやすい・住みやすい地域づくりに貢献しています。

地域サービス（保育・介護）部門
グループ会社の昭和の森エリアサービス㈱は、地域社会
に密着したサービスを提供しています。

保育事業部門
企業主導型保育園「スマイルキッズ昭和の森」
2018年4月、昭島駅北口に「スマイルキッズ昭和の森」を
開園しました（運営委託先HITOWAキッズライフ株式会社）
。
本園は、企業主導型保育園として「企業」と「地域」という２つ

●通所介護サービス（デイサービス）

運動特化型デイサービスと総合事業を行っています。リ
ハビリ回復期、要支援、要介護の方の個別の状態を確認し
ながら運動による機能回復・維持のお手伝いをしています。
●福祉用具販売・レンタル

介護保険による福祉用具販売及びレンタルサービスを行
っています。腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・
車イス・特殊寝台・手すり・スロープ・歩行器・移動用リフ
トなどを取り扱っています。

の枠で募集、生後7ヶ月～2歳児を（定員30名）お預かりして
います。地域の待機児童解消と仕事と子育ての両立の役割を
担っています。

野菜事業
当社植物工場のレタスは他にはない特長によりお客さ
まから広くご支持をいただいています。

介護福祉事業部門
スマイルケア昭和の森
●居宅介護支援サービス

専任の介護支援専門員（ケアマネージャー）が、介護認定
の申請手続きからケアプラン作成、各種サービスのご紹介

特許技術による低カリウム化で、腎臓病等でカリウムの
節制が必要な患者さまにも安心してお召し上がりいただ
けます。
また、安全閉鎖の工場生産により害虫駆除がいらない無
農薬野菜で、生菌数が少ないため洗わずに安心・安全にご
利用いただけます。

など、介護に関するご相談をお受けします。訪問介護（ヘル

サラダやサンドウィッチ等の業務用としても活用され

パー派遣）、入浴、看護、リハビリテーション、デイサービ

ています。生菌数を極力減らすことで、店頭での日持ちが

ス、デイケア、住宅改修、ショートステイなど幅広い分野の

可能になり、廃棄率が少なくなるメリットがあります。

ご相談が可能です。
●訪問介護サービス

介護保険による訪問介護サービスを行っています。身体
介護（食事介助、排泄介助、入浴介助、衣類の着替え、車イス
介助、通院などの身体的な介護など）に加えて、生活介護
（総合事業も含め、掃除、食事の用意、洗濯、買い物など）を
行っています。
CSR REPORT 2019
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地域社会のために

地域の芸術・文化振興と環境保全
地域社会の持続的な発展のため、行政、昭島六団体、商工会、社会福祉協議会と協力し、
芸術・文化事業を通じて地域活性化に寄与いたします。

郷土芸能の支援

昭和の森 芸術文化振興会
昭和の森 芸術文化振興会は、2 0 0 6年8月昭和飛行機工

昭島の郷土芸能を広く紹介する催事として2008年に「あ

業㈱が昭島市や市内の支援企業、支援団体と共に設立しま

きしま郷土芸能まつり」を創設、2012年（第4回）より、主催

した。歴史・芸術・芸能・文化に彩られた愛すべき郷土“あき

を昭島観光まちづくり協会に移管し、毎年開催しています。

しま”を内外に発信し、地域の活性化を推進しています。
振興会HP http://showa-no-mori-organization.jp/index.html

昭和の森 芸術文化振興会
昭島市

昭島市
社会福祉協議会

昭島市商工会

昭島六団体

支援企業

（ 昭 和 飛 行 機 工 業 ほか）

第11回

あきしま郷土芸能まつり前夜祭(2019.5)

芸術・文化活動
音楽祭、芸術家公募展に加え、第2回
多摩の名刀展を開催しました。
「匠の業が煌めく黒金の美」と題さ
れ、村正や虎徹、多摩の郷土刀である下
原一派の名刀が展示されました。

第12回

昭和の森音楽祭(2018.9)

第2回

多摩の名刀展（2019.5）

昭和の森に彫刻園が完成
世界的な彫刻家、武藤順九氏作品彫刻園が「昭和の
森」にオープンしました。
同氏の作品は、バチカン市国のローマ法王公邸やイン
ド・ブッダガヤのマハボディ寺院等世界の要所で設置さ
れています。
本彫刻園では、これらの作品が1/2モデルとして展示
されています。

昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園開園式典（2019.6）
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地域社会のために
昭和の森まちづくり
当社は、JR昭島駅北口に所有する不動産資産を活用し、ショッピングセンター等の商業施設や倉庫等の物流施設、ホテル、
ゴルフ、テニス等のレジャー施設の賃貸・運営事業に取組んでおります。地域の皆さまをはじめ多くの方々が集う駅前という
立地特性と、昭和の森の自然環境を活かし、環境に配慮した災害に強い持続可能性のあるまちづくりの推進が社会的責任であ
ると考えております。

JR昭島駅北側社有地

昭島駅

モリパーク アウトドアヴィレッジが「SEGES都市のオアシス」に
認定されています。
2 0 1 5年3月にオープンした複合商業施設『モリパーク アウトドアヴィレッジ』は、快適で安全な都市緑地を提供す
る施設として2016年8月に公益社団法人都市緑化機構が運営する「S E G E S（シージェス）都市のオアシス」に認定さ
れました。
更に20 1 9年3月には、都市の中で安らぎと憩を与える貴重な環境資源の充実が評価され、
「都市のオアシス20 19」
に再認定されました。

ミニトレッキングコース

「SEGES都市のオアシス」認定証
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お取引先さまのために

公明正大・透明性のある調達の実践
お取引先さまとのQCDD（品質、コスト、納期、開発）の協働研究を通じてコミュニケー
ションを深め、相互で支えあう良好な関係を構築します。

調達方針
⃝公明正大で透明性を基本に、最適な
価格で最適な量の調達を行います。
⃝安定的な企業活動を目指し、調達品
の品質･納期を確保します。
⃝地球環境の保全を図るため、環境負
荷に配慮した調達を行います。
⃝製 品 の 市 場 競 争 力を 高 め るた め、
VE・VA活動を通じて調達コストの
最適化を図ります。

実施プログラム
毎年、調達方針説明会を開催して、お
取引先さまと方針の理解を深めます。
主要お取引先さまと共有する評価
基準を設定し、双方のレベルアップを
図ります。

法、規制対応
当社企業行動憲章のもと、関係法令
法規に関して「法令遵守」遵法精神を
基調に調達活動を展開。また、環境面
では仕入先各社に環境保全を求めた
当社ガイドラインに基づくグリーン
調達を双方協力して運営しています。

グリーン購入ガイドライン
昭和飛行機工業株式会社では、I S O 1 4 0 0 1の取組みとして「環境への負荷の低
減を図る」活動を実施しております。その活動の一環として以下の取組みについて、
「グリーン購入ガイドライン」としてお取引先さま各位にお願いする事になりまし
た。つきましては、主旨をご理解のうえ宜しくご協力の程お願い致します。
Ⅰ．
環境管理の取組み
① 環境保全に関する方針を定めること。
② 環境関連法規制の把握と遵守をすること。
③ 従業員への環境教育を実施すること。
Ⅱ．
次の項目について環境保全への積極的な取組みをする事
（仕組みがあり、自主基準・運用により評価を行う）
① エネルギー管理
② 廃棄物管理
③ 化学物質管理
Ⅲ．
製造工程、納入製品に関する環境保全への配慮
① エネルギー・省資源に努めること。
② 冷凍機等の冷媒には、フロン等のオゾン層破壊物質を使用しないこと。
③ リサイクル可能品を使用すること。
④ 再使用（リユース）について検討されていること。
⑤ 廃棄されているときに処理や処分が容易なように解体配慮設計されている
こと、又は分解可能なこと。
Ⅳ．
梱包材への環境配慮
① 可能な限りポリ塩化ビニール、発泡スチロールを使用しないこと。
② 定期的に納品する製品については、通い箱化等を検討すること。
Ⅴ．
輸送・自動車利用への環境配慮
① エコドライブの実施を推進すること。
② 貨物等を搬入する際には、低公害・低燃費車・東京都適合車ステッカーを貼付
した車両を使用すること。
③ 当社に商談に訪問される際、極力JR等の公共交通機関を利用すること。
Ⅵ．
製品に含有する有害化学物質の調査依頼および全廃・削減へのご協力依頼
自動車・電気業界で取組みが本格化しており有害化学物質について調査させて
頂く場合があります。つきましては、含有状況に関する別紙調査シートを送付
させて頂いた場合、ご協力を賜りますようお願い致します。
Ⅶ.(M)SDSの提出依頼
当社で使用される原材料、副資材、設備を納入されるお取引先さまで、納入また
は持ち込みされる材料につきまして、
PRTR法に基づき(M)SDSを提出すること。
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株主・投資家さまのために

開かれた経営と対話の実行
関係法令やＩＲ活動を通じて株主・投資家さまとのコミュニケーションを進めると共に
皆さまからよせられるご意見を真摯に受け止め、経営に生かします。

情報開示とIR活動
当社は、株主・投資家の皆さまの適切な判断を常に可能ならしめるため、会社情報の適
時開示体制を整備するとともに、株主・投資家の皆さまの視点に立った迅速・正確かつ公
平な情報開示の徹底に努めております。
開示情報は、当社ホームページ及び東京証券取引所「TD-net（適時開示情報伝達シス
テム）
」などを通じて公開し、即時に当社ホームページに掲載しております。
また、関係法令並びに東京証券取引所の開示規則に該当しない情報であっても、株主・
投資家の皆さまにとって有用な情報は、迅速かつ公平に、当社のホームページなどを通じ
て積極的に開示しています。

昭和飛行機工業ホームページ

http://www.showa-aircraft.co.jp/index.html

IR活動の体制とミッション
広範かつ正確な情報開示を積極的に推進するため社内にIRの専門部署を設け、株主・
投資家、アナリストの皆さまだけでなく、全てのステークホルダーへ向けて、公平・公
正な情報提供を行っています。
また、企業の透明性や説明責任が求められる中、社内各部門から選任された委員で
構成される広報委員会を設置しております。

＜IR活動のミッション＞
⃝適時・適切な情報開示
⃝経営戦略の伝達
⃝資本市場からの声のフィード
バック

株主・投資家・アナリストとの対話
当社ホームページでの「IR情報」に加え、株主・投資家、アナリストの皆さまとの直接対話を通じて、当社の経営戦略をご理
解いただくとともに、皆さまのご意見を経営にフィードバックしております。
また、より深く昭和飛行機グループを理解していただくために、株主・投資家、アナリストの皆さまからの多くの取材に対
応しています。

＜主要IR関連ツール＞
⃝会社案内
⃝アニュアルレポート（英文）
⃝決算短信（四半期ごと）
⃝有価証券報告書・四半期報告書
⃝「株主通信」
（年2回）

ホームページ［IR情報］

⃝コーポレート・ガバナンスに関する報告書
⃝昭和飛行機ホームページ[IR情報]

ほか

株主通信
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従業員のために

社員の成長と働き甲斐のある職場づくりの実現
「人財理念」のもと、人事プロセス（採用、評価、処遇、育成）を進め、従業員とのコミュニ
ケーションを図り、働き甲斐のある職場づくりを進めます。

人権の尊重
「就業規程」において「従業員をその国籍､ 信条又は社会的身
分を理由として、労働条件について差別的取扱いをしない」こ
とを定め、幅広い人財を活用することを定めています。
製造、不動産、サービスを多角的に展開する当社の事業では、
国籍や性別を問わず、障がい者、高齢者の方々が、適材適所にお
いて活躍されています。

人財の採用・確保
「人財理念」に相応しい優秀な人財を国籍、性別、新卒／キャ
リア採用を問わず、積極的に採用しています。
また、採用者の定着率は高い水準で推移しており、人財の確
保がなされています。

昭和飛行機グループ

人財理念

■求められる人財像
・常に考え、新しいこと、変化の興味を持ち、改善する。
・何事に対しても最後までやり抜く行動力、実行力を持つ。
・向上心を持ち、積極的に社内外との対話を継続する。
■人財育成方針
サスティナブルな会社の根源は従業員と組織の成長
にある。その実現のため、本人、上司、会社は三位一体で
取り組む。
・本人は、自ら学び、変革に挑戦し、成長する。
・上司は、部下の成長に役立つ機会を与え、対話し、指導
する。
・会社は、個人の成長と評価を適切のサポートできる体
制を整備する。

人財育成
人財理念（人財育成方針）に基づく能力開発体系プログラムにより、人財育成に取り組んでいます。

能力開発プログラムの概要
●階層別

新入社員のビジネスマナーをはじめ管理職のマネジメント一般
教育まで従業員の階層を5つに分類してそれぞれ実施
●業務執行

パソコンスキルをはじめ、コミュニケーション、プレゼンテー
ション等、一般的な業務で必要とされるスキルの向上と個々の業
務に付随する専門スキル向上の実施
●マネジメント

次期経営幹部育成研修等の経営層・上級管理職育成プログラム
実施
●自己啓発支援

従業員が自主的に取り組む通信教育や資格取得支援の実施

CSR REPORT 2019
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昭和飛行機グループのCSR

従業員のために
ダイバーシティへの取り組み
⃝昭和飛行機工業株式会社 次世代育成支援行動計画（第3期）
社員が仕事と子育ての両立を可能とした、働きやすい環

本制度のもと定年を迎えられたベテラン社員が保有する
ノウハウや技術・技能を活用すると共に、後進への技能伝
承に取り組んでいます。

境の整備を行い、社員の能力を十分に発揮するための行動
計画を策定しています。
期間

2015年4月1日から2020年3月31日までの5年間

目標１

各種子育て支援制度について再度周知する

目標２

全社員の育児休職取得を支援する

目標３

所定外労働時間削減のための措置を実施する

目標４

年次有給休暇の取得日数を向上させる

⃝女性活躍推進法に基づく行動計画
女性がより活躍できる雇用環境の整備を行うための行動
計画を策定しています。
期間

2016年4月1日から2020年3月31日までの4年間

目標

2020年度までに女性採用割合30％を目指す

行動１

女性労働者の受け入れ態勢の整備

行動２

能力開発支援を目的としたキャリア研修を実施

行動３

女性求職者に対する積極的な広報活動

働き方／ワークライフバランス
⃝作業環境の改善
「働き方改革」の実現は働きやすい快適な職場づくりが
必要であると考えています。
製造部門では主要な工場に大型空調設備を導入し、現場
環境を改善いたしました。
広さのある当社工場は“夏の暑さ”と“冬の寒さ”がありま
したが、空調設備の導入により快適なものづくりの場とな
り、モチベーションアップを実現しました。

⃝60歳定年後の再雇用の取組み
当社は、2 0 0 6年に6 0歳定年者の「再雇用制度」を制定
し、その後も2 0 1 3年改正の「高年齢者雇用安定法」に準じ
た見直しを図り定年者の再雇用促進に取り組んでいます。

自衛消防訓練の実施

環境関連の資格取得の奨励

昭島消防署員の立会いのもと、工場を3 つの地区に

環境社会検定試験（eco 検定）や公害防止管理者な

分け、地震による火災の発生を想定し、通報、連絡、初

ど環境関連の資格取得を奨励し、合格者に記念品を贈

期消火、避難誘導、工作活動、救護活動の総合訓練を実

呈しています。従業員が自

施しています。

ら環境意識の向上を図り、
自主的な行動を促進させる
ことを目的としています。

クリーンアップ運動の実施
昭島市の市内クリーン運動の実施時期に合わせて、
昼休みに昭島工場
周辺の歩道の清掃
を実施しています。
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昭和飛行機グループのCSR

従業員のために
労働安全衛生
基本理念
当社では、
「労働災害発生防止及び従業員の健康確保は、工場運営の基盤であり全てに優先する。」との基本理念のもと、
職場の安全確保と快適な職場環境づくりを推進しています。

基本方針
定められた作業手順を遵守するとともに、災害につながる不安全行動を無くし、安全で快適な職場環境づくりを目指す
ために、下記の3項目を基本方針としています。
1. 労働安全衛生マネジメントシステムの自主的な運用によって継続的な安全衛生水準の向上を目指す。
2. 積極的な健康活動の推進を図るとともに、自主的な健康管理によって心身ともに健康で働ける環境づくりを目指す。
3. 定期的な職場巡視により危険・有害性を特定し、改善することによって労働災害の撲滅を図る。

安全衛生体制
昭島工場では、2019年度スローガン『安全と健康リスクの見える化で

安全・安心

ゼロ災害』のもと、総括安全衛生管理

者を中心に安全衛生委員会を毎月開催し、安全･衛生活動について調査・審議を行なっています。また、昭和飛行機グループと
してもSES安全衛生部会を開催し、情報の共有化を図り安全で快適な職場づくりを目指しています。

昭和飛行機グループ安全衛生体系図
※ SESとは
（Showa group Environment Safety & health）の略で、昭和飛行機グループ企業全体の安全衛生、環境に関する情報交
換の場として認識を共有し、法令遵守を図ることを目的とした組織です。
SES安全衛生部会

安全衛生委員会

昭和飛行機グループ各社

総括安全衛生管理者
診療所

関係請負業者連絡調整協議会

構内請負企業
派遣事業者

管理部門

産業医

製造部門

主任安全衛生管理者

主任安全衛生管理者
（安全管理者）

部長・主事

工場安全衛生管理者・課長
係・班

所属員

所属員
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昭和飛行機グループのCSR

従業員のために

従業員特集

人財育成と
ダイバーシ テ ィ へ の 取 り 組 み

英語力の向上は
直近の目標です
私は輸送・機器事業部の営業部に所属しており、担当業務は航空宇宙関連
製品の営業、販売活動です。
商品としては、ハニカムコアや複合材を主に取り扱っています。主なクラ
イアントは各航空機メーカーになりますが、航空機業界は基本的に１ヶ月の
製品の生産量が定まっているので、クライアントとやりとりした内容をしっ
かりと製造部門に伝えて、期日通りに納品することが最も重要なことになり
ます。
海外のお客さまとのやりとりも多く、英語を使う機会も多いです。
週末はもっぱらゴルフと英語を学んでいます。英語は会社の教育制度を
輸送・機器事業部 営業部

川合 肇（現シアトル駐在）

利用して学ぶことができるので、有効に活用しています。海外からの電話応
対の度に自分の英語力の不足を感じており、英語力の更なる向上は私にとっ
ての直近の目標になっています。

子育てと仕事の
両立ができている
私が所属しているリアルエステート事業部の主な業務内容は商業施設、オ
フィスビル、ロードサイド店舗の企画・開発・管理です。私は現在、オフィス
ビルの管理を主担当として行っています。上司と共に入居を希望しているお
客さまと直接お話しながら、プロジェクトを進めています。
私は、産休・育休を経て職場復帰しました。出産の2カ月前から産休を取
り、出産から1年後に職場復帰となりましたが、仕事とプライベートが両立し
やすい会社だと感じました。他にも、私のように子育てをしながら働いてい
る方は上手くバランスを取られていると感じます。子どもが生まれても、今
までのキャリアから外れた職場への異動もありませんでしたし、過度な量の
仕事を担当させられることもないので、現在も定時で帰宅できています。子
どもの体調がすぐれない時には快く休みをいただけるような職場のコミュ
ニケーションがとれています。私の部署だけでなく、会社全体で子育ての環
境づくりができていると感じます。

リアルエステート事業部

大秋 恵
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環境方針

環境への取り組み

環境マネジメントのたゆまぬ取り組み
昭和飛行機グループは、多摩の山並みや多摩川、玉川上水に囲まれた自然の多い豊か
な環境の下で主な事業を営んでいます。
この環境は、これからも自らの力で保全しなければなりません。昭和飛行機グループ
は、地域環境、地球環境の保全のために自主的な活動を推進いたします。
当社北側を流れる玉川上水

昭和飛行機グループ 環境ビジョン
昭和飛行機グループは、地球環境の保全が社会から求められている重要な課題であることを認識し、以下の取
り組みをとおして持続可能な社会の実現を目指します。
（１）省資源・リサイクルに努める等環境負荷の少ない安心・安全な製品・サービスを提供します。
（２）汚染防止に努めるとともに、多摩の自然を活かしたまちづくりにより、自然との共生を図ります。
（３）消費エネルギーの削減とCO2 排出量の削減により、地球温暖化の防止に貢献します。
（４）グループ従業員に環境法令の遵守と昭和飛行機グループ環境ビジョンの周知徹底を図り、環境保全活動
を継続的に実践します。
（５）昭和飛行機グループ環境ビジョンは社内外に開示します。

昭和飛行機グループの環境への取り組み
東京都環境確保条例による特定温室効果ガス（CO2 ）総量削減義務と排出量取引制度に基づき、モリタウン、昭島工場、フォ
レスト・イン 昭和館は、エネルギー使用の最適化・効率化を図り、東京都が定める第１計画期間において削減義務量を上回る
C O 2 削減を達成しました。第２計画期間では、削減義務がそれぞれ9％増加となりましたが、削減義務履行に向け取り組んで
います。

地球温暖化防止の指標（CO₂排出量）
第２計画期間（2015～2019年度）の状況
3事業所合計
実績排出量

24.4

2015

24.9

2016

排出量上限

24.5

2017
（年度）

23.6

2018

（kt-CO2）

モリタウン
実績排出量

排出量上限

（kt-CO2）

27.7

2019

16.1

13.4

13.7

13.5

2015

2016

2017
（年度）

12.7

2018

2019
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環境への取り組み
昭島工場
実績排出量

6.5

6.4

2015

6.5

2016

2017
（年度）

フォレスト・イン 昭和館

（kt-CO2）

排出量上限

6.9

実績排出量

6.7

2018

2019

（kt-CO2）

排出量上限

4.6

4.7

4.5

4.4

2015

2016

2017
（年度）

2018

4.8

2019

昭島工場の環境への取り組み
昭和飛行機工業（株）昭島工場は、国際標準規格のISO14001（ 2001年1月

認証取得）に基づき、次の適用範囲の中で活

動をしています。なお、2017年度には2015年版の認証取得を完了しました。

ISO14001適用範囲
昭島工場内（構内関連企業を含む）における製造に関する設計・購買を含む活動、製品及びそれに伴う修理・保用部品供給・
輸送等のサービスに適用しています。なお、外部審査機関による認証範囲は次のとおりです。

⃝航空機装備品の設計・開発、製造及びサービス提供(修理、等)
⃝防衛装備品(航空機を除く)の設計・開発、製造及びサービス提供(修理、等)
⃝地上支援器材、航空機機体部品の製造及びサービス提供(修理、等)
⃝ハニカムコア材、航空宇宙用途ハニカムサンドイッチ構造体及び複合材機体部品の設計・開発及び製造
⃝特殊車両及びその関連装置、介護福祉装置の設計・開発及び製造

環境管理体制
昭和飛行機工業（株）昭島工場は、社長を責任者として次の体制を構築し、環境管理・対策に取り組んでいます。
社長

環境管理責任者
環境管理副責任者
環境安全管理室
環境・省エネルギー委員会
環境情報対策委員会

関連会社・協力会社
（昭島工場内）

製造部門

管理部門
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環境への取り組み
主な法定資格選任者
環境関連法令により定められた資格選任者は以下の通りです。
適応法規名称

資格名称
公害防止統括者

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

公害防止統括者の代理者
大気関係公害防止管理者
大気関係公害防止管理者の代理者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物管理責任者
エネルギー管理統括者
エネルギー管理企画推進者

エネルギーの使用の合理化に関する法律

エネルギー管理者（昭島工場）
エネルギー管理員（モリタウン、フォレスト・イン 昭和館）

水道法

水道技術管理者
統括管理者

東京都環境確保条例

技術管理者
東京都公害防止管理者

昭島市下水道条例

水質管理責任者

大気に係る法規制順守状況(2018年実績)
項

目

ボイラー

排出ガス

塗装乾燥施設

測定値

測定値

Nox (ppm)

150 以下

27 ～ 43

ばいじん (g/㎥ N)

0.1 以下

<0.001 (2016 年 )

VOC (ppmC)

700 以下

10 ～ 41

水質に係る法規制順守状況(2018年実績)
項目

排水系

排除基準 (mg/ℓ )

測定値 (mg/ℓ )
南工場

北工場

PH

5.7 ～ 8.7

6.5 ～ 8.5

5.8 ～ 8.3

BOD

300 未満

3.7 ～ 190

－

SS

300 未満

5 ～ 240

－

n －ヘキサン( 動植物油)

30 以下

1 ～ 11

－

P（リン）

16 未満

0.25 ～ 12

0 ～ 0.3

総クロム

2 以下

0 ～ 0.02

－

ふっ素

8 以下

－

0 ～ 4.8

※ 2019年4月に廃水処理設備の異常が発見され、一時的にP H（水素イオン濃度指数）の排除基準を超えるアルカリ性廃水の流出
が確認されました。有害物質ではありませんが昭島市に報告し、直ちに改善措置を実施しました。
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環境への取り組み
省エネルギー・省資源への取り組み
廃棄物管理の指標
リサイクル量＆リサイクル率の推移
リサイクル量（t/月平均）

94.7

96.8
49.2

2014

廃棄物総排出量の推移

リサイクル率（t/月平均）

リサイクル量（t/月平均）

6.4
93.6

46.9

46.7

2015

2016
（年度）

93.4
51.6

2017

7.0

93.6

売上高原単位（t/億円）

6.8
5.1

5.8

55.1

2018

610

594

599

2014

2015

2016
（年度）

663

2017

707

2018

PRTR＊管理
排出量

取扱量
（kg）

大気

12,550

フェノール

物質名

移動量

公共用
水域

下水道

廃棄物

10,250

0

0

2,290

5,250

0

0

0

100

トリクロロエチレン

7,750

3,840

0

0

440

キシレン

4,220

3,420

0

0

80

NN- ジメチルホルムアミド

3,670

210

0

0

0

ポリ（オキシエチレン）＝
オクチルフェニルエーテル

1,890

0

0

0

0

トルエン

エネルギー消費原単位＊

＊PRTR（Pollutant
Release and Transfer
Register: 化学物質排出
移動量届出制度）管理と
は、有害性のある多種多
様な化学物質が、どのよ
うな発生源から、どれく
らい環境中に排出された
か、あるいは廃棄物に含
まれて事業所の外に運び
出されたかというデータ
を把握し、集計し、公表
する仕組み。

電気需要平準化評価原単位＊
（kℓ/百万円）

（kℓ/百万円）

0.35
0.31

2014

0.38

0.33

0.32

2017

2018

0.29

2015

2016
（年度）

0.34

2014

0.36

0.35

2017

2018

0.32

2015

2016
（年度）

＊ 原単位とは、各種エネルギーがどれだけ効率良く生産に使われたかを見るための指標であり、グラフでは電気・
都市ガス等のエネルギー使用量を原油に換算し売上高百万円当たりの原油換算量を示している。また、電気需
要平準化評価原単位は、201 4年4月に省エネ法の改正により追加された 電気需要平準化時間帯（=ピーク時間
帯）
：夏季（7～9月）、冬季（12～3月）の8～22時（休日含む）における指標です。
CSR REPORT 2019

24

環境方針

環境への取り組み
太陽光発電事業の紹介
当社昭島工場敷地内の工場建屋屋根を利用した太陽光発電事業を2013年10月から開始しています。環境にやさしい再生
可能エネルギーの普及促進に努め、環境負荷低減を通じて社会に貢献しています。

設置面積

5,387㎡

発電出力

853.7kW

想定発電量

870MWh/ 年

CO2 削減効果

464t - CO2/ 年

太陽電池

単結晶シリコン太陽電池
255W × 3,348 枚

発電開始

平成 25 年 (2013 年 )10 月

年間発電量

912

2014

（MWh）

821

794

814

2015

2016
（年度）

2017

857

2018

工場の屋根に設置されている太陽電池パネル
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会社概要／沿革

Corporate Profile
⃝会社概況（2019年3月末現在）
社

名

昭和飛行機工業株式会社
SHOWA AIRCRAFT INDUSTRY CO., LTD.

本 社・ 工 場

東京都昭島市田中町600番地

創立年月日

1937年（昭和12年）6月5日

資

49億円

本

金

主な事業内容

特装車及び生活支援機器の製造・販売
航空支援機器及び軽合金構造物の製造・販売
ハニカムコア等の製造・販売
不動産の賃貸

従 業 員 数

約800名（連結）

事

仙台営業所、中部営業所（名古屋）、関西営業所（大阪）

業

所

グループ会社

昭和の森綜合サービス㈱、昭和飛行機テクノサービス㈱
アーバンリゾーツ昭和の森㈱、昭和の森エリアサービス㈱
ハーレーダビッドソン昭和の森㈱、昭和飛行機ビジネスコンサルタント㈱
㈱メトス、SHOWA AIRCRAFT USA INC.
Showa Aircraft Industry Philippines Inc.

⃝沿革
1937年 6月 設立､ 公称資本金3,000万円
1938年 3月 東京製作所（東京都昭島市田中町所在）において航空機の製造を開始
1955年 6月 特殊車両（給油車､ 特殊トレーラー等）の製造を開始
1960年 1月 米国ヘキセル社と金属ハニカムに関する技術援助契約を締結
1961年10月 東京証券取引所市場第二部上場
1969年 8月 米軍接収施設の飛行場地域返還（接収施設全面返還）、返還施設に
パプリックゴルフ場（18ホール､ パー72）を開設、同年11月営業開始
1984年 4月 昭島駅北口に大型ショッピングセンター ｢モリタウン｣ 開設、賃貸を開始
1998年 7月 航空機事業部においてISO9001の認証を取得、特装事業部1999年8月、
ハニカム事業部2001年7月認定取得
1998年11月 都市型リゾートホテル ｢フォレスト･イン 昭和館｣ 開業
2001年 1月 昭島工場においてISO14001の認証を取得
2004年10月 ｢モリタウン｣ 増床リニューアルオープン
2006年 3月 モリタウンにシネコン･アミューズ･レストランオープン
2006年 9月 昭島駅北口社有地にIHI 昭島ビル竣工
2010年 3月 モリタウンに大型家電量販店・ゴルフショップ等オープン
2010年 4月 昭島駅北口社有地に西東京歯科衛生士専門学校開校
2011年 8月 昭島・昭和の森いちょう並木が開通
2014年 3月 三井造船株式会社（現 株式会社三井E&S ホールディングス）の連結子会社化
2014年 7月 フィリピンに子会社Showa Aircraft Industry Philippines Inc. 設立
2015年 3月 アウトドア特化型複合商業施設
」開業
「MORIPARK Outdoor Village（モリパーク アウトドアヴィレッジ）
2017年 6月 会社創立80周年
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⃝編集方針

〒196-8522 東京都昭島市田中町600番地
昭和飛行機工業株式会社 管理部門 総務部
http://www.showa-aircraft.co.jp/
TEL 042-541-2111 FAX 042-545-0147
発

行：2019年11月

次回発行：2020年11月予定

昭和飛行機グループでは、ステークホルダーの皆さ
まとのコミュニケーションの活性化を図り、より高い
ステージで社会的責任を果たしたいと考えています。
「CSRレポート」では、昭和飛行機グループの企業活
動全体をステークホルダーの皆さまに分かりやすく
報告するように心がけて編集しています。

⃝報告対象範囲

昭和飛行機工業を中心にグループ会社全体を対象と
しています。

⃝報告対象期間

2018年4月1日～2019年3月31日を対象に編集し
ていますが、一部最新の情報も含んでいます。

