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株主総会資料
招集通知、決議通知など、株主総会に関連し
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2006年3月、アンリツは「国連グローバル・コンパクト（UNGC）」の掲げる「人権」「労
働」「環境」「腐敗防止」に関する10原則に賛同し、参加を表明しました。この原則を
グループ全体のサステナビリティ活動と結びつけて推進しています。

　国連グローバル・コンパクトへの賛同

アンリツは2015年に創業120周年を迎え、次の時代へ歩み始めました。創業以来
124年にわたり、有線・無線の通信機器や測定器で情報通信分野の発展に貢献してき
たアンリツの強さの源泉は、脈々と社内に流れる2つのDNA「誠と和と意欲」、“オリ
ジナル&ハイレベル”です。
　本レポートは、この2つのDNAとそれに基づく中長期的成長戦略をステークホルダー
の皆さまにご理解いただくため、経営戦略や業績等の財務要因と、ガバナンス改革、環
境や社会との関係性等の非財務要因を一体的に伝える統合レポートとして発行いたし
ました。
　これからも本業を通じた安全・安心で豊かなグローバル社会の実現に向け、強い意思
をもって経営にまい進してまいります。
1.   組織の短・中・長期の価値創造能力に実質的な影響を与える事象に関する情報につ

いては、ビジネスレビュー（P10〜）およびWebサイト（https://www.anritsu.
com/ir）に掲載しています。

2.   レポート作成にあたっては、IIRC（国際統合報告評議会）等の国際的なフレームワー
クおよびGRIのスタンダードを参考としています。

　アンリツ統合レポートについて

　コミュニケーション・ツール

サステナビリティレポート
2005年から、環境・経済・社会面
の取り組みをCSR報告書として、
2018年からサステナビリティ
レポートとして発行しています。

有価証券報告書/
四半期報告書
事業年度における、四半期毎の
実績および年間の実績を報告し
ています。

事業報告書
事業年度における中間期および
通期の事業活動の概況、トピック
スなどを簡単にまとめて報告して
います。
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安全・安心で豊かな
グローバル社会のサステナビリティ実現に向けた
価値創造を目指して
本レポートＰ2～9において、アンリツの価値観とそれを育んだ歴史を振り返ることで「企業価値の
源泉と有形無形の資本」の関係性を明らかにするとともに、経営資源を活用して価値を創造する
経営プロセスを紹介します。

長寿企業アンリツが培った経営理
念とそれをコアとする、企業像、企
業姿勢ならびに企業価値向上指針
を説明します。

「誠と和と意欲」を経営信条として
育まれた「先進性と適応力」、そし
てその根底にある「信頼性」が生ま
れた背景を「変革と挑戦の歴史」
から紐解きます。

“オリジナル&ハイレベル”の企業
価値の源泉を強みとする価値創造
プロセスをとおして、社会的要請に
応える共有価値を提供するストー
リーです。

「経営理念から価値創造プロセス」の体系
企業理念

Anritsu way

SDGs

社会軸 事業軸

サステナビリティ経営

アンリツが目指すサステナビリティ経営

124年の歩みが宿し紡いだ  Anritsu Value History 

Anritsu Value Creating Story

P2〜3

P4〜5

P6〜7

Anritsu Way

Anritsu  
Value History

Anritsu Value  
Creating Story

事業を通じて解決する 
社会課題 

P8〜9

知的資本

人的資本

社会・関係資本

財務資本

製造資本

自然資本

120年の知の集積、イノベーション力

・無線・有線通信技術の蓄積
・ネットワーク品質保証技術
・超高速・光デバイスの開発・製造
・秤応用・異物検出技術

グローバルな組織と人財

・組織力を高める学習する組織
・最先端技術をリードする人財
・顧客密着のサポート要員と体制

市場環境の変化に備えた財務安定性

・資本コストを意識した経営の実践
・強固なキャッシュ・フロー創出力
・高い信用力による資金調達

バリューチェーン全体で展開する環境経営

・環境マネジメントシステムの徹底
・環境配慮型製品の開発プロセス
・排水処理システム
・化学物質管理システム

オリジナル＆ハイレベルなものづくり

・グローバルなSCM（サプライチェーンマネジメント）
・グローバルな開発体制
・グローバルな製造拠点ネットワーク
・BCP（事業継続計画）に基づく
ファシリティとSCM

リーディングカンパニーとのパートナーシップ

・お客さまとの強固な信頼関係
・グローバルな取引先・顧客リスト

5G/IoTネットワークを支え、社会イノベーションを牽引する計測ソリューション

グローバル経済社会との調和

地球環境保護の推進

ガバナンスの強化と充実

コミュニケーションの推進による
共有価値の創造

5G/IoT社会のリーディングカンパニーになる

モバイル市場
・5G/IoTシステム開発
・モバイル機器製造

ネットワークインフラ市場
・通信ネットワークの構築
・データセンターの高速大容量化

エレクトロニクス市場
・電子デバイスの開発製造
・公共無線網の構築

ワールドクラスの
品質保証ソリューションパートナーになる

食品・医薬品市場
・食品加工・生産システム開発
・食材（重量・異物）選別システム開発
・医薬品製造システム開発

・人権と多様性の尊重　・人財育成   ・労働安全衛生
・人権に配慮したSCM（サプライチェーンマネジメント）

・CO2排出量（エネルギー 使用量）/水使用量の削減
・高品質で環境に配慮した製品の開発/製造
・環境負荷を低減するSCM

・コーポレートガバナンス　・コンプライアンスの定着
・リスクマネジメントの推進

・ステークホルダーへの情報提供とコミュニケーション

計測事業 計測事業 計測事業

PQA事業

ESG ESG ESG

PQA事業
PQA事業

安全・安心であらゆるも
のがつながる強靭なネット
ワークインフラを整備し、
持続可能な社会の建設に
貢献する

食品や医薬品の品質保証
の高度化を通じて、誰も
が安全で安心して暮らせ
る社会、食品ロスの少な
い持続可能な社会の実現
に貢献する

持続可能な消費と生産の企業活動で持続可
能な社会づくりに貢献する

多様な人財とともに、個々人が成長し働き
がいのある職場づくりに貢献する

すべてのステークホルダーとともに協働し
て共有価値の創造に貢献する

透明・公正かつ迅速・果断な意思決定とリ
スク管理で誠実な企業活動を行う

計測事業

PQA事業

ESG

5G/IoTの進化で社会イノベ
ーションを牽引する

モバイルブロードバンドサー
ビスの進化で快適なコミュニ
ケーションを実現する

地球規模で強靭なネットワー
クインフラを実現して安全・
安心、快適なグローバル社会
を実現する

食材や医薬品に対する安全・
安心の要求に応える品質保証
を実現する

食物資源の適切な利用で生態
系への影響を減少させる

個の成長を実感できる働きが
いのある職場環境を提供する

環境配慮型製品の開発と普及で
低炭素社会の実現に貢献する

透明・公正で誠実な企業活動を
行う

企業市民としてサステナビリティ
社会の実現に貢献する

食品、医薬品の品質を保証
するソリューション

安全・安心なインフラを整
備し、持続可能な社会の建
設につながる産業の創造と
イノベーションの促進に貢
献する

安全・安心なインフラを整
備し、持続可能な社会の建
設につながる産業の創造と
イノベーションの促進に貢
献する

アンリツへの期待
（社会からの要請） インプット アウトプット事業活動 提供する社会価値

（安全・安心で快適な社会構築への貢献）

箱詰め
・
包装

計量
・
充填

質量検査

異物検査

品質検査
包装検査

アンリツの企業価値の源泉は、アンリツらしさの「信頼性、適応力、先進性」の根源でもある、有形、無形の各資本
です。アンリツは、持てる資本を最大限に活用して、社会課題の解決に貢献する企業活動を実践してまいります。

Anritsu Value Creating Story

スマートデバイス
Fixed

ネットワーク クラウド

高速・大容量・
低遅延通信の
実現

100G/400G
ネットワーク
の実現

高速・高品質
データセンターの実現

スマート社会

P22～25 P8

P9
P26～29

P30～41

モバイル
ネットワーク

モバイル＆
インターネットの

アンリツ
光のアンリツ 5G/IoTの

アンリツ

「誠と和と意欲」をもって、“オリジナル＆ハイレベル” 
 な商品とサービスを提供し、安全・安心で豊かなグローバル
 社会の発展に貢献する

衆知を集めたイノベーションで社会のサステナビリティ
に貢献し“利益ある持続的成長”を実現する

1. 衆知を集めた全員経営でハツラツとした組織へ
2. イノベーションで成長ドライバーの獲得
3. グローバル市場でマーケットリーダーになる
4. 良き企業市民として人と地球にやさしい社会づくりに貢献

企業理念

経営理念

経営ビジョン

経営方針

アンリツグループ企業行動憲章
アンリツグループ行動規範




